
goo Simseller 利用規約 

 

本利用規約は、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（以下「当社」といいます）が運営す

る「goo Simseller」（以下「本サイト」といいます）において、お客様が商品をご購入され

る場合に適用される諸条件を規定しています。 

商品のご購入にあたっては、本利用規約が適用されますので、内容をよくお読みいただいた

上で、ご注文下さい。 

 

本サイトは、当社が別に定める「gooID 利用規約」（以下「gooID 利用規約」といいます）

において定義される gooID サービスです。本利用規約は、gooID 利用規約に定める個別規

定であり、gooID 利用規約の一部を構成するものです。本利用規約における用語は、特段の

定めがない限り、gooID 利用規約において定義されるものと同一とし、本利用規約に定めの

ない事項については、gooID 利用規約の定めが適用されるものとします。また、gooID 利用

規約と本利用規約との間に齟齬がある場合は、本利用規約の定めが優先するものとします。 

 

当社は、以下のいずれかの要件を充足する場合には、個別にお客様と合意することなく、本

利用規約を変更できるものとします。この場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲載その

他相当の方法により、予め周知するものとします 

（1）お客様一般の利益に適合するとき 

（2）契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更

に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

 

本利用規約の改定日をもって、お客様が改定後の利用規約に同意されたものとみなします。 

また、本利用規約のほかに、本サイトにご利用条件を定める場合があります。  

1. 本売買契約成立について 

（1）お客様は、本サイトの画面上の申込フォームに必要事項を記載して頂き、購入ボタン

を押していただくことにより、商品の注文を行うことができます。 

当社は、お客様の注文を受付けた場合、注文受付を確認する電子メールをお客様指定の電子

メールアドレス宛に通知いたします。 

当社による注文受付確認メールの到達をもって、お客様および当社間において商品の売買

に関する契約（以下「本売買契約」といいます）が有効に成立するものとします。 

なお、本売買契約成立後の、注文取消または注文内容の変更は、当社が特に認める場合を除

き、一切お受けできません。 

また、架空名義、偽名等、お客様本人以外の名義での注文並びに転売・再販・その他仕入れ

を目的とした商品の注文はできません。 

（2）当社の意思表示に表示上の錯誤、内容の錯誤または動機の錯誤がある場合、本売買契



約は、無効となります。 

なお、意思表示の錯誤には、商品価額、商品名称または商品仕様に関する本サイトの画面上

の表示誤りが含まれますが、これらに限られません。 

（3）お客様のお振込が遅延した場合などは、当初の納期は延期させて頂く場合があります。 

（4） 関連法令の改正により消費税の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更

後の税率により計算するものとします。 

2. 保証等について 

お買い上げ頂いた商品に対する当社の保証内容は、本条に定める内容に限ります。但し、当

社の故意または重大な過失に起因して生じた損害に関する当社の責任は、法令の定めると

ころによります。 

（1） 保証対象 

当社は、当社が販売する商品に関して、商品に同封の保証書に記載されるところに従い、当

該商品の製造事業者（以下「メーカー」といいます）が保証している範囲内で保証いたしま

す。 

メーカー保証のついていない商品については、当社保証対象外となります。 

（2） 保証期間 

保証期間は、保証書に記載のお買上げ日から開始し、商品毎にメーカーが規定した期間とな

ります。保証書の日付が空欄の場合には、当社が商品に同梱する納品書等に記載のお買上げ

日が保証期間の開始日となります。 

（3）保証対象外 

法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、お買い上げ商品の使用また

は使用不能から生ずる損害（機会損失の発生、事業の中断、データの損失またはその他の金

銭的損害を含む）に関して、当社は、一切の責任を負わないものとします。  

3. 返品・交換について 

（1）保証対象となっている商品にキズや破損等の初期不良がある場合は、商品の到着日か

ら起算して 3 日以内に当社へご連絡ください。 

ご連絡をいただいた後、当該商品の交換についてメーカーの承認が得られた場合に限り、商

品の交換をいたします。 

その場合、当社が交換の際の送料を負担しますので、着払いにて初期不良のある商品をご返

送下さい。その後当社より代替品を配送いたします。 

なお、代替品との無償交換は、商品の箱および、販売時に貼付されていた全ての付属品が揃

っていることを前提とします。但し、初期不良の承認および交換方法の詳細はメーカーによ

って異なります。 

（2）一度お買い上げいただきました商品に関しましては、お客様都合による返品または交

換（特定の機器との間で生ずる不都合を理由とした返品または交換を含みます）には一切応

じられません。 



また、以下の場合の商品の返品または交換は、一切応じられません。 

① お客様の責任により、キズや破損等の不良箇所が生じた場合 

② 商品到着日から起算して 3 日を経過した初期不良の場合 

③ 上記のほか、メーカーが規定する保証対象外の故障の場合  

4. 個人情報の取り扱いについて 

（1）当社ではお客様の個人情報（お客様が本サイトを利用された履歴を含みます。以下同

じ）を、当社が別途定めるプライバシーポリシー（「個人情報の取扱い方針」を含みます）

に従い、適切に取り扱うものとします。 

（2）当社は、お客様の個人情報を以下の目的で利用できるものとします。 

① 本サイトにおける商品・サービスの提供（広告の配信を含みます）・検証・改善 

② 本サイト又は本サイト以外の、当社もしくは当社の提携先・取引先等の商品・サービス

の提供に関するマーケティング調査 

③ お客様からのお問い合わせへの対応・お客様のサポート 

④ お客様であることの確認・与信管理 

⑤ 料金請求・課金・決済 

⑥ 本サイト又は本サイト以外の、当社もしくは当社の提携先・取引先等の提供する商品、

サービス、キャンペーン等に関する通知・ご案内（電話やダイレクトメールの送付、電子メ

ールの送信等による、広告、宣伝、ご提案を含みます） 

⑦ 本サイト又は本サイト以外の、当社もしくは当社の提携先・取引先等によるキャンペー

ンの抽選・賞品の発送・連絡、ポイントの付与 

⑧ お客様ご自身を識別できない形式に加工した統計資料の作成および第三者への提供 

 

（3）当社は、以下に定める場合には、お客様の個人情報を第三者に提供することができる

ものとします。 

① お客様が当社に対し支払うべき料金その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレ

ジットカード会社、回収代行業者その他の決済またはその代行を行う事業者に開示する場

合 

② 当社の権利行使に必要な場合 

③ 個人情報保護法その他の法令により認められた場合 

（4）管理責任者 

当社における、個人情報の管理責任者は、当社のビジネスリスクマネジメント担当役員とし

ます。  

5. レビュー等のコンテンツについて 

（1）お客様のレビュー等のコンテンツに係る著作権は、別段の定めがある場合を除き、そ

のコンテンツを投稿・登録したお客様に帰属します。お客様は、当社が本サイトを運営する

ために、国内外を問わず、無償かつ永久で非独占的に使用できる権利（著作権法第 21 条か



ら 28 条に定める権利を含みます）ならびに当社が本サイトの提携先および業務委託先へ使

用許諾する権利を許諾します。お客様は、お客様のコンテンツに関して著作者人格権を行使

しないものとします。お客様のコンテンツの著作権を第三者に譲渡する場合は、本節に定め

る条件を譲渡先に遵守させるものとします。 

（2）当社は、以下に該当した場合または該当する恐れがあると当社が判断した場合、お客

様のコンテンツを削除（非公開に設定することを含み、以下同じ）できるものとします。 

① 事実に反するもの 

② 他人の名誉または信用を傷つけるもの 

③ わいせつな表現またはヌード画像を含むもの 

④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、パブリシティ権その他の他人の権利を

侵害するもの 

⑤ コンピューターウィルスを含むもの 

⑥ 面識のない異性との交際を目的とするもの 

⑦ 公序良俗に反するもの 

⑧ 法令に違反するもの 

⑨ 本規約に違反するもの 

⑩ その他当社が不適当と合理的に判断したもの 

6. プロバイダ契約等への申し込み取り次ぎ 

（1）当社はお客様に対し、以下の各号に該当した場合には、対象商品（以下「対象商品」

といいます）に対して当社が設定した値引価格による販売および/またはキャッシュバック

を行うことがあります。 

① 値引販売の条件 

お客様が当社に対し、各通信事業者により提供される通信回線またはプロバイダサービス

の利用に係る契約（以下「プロバイダ契約等」といいます）、対象商品の購入を同時に申し

込み、当社からの申し込みの意思確認（以下「申込意思確認」といいます）を行い、当該確

認が得られた場合 

② キャッシュバックの条件 

お客様が、キャッシュバックの対象となるプロバイダ契約等を本サイト上を通じて締結し、

工事が完了（開通）した場合 

（2）プロバイダ契約等への申込意思確認は、お客様が申込手続き時に登録した電話番号に

対し、当社より電話にて行われます。当該確認が取れた場合には、当社より受付確認メール

をお客様指定の電子メールアドレス宛てに発出いたします。当社が、電子メールを発出した

時点で、申込意思確認は完了するものとします。 

（3）申込意思確認により、申込意思の確認不能、開通条件等の理由によりプロバイダ契約

等の締結が難しいと当社で判断した場合、対象商品のご注文をキャンセルさせていただき

ます。 



（4）値引価格による対象商品のご購入は、別に当社が定める場合を除き、お客様一名義に

一台限りとさせていただきます。複数購入が確認された場合、キャンセルさせていただくこ

ともございます。 

（5）過去にプロバイダ契約等の入退会を繰り返した場合や、取引実績その他総合的な与信

判断の観点から、注文をお断りする場合や注文確定後にキャンセルさせていただくことも

ございます。 

（6）お客様は、対象商品に係る本売買契約が成立した後でお客様都合によりプロバイダ契

約等の申し込みを撤回することはできません。 

（7）割引価格による対象商品の販売を伴う場合、プロバイダ契約等に定める利用場所と対

象商品の配送先とは同一住所に限るものとし、異なる住所での登録はできません。 

（8）キャッシュバックについては、プロバイダ契約等に基づく工事完了（開通）を当社が

確認できた方を対象にのみ行います。なお、キャッシュバックには、工事完了（開通）後、

お客様ご自身で当社が定める所定の登録フォームに必要情報をご登録いただくことが条件

となります。 

ご登録情報の誤りや、開通月の翌月から起算して 6 ヵ月以内にご登録いただけない場合に

は、キャッシュバックはできません。また、工事完了（開通）月内でのプロバイダ契約等の

解約（取り消し）の場合には、キャッシュバック対象外となります。 

（9）当社は、プロバイダ契約等に関するお客様の個人情報について、通信事業者より取得

し、本規約第 4 項に従い利用できるものとします。 

（10）当社は、本サイトにおいて提供する通信回線およびプロバイダサービスの料金等に関

する情報の内容に関する正確性・妥当性・適法性・有用性およびその他一切の事項について

保証せず、お客様がこれらの情報によりいかなる損害・損失を被った場合でも、当社は一切

の責任を負わないものとします。 

そのため、本サイトにおいて提供する通信回線およびプロバイダサービスの料金等に関す

る情報の確認は、お客様が当該通信事業者に直接行うものとします。 

本サイトにおいて提供される情報の全部または一部は、お客様に対して予告なく変更また

は削除される場合があります。 

（11）プロバイダ契約等申し込みの際には、各通信事業者が定める契約約款等に同意の上契

約してください。当社はお客様に対して、通信事業者との契約締結または更改等の可否およ

びそれらの時期または内容等について保証いたしません。 

通信事業者およびお客様とのプロバイダ契約等の成否、内容または履行等に関して、当社は

一切責任を追わないものとし、通信事業者とお客様との間で解決するものとします。  

7. 準拠法・合意管轄裁判所について 

本サイトに関する準拠法は、日本法とします。 

また、本サイトにおける商品の販売、その他本サイトの運営に関する紛争について訴訟の必

要が発生した場合、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第 1 審の専



属的合意管轄裁判所とします。  

 

以上 

 

制定日：平成 26 年 1 月 28 日 

改定日：平成 26 年 2 月 27 日 

改定日：平成 26 年 4 月 1 日 

改定日：平成 28 年 10 月 18 日 

改定日：平成 30 年 12 月 4 日 

改定日：令和 2 年 4 月 1 日 

改定日：令和 2 年 11 月 10 日 

 

 

中古商品に関する特記事項 

本特記事項は、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（以下「当社」といいます）が運営す

る「goo Simseller」（以下「本サイト」といいます）において、お客様が中古商品をご購入

される場合に goo Simseller 利用規約に優先して適用される諸条件を規定しています。 中古

商品のご購入にあたっては、本特記事項が適用されますので、内容をよくお読みいただいた

上で、ご注文下さい。なお、本特記事項に記載のない諸条件については goo Simseller 利用

規約に準ずるものとします。 

また、当社は、以下のいずれかの要件を充足する場合には、個別にお客様と合意することな

く、本特記事項を変更できるものとします。この場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲

載その他相当の方法により、予め周知するものとします。 

（1）お客様一般の利益に適合するとき 

（2）契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更

に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

本特記事項の改定日をもって、お客様が改定後の特記事項に同意されたものとみなします。 

また、当社は本特記事項のほかに、本サイトにご利用条件を定める場合があります。  

1. 保証等について 

お買い上げ頂いた中古商品に対する当社の保証内容は、本項に定める内容に限るものとし

ます。 

（1） 保証対象 

当社は、当社が販売する中古商品における中古端末に関する以下事象を当社確認ができた

場合に限り、本項に定める範囲内で保証いたします。 

・当該中古端末に動作不良がある場合（タッチパネル動作、ディスプレイ視覚、スピーカー

動作、各種ボタン動作、イヤホンジャックの反応確認、充電機能の基本動作ができない場合） 



・当該中古端末がお客様の責めに帰すべき事由なく販売元となる通信事業者によるネット

ワーク利用制限対象となった場合 

（2） 保証期間 

当社が中古商品に同梱する納品書等に記載の商品出荷日を起算日として 30 日。但し、当該

中古端末がお客様の責めに帰すべき事由なく販売元となる通信事業者によるネットワーク

利用制限対象となり、通信利用ができなくなった場合については、起算日より 2 年間とし

ます。 

（3）保証対象外 

お客様のご申告内容または当社確認状況が以下のいずれかに該当する場合は保証対象外と

なります。 

また、法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、お買い上げ頂いた中古

商品の使用または使用不能から生ずる損害（機会損失の発生、事業の中断、データの損失ま

たはその他の金銭的損害を含む）に関して、当社は、一切の責任を負わないものとします。 

但し、当社の故意または重大な過失に起因して生じた損害に関する当社の責任は法令の定

めるところによります。 

① キズ、破損、色あせ、汚れ及び劣化等、中古端末の外観状態が理由の場合（中古端末の

外観状態が当社の販売ホームページで表示されたものと明らかに異なる場合は除きます。） 

② バッテリーの寿命、消耗具合等が理由の場合 

③ 当社にて確認、再現ができない動作不良またはネットワーク利用制限が理由の場合 

④ 当該中古端末に初期搭載されていない OS やソフトウェア、アプリケーション等が理由

の場合 

⑤ お客様がご契約されている通信事業者の料金プランや契約内容が理由の場合 

⑥ 商品配送中のトラブル等が理由の場合 

⑦ お客様のご申告が保証期間を超過している場合 

⑧ お客様の故意・過失に基づく破損等の不具合  

2. 返品・交換について 

（1） 保証対象となっている中古商品は、保証期間内に当社へご連絡ください。ご連絡をい

ただいた後、当該中古端末の動作不良またはネットワーク利用制限により当該中古端末の

利用ができないこと等についての当社確認ができた場合に限り、当該中古端末と同等と当

社が判断する中古品に交換をいたします（同等の中古品がある場合に限ります。同等の中古

品がない場合には、当社は中古商品の売買に係わる契約を解約し、中古の購入代金を返金し

ます。）その場合、当社が交換の際の送料を負担しますので、着払いにて当該中古商品をご

返送下さい。その後当社より交換品を配送いたします。お客様にて交換品の指定はできませ

ん。なお、交換品との無償交換は、当該中古商品が販売された状態（外箱や中古端末の付属

品がある場合はその全てが揃っている状態）であることを前提とします。 

（2） 前号に定める場合を除き、一度お買い上げいただきました中古商品に関しましては、



お客様都合による返品または交換（他の機器との間で生ずる不都合を理由とした返品また

は交換を含みます）には一切応じられません。  

3. 個人情報の取り扱いについて 

（1） 当社ではお客様の個人情報（お客様が本サイトを利用された履歴を含みます。以下同

じ）を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。 

（2） 当社は、お客様の個人情報を以下の目的で利用できるものとします。 

① 本サイトにおける商品・サービスの提供（広告の配信を含みます）・検証・改善 

② 本サイト又は本サイト以外の、当社もしくは当社の提携先・取引先等の商品・サービス

の提供に関するマーケティング調査 

③ お客様からのお問い合わせへの対応・お客様のサポート 

④ お客様であることの確認・与信管理 

⑤ 料金請求・課金・決済 

⑥ 本サイト又は本サイト以外の、当社もしくは当社の提携先・取引先等の提供する商品、

サービス、キャンペーン等に関する通知・ご案内（電話やダイレクトメールの送付、電子メ

ールの送信等による、広告、宣伝、ご提案を含みます） 

⑦ 本サイト又は本サイト以外の、当社もしくは当社の提携先・取引先等によるキャンペー

ンの抽選・賞品の発送・連絡、ポイントの付与 

⑧ お客様ご自身を識別できない形式に加工した統計資料の作成および第三者への提供 

⑨ 古物営業法における業務上必要とされる場合。 

（3） 当社は、以下に定める場合には、お客様の個人情報を第三者に提供することができる

ものとします。 

① お客様が当社に対し支払うべき料金その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレ

ジットカード会社、回収代行業者その他の決済またはその代行を行う事業者に開示する場

合 

② 当社の権利行使に必要な場合 

③ 個人情報保護法その他の法令により認められた場合 

④ 業務上必要とされる場合 

（4）管理責任者 

当社における、個人情報の管理責任者は、当社のビジネスリスクマネジメント担当役員とし

ます。  

以上 

制定日：平成 29 年 11 月 7 日 

改定日：平成 30 年 4 月 25 日 

改定日：令和 2 年 4 月 1 日 

初期契約解除に伴う端末返品等の特約 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下、コム社といいます）が提供する



OCN モバイル ONE（音声対応 SIM）とエヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（以下、当

社といいます）が提供する端末携帯（以下「端末」といいます）をセットで購入されたお客

様が、初期契約解除制度（電気通信事業法）に基づき、コム社が提供する OCN モバイル 

ONE（音声対応 SIM）の契約を解除した場合、付随して契約した端末売買契約は、下記の

条項に定める方法にて対応することを同意していただきます。なお、端末売買契約に関し、

本特約に定めのない事項は、当社が販売 Web ページ等で提示する条件が適用されるものと

します。 

1. 端末売買契約の解除 

（1） OCN モバイル ONE の契約解除を当社が確認した時点で、当社より、お客様が当該

商品お申込み時に登録されたメールアドレス宛に確認メールを送信いたします。本メール

通知を送信後、「端末も解除」することを記載の上、5 日以内にご返信ください。お客様の

メールが当社に到達した時点で、端末売買契約の解除（同時に申し込まれたオプションサー

ビス（グーの端末補償、およびグーの安心サポート）を含みます。）が成立したものとみな

します。 

（2） お客様が、本特約により端末売買契約を解除された場合は、当社が引き渡した端末単

体（全ての付属品を含む）を当社が指定する期日（以下、「返品期日」といいます。）までに、

当社が指定する方法・場所へ返品するものとします。返品にかかる費用は、お客様が負担す

るものとします。 

（3） 当社は、返品期日までに、お客様による対象端末単体の返品が確認できない場合は、

下記 3 項に定める端末機器損失金を請求することができるものとします。 

（4） 当社は、返品された端末単体に対象外の物品（お客様の私物含む）が同梱されていた

場合、お客様がその所有権を放棄したものとみなし、当社にて当該物品を廃棄できるものと

します。  

2. 端末単体の買取 

（1） １項による端末売買契約の解除をせず、端末単体での買取を希望される場合には、前

項同様の手段で当社より送信する確認メールへ、「端末単体で買取」することを記載の上、

5 日以内にご返信ください。お客様による返信メールが当社に到達した時点で、商品ウェブ

ページに記載の端末単体通常価格にて売買が成立したものとします。当社は、クレジットカ

ード決済額を変更することにより、売買代金を請求いたします。 

（2） 当社は、お客様からメール返信による意思表示が確認できない場合には、コム社が提

供する OCN モバイル ONE（音声対応 SIM）とセットで販売した端末の売買契約を解除す

ることとみなし、解除手続きを行います。（同時に申し込まれたオプションサービス（グー

の端末補償、およびグーのあんしんサポート）も含みます）。 

（3） また、当社が指定する返品期日までにお客様による対象端末単体の返品が確認できな

い場合は、3 項に定める端末機器損失金を請求できるものとします。  

3. 端末機器損失金 



当社は、返品期日を経過しても対象端末単体の返品が確認できない場合、または返品いただ

いた対象端末単体に破損やその他不具合が確認された場合は、お客様に対し、当社が指定す

る方法により、ウェブページや別途当社が通知する端末単体の通常価格の売買代金と同額

を端末機器損失金として請求できるものとします。 

4. 延滞利息 

お客様は、売買代金・機器損失金について支払い期日を経過してもなお、支払いいただけな

い場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの間の当社が定める日数について、年

14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合と

します。）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社の指定の方

法で支払っていただきます。 

以上 

制定日：平成 30 年 10 月 1 日 

 


