
 

au Wi-Fi アクセス利用規約 

 

au Wi-Fi アクセスは、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下、「当社」といいます。」)

が KDDI 株式会社（以下、当社とあわせて「当社等」といいます）と共同で提供するサー

ビス（以下、「本サービス」といいます。）です。本サービスのご利用にあたっては、以下の

au Wi-Fi アクセス利用規約（以下、「本利用規約」といいます。）の内容に承諾いただく必要

があります。ご利用の前に必ず本利用規約をお読みください。 

 

（当社等による本サービスの提供） 

第１条 当社は、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、au ペイメント株式会社及

び au フィナンシャルサービス株式会社が「au PAY」「au スマートパス」のブランド名称で

提供するサービス(別表に定めるものに限ります)の利用者（以下、「利用者」といいます。）

に対し、本利用規約及び当社の「公衆無線ＬＡＮサービス契約約款」（以下「約款」といい

ます。）の定めに従い、公衆無線 LAN サービスを提供します。 

2 KDDI 株式会社は、前項に基づく公衆無線 LAN サービスを利用しようとする利用者に

対し、本利用規約の定めに従い、当該サービスを利用するための au ID を用いた認証機能を

提供します。 

 

（本利用規約の適用） 

第２条 本利用規約で使用する用語の意味は、本利用規約で特段の定めがない限り、約款で

定義する用語の意味と同じとします。 

2 本利用規約は、約款又は当社等が定める本サービスの利用に関する諸規程(ご利用条件

等を含みますが、これらに限られません。以下、総称して「約款等」といいます。)と一体

となって適用されるものとし、利用者はこれを遵守する義務を負います。 

3 本利用規約の規定が約款等の規定と矛盾又は抵触するときは、当該矛盾又は抵触する限

りにおいて、本利用規約の規定を優先して適用します。 

4 当社等が約款等を改正した場合、改正前の約款等を適用、引用、準用等する本利用規約

の規定は、改正後の約款等の相当する規定を適用、引用、準用等します。 

 

（本サービス利用契約の成立） 

第３条 利用者が本利用規約に同意した時点をもって、利用者と当社等との間で本サービ

スのご利用に係る契約（以下、「本サービス利用契約」といいます。）が成立するものとしま

す。 

２ 当社等は、１の利用者につき、１の本サービス利用契約を締結するものとします。 

 



（本サービス及び本アプリの利用）  

第４条 利用者による本サービスのご利用にあたっては、本サービスに係るアプリ（以下、

「本アプリ」といいます。）の対応端末へのダウンロードのうえ、当社等所定の方法による

初期設定が必要となります。 

２ 利用者は、本アプリを随時最新のバージョンにアップデートする必要があります。また、

利用者は、本アプリが、随時当社等のサーバ、ネットワークと通信を行い、利用者に対する

事前の通知なく、アップデートを受信することに同意します。なお、アップデートの自動リ

クエスト及び受信に要する通信料等は、利用者が負担するものとします。 

 

（au ID による認証及びお客様 ID の付与・利用） 

第５条 当社等は、利用者の本アプリの初期設定及び本アプリをインストールした対応端

末での本サービスの利用にあたり、KDDI 株式会社が「ID 利用規約」に基づき提供する au 

ID により利用者を認証することができるものとします。 

２ 本アプリの初期設定の際、利用者には新たに本サービスに係る ID（以下、「お客様 ID」

といいます。）が付与されます。お客様 ID は、利用者が本アプリをインストールした対応

端末以外の当社等所定の方法で本サービスを利用する際に必要となります。お客様 ID には

各 ID に対応するパスワードが設定され、利用者は当社等所定の方法でパスワードを変更す

ることができます。 

３ お客様 ID 及びパスワードの管理は利用者自身の責任において厳重に管理するものと

します。利用者は、お客様 ID を第三者に利用、譲渡又は貸与させてはならないものとしま

す。 

 

（サービス提供条件） 

第６条 当社等は、利用者と KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、au ペイメント

株式会社及び au フィナンシャルサービス株式会社との間で別表の「対象サービス（対象者）」

の欄に定める対象サービスの利用に係る契約が有効に存続していることを条件として、利

用者に対し、本サービスを提供するものとします。この場合において、当社は、対象サービ

スに関する利用料の支払いのほかに追加の負担を求めることなく、別表の「提供する料金プ

ラン種別」に定める約款等の料金プラン種別に基づき、別表の「専用の取扱い」の欄に従っ

て公衆無線 LAN サービスを利用者に提供するものとします。但し、本サービスを利用する

ために必要な通信機器等の設備等の費用は、利用者のご負担になります。 

 

（知的財産権） 

第７条 本アプリ又は本サービスに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他の権利

は、当社等又は当社等に対して使用許諾を行っている第三者に帰属します。利用者は本アプ

リ又は本サービスに関する当社等及び第三者の権利侵害又はそのおそれがあるような行為



を一切行ってはならないものとします。 

 

（権利義務の譲渡禁止） 

第８条 利用者は、本利用規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡する

ことはできません。 

 

（禁止事項） 

第９条 利用者は、本サービスを利用者個人のご利用のためのみに利用することができる

ものとし商業・広告目的その他当社等が許可していない目的での利用及び二次利用を一切

してはならないものとします。 

２ 利用者は、本サービスの利用に関して以下の行為を一切行ってはならないものとしま

す。 

（１）当社等及び第三者の権利を侵害する又はその虞がある行為 

（２）法令に違反する又は違反する可能性がある行為 

（３）公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又は

それらの虞のある行為 

（４）当社等による本アプリ又は本サービスの提供に支障を生じさせ、若しくはその運営を

妨げる行為、又はそれらの虞のある行為 

（５）当社等が定めた方法以外の方法で本アプリ又は本サービスの一部若しくは全部を利

用する行為、又はその虞がある行為 

（６）その他合理的な理由に基づき不適当と判断される行為 

３ 利用者は、本アプリにつき、当社等の事前の承諾を得ることなく無断で、転載・複製・

複写・修正・改変・公衆送信・頒布・貸与・翻訳・翻案・二次的著作物の作成、リバースエ

ンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行うことはできず、また、第三者に譲渡、

使用許諾、その他の処分を行うことはできません。 

 

（免責） 

第１０条 利用者は、本利用規約の内容を理解した上で、本アプリ及び本サービスを利用者

自身の責任で利用するものとします。利用者は、本アプリ又は本サービスの利用に関連して、

自己の責めに帰すべき事由により、何らかの損害を被った場合又は何らかの法的責任を負

う場合においては、自己の費用と責任においてこれを処理し、当社等に対して何ら請求もな

さず、迷惑をかけないものとします。 

２ 当社等は、本アプリ又は本サービスの内容及び結果について、その完全性、正確性、安

全性、目的適合性又は有用性等につき、何ら保証するものではなく、当該内容及び結果が第

三者の権利を侵害しないこと等について何ら保証するものではありません。 

３ 当社等は、以下に掲げる場合等において、利用者に生じる損害、トラブル等に関して、



その原因の如何を問わず、第 1 号又は第 3 号に掲げる場合で当社等に故意又は重過失のあ

る場合を除き、如何なる責任も負いません。 

（１）利用者の使用環境により、本アプリ又は本サービスが使用できない場合 

（２）当社等が第１１条の定めに従い、本アプリ又は本サービスを変更又は廃止し、若しく

は本アプリ又は本サービスの提供を中止又は中断した場合 

（３）本アプリ又は本サービスの使用により、お客様の端末、ＯＳ、ブラウザ、各種ソフト

ウェア、その他付属機器に不具合が生じ、又は利用者のデータが消失、毀損等した場合 

４ 当社等は、本アプリ又は本サービスの技術仕様に関するご質問には一切お答えできま

せん。 

 

（変更、廃止等） 

第１１条 当社等は、利用者へ事前の通知又は周知を行うことにより、本サービスの全部又

は一部を変更又は廃止することができるものとします。 

２ 当社等は、利用者に事前に通知することなく、保守作業、システム復旧、停電や天災な

どの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により本サービスの提供を中止又は中断す

ることがあります。 

 

（本サービス利用契約の終了等） 

第１２条 利用者は、当社等所定の方法により、いつでも本サービス利用契約を解除するこ

とができます。 

２ 当社等は、利用者が第９条に違反した場合、利用者に事前に通知することなく、本サー

ビス利用契約を解除することができます。 

３ 利用者が別表に定める対象サービス(対象者)の条件を満たさなくなった時点で、本サー

ビス利用契約も自動的に終了するものとします。 

 

（損害賠償） 

第１３条 本アプリ又は本サービスのご利用にあたり、当社等の責に帰すべき事由により

利用者が損害を被った場合は、当社等は 548 円を上限として、当該損害を賠償するものと

します。但し、当社等の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しな

いものとします。 

 

(当社による利用者情報の取得) 

第１４条 当社は、本サービスの提供に伴い、利用者から以下の各号に定める情報を取得す

る場合があり、利用者はこれに同意するものとします。 

（１）本利用規約の定めに従い付与されたお客様 ID 

（２）本サービスへの登録状態(加入中/解約済)、当該登録日又は変更日等の契約内容に関



する情報 

（３）本サービスにおいて当社が提供する公衆無線 LAN サービスの利用に係る情報(当該

サービスの利用端末・時刻及び当該サービスに接続した際のアクセスポイントに関する情

報) 

（４）前号の公衆無線 LAN サービスのオプション機能として当社が提供する VPN 機能の

利用に係る情報(利用端末・時刻) 

（５）メールアドレス(当社が別に定める方法で利用者が登録した場合に限ります) 

２ 当社は、前項に定める情報のほか、本アプリを経由して利用者から以下の各号に定める

情報を取得する場合があり、利用者はこれについて同意するものとします。 

（１）本アプリの利用状況（起動の有無、インストール状態） 

（２）広告識別子(IDFA（iOS）、AdvertisingID（Android）) 

（３）本アプリを利用する端末情報(OS、OS バージョン、端末識別子)、 

（４）本サービスにおける通信量情報(Wi-Fi/モバイルデータ別通信量) 

（５）本アプリを利用した際の端末の位置情報 

３ 当社は、前二項に基づき取得した利用者の情報を、以下の各号に定める目的の達成に必

要な範囲内で利用します。 

（１）利用者への本アプリ又は本サービス提供 

（２）利用者からの本アプリ又は本サービスに関する問い合わせへの対応 

（３）本サービスの提供に関する利用者への連絡、通知、情報提供 

（４）本アプリ又は本サービスの運用改善及び品質向上 

（５）本アプリ又は本サービスの利用状況の調査及び分析、当該調査及び分析データの統計

化、並びに無償、有償を問わない提供その他のマーケティング分析のため 

４ 当社は、第１項に基づき取得した利用者の情報を、前項に定める目的で利用するために、

KDDI 株式会社に提供することができるものとします。また、法令に基づく場合等、当社が

別途定める「プライバシーポリシー」の規定に基づき、国の機関等に提供することがありま

す。 

５ 前各項に定めるほか、当社は、第 1 項又は第 2 項に基づき取得した利用者の情報を、

別途当社が定める「プライバシーポリシー」及び「アプリケーション・プライバシーポリシ

ー」に基づき取扱います。 

 

（KDDI 株式会社による利用者の情報の取得） 

第１５条 KDDI 株式会社は、本サービスの提供に伴い、利用者から以下の各号に定める情

報を取得する場合があり、利用者はこれに同意するものとします。 

（１）利用者の au ID に関する情報 

（２）本利用規約の定めに従い付与されたお客様 ID 

（３）本サービスへの登録状態(加入中/解約済)、当該登録日又は変更日等の契約内容に関



する情報 

（４）本サービスにおいて提供される公衆無線 LAN サービスの利用又は au ID を用いた認

証機能の利用に係る情報(当該サービスの利用端末・時刻及び公衆無線 LAN サービスに接

続した際のアクセスポイントに関する情報) 

（５）前号の公衆無線 LAN サービスのオプション機能として提供される VPN 機能の利用

に係る情報(利用端末・時刻) 

２ KDDI 株式会社は、前項に定める情報のほか、本アプリを経由して利用者から以下の各

号に定める情報を取得する場合があり、利用者はこれについて同意するものとします。 

（１）本アプリの利用状況（起動の有無、インストール状態） 

（２）広告識別子 

（３）本アプリを利用する端末情報(OS、OS バージョン、端末識別子) 

（４）本サービスにおける通信量情報(Wi-Fi/モバイルデータ別通信量) 

（５）本アプリを利用した際の端末の位置情報 

3 当社は、前項に基づき取得した利用者の情報を、以下の各号に定める目的の達成に必要

な範囲内で利用します。 

（１）利用者への本サービスの提供  

（２）利用者に対する連絡、通知、情報提供及び広告の表示又は配信 

（３）KDDI 株式会社の連結子会社及び持分法適用会社（以下、「グループ企業」といいま

す。）又は第三者が提供するクーポン等の特典の進呈 

（４) ポイントに係る各種キャンペーン若しくはイベントの案内、KDDI 株式会社が適切若

しくは利用者にとって有益と判断した様々な情報、KDDI 株式会社が提供する商品・サービ

ス等（当社以外の第三者の商品・サービス等を含みます。）に関する連絡、通知若しくは情

報提供又は広告の表示若しくは配信 

（５）KDDI 株式会社及びグループ企業の商品・サービス等の販売状況・利用状況の調査及

び分析、当該調査及び分析データの無償、有償を問わない提供、当社の商品・サービス等の

運用改善・品質向上及び新商品や・新サービス等の企画、開発、並びに、アンケート調査そ

の他マーケティング分析のため 

4 KDDI 株式会社は、第１項に基づき取得した利用者の情報を、前条第 3 項に定める目的

で利用するために、KDDI 株式会社が別途定める「個人情報取扱共通規約」に基づき当社を

含むグループ企業等に提供することができるものとします。 

5 前各項に定めるほか、KDDI 株式会社は、第１項に基づき取得した利用者の情報を、

KDDI 株式会社が別途定める「個人情報取扱共通規約」及び「プライバシーポリシー」及び

「アプリケーション・プライバシーポリシー」に基づいて取り扱います。 

 

(本利用規約の変更) 

第１６条 当社等は、本利用規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更



後の本利用規約によります。 

２ 本利用規約の記載事項を変更する場合は、個別に通知する方法又は当社のホームペー

ジに掲示する方法により変更後の本利用規約及びその効力発生時期を周知するものとし、

変更後の本利用規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

（裁判管轄） 

第１７条 本アプリ、本サービス又は本利用規約に関して利用者との間で疑義又は争いが

生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には

「東京地方裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 

第１８条 本利用規約は、日本国の法律に基づき解釈されます。 

 

 

附 則 

(実施時期） 

この利用規約は西暦 2020 年 9 月 1 日から実施します。 

 

(提供する料金プラン種別の適用に関する特例) 

この利用規約実施の日から西暦 2020 年 9 月 30 日までの間においては、別表の対象サービ

ス(対象者)が au PAY に該当する場合においても au Wi-Fi アクセス「セキュリティモード」

として提供を行い、ギガぞうスタンダードプランを基に付随する専用の取扱いを行うもの

とします。 

 

附 則 

(実施時期) 

この利用規約は西暦 2021 年 3 月 23 日から実施します。 

 

附 則 

(実施時期) 

この利用規約は西暦 2021 年 6 月 14 日から実施します。 

 

 

  



別表 

 

対象サービス(対象者) 提供する料金プラン種別 専用の取扱い 

au PAY 

※KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話

株式会社及び au ペイメント株式会

社の「au PAY プリペイドカード特

約」に定める「本カード（au PAY 

残高）」が有効なお客様または、au 

フィナンシャルサービス株式会社の

「カード会員規約」に定める会員

(本会員及び家族会員) 

 

ギガぞう 

スマホ専用プラン 

欄外(A)の通りとし

て、au Wi-Fi アク

セス・提供種別

「スタンダードモ

ード」として提供

します。 

au スマートパスプレミアム 

※KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話

株式会社の「au スマートパス/au ス

マートパスプレミアム利用規約」に

定めるサービス種類のうち「au スマ

ートパスプレミアム」にあたる利用

契約が有効な会員 

 

ギガぞう 

スタンダードプラン 

欄外(B)の通りとし

て、au Wi-Fi アク

セス・提供種別

「セキュリティモ

ード」として提供

します。 

(A) 約款の別表に定めるオプション機能はご利用いただけません。また、提供する公衆無線

LAN サービスの営業区域は別途当社が定めるホームページに掲載する区域となります。 

(B) 利用者識別符号１あたりの同時接続可能台数は 2 台までとし、うち 1 台については当

社等が指定する本アプリをインストールした端末からの利用に限るものとします。約款の

別表に定めるオプション機能は VPN 機能に限りご利用いただけるものとします。また、提

供する公衆無線LANサービスの営業区域は別途当社が定めるホームページに掲載する区域

となります。 

 

当社等は対象サービスの適用状態を定期的に確認するものとし、変動があった場合は本表

に基づき提供する料金プラン種別の変更を行います。本表のいずれも満たさないことを確

認した場合は、第 12 条に基づき本サービス利用契約を終了します。 

なお、本表の複数の対象サービス条件を同時に満たす場合は、au スマートパスプレミアム

に係わる条件を優先して適用するものとします。 

  



 リンク(Web 掲載用) 

 

公衆無線ＬＡＮサービス契約約款(株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス) 

https://wi2.co.jp/jp/rules/ 

 

「プライバシーポリシー」(KDDI 株式会社) 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/ 

 

「プライバシーポリシー」(株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス) 

https://wi2.co.jp/jp/privacy/ 

 

「アプリケーション・プライバシーポリシー」Android 版(KDDI 株式会社) 

https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-auwifiaccess.html 

 

「アプリケーション・プライバシーポリシー」iOS 版(株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレ

ス) 

https://wi2.co.jp/jp/auwifiaccess/appprivacypolicy-i 

 

「個人情報取扱共通規約」(KDDI 株式会社・沖縄セルラー電話株式会社) 

https://id.auone.jp/id/pc/legal/personal_terms.html 

 

au PAY プリペイドカード特約(KDDI 株式会社・沖縄セルラー電話株式会社・au ペイメ

ント株式会社) 

https://wallet.auone.jp/contents/sp/terms/walletcard/index.html 

 

カード会員規約(au フィナンシャルサービス株式会社) 

https://www.kddi-fs.com/rules/ 

 

au スマートパス/au スマートパスプレミアム利用規約(KDDI 株式会社・沖縄セルラー電話

株式会社) 

https://pass.auone.jp/terms/pass/ 

 

ID 利用規約(KDDI 株式会社) 

https://id.auone.jp/id/pc/legal/auid_terms.html 


