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料金表 

通則 

 

（料金の計算方法等） 

１ 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。 

区分 計算方法 

(１) (２)以外のもの  この約款に規定する税抜額（消費税相当額

を加算しない額をいいます。以下同じとし

ます｡)により行います。 

(２) 海外ローミング機能に係るオプショ

ン機能使用料、プリペイド通話若しくは

ａｕ国際通話に関する料金、他網公衆電

話の電話機から契約者回線への通話に係

る料金又は国際ＳＭＳ送信（別表１（オ

プション機能）３欄に規定する国際ＳＭ

Ｓ送信をいいます。以下同じとします｡)

に関する料金（通話料に限ります｡) 

この約款に規定する額により行います。 

２ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金（プリペイド通話に関する料金及びＬＴ

Ｅデータプリペイドに係るデータ通信料を除きます。以下第３項、第４項、第 19 項及び第

20 項において同じとします｡)のうち、基本使用料等、通話料、データ通信料及びユニバー

サルサービス料は料金月（その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場

合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします｡)に従って計算しま

す。 

  ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるとき

は、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 

３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更するこ

と があります。 

４ 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金に

ついては、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている基本

使用料の料金種別等の規定に従って計算します。 

  ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。 

５ 当社は、通話料及びデータ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての 

料金を合計した額により、請求を行います。 

 

（基本使用料の料金種別の取扱い） 

６ この約款に特段の定めがある場合を除き、次表の左欄に定める基本使用料の料金種別は、

それぞれ同表右欄に定める基本使用料の料金種別を示します。 

カケホ 第１種ＬＴＥデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基

本使用料の料金種別のうち、カケホのもの 

スーパーカケホ 第１種ＬＴＥデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基

本使用料の料金種別のうち、スーパーカケホのもの 

カケホ（Ｖ） 第２種ＬＴＥデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基

本使用料の料金種別のうち、カケホ（Ｖ）のもの 
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スーパーカケホ（Ｖ） 第２種ＬＴＥデュアルのカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに係る基

本使用料の料金種別のうち、スーパーカケホ（Ｖ）のもの 

カケホ（ケータイ／

Ｖ） 

第１種ＬＴＥデュアル及び第２種ＬＴＥデュアルに係る基本使用

料の料金種別のうち、カケホ（ケータイ／Ｖ）のもの 

スーパーカケホ（ケー

タイ／Ｖ） 

第１種ＬＴＥデュアル及び第２種ＬＴＥデュアルに係る基本使用

料の料金種別のうち、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）のもの 

ＶＫプランＭ 第１種ＬＴＥデュアル及び第２種ＬＴＥデュアルに係る基本使用

料の料金種別のうち、ＶＫプランＭのもの 

ＶＫプランＳ 第１種ＬＴＥデュアル及び第２種ＬＴＥデュアルに係る基本使用

料の料金種別のうち、ＶＫプランＳのもの 

ＶＫプラン 第１種ＬＴＥデュアル及び第２種ＬＴＥデュアルに係る基本使用

料の料金種別のうち、ＶＫプランのもの 

 

（特定データ通信定額等の取扱い） 

７ 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表右欄に定めるデータ通信料の取扱いを示しま

す。 

用語 データ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)に定

めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制（Ｖ） 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の２

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅱ 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の３

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ） 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の４

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の５

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の６

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信２段階定額制 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の７

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の８

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の９

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 10

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 11

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信段階定額制 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 12

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信段階定額制

（Ｖ） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 13

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅲ 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 14
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に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ） 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 15

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信段階定額制Ⅱ 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 18

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅳ 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 19

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅴ 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 20

に定めるデータ通信料の取扱い 

特定データ通信定額の取扱い 特定データ通信定額制、特定データ通信定額制（Ｖ）、

特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ

（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）、

特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制

（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額

制Ⅲ（Ｖ）、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ

通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴ 

特定データ通信２段階定額の取

扱い 

特定データ通信２段階定額制、特定データ通信２段階定

額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）、特定データ通信２段階定額

制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）、特定データ通信２段階定額制

Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又は特定データ通信２段階定額

制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ） 

 

  （基本使用料等の日割り） 

８ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項

において「月額料金」といいます｡)をその利用日数（第８号については、第 56 条（基本使

用料等の支払義務）第２項第３号の表に規定する基本使用料等の支払いを要しないとする

日数とします｡)に応じて日割りします。 

ただし、第 56 条第１項第２号に該当する場合の同号のイ及びウに定める基本使用料等に

ついては、この限りでありません。 

(１) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があった

とき。 

(２) 料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。 

(３) 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契

約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。 

(４) 料金月の起算日以外の日に、第２（通話料）１（適用）(11)に定める定額料の支払

いによるＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン(Ｖ)の契約者回線に係る通話料の適用Ⅰ又は

(12)に定める定額料の支払いによるＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン(Ｖ)の契約者回線に

係る通話料の適用Ⅱの適用の開始若しくは廃止があったとき。 

(５) 料金月の起算日以外の日に、国内通話定額（第２（通話料）１（適用）(10)の３に

定める取扱いをいいます。以下同じとします｡)の適用の開始若しくは廃止又はその種類

の変更（以下「国内通話定額の種類変更等」といいます｡)があったとき。 

(６) 料金月の起算日以外の日に、次表に定めるデータ通信料の取扱いの種類の変更があ

ったとき。 
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データ通信料の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅱ（ケ

ータイ／Ｖ‐ⅰ）、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）、特定データ通信定額

制Ⅲ、特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ） 

(７) 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合であって、料金

月の起算日以外の日に、同表右欄に定めるデータ通信料の取扱いの適用の開始若しくは

廃止があったとき。 

基本使用料の料金種別 データ通信料の取扱い 

標準プラン 特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制

Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ 

カケホ（ケータイ／Ｖ）、スー

パーカケホ（ケータイ／Ｖ）、

ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、

ＶＫプラン 

特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）、特定デ

ータ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）、特定データ通

信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）、特定データ通信

２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）、特定データ通信２

段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）、特定データ通信２

段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ） 

シンプル、カケホ、スーパーカ

ケホ、シンプル（Ｖ）、カケホ

（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ）

（いずれもカテゴリーⅡのもの

に限ります｡) 

特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制

（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定額

制Ⅲ（Ｖ） 

(８) 料金月の起算日以外の日に、Ｎｅｔｆｌｉｘパック又はＮｅｔｆｌｉｘパック（Ｖ）

（それぞれ第３（データ通信料）１（適用）(３)の 16 又は(３)の 17 に定める取扱いを

いいます。以下同じとします｡)の適用の開始若しくは廃止があったとき。 

(９) 料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が

増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少の

あった日から適用します。 

(10) 第 56 条第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

(11) 第３項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。 

９ 前項（第 11 号を除きます｡)の規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日

数により行います。この場合、第 56 条第２項第３号の表の１欄に規定する料金の算定にあ

たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。 

10 第８項第 11 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により

行います。 

 

  （端数処理） 

11 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

  ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。 

 

（ナンバーシェア副回線に係る料金等の合算請求） 

12 当社は、ナンバーシェア副回線に係る料金その他の債権について、その契約者回線に係

るナンバーシェア主回線（別表１に定めるナンバーシェア主回線をいいます。以下同じと
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します｡)に係る料金その他の債権と合算して一括して請求します。 

 

  （料金等の支払い） 

13 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービ

ス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。  

14 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払ってい

ただきます。 

15 当社は、プリペイド通話に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る

ものを含みます｡)については、課金単位となる通話時間ごとに第 63 条（プリペイド通話に

係る前払い通話料の登録等）の規定に基づき登録した前払い通話料の残高を減ずることと

します。 

 

 （料金の一括後払い） 

16 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当

社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

  （前受金） 

17 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条

件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

 

  （消費税相当額の加算） 

18 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する税抜額に基づき

計算した額に消費税相当額を加算した額とします。 

  ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。 

(１) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料 

(２) プリペイド通話又はａｕ国際通話に関する料金 

(３) 他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金 

(４) 国際ＳＭＳ送信に関する料金（通話料に限ります｡) 

 

  （料金の臨時減免） 

19 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定

にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。 

20 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲

示する等の方法により、そのことを周知します。 

 

  （料金等の請求） 

21 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当

社の「ＷＥＢ ｄｅ 請求書ご利用規約」（以下「ＷＥＢｄｅ請求書規約」といいます｡)若

しくは「ポイントプログラム規約」又はＫＤＤＩ株式会社の「ＫＤＤＩまとめて請求に係

る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。 
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第１表 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに関する料金 

 

第１ 基本使用料等 

１ 適用 

基本使用料等の適用については、第 56 条（基本使用料等の支払義務）の規定による

ほか、次のとおりとします。 

基本使用料等の適用 

(１) ＬＴＥサー

ビスの種類等 

ア ＬＴＥサービスには、次の種類があります。 

種類 内容 

ＬＴＥデュアル デュアル端末との間に電気通信回線を設

定して通話及びデータ通信のために提供

するもの 

ＬＴＥシングル データシングル端末との間に電気通信回

線を設定して専らデータ通信のために提

供するもの 

イ ＬＴＥデュアルには、次の種類があります。 

種類 内容 

第１種ＬＴＥデュアル 第２種ＬＴＥデュアル又は第３種デュア

ル以外のもの 

第２種ＬＴＥデュアル ＶｏＬＴＥ対応端末（ＶｏＬＴＥに対応

した端末設備をいいます。以下同じと

し、当社が別に定める端末設備を除きま

す｡)との間に電気通信回線を設定して提

供するものであって、第３種ＬＴＥデュ

アル以外のもの 

第３種ＬＴＥデュアル ＶｏＬＴＥ対応端末（当社が別に定める

端末設備に限ります｡)との間に電気通信

回線を設定して提供するものであって、

別表１に定めるナンバーシェア機能に係

るナンバーシェア副回線として指定する

ことができる契約者回線に係るもの 

ウ 第１種ＬＴＥデュアルには、次のタイプがあります。 

タイプ 内容 

タイプⅠ タイプⅡ以外のもの 

タイプⅡ ＶｏＬＴＥ対応端末（当社が別に定める

端末設備に限ります｡)との間に電気通信

回線を設定して提供するもの 

エ ＬＴＥシングルには、次の種類があります。 

種類 内容 

第１種ＬＴＥシングル 第２種ＬＴＥシングル、第３種ＬＴＥシ

ングル又は第４種ＬＴＥシングル以外の

もの 

第２種ＬＴＥシングル 別表１に定めるＷｉＭＡＸ利用機能（タ

イプⅡに限ります｡)を利用可能な端末設
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備との間に電気通信回線を設定して提供

するものであって、第４種ＬＴＥシング

ル以外のもの 

第３種ＬＴＥシングル 別表１に定めるＷｉＭＡＸ利用機能（タ

イプⅠに限ります｡)のうちＷｉＭＡＸ通

信以外のデータ通信のみ利用可能な端末

設備（当社が別に定める端末設備に限り

ます｡)との間に電気通信回線を設定して

提供するもの 

第４種ＬＴＥシングル 別表１に定めるＷｉＭＡＸ利用機能（タ

イプⅡに限ります｡)のうちＷｉＭＡＸ通

信以外のデータ通信のみ利用可能な端末

設備（当社が別に定める端末設備に限り

ます｡)との間に電気通信回線を設定して

提供するもの 

オ 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄のＬＴＥサ

ービスを提供します。この場合において、当社は、同表の右欄の

種類のうち、そのＬＴＥ契約者から接続の請求があった端末設備

に対応するＬＴＥサービスを提供するものとします。 

ＬＴＥ契約の種別 ＬＴＥサービスの種類 

一般ＬＴＥ契約 ＬＴＥデュアル、ＬＴＥシングル 

第２種定期

ＬＴＥ契約 

タイプⅠ 第１種ＬＴＥデュアル、第２種ＬＴ

Ｅデュアル又はＬＴＥシングル 

タイプⅡ 第１種ＬＴＥデュアル又は第２種Ｌ

ＴＥデュアル 

第３種定期ＬＴＥ契約 第２種ＬＴＥシングル又は第４種Ｌ

ＴＥシングル 

第４種定期ＬＴＥ契約 第２種ＬＴＥシングル又は第４種Ｌ

ＴＥシングル 

第５種定期ＬＴＥ契約 第１種ＬＴＥシングル又は第３種Ｌ

ＴＥシングル 

第６種定期ＬＴＥ契約 第１種ＬＴＥシングル又は第３種Ｌ

ＴＥシングル 

カ ＬＴＥ契約者は、ＬＴＥサービスの種類の変更（第３種ＬＴＥ

デュアルとの間のものを除きます｡)の請求をすることができま

す。 

キ カの請求があったときは、当社は、ＬＴＥサービスの種類の変

更を伴う請求があった場合は、その変更日から変更後のＬＴＥサ

ービスの種類による料金を適用します。 

ク ローミングには、ＬＴＥサービスと同一の種類があります。 

(２) －  － 

(３) ＬＴＥサー

ビスの利用月

数 

ＬＴＥサービスの利用月数は、そのＬＴＥサービスに係る利用開始

月からその料金月（契約解除があったときは、その契約解除日の前

日を含む料金月までとします｡)までの月数（一時休止日の前日を含

む料金月の翌料金月から再利用開始日を含む料金月の前料金月まで
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の月数を除きます。以下この欄において同じとします｡)を通算した

もの（契約変更を行った場合は、契約変更を行う前のＬＴＥ契約に

より提供を受けていたＬＴＥサービスに係る利用開始月からその契

約変更のあった日を含む料金月の前料金月までの月数を、ａｕ契約

からの契約移行があった場合は、契約移行を行う前のａｕ契約によ

り提供を受けていたａｕサービスに係る利用開始月からその契約移

行のあった日を含む料金月の前料金月までの月数を、それぞれこれ

に合算したものとします｡)とします。 

(４)  ＬＴＥサー

ビスの基本使

用料の料金種

別の選択等 

ア ＬＴＥサービスの基本使用料には、次のカテゴリー種別ごと

に、次の料金種別があります。 

ア ＬＴＥサービスの基本使用料には、次のカテゴリー種別ごと

に、次の料金種別があります。 

(ア) 第１種ＬＴＥデュアル及び第２種ＬＴＥデュアルに係るもの

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅱ 

標準プラン 

(イ) 第１種ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅰ 

ＬＴＥプラン 

ＬＴＥプランＳ 

カケホ 

スーパーカケホ 

ジュニアスマートフォンプラン 

オフィスケータイプラン 

カケホ（ケータイ／Ｖ） 

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

ＶＫプランＭ 

ＶＫプランＳ 

ＶＫプラン 

オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ） 

カテゴリー

Ⅱ 

シンプル 

カケホ 

スーパーカケホ 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅰ 

ＬＴＥプラン（Ｖ） 

カケホ（Ｖ） 

スーパーカケホ（Ｖ） 

スーパーカケホ（Ｖ・ａ） 

ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ） 

オフィスケータイプラン（Ｖ） 

カケホ（ケータイ／Ｖ） 

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

ＶＫプランＭ 
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ＶＫプランＳ 

ＶＫプラン 

オフィスケータイプラン（ＶＫ） 

ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔｃｈプラン 

カテゴリー

Ⅱ 

シンプル（Ｖ） 

カケホ（Ｖ） 

スーパーカケホ（Ｖ） 

ジュニアケータイプラン 

(エ) 第３種ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅱ 

ナンバーシェアプラン 

(オ) 第１種ＬＴＥシングルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅰ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ） 

タブレットプラン ｄｓ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ 

(カ) 第２種ＬＴＥシングルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅰ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ 

(キ) 第３種ＬＴＥシングルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅰ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ（Ｌ） 

タブレットプラン ｄｓ（Ｌ） 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 

Ｑｕａ ｓｔａｔｉｏｎプラン ｄｓ 

(ク) 第４種ＬＴＥシングルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリー

Ⅰ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（Ｌ） 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ

（Ｌ） 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ（Ｌ） 

イ ＬＴＥ契約者は、あらかじめカテゴリー種別及び基本使用料の

料金種別を選択していただきます。 

ウ ＬＴＥ契約者は、カテゴリー種別及び基本使用料の料金種別の

変更の請求をすることができます。 

エ ＬＴＥサービスの契約者回線について、選択又は変更の請求を

することができるカテゴリー種別及び基本使用料の料金種別は、

その契約者回線に接続する端末設備及びその購入方法等により当

社が別に定めるところによります。 
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オ エの規定によるほか、当社が別に定めるサービス取扱所におい

てその契約者回線に接続する端末設備の購入（以下この１（適

用）において「端末設備の購入」といいます｡)と同時に行う場合

に限り、カテゴリー種別の変更を請求することができます。 

カ ａｕ契約からの契約移行があった場合、そのａｕ契約をカテゴ

リーⅠとみなして、オの規定を適用します 

キ カまでの規定によるほか、ジュニアスマートフォンプランにつ

いては、第１種ＬＴＥデュアルの契約者回線、ジュニアスマート

フォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン及びジ

ュニアケータイプランについては、第２種ＬＴＥデュアルの契約

者回線であって、それぞれ次の全てを満たす場合に限り、選択又

は変更の請求をすることができます。 

(ア) 別に定める端末設備の購入と同時に行うものであること。 

(イ) そのＬＴＥ契約者（そのＬＴＥ契約について利用者登録が行

われているときは、登録利用者とします｡）が、(ア)に定める端

末設備の購入があった日（以下このエにおいて「購入日」といい

ます｡)を含む年の翌年（購入日が１月１日から３月３１日までの

間である場合は、購入日を含む年とします。）の４月１日までに

満 13 歳に満たない者であること。 

ク カまでの規定によるほか、スーパーカケホ（Ｖ・ａ）について

は、別に定める端末設備の購入と同時に限り、選択又は変更の請

求をすることができます。 

ケ クまでの規定によるほか、次表の右欄に定める取扱いの適用の

申込みと同時に行う場合又は同取扱いの適用を受けている場合に

限り、それぞれ同表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択

又は同料金種別への変更を請求することができます。 

(ア) 第１種ＬＴＥデュアル及び第２種ＬＴＥデュアルに係るもの

区分 基本使用料の料金種別 データ通信の定額制の取扱い 

カテゴ

リーⅡ 

標準プラン 特定データ通信段階定額制Ⅱ、

特定データ通信定額制Ⅳ、特定

データ通信定額制Ⅴ 

(イ) 第１種ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 データ通信の定額制の取扱い 

カテゴ

リーⅠ 

ＬＴＥプラン又はオフ

ィスケータイプラン 

特定データ通信定額制 

ＬＴＥプランＳ 特定データ通信２段階定額制 

カケホ 特定データ通信定額制Ⅱ（デー

タ定額１を除きます｡) 

スーパーカケホ 特定データ通信定額制Ⅱ（デー

タ定額２を除きます｡) 

カケホ（ケータイ／

Ｖ） 

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）（データ定額１

（ケータイ／Ｖ）を除きます｡)

又は特定データ通信２段階定額

制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ） 
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スーパーカケホ（ケー

タイ／Ｖ） 

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）（データ定額２

（ケータイ／Ｖ）を除きます｡)

又は特定データ通信２段階定額

制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ） 

ＶＫプランＭ、ＶＫプ

ランＳ又はＶＫプラン 

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ） 

カテゴ

リーⅡ 

シンプル、カケホ、ス

ーパーカケホ 

特定データ通信段階定額制、特

定データ通信定額制Ⅲ 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 データ通信の定額制の取扱い 

カテゴ

リーⅠ 

ＬＴＥプラン（Ｖ）又

はオフィスケータイプ

ラン（Ｖ） 

特定データ通信定額制（Ｖ） 

カケホ（Ｖ） 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

（データ定額１（Ｖ）を除きま

す｡) 

スーパーカケホ（Ｖ） 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

（データ定額２（Ｖ）を除きま

す｡) 

スーパーカケホ（Ｖ・

ａ） 

特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

（データ定額５（Ｖ）、データ

定額 20（Ｖ）又はデータ定額 30

（Ｖ）に限ります｡) 

カケホ（ケータイ／

Ｖ） 

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）（データ定額１

（ケータイ／Ｖ）を除きます｡)

又は特定データ通信２段階定額

制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ） 

スーパーカケホ（ケー

タイ／Ｖ） 

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）（データ定額１

（ケータイ／Ｖ）、データ定額

３（ケータイ／Ｖ）又はデータ

定額５（ケータイ／Ｖ）に限り

ます｡)又は特定データ通信２段

階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ） 

ＶＫプランＭ、ＶＫプ

ランＳ又はＶＫプラン 

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ） 

カテゴ

リーⅡ 

シンプル（Ｖ）、カケ

ホ（Ｖ）、スーパーカ

ケホ（Ｖ） 

特定データ通信段階定額制

（Ｖ）、特定データ通信定額制

Ⅲ（Ｖ） 

コ クまでの規定によるほか、次表の右欄の適用を受けている場合

又は同表の右欄の適用の申出を同時に行う場合に限り、それぞれ

同表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別
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への変更を請求することができます。 

基本使用料の料金種別 適用 

タブレットプランｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ

（ｍ）ｄｓ又はタブレットプランｄｓ（Ｌ） 

(29) 

Ｑｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓ (31) 

サ 基本使用料の料金種別の変更の請求があった場合における取扱

いについては、次表のとおりとします。 

(ア) ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 変更後の基本使用料の適用 

① ②以外の場合 その請求があった日を含む料金

月の翌料金月から変更後の料金

種別による基本使用料を適用し

ます。 

ただし、その請求が、端末設備

の購入と同時に行われたもので

ある場合は、その請求があった

日から変更後の料金種別による

基本使用料を適用します。 

② ＬＴＥプラン及びオフィス

ケータイプランの間の変更、

ＬＴＥプラン（Ｖ）及びオフ

ィスケータイプラン（Ｖ）の

間の変更並びにカケホ（ケー

タイ／Ｖ）からオフィスケー

タイプラン（ＶＫ）への変更

（特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）又は特

定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用

の開始又は廃止を伴わないも

のに限ります｡)の場合 

その請求があった日から変更後

の料金種別による基本使用料を

適用します。 

ただし、ＬＴＥ契約者から要請

があり、当社の業務の遂行上支

障がない場合は、その請求があ

った日を含む料金月の翌料金月

から変更後の料金種別による基

本使用料を適用します。 

(イ) ＬＴＥシングルに係るもの 

変更後の基本使用料の適用 

その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種

別による基本使用料を適用します。 

ただし、その請求が、端末設備の購入と同時に行われたものであ

る場合は、その請求があった日から変更後の料金種別による基本

使用料を適用します。 

シ ＬＴＥサービスの契約者回線について、ＬＴＥサービスの種類

の変更による新たな端末設備を接続する請求があった場合、当社

は、その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後のＬ

ＴＥサービスにおいて選択した料金種別による基本使用料を適用

するものとします。 

ただし、その請求が、端末設備の購入と同時に行われたものであ

る場合は、その請求があった日から変更後のＬＴＥサービスにおい
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て選択した料金種別による基本使用料を適用するものとします。 

(４)の２ ＬＴＥ

モジュールの

基本使用料の

料金種別の選

択等 

ア ＬＴＥモジュールの基本使用料には、次の種別があります。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥ Ｌｏｗ 

ＬＴＥ Ｍｉｄ 

ＬＴＥ Ｈｉｇｈ 

ＬＴＥモジュールフラット 

ＬＴＥモジュールダブル定額 

イ ＬＴＥモジュール契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別

を選択していただきます。この場合、包括的管理の取扱いの適用

を受ける契約者回線については、包括回線グループを単位として

選択していただきます。 

ウ ＬＴＥモジュール契約者は、基本使用料の料金種別の変更を請

求することはできません。 

(４)の３ ジュニ

アスマートフ

ォンプラン等

の選択に係る

アップグレー

ドプログラム

の取扱い 

次表に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更

があった場合（その選択又は変更に際しての特定の端末設備（それ

ぞれ(４)欄に定めるものをいいます｡)の購入が、当社の個別信用購

入あっせん契約約款又は個品割賦販売契約約款に基づく分割払い

（その支払回数が 36 回であるものに限ります｡)の方法により行われ

た場合に限ります｡)、その契約者回線の契約者から、当社の「アッ

プグレードプログラム（ジュニア）利用規約」に定めるアップグレ

ードプログラム（ジュニア）の適用の申込みがあったものとみなし

て取り扱います。この場合において、アップグレードプログラム

（ジュニア）の適用については、その利用規約に定めるところによ

ります。 

基本使用料の料金種別 

ジュニアスマートフォンプラン、ジュニアスマートフォンプラン

（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン 

  

(４)の４ スーパ

ー カ ケ ホ

（Ｖ・ａ）の

選択に係るア

ップグレート

プログラムの

取扱い 

次表に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更

があった場合（その選択又は変更に際しての特定の端末設備（(４)

欄に定めるものをいいます｡)の購入が、当社の個別信用購入あっせ

ん契約約款又は個品割賦販売契約約款に基づく分割払い（その支払

回数が 24 回であるものに限ります｡)の方法により行われた場合に限

ります｡)、その契約者回線の契約者から、当社の「アップグレード

プログラム（ａ）利用規約」に定めるアップグレードプログラム

（ａ）の適用の申込みがあったものとみなして取り扱います。この

場合において、アップグレードプログラム（ａ）の適用について

は、その利用規約に定めるところによります。 

基本使用料の料金種別 

スーパーカケホ（Ｖ・ａ） 

  

(５) 第２種定期

ＬＴＥ契約に

係る基本使用

ア 第２種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料については、そのタイ

プ種別及び料金種別に応じて、２－１－１の(２)又は２－１－２

の(２)に規定する料金額を適用します。 
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料の取扱い 

（２年契約、

２年契約（自

動 更 新 な

し）） 

イ 第２種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料の適用は、そのタイプ

種別の第２種定期ＬＴＥ契約に係るＬＴＥサービスの提供を開始

した日を含む料金月の初日（他のタイプ種別の第２種定期ＬＴＥ

契約からの契約変更の場合は、その契約変更日を含む料金月の初

日、他の種別の定期ＬＴＥ契約からの契約変更の場合は、第２種

定期ＬＴＥ契約に係るＬＴＥサービスの提供を開始した日としま

す｡)からとします。 

ウ 第２種定期ＬＴＥ契約の解除があった場合における取扱いにつ

いては、次表のとおりとします。 

区分 第２種定期ＬＴＥ契約に係る基

本使用料の適用 

１ ２又は３以外により第２種

定期ＬＴＥ契約の解除があっ

たとき。 

その契約解除日の前日まで第２

種定期ＬＴＥ契約に係る基本使

用料を適用します。 

２ 一般ＬＴＥ契約への契約変

更があったとき（３に該当す

るときを除きます｡) 

その契約変更日を含む料金月の

末日まで第２種定期ＬＴＥ契約

に係る基本使用料を適用しま

す。 

３ 一般ＬＴＥ契約若しくは他

のタイプ種別の第２種定期Ｌ

ＴＥ契約への契約変更又は一

般ａｕ契約への契約移行があ

ったとき（一般ＬＴＥ契約へ

の契約変更又は一般ａｕ契約

への契約移行については、そ

の申出と同時に、障がい者等

に係る基本使用料の割引の適

用又はＷＩＮ約款に定める障

がい者等に係る基本使用料の

割引の適用の申出があったと

きに限ります｡)。 

その契約変更日又は契約移行日

を含む料金月の前料金月の末日

まで第２種定期ＬＴＥ契約に係

る基本使用料を適用します。 

エ 第２種定期ＬＴＥ契約（タイプⅡに限ります｡)への契約変更

（一般ＬＴＥ契約又は第２種定期ＬＴＥ契約（タイプⅠに限りま

す｡)からのものに限ります｡)又は契約移行があった場合であっ

て、契約変更前又は契約移行前のＬＴＥ契約又はａｕ契約に係る

基本使用料の料金種別が次表に定めるもの以外であるとき、その

契約変更日又は契約移行日を含む料金月の初日から契約変更後又

は契約移行後の第２種定期ＬＴＥ契約（タイプⅡに限ります｡)に

係る基本使用料の料金種別の適用を開始する日の前日までの間、

契約変更又は契約移行を行う前のＬＴＥ契約又はａｕ契約の契約

種別に応じて、そのＬＴＥ契約又はａｕ契約に係る基本使用料の

料金種別の料金額を適用します。 

区分 基本使用料の料金種別 

ＬＴＥ

契約に

第１種Ｌ

ＴＥデュ

カテゴ

リーⅠ

カケホ、スーパーカケホ、カケホ

（ケータイ／Ｖ）、スーパーカケホ
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係るも

の 

アル （ケータイ／Ｖ） 

カテゴ

リーⅡ

シンプル、カケホ、スーパーカケホ 

第２種Ｌ

ＴＥデュ

アル 

カテゴ

リーⅠ

カケホ（Ｖ）、スーパーカケホ

（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ・

ａ）、カケホ（ケータイ／Ｖ）、ス

ーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

カテゴ

リーⅡ

シンプル（Ｖ）、カケホ（Ｖ）、ス

ーパーカケホ（Ｖ） 

ａｕ契約に係るも

の 

カテゴ

リーⅠ

カケホ（３Ｇケータイ・データ

付）、カケホ（３Ｇケータイ） 

  

(５)の２ 第３種

定期ＬＴＥ契

約に係る基本

使用料の取扱

い 

ア 第３種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料については、その料金

種別に応じて、２－１－２の(３)に規定する料金額を適用しま

す。 

イ 第３種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料の適用は、第３種定期

ＬＴＥ契約に係るＬＴＥサービスの提供を開始した日からとしま

す。 

ウ 第３種定期ＬＴＥ契約の解除があったときは、その契約解除日

の前日（他の種別のＬＴＥ契約への契約変更の場合は、その契約

変更日の前日とします｡)まで第３種定期ＬＴＥ契約に係る基本使

用料を適用します。 

(５)の３ 第４種

定期ＬＴＥ契

約に係る基本

使用料の取扱

い 

ア 第４種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料については、その料金

種別に応じて、２－１－２の(４)に規定する料金額を適用しま

す。 

イ 第４種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料の適用は、第４種定期

ＬＴＥ契約に係るＬＴＥサービスの提供を開始した日からとしま

す。 

ウ 第４種定期ＬＴＥ契約の解除があったときは、その契約解除日

の前日（他の種別のＬＴＥ契約への契約変更の場合は、その契約

変更日の前日とします｡)まで第４種定期ＬＴＥ契約に係る基本使

用料を適用します。 

(５)の４ 第５種

定期ＬＴＥ契

約に係る基本

使用料の取扱

い 

ア 第５種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料については、その料金

種別に応じて、２－１－２の(５)に規定する料金額を適用しま

す。 

イ 第５種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料の適用は、第５種定期

ＬＴＥ契約に係るＬＴＥサービスの提供を開始した日からとしま

す。 

ウ 第５種定期ＬＴＥ契約の解除があったときは、その契約解除日

の前日（他の種別のＬＴＥ契約への契約変更の場合は、その契約

変更日の前日とします｡)まで第５種定期ＬＴＥ契約に係る基本使

用料を適用します。 

(５)の５ 第６種

定期ＬＴＥ契

ア 第６種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料については、その料金

種別に応じて、２－１－２の(６)に規定する料金額を適用しま
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約に係る基本

使用料の取扱

い 

す。 

イ 第６種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料の適用は、第６種定期

ＬＴＥ契約に係るＬＴＥサービスの提供を開始した日からとしま

す。 

ウ 第６種定期ＬＴＥ契約の解除があったときは、その契約解除日

の前日（他の種別のＬＴＥ契約への契約変更の場合は、その契約

変更日の前日とします｡)まで第６種定期ＬＴＥ契約に係る基本使

用料を適用します。 

(６) 障がい者等

に係る基本使

用料の適用 

（スマイルハ

ート割引） 

 

ア 障がい者等に係る基本使用料の割引（以下この欄において「本

割引」といいます｡)とは、その契約者が次表の適用条件のいずれ

かに該当する者（以下「障がい者等」といいます｡)である場合

に、その契約者回線に係る基本使用料について、２－１－１の

(１)に規定する料金額に代えて、次表に規定する料金額を適用す

ることをいいます。 

(ア) 適用条件 

① 身体障がい者（身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）

第 15 条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている

者をいいます。以下同じとします｡) 

② 知的障がい者（療育手帳制度について（昭和 48 年厚生省発児

第 156 号厚生事務次官通知）により定められた療育手帳制度要

綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。以下

同じとします｡) 

③ 精神障がい者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条第２項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じ

とします｡) 

④ 特定疾患患者（特定疾患治療研究事業について（昭和 48 年衛

発第 242 号公衆衛生局長通知）に規定する特定疾患治療研究事

業対象疾患であることについて証明書（特定疾患医療受給者証

又は特定疾患登録者証をいいます｡)の交付を受けている者をい

います。以下同じとします｡) 

⑤ 指定難病患者（難病の患者に対する医療等に関する法律（平

成 26 年法律第 50 号）第７条第４項の規定により医療受給者証

の交付を受けている者をいいます。以下同じとします｡) 

(イ) 料金額 

１契約ごとに月額

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第１種ＬＴＥデュ

アル及び第２種Ｌ

ＴＥデュアル 

カテゴ

リーⅡ

標準プラン 780 円

第１種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴ

リーⅠ

ＬＴＥプラン 934 円

ＬＴＥプランＳ 998 円

カケホ 2,500 円

スーパーカケホ 1,500 円



 - 料基 17 -

ジュニアスマートフォン

プラン 

3,620 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 2,000 円

スーパーカケホ（ケータ

イ／Ｖ） 

1,000 円

ＶＫプランＭ 1,620 円

ＶＫプランＳ 998 円

ＶＫプラン 998 円

カテゴ

リーⅡ

シンプル 780 円

カケホ 2,280 円

スーパーカケホ 1,280 円

第２種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴ

リーⅠ

ＬＴＥプラン（Ｖ） 934 円

カケホ（Ｖ） 2,500 円

スーパーカケホ（Ｖ） 1,500 円

スーパーカケホ（Ｖ・

ａ） 

2,190 円

ジュニアスマートフォン

プラン（Ｖ） 

3,620 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 2,000 円

スーパーカケホ（ケータ

イ／Ｖ） 

1,000 円

ＶＫプランＭ 1,620 円

ＶＫプランＳ 998 円

ＶＫプラン 998 円

ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａ

ｔｃｈプラン 

998 円

カテゴ

リーⅡ

シンプル（Ｖ） 780 円

カケホ（Ｖ） 2,280 円

スーパーカケホ（Ｖ） 1,280 円

ジュニアケータイプラン 500 円

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きま

す｡)の契約者回線（その契約者が、アの(ア)に定める適用条件の

いずれかに該当するものに限ります｡)であって、次に該当しない

ものに限り、選択することができます。 

(ア) 定期ＬＴＥ契約に係るもの。 

(イ) (８)の適用を受けているもの。 

(ウ) 第２（通話料）１（適用）(19)又は(23)の適用を受けている

もの。 

ウ 本割引を選択する契約者は、あらかじめ当社所定の書面により

申し出ていただきます。この場合において、契約者は、その書面

の記載内容を証明する書類を提示していただきます。 

エ 当社は、ウの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除き、これを承諾します。 

(ア) 当社との間で締結している他の契約者回線又はＷＩＮ契約者
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回線（それぞれの契約者名義が、申出のあった契約者回線と同一

のものに限ります｡)について、本割引又はＷＩＮ約款に定める本

割引に相当する基本使用料の割引の適用を受けているとき。 

(イ) ＫＤＤＩ株式会社との間で締結している他網契約者回線（そ

の契約者名義が、申出のあった契約者回線と同一のものに限りま

す｡)について、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約

款に定める本割引に相当する基本使用料の割引の適用を受けてい

るとき。 

オ 本割引の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む料

金月の初日からとします。 

ただし、その申出が、ＬＴＥシングルからのＬＴＥサービスの種

類の変更又はａｕ契約（ａｕパケットに係るものに限ります｡)から

の契約移行と同時に行われた場合は、ＬＴＥサービスの種類の変更

日又は契約移行日からとします。 

カ 本割引の適用を受けている契約者は、次のことを守っていただ

きます。 

(ア) 障がい者等でなくなった場合、又はあらかじめ申し出た内容

に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出るこ

と。 

(イ) 自己以外の者に不正に利用させないこと。 

(ウ) その他本割引に関する取扱いを適正に運用すめに必要な限り

において当社が執る措置に従っていただくこと。 

キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、その適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(エ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(オ) エの規定に適合しないことが判明したとき。 

(カ) その契約者がカの規定に違反したとき。 

ク 本割引の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表

のとおりとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２又は３以外により本割引

の適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（ＬＴＥサ

ービス利用権の譲渡又は契約者

の地位の承継により本割引の適

用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日

とします｡)を含む料金月の前料

金月の末日までの基本使用料に

ついて、本割引の適用の対象と

します。 

２ キの(ウ)又は(エ)の規定に その事由が生じた日の前日まで
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より本割引の適用を廃止した

とき（契約変更又は第２種定

期ａｕ契約への契約移行に係

るものを除きます｡)。 

の基本使用料について、本割引

の適用の対象とします。 

３ 契約者から本割引の適用を

廃止する申出あったとき。 

その申出があった日を含む料金

月の末日までの基本使用料につ

いて、本割引の適用の対象とし

ます。 

  

(６)の２ 国内通

話定額の適用

を受ける契約

者回線に係る

基本使用料の

適用 

国内通話定額の適用を受けている場合、２－１－１に規定する料金

額（(６)の適用を受けている場合は、(６)に定める料金額としま

す｡)に次表に定める料金額を加算した額を、その契約者回線に係る

基本使用料として取り扱います。 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

税抜額 

通話定額ライトの適用を受けている場合 700 円

通話定額の適用を受けている場合 1,700 円

  

(７) 複数回線複

合割引の適用 

（家族割、法

人割） 

ア  複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいま

す｡)とは、割引選択回線群（イに定める割引選択回線により構成

される回線群をいいます。以下この欄において同じとします｡)を

構成する契約者回線（第２種定期ＬＴＥ契約に係るもの、基本使

用料の料金種別が次表に定めるもの又は(６)の適用を受けている

ものを除きます｡)に関する基本使用料について、２－１－１の

(１)に規定する料金額に 0.25 を乗じて得た額の割引きを行うこと

をいいます。 

区分 基本使用料の料金種別 

第１種ＬＴＥ

デュアル及び

第２種ＬＴＥ

デュアル 

カテゴリ

ーⅡ 

標準プラン 

第１種ＬＴＥ

デュアル 

カテゴリ

ーⅠ 

カケホ、スーパーカケホ、ジュニア

スマートフォンプラン、カケホ（ケ

ータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケ

ータイ／Ｖ） 

カテゴリ

ーⅡ 

シンプル、カケホ、スーパーカケホ 

第２種ＬＴＥ

デュアル 

カテゴリ

ーⅠ 

カケホ（Ｖ）、スーパーカケホ

（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ・

ａ）、ジュニアスマートフォンプラ

ン（Ｖ）、カケホ（ケータイ／

Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／

Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈ

プラン 
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カテゴリ

ーⅡ 

シンプル（Ｖ）、カケホ（Ｖ）、ス

ーパーカケホ（Ｖ）、ジュニアケー

タイプラン 

イ 本割引に係る割引選択回線とは、本割引を選択する契約者回

線、当社のＷＩＮ約款に定める複数回線複合割引を選択するＷＩ

Ｎ契約者回線又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ

約款に定める複数回線複合割引（以下この欄において「特定割

引」といいます｡)を選択する他網契約者回線をいいます。 

ウ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きま

す｡)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択す

ることができます 。 

(ア) (10)の適用を受けているもの 

(イ) 第２（通話料）１（適用）(27)又は(28)の適用を受けている

もの 

エ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務

については、当社が指定する方法により請求します。 

オ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、

当社に申し出ていただきます。 

カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した割引選択回線群を構成する契約者回線、ＷＩＮ契約

者回線及び他網契約者回線の数が２以上 10 以下でないとき。 

(イ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

(ウ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(エ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契

約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者名義と異なると

き（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

キ 当社は、１の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る契約

者名義が異なる場合であっても、通信料明細内訳書の発行その他

の取扱いについて、同一の契約者名義とみなして取り扱います。 

ク 本割引の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位（通

則第８項第４号の規定により基本使用料を日割りする場合は、そ

の日割りの期間単位とします｡)で行います。 

ケ 本割引の適用の開始は、オに規定する申出を当社が承諾した日

を含む料金月からとします。 

コ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当

する場合には、本割引の適用を廃止します。 
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(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その他カのいずれかに該当することとなったとき。 

サ コの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

   この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生

じたときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その廃止日（ＬＴＥサービス利用権の譲

渡又は契約者の地位の承継により本割引

の適用を廃止したときは、その譲渡承諾

日又は地位の承継の届出日とします｡)を

含む料金月の前料金月の末日までの基本

使用料について、本割引の適用の対象と

します。 

２ ＬＴＥサービスの

利用の一時休止、Ｌ

ＴＥ契約の解除又は

ＬＴＥシングルへの

ＬＴＥサービスの種

類の変更があったと

き。 

一時休止日、契約解除日又はＬＴＥサー

ビスの種類の変更日の前日までの基本使

用料について、本割引の適用の対象とし

ます。 

シ  サの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線

について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、

本割引、(８)又は第２（通話料）１（適用）(22)若しくは(23)の

適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金月の前料金月

までの基本使用料について、本割引の適用の対象とします。 

ス 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を

構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定め

る支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回

線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用

を廃止することがあります。 

ソ  当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当

社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の

請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります｡)

又はその目安となる金額を通知します。 

   ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知でき

ないことがあります。 
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タ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合に

おいて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網

契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ

の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の

適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通

知することを承諾していただきます。 

(８) 契約者を単

位とする基本

使用料割引Ⅰ

の適用 

（グループデ

ィ ス カ ウ ン

ト） 

 

 

ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この欄において

「本割引」といいます｡)とは、割引選択回線群（(ア)に定める割

引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄にお

いて同じとします｡)を構成する契約者回線（基本使用料の料金種

別が(ウ)に定めるもの又は(７)の適用を受けているものを除きま

す｡)に関する基本使用料について、(イ)に規定する額の割引を行

うことをいいます。 

(ア) 割引選択回線 

割引選択回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＷＩＮ約款に定める契約者

を単位とする基本使用料割引Ⅰを選択するＷＩＮ契約者回線又は

ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款に定める契約

者を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この(８)欄において「特

定割引」といいます｡)を選択する他網契約者回線 

(イ) 割引額 

                        １契約ごとに 

その料金月の割引選択回線群を

構成する契約者回線（(７)の適

用を受けているものを除きま

す｡)、ＷＩＮ契約者回線及び他

網契約者回線の数 

割引額 

２以上４以下の場合 

 

その料金月の基本使用料に 0.15

を乗じて得た額 

５以上 49 以下の場合 

 

その料金月の基本使用料に 0.20

を乗じて得た額 

50 以上 999 以下の場合 

 

その料金月の基本使用料に 0.25

を乗じて得た額 

1000 以上の場合 

 

その料金月の基本使用料に 0.28

を乗じて得た額 

(ウ) 基本使用料の料金種別 

基本使用料の料金種別 

標準プラン、カケホ、スーパーカケホ、シンプル、カケホ

（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ・ａ）、シ

ンプル（Ｖ）、カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケー

タイ／Ｖ） 

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きま

す｡)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択す

ることができます 。 

(ア) 定期ＬＴＥ契約に係るもの 
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(イ) 基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、ジ

ュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃ

ｈプラン又はジュニアケータイプランのもの 

(ウ) (６)又は(10)の適用を受けているもの 

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務

については、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、

当社に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した割引選択回線群を構成する契約者回線、ＷＩＮ契約

者回線及び他網契約者回線の数が２以上でないとき。 

(イ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

(ウ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(エ) その申出のあった契約者回線が、第２（通話料）１（適用）

(22)又は(23)を選択する場合であって、その契約者回線と割引選

択回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線及び他網

契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引又は特定加

入電話からの通話に係る通話料の割引における同一の割引選択回

線群に属さないとき。 

(オ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契

約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者名義と異なると

き（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(カ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であると

き。 

(キ)  その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ  本割引の計算は、その契約者回線に係る基本使用料の料金種別

ごとに料金月単位（通則第８項第４号の規定により基本使用料を

日割りする場合は、その日割りの期間単位とします｡)で行いま

す。 

キ 本割引の適用は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む

料金月の初日（その料金月において、ａｕ契約（本割引に相当す

る適用を受けるものに限ります｡)からの契約移行があったとき

は、その契約移行のあった日とします｡)から開始します。 

ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 
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(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その他オに列挙する規定のいずれかに該当することとなった

とき。 

ケ クの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

   この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生

じたときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その廃止日（ＬＴＥサービス利用権の譲

渡又は契約者の地位の承継により本割引

の適用を廃止したときは、その譲渡承諾

日又は地位の承継の届出日とします｡)を

含む料金月の前料金月の末日までの基本

使用料について、本割引の適用の対象と

します。 

２ ＬＴＥサービスの

利用の一時休止、Ｌ

ＴＥ契約の解除又は

ＬＴＥシングルへの

ＬＴＥサービスの種

類の変更があったと

き。 

一時休止日、契約解除日又はＬＴＥサー

ビスの種類の変更日の前日までの基本使

用料について、本割引の適用の対象とし

ます。 

コ  ケの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線

について、同一料金月内において、本割引の適用の廃止（契約移

行に伴うものを除きます｡)後、本割引、(７)又は第２（通話料）

１（適用）(22)若しくは(23)の適用の申込み（ＷＩＮ約款に定め

る相当する申込みを含みます｡)をしたときは、その申込日を含む

料金月の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対

象とします。 

サ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

シ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの契約者回

線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料

金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わな

いときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の契約者

回線、ＷＩＮ契約者回線及び他網契約者回線について本割引の適

用を廃止することがあります。 

ス 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当

社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の

請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります｡)

又はその目安となる金額を通知します。 
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   ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知でき

ないことがあります。 

セ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合に

おいて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網

契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ

の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の

適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通

知することを承諾していただきます。 

(９) 包括回線グ

ループを単位

とする基本使

用料割引の適

用 

（シングル大

口回線割引） 

ア 包括回線グループを単位とする基本使用料割引（以下この欄に

おいて「本割引」といいます｡)とは、あらかじめ契約者が選択し

た包括回線グループを構成する契約者回線に係る基本使用料につ

いて、包括回線グループを単位として次表に規定する額の割引を

行うことをいいます。 

１契約ごとに

その料金月の包括回線グループ

を構成する契約者回線の数 
割引額 

50 以上 149 以下の場合 その料金月の基本使用料に 0.10

を乗じて得た額 

150 以上 249 以下の場合 その料金月の基本使用料に 0.15

を乗じて得た額 

250 以上 499 以下の場合 その料金月の基本使用料に 0.20

を乗じて得た額 

500 以上 999 以下の場合 その料金月の基本使用料に 0.30

を乗じて得た額 

1,000 以上の場合 その料金月の基本使用料に 0.40

を乗じて得た額 

イ 本割引は、ＬＴＥモジュールの契約者回線であって、基本料の

料金種別が次のいずれかに該当するものに限りに限り、選択する

ことができます。 

(ア) ＬＴＥモジュールフラット 

(イ) ＬＴＥモジュールダブル定額 

ウ 当社は、本割引の適用の申出があったときは、次のいずれかに

該当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者が、包括回線グループに係る料金その他の債務の

支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(イ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

エ 本割引の適用の開始は、イの規定により本割引の申出を当社が

承諾した日を含む料金月からとします。 

オ 当社は、契約者から、本割引の適用を受けている包括回線グル

ープを構成する全ての契約者回線について、一括して本割引の適

用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、
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本割引の適用を廃止します。 

(ア)  ＬＴＥモジュール契約の解除があったとき。 

(イ) ウの(ア)から(ウ)のいずれかに該当することとなったとき。

カ オの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その事由が生じた日を含む料金月の末日

までの基本使用料について、本割引の適

用の対象とします。 

２ ＬＴＥモジュール

契約の解除があった

とき。 

契約解除日の前日までの基本使用料につ

いて、本割引の適用の対象とします。 

キ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

(10) 契約者を単

位とする金額

指定割引の適

用 

（まるごとビ

ジネス割引 

ア 契約者を単位とする金額指定割引（以下この欄において「本割

引」といいます｡)とは、(ア)に規定する定額料を支払った場合

に、割引選択回線群（(イ)に定める割引選択回線により構成され

る回線群であって、契約者からあらかじめ(ウ)に定める指定期間

及び指定金額の指定があったものをいいます。以下この欄におい

て同じとします｡)を構成するその契約者回線（ＬＴＥシングルに

係るものを除きます｡)に係る基本使用料について、(エ)に定める

割引率を乗じて得た額（その料金月中に基本使用料の料金種別の

変更があったときは、同一の基本使用料の料金種別が連続して適

用されているその料金月中の期間ごとに日割り後の基本使用料の

額（その期間中の基本使用料の料金種別に応じて定まる基本使用

料の額をその期間中の日数に応じて日割りして得た額をいいま

す｡)を算出し、その算出して得た日割り後の基本使用料の額のそ

れぞれに、その基本使用料の料金種別に応じて定まる(エ)に定め

る割引率を乗じて得た額を総合計して得た額とします。以下この

欄において「本割引に係る基本使用料割引額」といいます｡)の割

引を行うことをいいます。 

(ア)  定額料 

                  １割引選択回線群ごとに月額 

料金額 

税抜額 1,000 円 

(イ) 割引選択回線 

割引選択回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＷＩＮ約款に定める契約者

を単位とする金額指定割引（以下この(10)において「ＷＩＮ割

引」といいます｡)を選択するＷＩＮ契約者回線又はＫＤＤＩ株式

会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款に定める契約者を単位とす

る金額指定割引（以下この(10)において「特定割引」といいま

す｡)を選択する他網契約者回線をいいます。 

(ウ)  指定期間及び指定金額 

区分 
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指定期間 
指定金額 

税抜額 

1 年 50,000 円

300,000 円

1,000,000 円

5,000,000 円

10,000,000 円

30,000,000 円

50,000,000 円

2 年 50,000 円

300,000 円

1,000,000 円

5,000,000 円

10,000,000 円

30,000,000 円

50,000,000 円

3 年 50,000 円

300,000 円

1,000,000 円

5,000,000 円

10,000,000 円

30,000,000 円

50,000,000 円

(エ) 割引率 

基本使用料の料金種別 割引率 

下欄以外の料金種別 50％ 

標準プラン 下欄以外の場合 60.48％

通話定額ライトの適用を受けている場合 47.16％

通話定額の適用を受けている場合 35.88％

カテゴリーⅠのカケホ又はカケホ（Ｖ） 35.7％ 

カテゴリーⅠのスーパーカケホ又はスーパーカケホ

（Ｖ） 

46.87％

スーパーカケホ（Ｖ・ａ） 38.56％

カケホ（ケータイ／Ｖ） 40.54％

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 55.55％

シンプル又はシンプル（Ｖ） 60.48％

カテゴリーⅡのカケホ又はカケホ（Ｖ） 37.68％

カテゴリーⅡのスーパーカケホ又はスーパーカケホ

（Ｖ） 

50.33％

イ 本割引は、ＬＴＥサービス（第３種ＬＴＥデュアルを除きま

す｡)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択す

ることができます。 

(ア) 第２種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

(イ) 基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、ジ
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ュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃ

ｈプラン又はジュニアケータイプランのもの 

(ウ) (６)、(７)又は(８)の適用を受けているもの 

(エ) 第２（通話料）１（適用）(19)又は(23)の適用を受けている

もの 

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務

については、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、

当社に申し出ていただきます。 

  この場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成す

る申出であるときは、１の割引選択回線群について１の割引選択

代表回線（本割引、ＷＩＮ割引又は特定割引の規定により定額料

の支払いを要する１の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契

約者回線をいいます。以下この欄において同じとします｡)を指定

して、当社に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

ものを含みます｡)でないとき。 

(イ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であって、

指定した割引選択回線群を構成する契約者回線、ＷＩＮ契約者回

線及び他網契約者回線の数が２以上でないとき。 

(ウ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

(エ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(オ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契

約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者名義と異なると

き（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(カ)  その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、(ア)に定め

る契約者回線群割引前月間累計額に当社のＷＩＮ約款に定める契約

者回線群割引前月間累計額（その割引選択回線群を構成するＷＩ

Ｎ契約者回線に係るものに限ります｡)及びＫＤＤＩ株式会社のＬ

ＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款に定める契約者回線群割引前月間累

計額（その割引選択回線群を構成する他網契約者回線に係るもの

に限ります｡)を加算した額（以下、この欄及び、第２（通話料）

１（適用）(26)において「月間利用額」といいます｡)が、契約者

からあらかじめ申出のあった指定金額に満たないときは、(イ)に

定める要支払額を支払っていただきます。 

  ただし、本割引、当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬ
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ＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款の規定に基づいて、その割引選択回

線群が初めて構成された日（以下、この欄及び第２（通話料）１

（適用）(26)において「割引選択回線群構成日」といいます｡)を

含む料金月については、この限りでありません。 

(ア) 契約者回線群割引前月間累計額 

契約者回線群割引前月間累計額 

その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線において、その

基本使用料の料金種別に応じて、その料金月に生じた次の①及び

②の料金額の合計額 

 ① 基本使用料の額 

 ② 第２（通話料）１（適用）(26)のアに定める月間累計額 

(イ) 要支払額 

次式により算出した額 

 要支払額 ＝ 未達額× ５０％ 

 

(注) 上式において、未達額とは、その指定金額から月間利用額

を減じて得た額とします。 

キ 本割引の計算は、料金月単位（通則第８項第４号の規定により

基本使用料を日割りする場合は、その日割りの期間単位としま

す｡)で行います。 

ク 本割引の適用は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む

料金月の初日（その料金月において、ａｕ契約（本割引に相当す

る適用を受けるものに限ります｡)からの契約移行があったとき

は、その契約移行のあった日とします｡)から開始します。 

ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) その他オのいずれか（(イ)を除きます｡)に該当することとな

ったとき。 

コ ケの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代

表回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選

択代表回線を指定していただきます。 

サ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生

じたときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その廃止日（ＬＴＥサービス利用権の譲

渡又は契約者の地位の承継により本割引

の適用を廃止したときは、その譲渡承諾
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日又は地位の承継の届出日とします｡)を

含む料金月の前料金月の末日までの基本

用料について、本割引の適用の対象とし

ます。 

２ ＬＴＥサービスの

利用の一時休止又は

ＬＴＥ契約の解除が

あたとき。 

一時休止日又は契約解除日の前日までの

基本使用料について、本割引の適用の対

象とします。 

シ  サの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線

について、同一料金月内において、本割引の適用の廃止（契約移

行に伴うものを除きます｡)後、本割引、(７)、(８)若しくは(29)

又は第２（通話料）１（適用）(19) 若しくは(23)の適用の申込み

（ＷＩＮ約款に定める相当する申込みを含みます｡)をしたとき

は、その申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料につい

て、本割引の適用の対象とします。 

ス ケの規定によるほか、当社は、割引選択回線群構成日を含む料

金月から起算して、あらかじめ申出のあった指定期間が経過する

こととなる料金月の末日をもって、その割引選択回線群を構成す

る全ての契約者回線について、本割引の適用を廃止します。 

セ 当社は、スの規定により本割引の適用を廃止したときは、その

全ての契約者回線について、廃止日の翌日に、廃止前に適用を受

けていたものと同じ指定期間及び指定金額を指定して、新たに本

割引の適用の申出があったものとみなして取り扱います。 

  ただし、廃止日を含む料金月の翌料金月中に、契約者から新た

に本割引の適用を選択しない旨の申出があった場合は、この限り

でありません。 

ソ 契約者は、アに規定する指定期間又は指定金額の変更（指定期

間を変更する場合は変更前の指定期間より長期のものへの、指定

金額を変更する場合は変更前の指定金額より高額のものへの変更

に限ります｡)を行うことができます。 

  この場合において、変更後の区分は、その申出があった日を含

む料金月の翌料金月から適用します。 

タ 本割引が適用される料金月において、契約者回線、ＷＩＮ契約

者回線又は他網契約者回線に係るＬＴＥサービス又はａｕサービ

スの利用の一時中断又は利用中止があった場合でも、ア及びカの

規定を適用します。 

チ  割引選択代表回線がＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線であ

る場合、契約者は、アの規定にかかわらず、定額料の支払いを要

しません。 

ツ  割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通信の有

無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であ

っても、アに規定する定額料の支払いを要します。 

  ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線につ

いて、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日

にわたって、通信を全く利用できない状態（その契約に係る電気
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通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたときは、

この限りでありません。 

テ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われて

いるときは、その料金を返還します。 

ト 定額料については、日割りは行いません。 

ナ 契約者は、割引選択回線群構成日を含む料金月から起算して、

あらかじめ申出のあった指定期間が経過することとなる料金月の

末日が到来する前に、割引選択回線群を構成する全ての契約者回

線に係る本割引の適用の廃止（その割引選択回線群を構成するＷ

ＩＮ契約者回線又は他網契約者回線の数が１以上となる場合を除

きます。以下このナにおいて「割引選択回線群の廃止」といいま

す｡)があったときは、その指定期間に応じて、次表に規定する額

を支払っていただきます。 

                   １割引選択回線群ごとに 

指定期間 支払いを要する額 

割引選択回線群構成日を含む料金月から起算して

割引選択回線群の廃止があった日を含む料金月ま

での次表に定める契約者回線群本割引等割引額に次

の率を乗じて得た額 

契約者回線群本割引等割引額 

その割引選択回線群を構成する全ての契約者回

線、ＷＩＮ契約者回線及び他網契約者回線に係る

次の(ア)から(ク)の合計額 

(ア) 本割引に係る基本使用料割引額 

(イ) 当社のＷＩＮ約款に定める本割引に係

る基本使用料割引額 

(ウ) ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款及びＷ

ＩＮ約款に定める本割引に係る基本使用

料割引額 

(エ) 第２（通話料）１（適用）(26)のアに

定める本割引に係る通話料割引額 

(オ) 当社のＷＩＮ約款に定める本割引に係

る通話料割引額 

(カ) ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款及びＷ

ＩＮ約款に定める本割引に係る通話料割

引額 

(キ)当社のＷＩＮ約款に定める本割引に係る

パケット通信料割引額 

(ク) ＫＤＤＩ株式会社のＷＩＮ約款に定め

る本割引に係るパケット通信料割引額 

  

１年 75％ 

２年 73％ 

３年 71％ 



 - 料基 32 -

ニ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

ヌ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの契約者回

線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料

金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わな

いときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の契約者

回線、ＷＩＮ契約者回線及び他網契約者回線について本割引の適

用を廃止することがあります。 

ネ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合に

おいて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網

契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ

の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の

適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通

知することを承諾していただきます。 

(11) 契約移行に

係るオプショ

ン機能使用料

の取扱い 

ア 当社は、オプション機能（次表に定めるものを除きます。以下

この欄において「ＬＴＥオプション機能」といいます｡)の提供の

請求があった場合であって、その請求がａｕ契約（そのＷＩＮ契

約者回線について、請求のあったＬＴＥオプション機能に相当す

るオプション機能（以下この欄において「ＷＩＮオプション機

能」といいます｡)の提供を受けているものに限ります｡)からの契

約移行と同時に行われたものであるとき（その契約移行のあった

日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場

合を除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料金月のそのオプ

ション機能使用料について、契約移行のあった日を含む料金月の

初日（その料金月において、そのＷＩＮオプション機能の提供の

開始があった場合は、その日とします｡)から、そのＬＴＥオプシ

ョン機能の提供があったものとみなして取り扱います。 

割込通話機能、ＬＴＥ ＮＥＴ機能、ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ

ＤＡＴＡ機能、番号変換機能、番号変換文字メッセージ受信機

能、ＷｉＭＡＸ利用機能 

イ ａｕ契約への契約移行があった場合であって、その契約移行と

同時に、そのＷＩＮ契約者回線について、契約移行前の契約者回

線について提供を受けていたＬＴＥオプション機能に相当するＷ

ＩＮオプション機能の提供の請求があったときは、契約移行のあ

った日を含む料金月のそのＬＴＥオプション機能に係るオプショ

ン機能使用料については、当社のＷＩＮ約款の規定（アに相当す

るものをいいます｡)に定めるところによります。 

(12)  海外ローミ

ング機能に係

るオプション

機能使用料の

適用 

ア 当社は、海外ローミング機能について、２（料金額）に規定す

る国又は地域（その移動無線装置が接続されている外国事業者の

無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者

の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地

域」といいます｡)及び別表１（オプション機能）８欄に規定する

利用形態に応じて、オプション機能使用料を適用します。 

イ アの規定によるほか、当社は、ナンバーシェア主回線に接続さ

れている移動無線装置が海外利用地域に在圏している場合であっ
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て、その契約者回線又はその契約者回線に係るナンバーシェア副

回線への通話があったときは、その着信に応答した契約者回線に

かかわらず、ナンバーシェア主回線について着信通話利用があっ

たものとして、その契約者回線に接続されている移動無線装置が

在圏する海外利用地域に応じて、オプション機能使用料を適用し

ます。 

ウ 着信通話利用に係る料金額として、２（料金額）に規定する料

金額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料

のほか、ＫＤＤＩ株式会社の電話サービス等契約約款に定める国

際ローミング着信自動通話に係る通話料を含みます。 

エ 当社が別に定める番号をダイヤルして外国事業者の電気通信サ

ービスを利用した場合については、２（料金額）の規定にかかわ

らず、次表に規定する料金額を適用します。 

             １の利用につき利用時間１分までごとに 

海外利用地域 料金額 

大韓民国 500 円

  

(13) 海外ローミ

ング機能に係

るオプション

機能使用料へ

の２段階定額

制の適用 

（海外ダブル

定額 

ア 当社は、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料（海

外ＬＴＥ ＮＥＴ利用又は海外ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴ

Ａ利用（(13)の２の適用を受けるものを除き、別表３に規定する

海外利用地域に係るものに限ります｡)に係るものに限ります。以

下「特定海外ローミング機能使用料」といいます｡)について、２

（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用す

る取扱い（以下「海外ローミング機能２段階定額制」といいま

す｡)を行います。 

                      １契約ごとに日額 

２（料金額）に規定する料金額

により算定した特定海外ローミ

ング機能使用料の１日あたりの

合計額 

料金額 

0 円以上 1,980 円以下の場合  ２（料金額）に規定する料金額

により算定した額 

1,981 円以上 40,000 円以下の場

合  

1,980 円

40,001 円以上 41,000 円以下の

場合             

２（料金額）に規定する料金額

により算定した額から 40,000 円

を差し引いた額に 1,980 円を加

算した額 

41,001 円以上の場合 2,980 円

備考 この表に規定する１日とは、本邦の時刻の午前 0 時 00 分 00

秒から午後 11 時 59 分 59 秒までの間をいいます。       

イ 海外ローミング機能２段階定額制は、ＬＴＥサービス又はＬＴ

Ｅデータプリペイドの契約者回線に限り、適用します。 

(13)の２ 海外ロ

ーミング機能

ア 当社は、ウに定める利用開始登録があった場合に、その登録が

完了した時点から起算して 24 時間が経過するまでの間（以下「海
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に係るオプシ

ョン機能使用

料への定額制

の適用 

（世界データ

定額） 

外定額制選択期間」といいます｡)、その契約者回線の海外ローミ

ング機能に係るオプション機能使用料（海外ＬＴＥ ＮＥＴ利用

又は海外ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用（別表３に規定

する海外利用地域に係るものに限ります。以下「海外定額対象利

用」といいます｡)に係るものに限ります｡)について、２（料金

額）の規定にかかわわらず、次表に規定する料金額を適用する取

扱い（以下「海外ローミング機能定額制」といいます｡)を行いま

す。 

１契約者回線ごとに

区分 料金額 

定額料 980 円 

イ 海外ローミング機能定額制は、海外定額対象回線（ＬＴＥサー

ビスの契約者回線（当社が別に定めるところにより、海外ローミ

ング機能定額制の適用拒否に係る登録が完了したものを除きま

す｡)であって、第３（データ通信料）１（適用）(６)の３に定め

るデータ通信総量速度規制の一時解除を選択しているものをいい

ます。以下同じとします｡)に限り、適用を受けることができま

す。 

ウ 海外定額対象回線の契約者は、海外ローミング機能定額制の適

用（海外定額制選択期間の経過後の新たな適用を含みます｡)を受

けるにあたり、当社が別に定める方法により、利用開始登録を行

っていただきます。 

エ 当社は、海外ローミング機能定額制の適用を受けている契約者

回線について、次に該当する場合には、その適用を廃止します。 

(ア) データ通信総量速度規制の一時解除の適用の廃止があったと

き。 

(イ) 海外ローミング機能定額制の適用拒否の登録があり、その登

録が完了したとき。 

オ ウに定める利用開始登録を行った契約者回線の契約者は、海外

定額制選択期間における海外定額対象利用の有無にかかわらず又

は 24 時間に満たない時間の海外定額対象利用であっても、アに定

める定額料の支払いを要します。 

カ 海外ローミング機能定額制に関するその他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。 

(14) 特定料金種

別の海外ロー

ミング機能に

係るオプショ

ン機能使用料

の取扱いⅠ 

ア 特定料金種別（第２（通話料）１（適用）(12)の２に定めるも

のをいいます。以下同じとします｡)を選択しているＬＴＥ契約者

は、その契約者回線の海外ローミング機能に係るオプション機能

使用料（海外ＬＴＥ ＮＥＴ利用又は海外ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏ

ｒ ＤＡＴＡ利用に係るものを除きます｡)について、その契約者

回線に係る、第２（通話料）１（適用）(12)の４に定める国際Ｓ

ＭＳ送信料控除可能額から国際ＳＭＳ送信料控除額を差し引いた

額を上限とする額（以下「海外ローミング通話料金控除可能額」

といいます｡)の支払いを要しません。 

イ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線につい

て、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下
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「海外ローミング通話料金控除額」といいます｡)が海外ローミン

グ通話料金控除可能額に満たない場合は、(14)の２に規定する取

扱いを行います。 

(14)の２ 特定料

金種別の海外

ローミング機

能に係るオプ

ション機能使

用料の取扱い

Ⅱ 

特定料金種別を選択しているＬＴＥ契約者は、その契約者回線の海

外ローミング機能に係るオプション機能使用料（(13)又は(13)の２

の適用を受けるものを除き、海外ＬＴＥ ＮＥＴ利用又は海外ＬＴ

Ｅ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用に係るものに限ります｡)につい

て、その契約者回線に係る、海外ローミング通話料金控除可能額か

ら海外ローミング通話料金控除額を差し引いた額を上限とする額

（以下「海外ローミングデータ料金控除可能額」といいます｡)の支

払いを要しません。 

(15) 繰越控除可

能額に係る海

外ローミング

機能に係るオ

プション機能

使用料の取扱

いⅠ 

ア ＬＴＥ契約者は、その契約者回線の海外ローミング機能に係る

オプション機能使用料（海外ＬＴＥ ＮＥＴ利用又は海外ＬＴＥ

ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用に係るものを除き、(14)の適用に

よる場合は、適当した後の料金とします｡)について、その契約者

回線に係る、第２（通話料）１（適用）(15)に定める国際ＳＭＳ

送信料繰越控除可能額から国際ＳＭＳ送信料繰越控除額を差し引

いた額を上限とする額（以下「海外ローミング通話料金繰越控除

可能額」といいます｡)の支払いを要しません。 

イ 当社は、ＬＴＥデュアルの契約者回線について、アの規定によ

り支払いを要しないこととされた料金額（以下「海外ローミング

通話料金繰越控除額」といいます｡)が海外ローミング通話料金繰

越控除可能額に満たない場合は、(15)の２に規定する取扱いを行

います。 

(15)の２ 繰越控

除可能額に係

る海外ローミ

ング機能に係

るオプション

機能使用料の

取扱いⅡ 

ＬＴＥ契約者は、そのＬＴＥサービス(ＬＴＥデュアルに限ります｡)

の契約者回線の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料

（(13)又は(13)の２の適用を受けるものを除き、海外ＬＴＥ ＮＥ

Ｔ利用又は海外ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用に係るもの

に限り、(14)の２の適用による場合は、適当した後の料金としま

す｡)について、その契約者回線に係る、海外ローミング通話料金繰

越控除可能額から海外ローミング通話料金繰越控除額を差し引いた

額を上限とする額（以下「海外ローミングデータ料金繰越控除可能

額」といいます｡)の支払いを要しません。 

(16) 番号変換機

能に係るオプ

ション機能使

用料の適用 

ア 別表１（オプション機能）に規定する番号変換機能の提供を受

けている契約者回線の契約者は、第 56 条（基本使用料等の支払義

務）第１項の規定にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始

した日の翌日（その番号変換機能の提供を開始した日とその契約

者回線が所属するユーザグループ（同欄に規定するユーザグルー

プをいいます。以下同じとします｡)が構成された日（以下この欄

において「構成日」といいます｡)とが同日の場合は、その番号変

換機能の提供を開始した日とします｡)から起算してその番号変換

機能の廃止があった日までの期間中の料金月の末日（その料金月

において番号変換機能の廃止（そのユーザグループに係るユーザ

グループ構成回線（同欄に規定するユーザグループ構成回線をい

います。以下同じとします｡)の数が０となるものに限ります｡)が
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あったときは、その廃止日（以下「ユーザグループ廃止日」とい

います｡)とします｡)においてユーザグループ代表者（同欄に規定

するユーザグループ代表者をいいます。以下同じとします｡)であ

る場合、そのユーザグループに係る番号変換機能に係るその料金

月のオプション機能使用料（その料金月において、その契約者回

線が所属するユーザグループが構成された場合又はユーザグルー

プに係るユーザグループ構成回線の数が０となった場合は、次表

の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて日割

りした額とします｡)について、２（料金額）に規定する料金の支

払いを要します。 

区分 基本使用料の適用 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、その契

約者回線が所属するユーザグループが構成された

場合は、その構成日の翌日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、その契

約者回線が所属するユーザグループに係るユーザ

グループ構成回線の数が０となった場合は、その

ユーザグループ廃止日）        

イ 番号変換機能に係るオプション機能使用料については、第 56 条

（基本使用料等の支払義務）第２項の規定中、「ａｕ（ＬＴＥ）

通信サービスを全く利用することができない状態」を「所属する

ユーザグループに係る全てのユーザグループ構成回線から内線番

号（別表１（オプション機能）10 欄に規定する内線番号をいいま

す｡)による通話の発信ができない状態」に読み替えるものとし、

その他については同項の規定のとおりとします。 

(17) 保留転送機

能に係るオプ

ション機能使

用料の適用 

ア 別表１（オプション機能）に規定する保留転送機能の提供を受

けている契約者回線の契約者は、、第 56 条（基本使用料等の支払

義務）第１項の規定にかかわらず、その保留転送機能の提供を開

始した日の翌日から起算してその保留転送機能の廃止があった日

（料金月の末日以外の日にＬＴＥ契約の解除があった場合は、そ

の契約解除日の前日）までの期間（以下この欄において「オプシ

ョン機能使用料の支払いを要する期間」といいます｡)について、

２（料金額）に規定する料金の支払いを要します 

イ 保留転送機能に係るオプション機能使用料については、その料

金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代

表者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場

合、保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、そ

のオプション機能使用料その他の債務に係る支払義務を免れるも

のではありません。 

ウ 当社は、オプション機能使用料の支払いを要する期間が１の料

金月に満たない場合は、その提供日数に応じてオプション機能使

用料を日割りします。 

(18) 番号変換文

字メッセージ

受信機能に係

ア 別表１（オプション機能）に規定する番号変換文字メッセージ

受信機能に係るオプション機能使用料は、その料金月の初日に登

録されているログインＩＤ（別表１（オプション機能）13 欄の備
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るオプション

機能使用料の

適用   

考に規定するものをいいます。以下同じとします｡)に係るログイ

ンＩＤ利用者（そのログインＩＤにより特定される特定固定サー

ビスの電気通信回線に係る契約を締結している者をいいます。以

下同じとします｡)に、当社が指定する方法により請求します。こ

の場合、番号変換文字メッセージ受信機能の提供を受けている契

約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その他の債務に

係る支払義務を免れるものではありません。 

イ 当社は、通則第８項の規定にかかわらず、そのオプション機能

使用料の日割りを行いません。 

(19) ＬＴＥ Ｎ

ＥＴ機能又は

ＬＴＥ ＮＥ

Ｔ  ｆ ｏ ｒ 

ＤＡＴＡ機能

に係るオプシ

ョン機能使用

料の適用 

ア 別表１（オプション機能）に規定するＬＴＥ ＮＥＴ機能の提

供を受けている契約者回線の契約者は、同 15 欄に規定するｗｅｂ

フィルタリング・カスタマイズ機能を利用する場合、２（料金

額）に規定するｗｅｂフィルタリング・カスタマイズ機能の利用

に係る加算額の支払いを要します。 

イ アに規定する加算額は、ｗｅｂフィルタリング・カスタマイズ

機能の利用日数に応じて日割りします。 

ウ ＬＴＥ契約者は、以下のいずれかに該当する場合であって、そ

の契約移行のあった日を含む料金月において、ＷＩＮ約款に定め

るＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケット通信（ＫＤＤＩ株式会社が提

供するローミングに係るものを含みます｡)を行ったときは、その

料金月のＬＴＥ ＮＥＴ機能に係るオプション機能使用料の支払

いを要しません。 

(ア) そのＬＴＥ契約が、ａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線につい

て、当社のＷＩＮ約款に定めるＩＳ ＮＥＴ機能の提供を受けて

いるものに限ります｡)からの契約移行により締結されたものであ

るとき。 

(イ) ａｕ契約への契約移行があった場合であって、その契約移行

と同時に、そのＷＩＮ契約者回線について、ＷＩＮ約款に定める

ＩＳ ＮＥＴ機能の提供の請求があったとき。 

エ ＬＴＥ契約者（その契約者回線の基本使用料の料金種別がｍａ

ｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン、ジュニアケータイプラン又はＱ

ｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓのものに限ります｡)は、ＬＴＥ

ＮＥＴ機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 

オ 第３種ＬＴＥデュアルの契約者回線の契約者は、ＬＴＥ ＮＥ

Ｔ機能又はＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能に係るオプシ

ョン機能使用料の支払いを要しません。 

(20) テザリング

利用機能に係

るオプション

機能使用料の

適用 

ア 当社は、料金月の起算日以外の日に、別表１（オプション機

能）に規定するテザリング利用機能の提供の開始又は廃止があっ

た場合、通則第８項の規定にかかわらず、そのオプション機能使

用料の日割りを行いません。 

イ ＬＴＥ契約者は、次表に定める基本使用料の料金種別の適用を

受けている場合（特定データ通信定額制Ⅱ（データ定額 20 又はデ

ータ定額 30 に限ります｡)又は特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）（デ

ータ定額 20（Ｖ）又はデータ定額 30（Ｖ）に限ります｡)の適用を

受けている場合を除きます｡）、その料金月のテザリング利用機能
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に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 

区分 基本使用料の料金種別 

第１種ＬＴ

Ｅデュアル

及び第２種

ＬＴＥデュ

アル 

カ テ

ゴ リ

ーⅡ 

標準プラン 

第１種ＬＴ

Ｅデュアル 

カ テ

ゴ リ

ーⅠ 

ＬＴＥプランＳ、カケホ、スーパーカケホ、

ジュニアスマートフォンプラン、カケホ（ケ

ータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／

Ｖ）、ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプ

ラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータ

イ） 

第２種ＬＴ

Ｅデュアル 

カ テ

ゴ リ

ーⅠ 

カケホ（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ）、スー

パーカケホ（Ｖ・ａ）、ジュニアスマートフ

ォンプラン（Ｖ）、カケホ（ケータイ／

Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）、Ｖ

ＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン又は

オフィスケータイプラン（ＶＫ） 

  

(21) 削除 削除 

(22) ＷｉＭＡＸ

利用機能に係

るオプション

機能使用料の

適用 

ア 別表１（オプション機能）に規定するＷｉＭＡＸ利用機能（タ

イプⅡに限ります｡)の提供を受けている契約者回線の契約者は、

その契約者回線について同 19 欄に規定するハイスピードプラスエ

リアモードを選択してデータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供する

ローミングに係るものを含みます｡)を行った料金月において、２

（料金額）に規定するハイスピードプラスエリアモードの利用に

係る加算額（以下「プラスエリアモード加算額」といいます｡)の

支払いを要します。 

イ 当社は、通則第８項の規定にかかわらず、プラスエリアモード

加算額の日割りを行いません。 

ウ 第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥシングルの契約者回線

（特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の

割引（この約款、当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴ

Ｅ約款若しくはＷＩＮ約款に定めるものをいい、以下この欄にお

いて「特定割引」といいます｡)に係る判定用回線として指定され

ているものに限ります｡)の契約者は、アの規定にかかわらず、次

表に定める期間、プラスエリアモード加算額の支払いを要しませ

ん。 

期間 

その第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥシングルの契約者回

線を判定用回線として指定した特定割引の申出を当社又はＫＤＤ

Ｉ株式会社が承諾した日を含む料金月（当社が定める事由に該当

する場合は、承諾した日を含む料金月の翌料金月します｡)から、

その特定割引の適用を廃止する事由が生じた日を含む料金月まで
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の間 

  

(23) 特定のオプ

ション機能の

加入を条件と

するオプショ

ン機能使用料

の割引の適用 

（電話きほん

パック、電話

きほんパック

（Ｖ）） 

ア 特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用

料の割引（以下この欄において「本割引」といいます｡)とは、そ

の契約者回線について、次表の中央欄に定めるオプション機能

（以下この欄において「特定オプション機能」といいます｡)の全

ての提供を受けている場合に、その料金月の特定オプション機能

に係るオプション機能使用料を合計した額に同表の右欄に定める

割引率を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 

区分 特定オプション機能 割引率 

タイプⅠ 留守番伝言機能、三者通話機能、迷惑

電話拒否機能、呼出音設定機能 

57.14％ 

タイプⅡ 留守番伝言機能、三者通話機能、割込

通話機能（第２種ＬＴＥデュアルに係

るものに限ります｡)、迷惑電話拒否機

能、呼出音設定機能 

55.55％ 

イ 次のいずれかに該当する場合であって、その契約移行のあった

日を含む料金月において、そのＷＩＮ契約者回線について、当社

のＷＩＮ約款に定めるオプション機能（特定オプション機能（タ

イプⅠに係るものに限ります｡)に相当するものに限ります。以下

この(23)において「ＷＩＮオプション機能」といいます｡) の提供

を受けているときは、本割引の適用にあたり、その料金月におい

て、この約款に基づく特定オプション機能（ＷＩＮオプション機

能に相当するものに限ります｡)の提供があったものとして取扱い

ます。 

  この場合において、契約移行のあった日を含む料金月におけ

る、そのＷＩＮオプション機能のオプション機能使用料を、アに

定めるオプション機能使用料に含めるものとします。 

(ア) その契約者回線に係るＬＴＥ契約が、ａｕ契約からの契約移

行により締結されたものである場合（契約移行のあった日からそ

の料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除き

ます｡)。 

(イ) ａｕ契約への契約移行があった場合（契約移行のあった日を

含む料金月において、第２種ＬＴＥデュアルの提供を受けている

場合に限ります｡)。 

ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

オ ａｕ契約への契約移行があった場合（契約移行のあった日を含

む料金月において、第２種ＬＴＥデュアルの提供を受けている場

合を除きます｡)であって、そのＷＩＮ契約者回線について、ＷＩ

Ｎ約款に定める特定のオプション機能の加入を条件とするオプシ

ョン機能使用料の割引の適用を受けるときは、アからエの規定に

かかわらず、契約移行のあった日を含む料金月の特定オプション

機能に係るオプション機能使用料については、当社のＷＩＮ約款
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の規定（アからエに相当するものをいいます｡)に定めるところに

よります。 

(24) 特定サービ

スに係る契約

を条件とする

基本使用料等

の割引の適用 

（ａｕスマー

トバリュー） 

ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引（以

下この欄において「本割引」といいます｡)とは、割引選択回線群

（割引対象回線（イに定めるものをいいます。以下この欄から

(26)の２において同じとします｡)及び１の判定用回線（ウに定め

るものをいいます。以下この欄から(26)の２において同じとしま

す｡)により構成される回線群をいいます。以下この欄から(26)の

２において同じとします｡)を構成する契約者回線（本割引を選択

するものに限ります｡)に係る基本使用料等（この約款の規定によ

り支払いを要することとされるａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料

金（基本使用料（ＬＴＥプラン、オフィスケータイプラン、オフ

ィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、ＬＴＥプラン（Ｖ）、オ

フィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン（Ｖ

Ｋ）のものを除きます｡)、オプション機能使用料（着信短縮ダイ

ヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及

び番号変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます｡)、通

話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭＳ送信に係るものを除きます｡)

及びデータ通信料（第３（データ通信料）１（適用）(６)の３に

定める購入データ量に係るものを除きます｡)に限ります｡) 、付随

サービスに関する料金等（料金安心サービスに関する料金及びａ

ｕスマートサポート接続サービス利用料に限ります｡)及び当社が

別に定める料金をいいます。以下この欄において同じとします｡)

について、次表に定める額（基本使用料等の額が次表に定める額

に満たない場合は、基本使用料等の額とします｡)の割引を行うこ

とをいいます。 

① ②から⑦以外の場合 

１契約ごとに月額

区分 
割引額 

 税抜額 

１ 本割引の適用を開始した料金月から起算し

て 24 料金月が経過するまでの各料金月 
1,410 円

２ 本割引の適用を開始した料金月から起算し

て 24 料金月超の各料金月  
934 円

② その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額 10、データ定額 13、データ定額 30、データ定額

10（Ｖ）、データ定額 13（Ｖ）、データ定額 30（Ｖ）又は特

定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定額 10

（ケータイ／Ｖ）若しくはデータ定額 13（ケータイ／Ｖ）に

限ります｡)の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

区分 
割引額 

 税抜額 

１ 本割引の適用を開始した料金月から起算し

て 24 料金月が経過するまでの各料金月 
2,000 円
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２ 本割引の適用を開始した料金月から起算し

て 24 料金月超の各料金月  
934 円

③ その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額２、データ定額３、データ定額２（Ｖ）、データ

定額３（Ｖ）又は特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）若しくは特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の

データ定額２（ケータイ／Ｖ）若しくはデータ定額３（ケータ

イ／Ｖ）に限ります｡)の適用を受けている場合又は基本使用料

の料金種別がジュニアスマートフォンプラン若しくはジュニア

スマートフォンプラン（Ｖ）である場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 934 円 

④ その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額１、データ定額１（Ｖ）又は特定データ通信定額

制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若しくは特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定額１（ケータイ／Ｖ）に限り

ます｡)の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

区分 
割引額 

 税抜額 

１ 本割引の適用を開始した料金月から起算し

て 24 料金月が経過するまでの各料金月 
934 円

２ 本割引の適用を開始した料金月から起算し

て 24 料金月超の各料金月  
500 円

⑤ その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制又は

特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

第３（データ通信料）１（適用）(３)の 12 又は

(３)の 13 の規定により適用する定額料 

割引額 

税抜額 

区分１又は区分２に定める定額料を適用する場合 500 円

区分３、区分４又は区分５に定める定額料を適用す

る場合  
1,000 円

備考 その料金月の末日において適用を受けている基本使用料の

料金種別がシンプル又はシンプル（Ｖ）の場合、区分１に定め

る定額料を適用する場合の割引額は０円とします。 

⑥ その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制Ⅱの

適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 500 円 

備考 第３（データ通信料）１（適用）(３)の 18 の規定により同

(３)の 18 の区分１に定める定額料を適用する場合の割引額は０

円とします。 
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⑦ その料金月の末日において、特定データ通信定額制Ⅲ、特定

データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定

データ通信定額制Ⅴの適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 1,000 円 

イ 本割引に係る割引対象回線とは、以下の各号に定める電気通信

回線をいいます。 

(ア) 本割引、(25)又は(26)の２に定める減額適用を選択する契約

者回線 

(イ) (26)に定める減額適用を受けることとなる契約者回線 

(ウ) 当社のＷＩＮ約款に定める特定サービスに係る契約を条件と

する基本使用料等の割引（以下この欄から(26)の２において「Ｗ

ＩＮ割引」といいます｡)又は特定サービスに係る契約を条件とす

るＷＩＮシングルフラットＷｉＭＡＸシンプルの契約者回線に係

る基本使用料の減額適用（以下この欄から(26)の２において「Ｗ

ＩＮ減額適用Ⅰ」といいます｡)を選択するＷＩＮ契約者回線 

(エ) 当社のＷＩＮ約款に定める特定ａｕ回線の指定に伴うＷＩＮ

シングルフラットＷｉＭＡＸシンプルの契約者回線に係る基本使

用料の減額適用（以下この欄から(26)の２において「ＷＩＮ減額

適用Ⅱ」といいます｡)を受けることとなるＷＩＮ契約者回線 

(オ) ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める特定サービスに係る

契約を条件とする基本使用料等の割引（以下この欄から(26)の２

において「特定割引」といいます｡)、又は特定サービスに係る契

約を条件とする第２種ＬＴＥシングルの契約者回線に係る基本使

用料の減額適用（以下この欄から(26)の２において「特定減額適

用Ⅰ」といいます｡)又は特定サービスの判定用回線に係る契約を

条件とする基本使用料等の減額適用（以下この欄から(26)の２に

おいて「特定減額適用Ⅲ」といいます｡)を選択する他網契約者回

線 

(カ) ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める特定ａｕ回線の指定

に伴うプラスエリアモード加算額の減額適用（以下この欄から

(26)の２において「特定減額適用Ⅱ」といいます｡)を受けること

となる他網契約者回線 

(キ) ＫＤＤＩ株式会社のＷＩＮ約款に定める特定サービスに係る

契約を条件とする基本使用料等の割引（以下この欄から(26)の２

において「ＷＩＮ特定割引」といいます｡)又は特定サービスに係

る契約を条件とするＷＩＮシングルフラットＷｉＭＡＸシンプル

の契約者回線に係る基本使用料の減額適用（以下この欄から(26)

の２において「ＷＩＮ特定減額適用Ⅰ」といいます｡)を選択する

他網契約者回線 

(ク) ＫＤＤＩ株式会社のＷＩＮ約款に定める特定ａｕ回線の指定

に伴うＷＩＮシングルフラットＷｉＭＡＸシンプルの契約者回線

に係る基本使用料の減額適用（以下この欄から(26)の２において

「ＷＩＮ特定減額適用Ⅱ」といいます｡)を受けることとなる他網
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契約者回線 

ウ 本割引に係る判定用回線とは、カの規定に基づき指定された電

気通信回線（判定用固定サービス（次表に定めるいずれかの種類

のサービスをいいます。以下この欄から(26)の２において同じと

します｡)の提供を受けるための契約の申込みについて、それぞれ

判定用固定事業者（判定用固定サービスを提供する電気通信事業

者をいいます。以下この欄から(26)の２において同じとします｡)

がその登録を完了したものに限ります｡)をいいます。 

種類 判定用固定サービス 

タイプⅠ 当社が別に定めるインターネットサービス及び電

話サービス（そのインターネットサービスと合わ

せて選択することができるものに限ります｡) 

タイプⅡ 当社が別に定めるインターネットサービス、電話

サービス及びテレビサービスのうちいずれか２の

サービス（そのサービスは他の１のサービスと合

わせて選択することができるものに限ります。以

下この欄から(26)において同じとします｡) 

タイプⅢ 第２種ＬＴＥシングル、第４種ＬＴＥシングル又

はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める第２種

ＬＴＥシングル若しくは第４種ＬＴＥシングル 

エ 本割引は、ＬＴＥサービスの契約者回線であって、次のいずれ

かに該当するものに限り、選択することができます。 

(ア) 特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているもの 

(イ) 基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、ジ

ュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａ

ｂ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、ＬＴＥフラットｆｏ

ｒＴａｂ（Ｌ）又はＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ）の

もの 

オ 割引選択回線群は、１の判定用回線につき１とします。 

カ 本割引を選択する契約者は、１の判定用回線を指定して、当社

に申し出ていただきます。 

キ 当社は、カの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 割引対象回線について、(27)の適用の申出を当社が承諾して

いるとき。 

(イ) 指定した判定用回線（タイプⅢの判定用固定サービスに係る

ものに限ります｡)について、(26)の２の適用の申出を当社又はＫ

ＤＤＩ株式会社が承諾していないとき。 

(ウ) 指定した判定用回線が所属する割引選択回線群を構成する割

引対象回線の数が 11 以上となるとき。 

(エ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した判

定用回線に係る契約者の住所と異なるとき（その契約者回線に係

る契約者（満 50 歳以上の者に限ります｡)と判定用回線に係る契

約者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合を除きま

す｡）。 
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(オ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した判定

用回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に

適合する場合を除きます｡)。 

(カ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が認

めるとき。 

(キ) 指定した判定用回線に係る判定用固定サービスの契約の申込

みについて、判定用固定事業者が登録を完了していないとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

ク 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

ケ 本割引の適用の開始は、カの申出を当社が承諾した日を含む料

金月の翌料金月からとします。 

  ただし、その申出が、ａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線につい

て、ＷＩＮ割引の適用を受けているものに限ります｡)からの契約

移行と同時に行われたものである場合は、契約移行のあった日を

含む料金月からとします。 

コ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいず

れかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しませ

ん。  

(ア) その契約者回線（ＬＴＥデュアルに係るものに限ります｡)に

ついて、特定データ通信定額の取扱いの適用を受けていないとき

又は基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン若し

くはジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）でないとき。 

(イ) その契約者回線（ＬＴＥシングルに係るものに限ります｡)に

ついて、基本使用料の料金種別がＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ、

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴ

ａｂ（Ｌ）又はＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ）でない

とき。 

(ウ) 指定した判定用回線について、判定用固定サービス（判定用

固定サービスの種類がタイプⅡである場合は、インターネットサ

ービス、電話サービス及びテレビサービスのうちいずれか２のサ

ービスとします。以下このコ及びサにおいて同じとします｡)の提

供を受けていないとき。  

(エ) (28)の適用を受けているとき。 

サ コの(ウ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、判

定用固定サービスの提供を受けていない場合であっても、本割引

の申出があった日を含む料金月から起算して７料金月の間（当社

が別に定める事由に該当する場合は、７料金月を超えて当社が別

に定める料金月までの間とします｡)、本割引を適用します。 

シ 本割引の適用を受けたことがある契約者回線について、カの申

出があった場合、アの(ア)の表に定める本割引の適用に係る経過

期間については、その契約者回線について、 初に本割引の適用

を開始した料金月から起算してカの申出があった日を含む料金月

までの料金月数とします。 
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ス ケのただし書きに定める場合に該当するときは、アの表中「本

割引の適用を開始した料金月」を「ａｕ契約に係るその割引の適

用を開始した料金月」に、サ中「本割引の申出があった日を含む

料金月」を「ａｕ契約に係るその割引の申出があった日を含む料

金月」に、それぞれ読み替えて適用します。 

セ ケのただし書きに定める場合に該当するとき（その契約移行の

あった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があ

った場合を除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料金月にお

いて、そのＷＩＮ契約者回線に係る基本使用料等（ＷＩＮ割引の

適用において規定する基本使用料等をいいます｡)を、アの(ア)に

定める基本使用料等に含めるものとします。 

ソ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合

のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) 本割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれ

かに該当するとき。 

① ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき（ＬＴＥサービス

利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係

が当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

② 契約者の地位の承継があったとき。 

③ ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

④ ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(イ) 判定用回線（タイプⅠ又はタイプⅡの判定用サービスに係る

ものに限ります｡)について、次のいずれかに該当するとき。 

① 判定用固定サービス（タイプⅠであって、その電話サービス

がＫＤＤＩ株式会社のケーブルプラス電話サービス契約約款に

定める一般ケーブルプラス電話である場合（そのインターネッ

トサービスを提供する電気通信事業者が当社が別に定めるテレ

ビサービスを提供するものである場合を除きます｡)は、その判

定用回線に係る電話サービスとします｡)の契約の解除があった

とき（次のいずれかに該当することをあらかじめ当社が確認し

たときを除きます｡)。 

ａ 居住場所の変更に伴いその契約を解除すると同時に変更後

の居住場所において新たに判定用固定サービスの契約の申込

みがあり、判定用固定事業者がその登録を完了していると

き。 

ｂ その契約を解除すると同時に解除前に締結していた契約に

係る電気通信回線の終端の設置場所と同一場所において新た

に判定用固定サービスの契約の申込みがあり、判定用固定事

業者がその登録を完了しているとき。 

②  判定用固定事業者が定める条件に該当するとき。 

③ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始す

る前であって、判定用固定事業者の責めによらない理由によ

り、その契約の解除等があったとき。 

④ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始す

る前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべき理由によ
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り、その契約の解除等があったとき（ニ又はヌの規定に基づ

き、判定用回線に代わり、特定ａｕ回線の指定があったときを

除きます｡)。 

(ウ) 判定用回線（タイプⅢの判定用サービスに係るものに限りま

す｡)又は特定ａｕ回線（ナ、ニ又はヌの規定に基づき、判定用回

線に代えて指定のあったものをいいます｡)について、この約款、

当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷ

ＩＮ約款に定めるところにより、以下のいずれかに該当すること

となったとき。 

① 判定用回線について、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭ

Ｅ又はＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）以外への

基本使用料の料金種別の変更又は選択があったとき。  

② 特定ａｕ回線について、ＷｉＭＡＸ２＋フラットプラン（次

表に定めるものをいいます。以下同じとします｡)以外の料金種

別の選択又はＷＩＮシングルフラットＷｉＭＡＸシンプル以外

への料金種別の変更があったとき。  

ＷｉＭＡＸ２＋フラットプラン 

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏ

ｒＤＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ、ＷｉＭＡＸ

２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡ（Ｌ）、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤ

ＡＴＡＥＸ（Ｌ）、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ） 

③ 第２種定期ＬＴＥ契約又は第２種定期ａｕ契約以外への契約

変更があったとき。 

④ ＬＴＥサービス利用権又はａｕサービス利用権の譲渡があっ

たとき（ＬＴＥサービス利用権又はａｕサービス利用権を譲り

受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に

定める基準に適合するときを除きます｡)。 

⑤ 契約者の地位の承継があったとき。 

⑥ ＬＴＥサービス又はａｕサービスの利用の一時休止があった

とき。 

⑦ ＬＴＥ契約又はａｕ契約の解除があったとき。 

(エ) その他キのいずれかに該当することとなったとき。 

タ 判定用回線に代えて指定のあった特定ａｕ回線に係る契約者の

住所が、判定用固定サービスのサービス提供地域となったこと等

を当社が知ったときは、当社は、そのことを特定ａｕ回線が所属

する割引選択回線群を構成するいずれかの契約者回線、ＷＩＮ契

約者回線又は他網契約者回線の契約者に通知することがありま

す。 

チ タに定める通知を受けた場合又は特定ａｕ回線に係る契約者の

住所が判定用固定サービスのサービス提供地域となったこと等を

知った場合（知ることができた場合を含みます｡)、その割引選択

回線群を構成するいずれかの契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は

他網契約者回線の契約者は、すみやかに判定用サービスに係る契

約を申込み、その割引選択回線群の判定用回線として指定してい

ただきます。 
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ツ チの規定に基づく判定用回線の指定がない場合、当社は、その

割引選択回線群を構成する契約者回線について、本割引を廃止し

ます。 

テ ソ又はツの規定により、本割引の適用を廃止した場合における

取扱いについては、次表のとおりとします。 

   この場合、同一料金月内において、次表の２欄又は３欄の左欄

の規定により本割引の適用を廃止した後、１欄又は２欄の左欄に

該当する場合が生じたときは、それぞれ１欄又は２欄の規定によ

るものとします。 

区分 本割引の適用 

１  ２又は３以外により本割引

の適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（ソの(ア)

の①又は②により本割引の適用

を廃止したときは、その譲渡承

諾日又は地位の承継の届出日と

します｡)を含む料金月の前料金

月の末日までの基本使用料等に

ついて、本割引の適用の対象と

します。 

２ 契約者から本割引の適用を

廃止する申出があったとき又

はソの(ア)の①若しくは②

（ａｕ契約への契約移行に係

るものを除きます｡)、(ウ)の

①若しくは②（端末設備の購

入と同時に行われたものに限

ります｡）、③（端末設備の購

入と同時に行われた第３種定

期ＬＴＥ契約又は第４種定期

ＬＴＥ契約への契約変更に限

ります｡)、⑥若しくは⑦によ

り本減額適用を廃止したと

き。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までの基本使用料等に

ついて、本割引の適用の対象と

します。 

３ ソの(イ)の④により本減額

適用を廃止したとき。    

その事由が生じた日を含む料金

月から起算し４料金月の末日ま

での基本使用料等について、本

割引の適用の対象とします。 

ト 契約者は、ソの(イ)の③の規定により本割引の廃止があったと

きは、本割引の適用により当社が割引いた額（ケのただし書きに

該当する場合は、ＷＩＮ割引の適用により当社が割引いた額を含

みます｡)を支払っていただきます。 

ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 

ナ その住所が判定用固定サービスの提供地域外である等により、

判定用固定事業者が、指定のあった判定用回線に係る判定用固定

サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置又は保守す

ることが困難な場合、契約者は、判定用回線に代えて、契約者回
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線、特定のＷＩＮ契約者回線又はＫＤＤＩ株式会社の他網契約者

回線（以下この欄において「特定ａｕ回線」といいます｡)を指定

して、本割引の適用を申し出ることができます。 

  この場合において、当社は、その特定ａｕ回線が、この約款、

当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷ

ＩＮ約款に定めるところにより、次の全て（その申出が新たに割

引選択回線群を構成する申出でない場合は、(イ)から(カ)としま

す｡)を満たすときに限り、その申出を承諾します。 

(ア) 特定ａｕ回線に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約の申込みが、本

割引の申出と同時に行われたものであること。 

(イ) 特定ａｕ回線に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約の申込みに際

し、端末設備の購入を伴うこと。 

(ウ) 第２種定期ＬＴＥ契約又は第２種定期ａｕ契約であること。

(エ) 基本使用料の料金種別として、ＷｉＭＡＸ２＋フラットプラ

ン又はＷＩＮシングルフラットＷｉＭＡＸシンプルを選択してい

ること。 

(オ) 特定ａｕ回線又はその割引選択回線群を構成する他の契約者

回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線について、次のいず

れかの減額適用を選択していないこと又は適用を受けていないこ

と。 

(25)、(26)又は(26)の２に定める減額適用、ＷＩＮ減額適用Ⅰ、

ＷＩＮ減額適用Ⅱ、特定減額適用Ⅰ、特定減額適用Ⅱ、特定減額

適用Ⅲ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅰ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅱ 

(カ) 特定ａｕ回線に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約の申込みが契約

移行に係るものである場合は、契約移行前のａｕ契約又はＬＴＥ

契約に係る契約者回線について、それぞれＷＩＮ約款又はこの約

款に定める特定ａｕ回線として指定されたものであること。 

ニ ナに定めるほか、判定用固定事業者がその判定用固定サービス

の提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべ

き理由により、その判定用回線に係る契約の解除等があった場合

であって、その判定用回線が所属していた割引選択回線群に特定

ａｕ回線（(25)に定める減額適用、ＷＩＮ減額適用Ⅰ、特定減額

適用Ⅰ又はＷＩＮ特定減額適用Ⅰを選択するものに限ります｡)が

含まれないときは、契約者は、判定用回線に代えて、特定ａｕ回

線（この約款、当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ

約款若しくはＷＩＮ約款に定めるところにより、次の全てを満た

すものに限ります｡)を指定することができます。 

(ア) 特定ａｕ回線に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約の申込みが、そ

の指定と同時に行われたものであること。 

(イ) 特定ａｕ回線に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約の申込みに際

し、端末設備の購入を伴うこと。 

(ウ) 第２種定期ＬＴＥ契約又は第２種定期ａｕ契約であること。

(エ) 基本使用料の料金種別として、ＷｉＭＡＸ２＋フラットプラ

ン又はＷＩＮシングルフラットＷｉＭＡＸシンプルを選択してい

ること。 
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(オ) 特定ａｕ回線又はその割引選択回線群を構成する他の契約者

回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線について、次のいず

れかの減額適用を選択していないこと又は適用を受けていないこ

と。 

(25)、(26)又は(26)の２に定める減額適用、ＷＩＮ減額適用Ⅰ、

ＷＩＮ減額適用Ⅱ、特定減額適用Ⅰ、特定減額適用Ⅱ、特定減額

適用Ⅲ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅰ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅱ 

(カ) 特定ａｕ回線に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約の申込みが契約

移行に係るものである場合は、契約移行前のａｕ契約又はＬＴＥ

契約に係る契約者回線について、それぞれＷＩＮ約款又はこの約

款に定める特定ａｕ回線として指定されたものであること。 

ヌ ナ又はニに定めるほか、判定用固定事業者がその判定用固定サ

ービスの提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めに

帰すべき理由により、その判定用回線に係る契約の解除等があっ

た場合であって、その判定用回線が所属していた割引選択回線群

に特定ａｕ回線（(25)に定める減額適用、ＷＩＮ減額適用Ⅰ、特

定減額適用Ⅰ又はＷＩＮ特定減額適用Ⅰを選択するものに限りま

す｡)が含まれるときは、当社は、その契約の解除等があった日を

含む料金月から起算し５料金月の初日において、契約者から、判

定用回線に代えて、特定ａｕ回線の指定があったものとみなしま

す。 

ネ 契約者は、本割引、特定割引又はＷＩＮ特定割引の適用の可否

を判断するために、その契約者回線、他網契約者回線及び判定用

回線に係る情報（本割引、特定割引又はＷＩＮ特定割引の適用に

必要な範囲に限ります｡)について、当社、ＫＤＤＩ株式会社及び

判定用固定事業者との間で相互に開示し照会することを承諾して

いただきます。 

(25) 特定サービ

スに係る契約

を条件とする

ＬＴＥシング

ルの契約者回

線に係る基本

使用料の減額

適用 

（ａｕスマー

ト バ リ ュ ー

（ ル ー タ 割

引）） 

ア 特定サービスに係る契約を条件とするＬＴＥシングルの契約者

回線に係る基本使用料の減額適用（以下この欄において「本減額

適用」といいます｡)とは、割引選択回線群を構成する契約者回線

（本減額適用を選択するものに限ります｡)に係る基本使用料につ

いて、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に定める料金額を

適用することをいいます。 

基本使用料の料金種別 その料金月の課金対象データ

の総情報量 

料金額 

税抜額 

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏ

ｒＤＡＴＡ、ＷｉＭＡＸ２＋

フラットｆｏｒＤＡＴＡ

（Ｌ） 

10,485,760 バイト（10 メガ

バイト）以下の場合 
372円

10,485,760 バイト（10 メガ

バイト）を超える場合 
4,196円

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏ

ｒＤＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ

２＋フラットｆｏｒＨＯＭ

Ｅ、ＷｉＭＡＸ２＋フラット

ｆ ｏ ｒ Ｄ Ａ Ｔ Ａ Ｅ Ｘ

（Ｌ）、、ＷｉＭＡＸ２＋フ

10,485,760 バイト（10 メガ

バイト）以下の場合 
372円

10,485,760 バイト（10 メガ

バイト）を超える場合 
4,880円
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ラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）

イ 本減額適用は、第２種ＬＴＥシングルの契約者回線（第２種定

期ＬＴＥ契約に係るものに限ります｡)に限り、選択することがで

きます。 

ウ 本減額適用を選択する契約者は、１の判定用回線を指定して、

当社に申し出ていただきます。 

エ 当社は、ウの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) その申出が、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の申込みと同

時に行われたものでないとき。 

(イ) (ア)に定めるＬＴＥ契約の申込みに際し、端末設備の購入を

伴わないとき。 

(ウ) 申出のあった契約者回線又は指定した判定用回線が所属する

割引選択回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又

は他網契約者回線について、次のいずれかの減額適用を選択して

いるとき又は適用を受けているとき。 

本減額適用、(26)又は(26)の２に定める減額適用、ＷＩＮ減額適

用Ⅰ、ＷＩＮ減額適用Ⅱ、特定減額適用Ⅰ、特定減額適用Ⅱ、特

定減額適用Ⅲ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅰ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅱ 

(エ) (ア)に定めるＬＴＥ契約の申込みがａｕ契約からの契約移行

に係るものである場合であって、契約移行前のａｕ契約に係る契

約者回線について、ＷＩＮ減額適用Ⅰの適用を受けていないと

き。 

(オ) 指定した判定用回線が所属する割引選択回線群を構成する割

引対象回線の数が 11 以上となるとき。 

(カ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した判

定用回線に係る契約者の住所と異なるとき。 

(キ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した判定

用回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に

適合する場合を除きます｡)。 

(ク) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が認

めるとき。 

(ケ) 指定した判定用回線に係る判定用固定サービスの契約の申込

みについて、判定用固定事業者が登録を完了していないとき。 

(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

オ 本減額適用の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位

で行います。 

カ アの表に定める課金対象データの総情報量は、基本使用料の料

金種別ごとに算定する、その契約者回線との間のデータ通信（Ｋ

ＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含みます｡)に

係る課金対象データの総情報量とします。 

キ 本減額適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日（その申出

が、ａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線について、ＷＩＮ減額適用
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Ⅰを受けているものに限ります｡)からの契約移行と同時に行われ

たものである場合は、契約移行のあった日を含む料金月の翌料金

月の初日とします｡)からとします。 

  ただし、ウの申出を当社が承諾した日において、指定した判定

用回線について、判定用固定サービスの提供を受けていない場合

は、次表の右欄に規定する日からとします。 

区分 本減額適用の開始 

１ ２以外のとき。 ウの申出を当社が承諾した日を

含む料金月から起算して５料金

月の初日 

２ ウの申出を当社が承諾した

日を含む料金月から起算して

４料金月の間に、判定用固定

サービスの提供の開始があっ

たとき。 

判定用固定サービスの提供の開

始のあった日を含む料金月の翌

料金月の初日 

ク アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいず

れかに該当する場合は、その料金月において本減額適用を行いま

せん。 

(ア) その契約者回線について、基本使用料の料金種別が、ＷｉＭ

ＡＸ２＋フラットプランでないとき。 

(イ) その契約者回線について、第２種定期ＬＴＥ契約に係る基本

使用料の取扱いを受けていないとき。 

(ウ) 指定した判定用回線について、判定用固定サービス（判定用

固定サービスの種類がタイプⅡである場合は、インターネットサ

ービス、電話サービス及びテレビサービスのうちいずれか２のサ

ービスとします｡)の提供を受けていないとき。 

ケ その料金月において、基本使用料の料金種別としＷｉＭＡＸ２

＋フラットプランの選択があった場合又はそれ以外の料金種別の

選択があった場合、当社は、ア又はクの(ア)の規定にかかわら

ず、ＷｉＭＡＸ２＋フラットプランの基本使用料の適用を受ける

日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとにアの表に定める料金

額を日割りして、本減額適用を適用します。 

コ キの表の取扱いを受ける場合、契約者は、ウの申出を当社が承

諾した日を含む料金月から本減額適用の開始のあった日を含む料

金月の前料金月までの間、その契約者回線に係る基本使用料（Ｗ

ｉＭＡＸ２＋フラットプランのものに限ります｡)及びプラスエリ

アモード加算額の支払いを要しません。 

  ただし、その期間に、シに定める事項に該当することとなった

ときは、当社が別に定める日をもって、この取扱いを終了しま

す。 

サ ウの申出が、ａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線について、ＷＩ

Ｎ減額適用Ⅰを受けているものに限ります｡)からの契約移行と同

時に行われたものである場合は、キの表中及びコ中「ウの申出」

を「ａｕ契約に係るＷＩＮ減額適用Ⅰの適用の申出」に、それぞ

れ読み替えて適用します。 
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シ 当社は、契約者から本減額適用を廃止する申出があった場合の

ほか、次に該当する場合には、本減額適用を廃止します。 

(ア) 本減額適用の適用を受けている契約者回線について、次のい

ずれかに該当するとき。 

① ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき（ＬＴＥサービス

利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係

が当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

② 契約者の地位の承継があったとき。 

③ ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

④ ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(イ) 判定用回線（タイプⅠ又はタイプⅡの判定用サービスに係る

ものに限ります｡)について、次のいずれかに該当するとき。 

①  判定用固定サービス（タイプⅠであって、その電話サービス

が当社のケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一般ケ

ーブルプラス電話である場合（そのインターネットサービスを

提供する電気通信事業者が当社が別に定めるテレビサービスを

提供するものである場合を除きます｡)は、その判定用回線に係

る電話サービスとします｡)の契約の解除があったとき（次のい

ずれかに該当することをあらかじめ当社が確認したときを除き

ます｡)。 

ａ 居住場所の変更に伴いその契約を解除すると同時に変更後

の居住場所において新たに判定用固定サービスの契約の申込

みがあり、判定用固定事業者がその登録を完了していると

き。 

ｂ その契約を解除すると同時に解除前に締結していた契約に

係る電気通信回線の終端の設置場所と同一場所において新た

に判定用固定サービスの契約の申込みがあり、判定用固定事

業者がその登録を完了しているとき。 

②  判定用固定事業者が定める条件に該当するとき。 

③ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始す

る前であって、判定用固定事業者の責めによらない理由によ

り、その契約の解除等があったとき。 

④ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始す

る前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべき理由によ

り、その契約の解除等があったとき（(24)のヌの規定に基づ

き、判定用回線に代わり、特定ａｕ回線の指定があったときを

除きます｡)。 

(ウ) その他エのいずれかに該当することとなったとき。  

ス シの規定により、本減額適用を廃止した場合における取扱いに

ついては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の２欄、３欄又は４欄

の左欄の規定により本減額適用を廃止した後、１欄、２欄又は３

欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ１欄、２欄又

は３欄の規定によるものとします。 

区分 本減額適用の適用 



 - 料基 53 -

１ ２、３又は４以外により本

減額適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（シの(ア)

の①又は②により本減額適用を

廃止したときは、その譲渡承諾

日又は地位の承継の届出日とし

ます｡)を含む料金月の前料金月

の末日までの基本使用料につい

て、本減額適用の対象としま

す。 

２ シの(ア)の④により本減額

適用を廃止したとき（３に該

当するときを除きます｡）。 

その事由が生じた日の前日まで

の基本使用料について、本減額

適用の対象とします。 

３ 契約者から本減額適用を廃

止する申出があったとき又は

シの(ア)の③若しくは④（ａ

ｕ契約への契約移行に係るも

のを除きます｡)により本減額

適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までの基本使用料につ

いて、本減額適用の対象としま

す。 

４ シの(エ)により本減額適用

を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月から起算し４料金月の末日ま

での基本使用料について、本減

額適用の対象とします。 

セ 契約者は、本減額適用、特定減額適用Ⅰ又はＷＩＮ特定減額適

用Ⅰの適用の可否を判断するために、その契約者回線、他網契約

回線及び判定用回線に係る情報（本減額適用、特定減額適用Ⅰ又

はＷＩＮ特定減額適用Ⅰの適用に必要な範囲に限ります｡)につい

て、当社、ＫＤＤＩ株式会社び判定用固定事業者との間で相互に

開示し照会することを承諾していただきます。 

(26) 特定ａｕ回

線の指定に伴

うプラスエリ

アモード加算

額の減額適用 

（ａｕスマー

ト バ リ ュ ー

（ルーター割

引 固 定 代

替）） 

ア 当社は、(24)のナ、ニ又はヌの規定に基づき、判定用回線に代

えて特定ａｕ回線として指定のあった契約者回線について、(ア)

及び(イ)に定める取扱い（以下この欄において「本減額適用」と

いいます｡)を行います。 

(ア) その契約者回線に係るプラスエリアモード加算額について、

次表に定める額（プラスエリアモード加算額が次表に定める額に

満たない場合は、プラスエリアモード加算額とします｡)の割引を

行うこと。 

１契約ごとに月額

区分 
料金額 

税抜額 

割引額 1,005 円

(イ)  その契約者回線（基本使用料の料金種別がＷｉＭＡＸ２＋

フラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨ

ＯＭＥ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ（Ｌ）又は

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）のものに限りま

す｡)の基本使用料について、２（料金額）の規定にかかわらず、

次表に定める料金額を適用すること。 
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１契約ごとに月額

区分 税抜額 

料金額 4,292 円

イ 本減額適用の計算は、料金月単位で行います。 

ウ 本減額適用の開始は、(24)のナ、ニ又はヌの規定に基づき、判

定用回線に代えて特定ａｕ回線として指定のあった日からとしま

す。 

エ 本減額適用を受けている契約者回線（基本使用料の料金種別が

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡ又はＷｉＭＡＸ２＋フラ

ットｆｏｒＤＡＴＡ（Ｌ）のものに限ります｡)の契約者は、次表

に定める定額料の支払いを要します。 

１契約ごとに月額

区分 
料金額 

税抜額 

定額料 96 円

オ 本減額適用を受けている契約者回線（基本使用料の料金種別が

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡ又はＷｉＭＡＸ２＋フラ

ットｆｏｒＤＡＴＡ（Ｌ）のものに限ります｡)の契約者は、通信

の有無にかかわらず又は１の料金月に満たない期間の利用であっ

ても、エに定める定額料の支払いを要します。 

カ エに定める定額料は、その契約者回線（基本使用料の料金種別

がＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡ又はＷｉＭＡＸ２＋フ

ラットｆｏｒＤＡＴＡ（Ｌ）のものに限ります｡)について、本減

額適用を受ける日数に応じて日割りします。 

キ 当社は、本減額適用を受けている契約者回線について、次のい

ずれかに該当する場合には、本減額適用を廃止します。 

(ア) ＷｉＭＡＸ２＋フラットプラン以外の料金種別の選択があっ

たとき。 

(イ) 第２種定期ＬＴＥ契約以外への契約変更があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき（ＬＴＥサービス

利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が

当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

(エ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(オ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(カ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(キ) (24)のチの規定に基づき、その契約者回線が所属する割引選

択回線群に係る判定用回線の指定がないとき。 

(ク) (24)のチの規定に基づき、その契約者回線が所属する割引選

択回線群に係る判定用回線の指定があったとき。 

ク キの規定により、本減額適用を廃止した場合における取り扱い

については、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本減額適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じ

たときは、それぞれ１欄の規定によるものとします。 

(ア) アの(ア)に定める取扱い 
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区分 本減額適用の適用 

１ ２以外により本減額適用を

廃止したとき。 

その事由が生じた日（キの(ウ)

又は(エ)により本減額適用を廃

止したときは、その譲渡承諾日

又は地位の承継の届出日としま

す｡)を含む料金月の前料金月の

末日までのプラスエリアモード

加算額について、本減額適用の

対象とします。 

２ キの(ア)（端末設備の購入

と同時に行われたものに限り

ます｡)、(イ)（端末設備の購

入と同時に行われた第３種定

期ＬＴＥ契約又は第４種定期

ＬＴＥ契約への契約変更に限

ります｡)、(オ)、(カ)又は

(ク)により本減額適用を廃止

したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までのプラスエリアモ

ード加算額について、本減額適

用の対象とします。 

(イ) アの(イ)に定める取扱い 

区分 本減額適用の適用 

１ ２又は３以外により本減額

適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（キの(ウ)

又は(エ)により本減額適用を廃

止したときは、その譲渡承諾日

又は地位の承継の届出日としま

す｡)を含む料金月の前料金月の

末日までの基本使用料につい

て、本減額適用の対象としま

す。 

２ キの(ア)、(イ)又は(カ)に

より本減額適用を廃止したと

き（３に該当するときを除き

ます｡）。 

その事由が生じた日の前日まで

の基本使用料について、本減額

適用の対象とします。 

３ キの(オ)、(カ) （ａｕ契約

への契約移行に係るものを除

きます｡)又は(ク)により本減

額適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までの基本使用料につ

いて、本減額適用の対象としま

す。 

ケ (24)のチの規定に基づき、その契約者回線が所属する割引選択

回線群に係る判定用回線の指定があり、当社が承諾したとき、当

社は、その承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日に、本減額

適用を受けている契約者回線について、(25)に定める減額適用の

申出があったものとみなします。 

コ 契約者は、本減額適用、特定減額適用Ⅱ又はＷＩＮ特定減額適

用Ⅱの適用の可否を判断するために、その契約者回線、他網契約

回線及び判定用回線に係る情報（本減額適用、特定減額適用Ⅱ又

はＷＩＮ特定減額適用Ⅱの適用に必要な範囲に限ります｡)につい
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て、当社、ＫＤＤＩ株式会社及び判定用固定事業者との間で相互

に開示し照会することを承諾していただきます。 

(26)の２ 特定サ

ービスの判定

用回線に係る

契約を条件と

する基本使用

料等の減額適

用 

ア 特定サービスの判定用回線に係る契約を条件とする基本使用料

等の減額適用（以下この欄において「本減額適用」といいます｡)

とは、割引選択回線群を構成する契約者回線（本減額適用を選択

するものに限ります｡)について、(ア)及び(イ)に定める取扱いを

行うことをいいます。 

(ア) その契約者回線に係るプラスエリアモード加算額について、

次表に定める額（プラスエリアモード加算額が次表に定める額に

満たない場合は、プラスエリアモード加算額とします｡)の割引を

行うこと。 

１契約ごとに月額

区分 
料金額 

税抜額 

割引額 1,005 円

(イ) その契約者回線（基本使用料の料金種別がＷｉＭＡＸ２＋フ

ラットｆｏｒＨＯＭＥ又はＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭ

Ｅ（Ｌ）のものに限ります｡)の基本使用料にてついて、２（料金

額）の規定にかかわらず、次表に定める料金額を適用すること。

１契約ごとに月額

区分 税抜額 

料金額 4,292 円

イ 本減額適用は、第２種ＬＴＥシングルの契約者回線であって、

次の全てを満たすものに限り、選択することができます。 

(ア) 第２種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

(イ) 基本使用料の料金種別がＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯ

ＭＥ又はＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）のもの 

ウ 本減額適用を選択する契約者は、新たに構成することとなる１

の割引選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。 

エ 当社は、ウの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) その申出が、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の申込みと同

時に行われたものでないとき。 

(イ) (ア)に定めるＬＴＥ契約の申込みに際し、当社が別に定める

端末設備の購入を伴わないとき。 

(ウ) その申出が、その契約者回線を判定用回線とする(24)の適用

の申出と同時に行われたものでないとき。 

(エ) (ウ)に定める(24)の適用の申出について、当社が承諾しない

とき。 

(オ) 申出のあった契約者回線又は指定した割引選択回線群を構成

する他の契約者回線、ａｕ回線若しくは他網契約者回線につい

て、次のいずれかの減額適用を選択しているとき又は適用を受け

ているとき。 

本減額適用、(25)又は(26)に定める減額適用、ＷＩＮ減額適用

Ⅰ、ＷＩＮ減額適用Ⅱ、特定減額適用Ⅰ、特定減額適用Ⅱ、特定
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減額適用Ⅲ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅰ、ＷＩＮ特定減額適用Ⅱ 

(カ) 指定した割引選択回線群を構成する割引対象回線の数が 11

以上となるとき。 

(キ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した割

引選択回線群を構成する割引対象回線に係る契約者の住所と異な

るとき。 

(ク) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した割引

選択回線群を構成する割引対象回線に係る契約者名義と異なると

き（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(ケ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

オ 本減額適用の計算は、料金月単位で行います。 

カ 本減額適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日からとしま

す。 

キ 当社は、本減額適用を受けている契約者回線について、契約者

から本減額適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれ

かに該当する場合には、本減額適用を廃止します。 

(ア) ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ又はＷｉＭＡＸ２＋

フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）以外への基本使用料の料金種別の

変更又は選択があったとき。 

(イ) 第２種定期ＬＴＥ契約以外への契約変更があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき（ＬＴＥサービス

利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が

当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

(エ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(オ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(カ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(キ) その契約者回線が所属する割引選択回線群について、新たな

判定用回線（タイプⅠ又はタイプⅡの判定用固定サービスに係る

ものに限ります｡)の指定があったとき。 

(ク) その他エの各号のいずれかに該当することとなったとき。 

ク キの規定により、本減額適用を廃止した場合における取扱いに

ついては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄、２欄又は３欄の

左欄の規定により本減額適用を廃止した後、１欄又は２欄の左欄に

該当する場合が生じたときは、それぞれ１欄又は２欄の規定による

ものとします。 

(ア) アの(ア)に定める取扱い 

区分 本減額適用の適用 

１ ２以外により本減額適用を

廃止したとき。 

その事由が生じた日（キの(ウ)

又は(エ)により本減額適用を廃

止したときは、その譲渡承諾日
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又は地位の承継の届出日としま

す｡)を含む料金月の前料金月の

末日までのプラスエリアモード

加算額についてについて、本減

額適用の対象とします。 

２ キの(ア)（端末設備の購入

と同時に行われたものに限り

ます｡)、(イ)（端末設備の購

入と同時に行われた第３種定

期ＬＴＥ契約又は第４種定期

ＬＴＥ契約への契約変更に限

ります｡)、(オ)、(カ)若しく

は(キ)により本減額適用を廃

止したとき又は契約者から本

減額適用を廃止する申出があ

ったとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までのプラスエリアモ

ード加算額についてについて、

本減額適用の対象とします。 

(イ) アの(イ)に定める取扱い 

区分 本減額適用の適用 

１ ２又は３以外により本減額

適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（ＬＴＥサ

ービス利用権の譲渡又は契約者

の地位の承継により本減額適用

を廃止したときは、その譲渡承

諾日又は地位の承継の届出日と

します｡)を含む料金月の前料金

月の末日までの基本使用料につ

いて、本減額適用の対象としま

す。 

２ キの(ア)、(イ)又は(カ)に

より本減額適用を廃止したと

き（３に該当するときを除き

ます｡)。 

その事由が生じた日の前日まで

の基本使用料について、本減額

適用の対象とします。 

３ キの(オ)、(カ) （ａｕ契約

への契約移行に係るものを除

きます｡)若しくは(キ)により

本減額適用を廃止したとき又

は契約者から本減額適用を廃

止する申出があったとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までの基本使用料につ

いて、本減額適用の対象としま

す。 

ケ キの(キ)の指定があり、当社が承諾したときは、その承諾した

日を含む料金月の翌料金月の初日に、本減額適用を受けている契

約者回線について、(25)に定める減額適用の申出があったものと

みなします。 

コ 契約者は、本減額適用又は特定減額適用Ⅲの適用の可否を判断

するために、その契約者回線、他網契約回線及び判定用回線に係

る情報（本減額適用又は特定減額適用Ⅲの適用に必要な範囲に限

ります｡)について、当社、ＫＤＤＩ株式会社及び判定用固定事業
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者との間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 

(27) 特定のＬＴ

Ｅシングルに

係る契約を条

件とする基本

使用料等の割

引の適用 

（ａｕスマー

トバリューｍ

ｉｎｅ） 

ア 特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の

割引（以下この欄において「本割引」といいます｡)とは、ＬＴＥ

デュアルの契約者回線の契約者が、判定用回線（イに定めるもの

をいいます。以下この欄において同じとします｡)について判定用

サービス（当社が別に定める電気通信サービスをいいます。以下

この欄において同じとします｡)の提供を受けている場合に、その

ＬＴＥデュアルの契約者回線に係る基本使用料等（この約款の規

定により支払いを要することとされるａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

スの料金（基本使用料（ＬＴＥプラン、オフィスケータイプラ

ン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、ＬＴＥプラン

（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプ

ラン（ＶＫ）のものを除きます｡)、オプション機能使用料（着信

短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転

送機能及び番号変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きま

す｡)、通話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭＳ送信に係るものを除

きます｡)及びデータ通信料（第３（データ通信料）１（適用）

(６)の３に定める購入データ量に係るものを除きます｡)に限りま

す｡)、付随サービスに関する料金等（料金安心サービスに関する

料金及びａｕスマートサポート接続サービス利用料に限ります｡）

及び当社が別に定める料金をいいます。以下この欄において同じ

とします｡)について、次表に定める額（基本使用料等の額が次表

に定める額に満たない場合は、基本使用料等の額とします｡)の割

引を行うことをいいます。 

(ア) (イ)から(オ)以外の場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 934 円 

(イ) その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額２、データ定額３、データ定額２（Ｖ）、データ定

額３（Ｖ）又は特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若

しくは特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定

額２（ケータイ／Ｖ）若しくはデータ定額３（ケータイ／Ｖ）に

限ります｡)の適用を受けている場合又は基本使用料の料金種別が

ジュニアスマートフォンプラン若しくはジュニアスマートフォン

プラン（Ｖ）である場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 743 円 

(ウ) その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額１、データ定額１（Ｖ）又は特定データ通信定額制

Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若しくは特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定額１（ケータイ／Ｖ）に限ります｡)の

適用を受けている場合 

１契約ごとに月額
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割引額 

税抜額 500 円 

(エ) その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制又は

特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

第３（データ通信料）１（適用）(３)の 12 又は

(３)の 13 の規定により適用する定額料 

割引額 

税抜額 

区分１又は区分２に定める定額料を適用する場合 934 円

区分３、区分４又は区分５に定める定額料を適用す

る場合  
500 円

備考 その料金月の末日において適用を受けている基本使用料の

料金種別がシンプル又はシンプル（Ｖ）の場合、区分１に定め

る定額料を適用する場合の割引額は０円とします。 

(オ) その料金月の末日において、特定データ通信定額制Ⅲ又は特

定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 1,000 円 

イ 本割引に係る判定用回線とは、エの規定に基づき指定された電

気通信回線（判定用事業者（判定用サービスを提供する電気通信

事業者をいいます。以下この欄において同じとします｡)からその

判定用サービスの提供を受けているものに限ります｡)をいいま

す。 

ウ 本割引は、ＬＴＥサービスの契約者回線であって、特定データ

通信定額の取扱い（特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通

信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴを除きます｡)の適用を受

けているもの又は基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォ

ンプラン若しくはジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）のものに

限り、選択することができます。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引対象回線（本割引の適用

を受ける契約者回線をいいます。以下この欄において同じとしま

す｡)及び１の判定用回線を指定して、当社に申し出ていただきま

す。 

オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 割引対象回線について、(24)の適用の申出を当社が承諾して

いるとき。 

(イ) 指定した判定用回線が、他の契約者回線に係る本割引に係る

判定用回線として指定されたものであるとき。 

(ウ) 指定した判定用回線が、当社のＷＩＮ約款に定める特定のＬ

ＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引（以下

この欄において「ＷＩＮ割引」といいます｡)に係る判定用回線と

して指定されたものであるとき。 

(エ) 指定した判定用回線が、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款又は

ＷＩＮ約款に定める特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とす
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る基本使用料等の割引（以下この欄において「特定割引」といい

ます｡)に係る判定用回線として指定されたものであるとき。 

(オ) 指定した判定用回線に係る契約者名義が、割引対象回線に係

る契約者名義と異なるとき。 

(カ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(キ) 指定した判定用回線について、判定用サービスの提供を受け

ていないとき。 

(ク) 指定した判定用回線について、この約款又はＫＤＤＩ株式会

社のＬＴＥ約款の定めるところにより、ＬＴＥサービスの利用の

一時休止が行われているとき。 

(ケ) 指定した判定用回線について、判定用事業者が定める事由に

該当するとき。 

(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

キ 本割引の適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日を含む料

金月の翌料金月からとします。 

  ただし、その申出が、ａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線につい

て、ＷＩＮ割引の適用を受けているものに限ります｡)からの契約

移行と同時に行われたものである場合は、契約移行のあった日を

含む料金月からとします。 

ク キのただし書きに定める場合に該当するとき（その契約移行の

あった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があ

った場合を除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料金月にお

いて、そのＷＩＮ契約者回線に係る基本使用料等（ＷＩＮ割引の

適用において規定する基本使用料等をいいます｡)を、アに定める

基本使用料等に含めるものとします。 

ケ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合

のほか、割引対象回線又は判定用回線について、次に該当する場

合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) 割引対象回線について、次のいずれかに該当することとなっ

たとき。 

① 特定データ通信定額の取扱いの適用の廃止（他の特定データ

通信定額の取扱いの適用の申込みによるもの又は基本使用料の

料金種別としてジュニアスマートフォンプラン若しくはジュニ

アスマートフォンプラン（Ｖ）を選択することによるものを除

きます｡)があったとき。 

② ジュニアスマートフォンプラン若しくはジュニアスマートフ

ォンプラン（Ｖ）以外への料金種別の変更又は選択があったと

き（その変更又は選択と同時に特定データ通信定額の取扱いの

適用の申込みがあったときを除きます｡)。 

③ ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

④ 契約者の地位の承継があったとき。 
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⑤  ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

⑥ ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

⑦ その他オのいずれかに該当することとなったとき。 

(イ) 判定用回線について、判定用事業者が定める契約約款等に定

めるところにより、次のいずれかに該当することとなったとき。

① ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡ、ＷｉＭＡＸ２＋フ

ラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤ

ＡＴＡ（Ｌ）又はＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ

（Ｌ）以外の料金種別の選択があったとき。 

② 第３種定期ＬＴＥ契約又は第４種定期ＬＴＥ契約以外への契

約変更があったとき。 

③ 判定用サービスに係る利用権の譲渡があったとき。 

④ 契約者の地位の承継があったとき。 

⑤ 判定用サービスの利用の一時休止があったとき。 

⑥ 判定用サービスの契約の解除があったとき。 

⑦ 判定用事業者が定める条件に該当することとなったとき。 

⑧ その他オのいずれかに該当することとなったとき。 

コ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の２欄又は３欄の左欄の

規定により本割引の適用を廃止した後、１欄又は２欄の左欄に該当

する場合が生じたときは、それぞれ１欄又は２欄の規定によるもの

とします。 

区分 本割引の適用 

１  ２又は３以外により本割引

の適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の前料金月の末日までの基本

使用料等について、本割引の適

用の対象とします。 

２ ケの(ア)の⑤又は⑥（ａｕ

契約への契約移行に係るもの

を除きます｡)に該当すること

となったとき。 

その事由が生じた日までの基本

使用料等について、本割引の適

用の対象とします。 

３ 契約者から本割引の適用を

廃止する申出があったとき又

はケの(ア)の③、④、(イ)の

③若しくは④に該当すること

となったとき。 

本割引の適用を廃止する申出が

あった日又は譲渡承諾日若しく

は地位の承継の届出日を含む料

金月の末日までの基本使用料等

について、本割引の適用の対象

とします。 

サ 契約者は、本割引又は特定割引の適用の可否を判断するため

に、その契約者回線、他網契約回線及び判定用回線に係る情報

（本割引又は特定割引の適用に必要な範囲に限ります｡)につい

て、当社、ＫＤＤＩ株式会社、判定用事業者及び当社が別に定め

る電気通信事業者（当社が別に定める判定用回線を指定した本割

引又は特定割引の提供に関して必要な手続きを行う者に限りま

す｡)との間で相互に開示し照会することを承諾していただきま
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す。 

(28) 特定サービ

スに係る契約

を条件とする

基本使用料等

合計額の割引

の適用 

（スマートバ

リューｆｏｒ 

Ｂｕｓｉｎｅ

ｓｓ） 

ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割

引の適用（以下この欄において「本割引」といいます｡)とは、割

引選択回線等群（(ア)に定める割引対象回線、(イ)に定める特定

固定回線及び(ウ)に定める特定ＩＤにより構成される回線等群を

いいます。以下この欄において同じとします｡)を構成する割引可

能回線（その割引選択回線等群を構成する特定ＩＤの数と同数

（その割引選択回線等群を構成する割引対象回線の数がその特定

ＩＤの数より少ない場合は、その割引対象回線の数とします｡)の

割引対象回線をいいます。以下この欄において同じとします｡)の

うち、本割引を選択する契約者があらかじめ指定した契約者回線

に係る(エ)に定める基本使用料等合計額について、本割引の適用

期間に応じて定める(オ)の割引額（基本使用料等合計額が割引額

に満たない場合は、基本使用料等合計額とします｡)の割引を行う

ことをいいます。この場合において、割引可能回線の数がその割

引選択回線等群を構成する特定固定回線の数に 50 を乗じて得た値

（以下この欄において「割引可能上限数」といいます｡)を上回る

ときは、その割引可能回線の数は、割引可能上限数とします。 

(ア) 割引対象回線 

割引対象回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＷＩＮ約款に定める特定サ

ービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用

（以下この(28)において「ＷＩＮ割引」といいます｡)を選択する

ＷＩＮ契約者回線又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷ

ＩＮ約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用

料等合計額の割引の適用（以下この(28)において「特定割引」と

いいます｡)を選択する他網契約者回線             

(イ) 特定固定回線 

特定固定回線 

特定固定サービス（次表に定める電気通信事業者が、次表に定め

る契約約款に規定する次表に定める電気通信サービスをいいま

す。以下この(28)において同じとします｡)の電気通信回線（その

特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、

当社又はＫＤＤＩ株式会社がその登録を完了したもの（その契約

内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込みに

ついて、当社又はＫＤＤＩ株式会社がその登録を完了したもの）

に限ります｡)であって、当社が別に定めるところにより指定した

もの 

電気通信事

業者 

契約約款 電気通信サービス 

当社 ａｕひかりビジネス

サービス契約約款 

ａｕひかりビジネスサービ

ス 

光ダイレクトサービ

ス契約約款 

一般光ダイレクトサービス

ＫＤＤＩ株 ａｕひかりビジネス 一般ａｕひかりビジネスサ
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式会社 サービス契約約款 ービス（タイプⅠ、タイプ

Ⅱ又はタイプⅢ（当社のａ

ｕひかりビジネスサービス

契約約款に定めるａｕひか

りビジネスサービスの用に

供するものを除きます｡)の

ものに限ります｡) 

光ダイレクトサービ

ス契約約款 

一般光ダイレクト電話サー

ビス（当社の光ダイレクト

サービス契約約款に定める

一般光ダイレクトサービス

の用に供するものを除きま

す｡) 

ワイドエリアバーチ

ャルスイッチサービ

ス契約約款 

ワイドエリアバーチャルス

イッチサービス（加入契約

回線等（予備のモバイル回

線を除きます｡)を使用して

行うもの（特定ワイドエリ

アバーチャルスイッチサー

ビスを除きます｡)に限りま

す｡) 

パワードイーサネッ

トサービス契約約款 

パワードイーサネットサー

ビス（加入契約回線等を使

用して行うものに限ります

｡) 

東北インテ

リジェント

通信株式会

社 

高速イーサネット網

サービス契約約款 

高速イーサネット網サービ

ス（当社が別に定めるもの

を除きます｡) 

おトークオフィス・

ワンサービス契約約

款 

おトークオフィス・ワンサ

ービス 

ワイドエリアバリュ

アブルイーサネット

サービス契約約款 

ワイドエリアバリュアブル

イーサネットサービス 

 

沖縄通信ネ

ットワーク

株式会社 

専用サービス契約約

款 

高速イーサネット専用サー

ビス（当社が別に定めるも

のを除きます｡) 

高速イーサネット網

サービス契約約款 

高速イーサネット網サービ

ス 

   

(ウ) 特定ＩＤ 

特定ＩＤ 

当社若しくはＫＤＤＩ株式会社のベーシックパックに関する規約

に定めるベーシックパックＩＤ（ベーシックパックに係る料金の

適用があるもののうち、同規約に定める特定ａｕ契約（当社が別
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に定める料金種別等を選択しているものに限ります。）に係るも

のを除いたものをいいます｡)、ＫＤＤＩ株式会社の位置情報等提

供サービス契約約款に定めるユーザＩＤ（同契約約款に定める旧

位置情報等提供サービスにおけるアクティベーションが完了して

いる端末設備（次のいずれかの電気通信回線に接続されているも

のに限ります｡)に係るものに限ります｡)、当社、ＫＤＤＩ株式会

社、ＫＤＤＩまとめてオフィス株式会社、ＫＤＤＩまとめてオフ

ィス関西株式会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス中部株式会社、Ｋ

ＤＤＩまとめてオフィス東日本株式会社若しくはＫＤＤＩまとめ

てオフィス西日本株式会社の Office365 with KDDI 利用規約に定

めるアカウント（当社が別に定めるものに限ります｡)又は当社、

ＫＤＤＩ株式会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス株式会社、ＫＤＤ

Ｉまとめてオフィス関西株式会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス中

部株式会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本株式会社若しくは

ＫＤＤＩまとめてオフィス西日本株式会社の Google Apps for 

Business 等の販売に関する規約に定めるアカウント 

① 契約者回線（基本使用料の料金種別がＬＴＥフラットｆｏｒ

Ｔａｂ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、ＬＴＥフラッ

トｆｏｒＴａｂ（Ｌ）若しくはＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ

（ｍ／Ｌ）のもの又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受

けているものに限ります｡) 

② ＷＩＮ契約者回線（基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）、

プランＦ（ＩＳ）シンプル若しくはカケホ（３Ｇケータイ・データ

付）のもの又は特定パケット通信定額制の適用を受けているものに

限ります｡) 

③ ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款又はＷＩＮ約款に定める契約

者回線（①又は②に相当するものに限ります｡) 

(エ) 基本使用料等合計額 

基本使用料等合計額 

この約款の規定により支払いを要することとされる次のａｕ（Ｌ

ＴＥ）通信サービスに係る料金、付随サービスに関する料金等

（料金安心サービスに関する料金及びａｕスマートサポート接続

サービス利用料に限ります｡)及び当社が別に定める料金の合計額 

① 基本使用料（料金種別がＬＴＥプラン、オフィスケータイプ

ラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、ＬＴＥプラ

ン（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータ

イプラン（ＶＫ）のものを除きます｡) 

② オプション機能使用料（着信短縮ダイヤル機能、海外ローミ

ング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッ

セージ受信機能に係るものを除きます｡) 

③ 通話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭＳ送信に係るものを除き

ます｡) 

④ データ通信料（第３（データ通信料）１（適用）(６)の３に

定める購入データ量に係るものを除きます｡) 

備考 ａｕ契約（本割引に相当する取扱いを受けるものに限りま
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す｡)からの契約移行があった日を含む料金月においては、その

ＷＩＮ契約者回線に係る基本使用料等合計額（当社のＷＩＮ約

款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等

の割引の適用において規定する基本使用料等をいいます｡)を、

基本使用料等合計額に含めるものとします。 

(オ) 割引額 

① ②から⑥以外の場合 

１契約ごとに月額

区分 
割引額 

税抜額 

１ 本割引

の適用期

間 が 24

料金月ま

での各料

金月 

その料金月の末日において、特定デー

タ通信定額の取扱い（データ定額 10、

データ定額 13、データ定額 30、デー

タ定額 10（Ｖ）、データ定額 13

（Ｖ）、データ定額 30（Ｖ）又は特定

データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）のデータ定額 10（ケータイ／Ｖ）

若しくはデータ定額 13（ケータイ／

Ｖ）に限ります｡)の適用を受けている

場合 

2,000 円

上欄以外の場合 1,410 円

２ 本割引の適用期間が 24 料金月を超える各料金

月 
934 円

備考  

１ ａｕ契約（本割引に相当する取扱いを受けるものに限りま

す｡)からの契約移行があった場合、その契約者回線に対する本

割引の適用期間は、当該本割引に相当する取扱いの適用期間を

通算して算定します。 

２ 当社は、本割引の適用期間の計算にあたり、当社が別に定め

る期間を本割引の適用を受けている期間とみなして取り扱いま

す。 

(注) ２に定める当社が別に定める期間とは、本割引の適用を受

けている契約者回線について、ケの規定により、本割引の適用

を受けない期間が生じた場合の、その期間をいいます。 

② その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額２、データ定額３、データ定額２（Ｖ）、データ

定額３（Ｖ）又は特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）若しくは特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の

データ定額２（ケータイ／Ｖ）若しくはデータ定額３（ケータ

イ／Ｖ）に限ります｡)の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 934 円 

③ その料金月の末日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額１、データ定額１（Ｖ）又は特定データ通信定額
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制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若しくは特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定額１（ケータイ／Ｖ）に限り

ます｡)の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

区分 
割引額 

税抜額 

１ 本割引の適用期間が 24 料金月までの各料金

月 
934 円

２ 本割引の適用期間が 24 料金月を超える各料

金月 
500 円

④ その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制又は

特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

第３（データ通信料）１（適用）(３)の 12 又は

(３)の 13 の規定により適用する定額料 

割引額 

税抜額 

区分１又は区分２に定める定額料を適用する場合 500 円

区分３、区分４又は区分５に定める定額料を適用す

る場合  
1,000 円

備考 その料金月の末日において適用を受けている基本使用料の

料金種別がシンプル又はシンプル（Ｖ）の場合、区分１に定め

る定額料を適用する場合の割引額は０円とします。 

⑤ その料金月の末日において、特定データ通信段階定額制Ⅱの

適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 500 円 

備考 第３（データ通信料）１（適用）(３)の 18 の規定により同

(３)の 18 の区分１に定める定額料を適用する場合の割引額は０

円とします。 

⑥ その料金月の末日において、特定データ通信定額制Ⅲ、特定

データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定

データ通信定額制Ⅴの適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 1,000 円 

イ 本割引に係る割引可能回線の数は、料金月の末日時点における

特定ＩＤの数、割引対象回線の数及び特定固定回線の数に基づき

算定します。 

ウ イで算定した割引可能回線の数が割引可能上限数を上回るとき

は、契約者があらかじめ指定した割引対象回線について、本割引

を適用します。この場合において、契約者からの指定がない場合

は、当社が別に定める方法により本割引を適用する割引対象回線

を定めます。 

エ 本割引は、ＬＴＥサービスの契約者回線（(29)の適用を受けて

いないものに限ります｡)であって、次のいずれかに該当するもの
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に限り、選択することができます。 

(ア) 特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているもの 

(イ) 基本使用料の料金種別がＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ、ＬＴ

ＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ

（Ｌ）又はＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ）のもの 

オ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線等群を指定し

て、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出

が新たに割引選択回線等群を構成する申出であるときは、登録す

る１の割引選択回線等群について１の割引選択回線等群代表者

（その割引選択回線等群を構成する割引対象回線に係る契約者

（ＷＩＮ割引又は特定割引に係る者を含みます｡)であって、割引

選択回線等群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表することが

できる者をいいます。以下この欄において同じとします｡)を指定

して、当社に申し出ていただきます。 

カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が法人（法人に相

当するものと当社が認めるものを含みます｡)でないとき。 

(イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した割引

選択回線等群を構成するいずれかの他の電気通信回線又は特定Ｉ

Ｄに係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適合

する場合を除きます｡)。 

(ウ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 

(エ) 割引選択回線等群を構成する特定ＩＤがないとき。 

(オ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(カ) 指定した割引選択回線等群に係る割引選択回線等群代表者か

ら承諾が得られないとき。 

(キ) その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他の

債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(ク) その申出の内容に不備があるとき。 

(ケ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

キ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

ク 本割引の適用は、オの申出を当社が承諾した日を含む料金月の

初日（その料金月において、ａｕ契約（本割引に相当する適用を

受けるものに限ります｡)からの契約移行があったときは、その契

約移行のあった日とします。）から開始します。 

ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいず

れかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しませ

ん。 

(ア) その契約者回線（ＬＴＥデュアルに係るものに限ります｡)に

ついて、特定データ通信定額の取扱いの適用を受けていないと

き。 
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(イ) その契約者回線（ＬＴＥシングルに係るものに限ります｡)に

ついて、基本使用料の料金種別がＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ、

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴ

ａｂ（Ｌ）又はＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ）でない

とき。 

(ウ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線について、全ての

特定固定サービスの提供が開始されていないとき。 

(エ) 割引選択回線等群を構成する特定ＩＤがないとき。 

コ ケの(ウ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、全

ての特定固定回線について、特定固定サービスの提供が開始され

ていない場合であっても、特定固定サービスの提供を受けるため

の契約の申込みについて、当社がその登録を完了した日（その契

約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込み

について、当社がその登録を完了した日とします｡)を含む料金月

から起算して７料金月の間（当社が別に定める事由に該当する場

合は、７料金月を超えて当社が別に定める料金月までの間としま

す｡)、本割引を適用します。 

サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき（ＬＴＥサービス

利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が

当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特

定固定回線がないとき。 

(カ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特

定ＩＤがないとき。 

(キ) その他カの(ア)から(イ)又は(オ)から(ケ)のいずれかに該当

することとなったとき。 

シ サの規定による本割引の適用の廃止があった場合、その事由が

生じた日を含む料金月の前料金月の末日（本割引の適用の廃止が

契約移行に伴うものであるときは、契約移行の前日とします｡）ま

での基本使用料等合計額について、本割引の適用の対象としま

す。 

ス 本割引の提供を受けている契約者回線の契約者は、当社が別に

定める方法により、所属する割引選択回線等群又は割引選択回線

等群代表者の変更の請求をすることができます。この場合におい

て、当社は、その請求の承諾について、カの規定に準じて取扱い

ます。 

セ 割引選択回線等群代表者を変更しようとするとき又は割引選択

回線等群代表者に係る割引対象回線について本割引、ＷＩＮ割引

若しくは特定割引の適用の廃止があったときは、その割引対象回
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線のうちいずれか１の契約者（ＷＩＮ割引又は特定割引に係る者

を含みます｡)を割引選択回線等群代表者として指定していただき

ます。 

ソ ス又はセの場合において、変更後の割引選択回線等群は、その

請求を当社が承諾した日を含む料金月の初日から、変更後の割引

選択回線等群代表者は、その請求を当社が承諾した日から適用し

ます。 

タ  契約者は、本割引、特定割引又はＷＩＮ割引の適用に関する業

務を行うために、契約者回線、他網契約者回線（特定固定サービ

スの電気通信回線を含みます。以下このタにおいて同じとしま

す｡)及び特定ＩＤに係る情報（本割引、特定割引又はＷＩＮ割引

の適用に関する業務に必要な範囲のものに限ります｡)について、

当社、ＫＤＤＩ株式会社、東北インテリジェント通信株式会社及

び沖縄通信ネットワーク株式会社が相互に開示し照会することを

承諾していただきます。この場合において、契約者がその契約者

回線、他網契約者回線又は特定ＩＤに係る契約名義人と異なると

きは、あらかじめその承諾に必要なその契約名義人の同意を得て

いただきます。 

(29) 複数回線の

利用を条件と

するＬＴＥシ

ングルに係る

基本使用料の

減額適用 

（スマホセッ

ト割） 

ア 複数回線の利用を条件とするＬＴＥシングルに係る基本使用料

の減額適用（以下この欄において「本減額適用」といいます｡)と

は、ＬＴＥシングルの契約者回線（次表に定める基本使用料の料

金種別の適用を受けているものに限ります｡)の契約者が、判定用

回線（エに定めるものをいいます。以下この欄において同じとし

ます｡)に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約を締結している場合に、そ

のＬＴＥシングルの契約者回線に係る基本使用料について、２

（料金額）に定める料金額から、次表に定める額の割引を行うこ

とをいいます。 

１契約ごとに月額

基本使用料の料金種別 
割引額 

税抜額 

ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ 934 円

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ） 934 円

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ 2,850 円

ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ（Ｌ） 934 円

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 934 円

イ 本減額適用は、ＬＴＥシングルの契約者回線（(24)の適用を受

けていないものであって、基本使用料の料金種別がアの表に定め

るもの又はタブレットプランｄｓ若しくはタブレットプランｄｓ

（Ｌ）のものに限ります｡)に限り、選択することができます。 

ウ 本減額適用を選択する契約者は、１の減額対象回線（本減額適

用を受ける契約者回線をいいます。以下この欄において同じとし

ます｡)及び１の判定用回線を指定して、当社に申し出ていただき

ます。 

エ 本減額適用に係る判定用回線とは、以下の各号（減額対象回線

の基本使用料の料金種別がタブレットプランｄｓ、ＬＴＥフラッ
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トｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ又はタブレットプランｄｓ（Ｌ）で

ある場合は、以下の(ア)又は(ウ)に限ります｡)に定める電気通信

回線をいいます。 

(ア) ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種別がジュ

ニアスマートフォンプラン若しくはジュニアスマートフォンプラ

ン（Ｖ）のもの又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受けて

いるものに限ります｡) 

(イ) 当社のＷＩＮ約款に定めるａｕデュアル又はＵＩＭサービス

のＷＩＮ契約者回線（基本使用料の料金種別がプランＦ（Ｉ

Ｓ）、プランＦ（ＩＳ）シンプル若しくはカケホ（３Ｇケータ

イ・データ付）のもの又は同契約約款に定める特定パケット通信

定額制の適用を受けているものに限ります｡) 

(ウ) ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルの他

網契約者回線（同契約約款に定める基本使用料の料金種別がジュ

ニアスマートフォンプラン若しくはジュニアスマートフォンプラ

ン（Ｖ）のもの又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受けて

いるものに限ります｡) 

(エ) ＫＤＤＩ株式会社のＷＩＮ約款に定めるａｕデュアル又はＵ

ＩＭサービスの他網契約者回線（基本使用料の料金種別がプラン

Ｆ（ＩＳ）、プランＦ（ＩＳ）シンプル若しくはカケホ（３Ｇケ

ータイ・データ付）のもの又は同契約約款に定める特定パケット

通信定額制の適用を受けているものに限ります｡) 

オ 当社は、ウに定める申出があったときは、次のいずれかに該当

する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した判定用回線が、他のＬＴＥシングルの契約者回線に

係る本減額適用に係る判定用回線として指定されたものであると

き。 

(イ) 指定した判定用回線が、当社のＷＩＮ約款に定める複数回線

の利用を条件とするａｕパケットに関する基本使用料の減額適用

に係る判定用回線として指定されたものであるとき。 

(ウ) 指定した判定用回線が、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定

める複数回線の利用を条件とするＬＴＥシングルに係る基本使用

料の減額適用に係る判定用回線として指定されたものであると

き。 

(エ) 指定した判定用回線が、ＫＤＤＩ株式会社のＷＩＮ約款に定

める複数回線の利用を条件とするａｕパケットに関する基本使用

料の減額適用に係る判定用回線として指定されたものであると

き。 

(オ) 指定した判定用回線に係る契約者名義が、減額対象回線に係

る契約者名義と異なるとき。 

(カ) 判定用回線について、この約款、当社のＷＩＮ約款又はＫＤ

ＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款の定めるところに

より、ＬＴＥサービス又はａｕサービスの利用の一時休止が行わ

れているとき。 

(キ) その契約者が、減額対象回線及び判定用回線に係る料金その
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他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(ク) その契約者以外の者の用に供され、それが業として行われる

ものと当社が認めるとき。 

(ケ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本減額適用の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位

で行います。 

キ 本減額適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日を含む料金

月からとします。 

ク 当社は、契約者から本減額適用を廃止する申出があった場合の

ほか、次のいずれかに該当する場合は、本減額適用を廃止しま

す。 

(ア) 減額対象回線又は判定用回線に係るＬＴＥ契約又はａｕ契約

の解除があったとき。 

(イ) 減額対象回線又は判定用回線に係るＬＴＥサービス又はａｕ

サービスの利用の一時休止があったとき。 

(ウ) 減額対象回線又は判定用回線に係るＬＴＥサービス利用権又

はａｕサービス利用権の譲渡があったとき。 

(エ) 減額対象回線又は判定用回線に係る契約者の地位の承継があ

ったとき。 

(オ) 減額対象回線について、ＬＴＥデュアル、第２種ＬＴＥシン

グル又は第４種ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更

があったとき。 

(カ) 減額対象回線について、アの表に定めるもの、タブレットプ

ランｄｓ若しくはタブレットプランｄｓ（Ｌ）以外への基本使用

料の料金種別の変更又は選択があったとき。 

(キ) 判定用回線について、ＬＴＥシングル又はａｕパケットへの

ＬＴＥサービス又はａｕサービスの種類の変更があったとき。 

(ク) 判定用回線について、エに定める条件に該当しなくなったと

き。 

ケ クの規定により、本減額適用を廃止した場合、その事由が生じ

た日（ＬＴＥサービス利用権若しくはａｕサービス利用権の譲渡

又は契約者の地位の承継により本減額適用を廃止したときは、そ

の譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします｡)を含む料金月の

前料金月の末日までの基本使用料について、本減額適用の対象と

します。 

コ キからケの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合

は、その定めるところによります。 

(ア) 減額対象回線に係るＬＴＥサービスの利用の一時休止があっ

た後、その休止日を含む料金月においてＬＴＥサービスの再利用

を開始した場合であって、再利用を開始した後、同一料金月にお

いて本減額適用の申込みがあり当社が承諾したときは、その料金

月のうちＬＴＥサービスの利用の一時休止期間を除く期間に係る

日数に応じて、アの表に規定する割引額を日割りして適用しま

す。 

(イ) 判定用回線に係るＬＴＥサービス又はａｕサービスの利用の
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一時休止があった後、その休止日を含む料金月においてＬＴＥサ

ービス又はａｕサービスの再利用を開始した場合であって、再利

用を開始した後、同一料金月において本減額適用の申込みがあり

当社が承諾したときは、その料金月について本減額適用を行いま

す。 

(ウ) 本減額適用の申込みがあり当社が承諾した日を含む料金月に

おいてクに定める事由が生じた場合は、本減額適用を行いませ

ん。 

サ アからコの規定にかかわらず、その減額対象回線について、

(10)又は(24)の適用を受けている場合、その料金月において本減

額適用を行いません。 

シ アに定める割引額は、その基本使用料の適用を受ける日数に応

じて日割りします。 

ス 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

セ 本減額適用を受けている契約者回線の契約者は、判定用回線

（その判定用回線に係る減額対象回線の基本使用料の料金種別が

タブレットプランｄｓ又はタブレットプランｄｓ（Ｌ）のものに

限ります｡)について、エに定める条件に該当しないこととなる請

求（ＬＴＥサービス利用権の譲渡の請求又は契約者の地位の承継

の届出を含みます｡)を行う場合、その請求に先立ち、その減額対

象回線について、基本使用料の料金種別の変更（タブレットプラ

ンｄｓ又はタブレットプランｄｓ（Ｌ）以外への変更に限りま

す｡)を請求していただきます。 

ソ 判定用回線として他網契約者回線を指定する契約者は、当社が

本減額適用の適用の可否を判断するために、その契約者回線及び

他網契約者回線に係る情報（本減額適用の適用の可否を判断する

ために必要な範囲に限ります｡)について、ＫＤＤＩ株式会社との

間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 

(30) 特定金融商

品契約を条件

とする減額等

適用 

（金融サービ

スセット割） 

ア 当社は、特定金融商品契約（当社の金融サービスセット割利用

規約に定める対象金融商品契約をいいます。以下同じとします｡)

の契約者から指定があった場合、その指定のあった契約者回線に

係るａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る料金について、当社が別

に定めるところにより、減額（以下この欄において「本減額適

用」といいます｡)を行います。 

イ 本減額適用に係る提供条件は、当社の金融サービスセット割利

用規約に定めるところによります。 

ウ 契約者は、本減額適用の可否を判断するために、その契約者回

線に係る情報（本減額適用に必要な範囲に限ります｡)について、

ＫＤＤＩ株式会社との間で相互に開示し照会すること、及びこれ

を利用することを承諾していただきます。 

(31) 特定のＬＴ

Ｅデュアルの

契約者回線と

の回線群の構

ア 特定のＬＴＥデュアルの契約者回線との回線群の構成（以下こ

の欄において「本取扱い」といいます｡)とは、判定用回線（ウに

定めるものをいいます。以下この欄において同じとします｡)と対

象回線（エに定めるものをいいます。以下この欄において同じと
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成 します｡)による回線群（以下この欄において「特定回線群」とい

います。）を構成することをいいます。 

イ 本取扱いを選択する契約者は、１の判定用回線を指定して、当

社に申し出ていただきます。 

ウ 本取扱いに係る判定用回線とは、以下の各号に定める電気通信

回線をいいます。 

(ア) ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種別がジュ

ニアスマートフォンプラン（Ｖ）のもの又は特定データ通信定額

の取扱い（特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又は特

定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を除きます｡)の適用

を受けているものに限ります｡) 

(イ) ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルの他

網契約者回線（同契約約款に定める基本使用料の料金種別がジュ

ニアスマートフォンプラン（Ｖ）のもの又は特定データ通信定額

の取扱い（特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又は特

定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を除きます｡)の適用

を受けているものに限ります｡) 

エ 本取扱いに係る対象回線とは、以下の各号に定める電気通信回

線をいいます。 

(ア) ＬＴＥシングルの契約者回線（基本使用料の料金種別がＱｕ

ａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓのものに限ります｡) 

(イ) ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥシングルの他

網契約者回線（同契約約款に定める基本使用料の料金種別がＱｕ

ａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓのものに限ります｡) 

オ 当社は、イの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した判定用回線が所属する特定回線群を構成する対象回

線が６以上となるとき。 

(イ) 指定した判定用回線が、他の特定回線群に係る判定用回線と

して指定されたものであるとき。 

(ウ) 指定した判定用回線が、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定

める特定のＬＴＥデュアルの契約者回線との回線群の構成に係る

回線群の判定用回線として指定されたものであるとき。 

(エ) 指定した判定用回線に係る契約者名義が、対象回線に係る契

約者名義と異なるとき。 

(オ) 判定用回線について、この約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴ

Ｅ約款の定めるところにより、ＬＴＥサービスの利用の一時休止

が行われているとき。 

(カ) その契約者が、判定用回線及び対象回線に係る料金その他の

債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(キ) その契約者以外の者の用に供され、それが業として行われる

ものと当社が認めるとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本取扱いの開始は、イの申出を当社が承諾した日からとしま

す。 
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キ 当社は、次のいずれかに該当する場合は、その対象回線につい

て本取扱いを廃止します。 

(ア) その対象回線に係るＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(イ) その対象回線に係るＬＴＥ契約について、Ｑｕａ ｓｔａｔ

ｉｏｎプランｄｓ以外の基本使用料の料金種別を選択することと

なる請求等があったとき。 

(ウ) その対象回線が所属する特定回線群の判定用回線について、

ウに定める条件に該当しなくなったとき。 

ク 本取扱いを受けている契約者回線の契約者は、判定用回線につ

いて、ウに定める条件に該当しないこととなる請求（ＬＴＥサー

ビス利用権の譲渡の請求又は契約者の地位の承継の届出を含みま

す｡)を行う場合、その請求に先立ち、その判定用回線が所属する

特定回線群を構成する全ての対象回線について、その対象回線に

接続する端末設備の変更若しくは一時休止の請求又はＬＴＥ契約

の解除の通知を行っていただきます。 

ケ 判定用回線として他網契約者回線を指定する契約者は、当社が

本取扱いの適用の可否を判断するために、その契約者回線及び他

網契約者回線に係る情報（本取扱いの適用の可否を判断するため

に必要な範囲に限ります｡)について、ＫＤＤＩ株式会社との間で

相互に開示し照会することを承諾していただきます。 
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２ 料金額 

 

２－１ 基本使用料 

 

２－１－１ ＬＴＥデュアルに係るもの 

 

(１) (２)又は(３)以外のもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第１種ＬＴＥデュ

アル及び第２種Ｌ

ＴＥデュアル 

カテゴリ

ーⅡ 

標準プラン 2,480 円

第１種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥプラン 1,868 円

ＬＴＥプランＳ 1,996 円

カケホ 4,200 円

スーパーカケホ 3,200 円

ジュニアスマートフォンプラン 4,620 円

オフィスケータイプラン 1,600 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 3,700 円

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 2,700 円

ＶＫプランＭ 3,240 円

ＶＫプランＳ 1,996 円

ＶＫプラン 1,996 円

オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ） 1,600 円

カテゴリ

ーⅡ 

シンプル 2,480 円

カケホ 3,980 円

スーパーカケホ 2,980 円

第２種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥプラン（Ｖ） 1,868 円

カケホ（Ｖ） 4,200 円

スーパーカケホ（Ｖ） 3,200 円

スーパーカケホ（Ｖ・ａ） 3,890 円

ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ） 4,620 円

オフィスケータイプラン（Ｖ） 1,600 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 3,700 円

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 2,700 円

ＶＫプランＭ 3,240 円

ＶＫプランＳ 1,996 円

ＶＫプラン 1,996 円

オフィスケータイプラン（ＶＫ） 1,600 円

ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔｃｈプラン 1,996 円

カテゴリ

ーⅡ 

シンプル（Ｖ） 2,480 円

カケホ（Ｖ） 3,980 円

スーパーカケホ（Ｖ） 2,980 円
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ジュニアケータイプラン 1,500 円

第３種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴリ

ーⅡ 

ナンバーシェアプラン 300 円

 

(２) 第２種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

 

ア タイプⅠに係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第１種ＬＴＥデュ

アル及び第２種Ｌ

ＴＥデュアル 

カテゴリ

ーⅡ 

標準プラン 980 円

第１種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥプラン 934 円

ＬＴＥプランＳ 998 円

カケホ 2,700 円

スーパーカケホ 1,700 円

ジュニアスマートフォンプラン 3,620 円

オフィスケータイプラン 800 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 2,200 円

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 1,200 円

ＶＫプランＭ 1,620 円

ＶＫプランＳ 998 円

ＶＫプラン 998 円

オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ） 800 円

カテゴリ

ーⅡ 

シンプル 980 円

カケホ 2,480 円

スーパーカケホ 1,480 円

第２種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥプラン（Ｖ） 934 円

カケホ（Ｖ） 2,700 円

スーパーカケホ（Ｖ） 1,700 円

スーパーカケホ（Ｖ・ａ） 2,390 円

ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ） 3,620 円

オフィスケータイプラン（Ｖ） 800 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 2,200 円

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 1,200 円

ＶＫプランＭ 1,620 円

ＶＫプランＳ 998 円

ＶＫプラン 998 円

オフィスケータイプラン（ＶＫ） 800 円

ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔｃｈプラン 998 円

カテゴリ

ーⅡ 

シンプル（Ｖ） 980 円

カケホ（Ｖ） 2,480 円

スーパーカケホ（Ｖ） 1,480 円
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ジュニアケータイプラン 500 円

 

イ タイプⅡに係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第１種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴリ

ーⅠ 

カケホ 3,000 円

スーパーカケホ 2,000 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 2,500 円

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 1,500 円

カテゴリ

ーⅡ 

シンプル 1,280 円

カケホ 2,780 円

スーパーカケホ 1,780 円

第２種ＬＴＥデュ

アル 

カテゴリ

ーⅠ 

カケホ（Ｖ） 3,000 円

スーパーカケホ（Ｖ） 2,000 円

スーパーカケホ（Ｖ・ａ） 2,690 円

カケホ（ケータイ／Ｖ） 2,500 円

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 1,500 円

カテゴリ

ーⅡ 

シンプル（Ｖ） 1,280 円

カケホ（Ｖ） 2,780 円

スーパーカケホ（Ｖ） 1,780 円

 

 

２－１－２ ＬＴＥシングルに係るもの 

 

(１) (２)から(６)以外のもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第１種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 6,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ 6,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ） 6,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ 6,700 円

第２種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 5,196 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ 5,880 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ 5,880 円

第３種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ（Ｌ） 6,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 6,700 円

Ｑｕａ ｓｔａｔｉｏｎプラン ｄｓ 300 円

第４種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（Ｌ） 5,196 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ

（Ｌ） 

5,880 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ（Ｌ） 5,880 円
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(２) 第２種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

 

ア タイプⅠに係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第１種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 5,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ 5,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ） 5,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ 5,700 円

第２種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 4,196 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ 4,880 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ 4,880 円

第３種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ（Ｌ） 5,700 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 5,700 円

第４種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（Ｌ） 4,196 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ

（Ｌ） 

4,880 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ（Ｌ） 4,880 円

 

(３) 第３種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第２種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 4,196 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ 4,880 円

第４種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（Ｌ） 4,196 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ ＥＸ

（Ｌ） 

4,880 円

 

(４) 第４種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第２種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 4,196 円

第４種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（Ｌ） 4,196 円

 

(５) 第５種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 
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税抜額 

第１種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

タブレットプランｄｓ 2,500 円

第３種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

タブレットプランｄｓ（Ｌ） 2,500 円

 

(６) 第６種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額 

第１種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

タブレットプランｄｓ 1,700 円

第３種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

タブレットプランｄｓ（Ｌ） 1,700 円

 

 

２－１－３ ＬＴＥモジュールに係るもの 

 

(１)  一般ＬＴＥモジュールに係るもの 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 
料金額 

税抜額 

ＬＴＥ Ｌｏｗ 400 円

ＬＴＥ Ｍｉｄ 500 円

ＬＴＥ Ｈｉｇｈ 600 円

ＬＴＥモジュールフラット 6,700 円

ＬＴＥモジュールダブル定額 800 円
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２－２ オプション機能使用料 

 

２－２－１ ２－２－２以外のもの 

 

(１) ＬＴＥサービスに係るもの 

各単位ごとに月額 

区分 単位 
料金額 

税抜額 

留守番伝言機能 

（お留守番サービスＥＸ） 
１契約ごとに 300 円

三者通話機能 

（三者通話サービス） 
１契約ごとに 200 円

割込通話機能 

（割込通話サービス） 

第２種ＬＴＥデュア

ルに係るもの 
１契約ごとに 200 円

迷惑電話拒否機能 

（迷惑電話撃退サービス） 
１契約ごとに 100 円

着信短

縮ダイ

ヤル機

能 

１の着信短縮ダイヤル番号により行

う通話について、その通話の発信を

許容する地域を当社が別に定める地

域のうち複数の地域内とする場合 

１着信短縮ダイヤル

番号ごとに 
28,000 円

１の着信短縮ダイヤル番号により行

う通話について、その通話の発信を

許容する地域を当社が別に定める地

域のうちいずれか１の地域内に限定

する場合        

１着信短縮ダイヤル

番号ごとに 
22,000 円

呼出音設定機能（待ちうた） １契約ごとに 100 円

番号変換機能 

（ＫＤＤＩ ビジネスコールダイレクト） 
１契約ごとに 2,000 円

保留転送機能 １契約ごとに 300 円

番号変換文字メッセージ受信機能 １契約ごとに 300 円

ＬＴＥ ＮＥＴ機能 １契約ごとに 300 円

 ｗｅｂフィルタリング・カスタマイ

ズ機能の利用に係る加算額 
１契約ごとに 100 円

ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏ

ｒ ＤＡＴＡ機能 

タイプⅡ 
１契約ごとに 500 円

テザリング利用機能 １契約ごとに 500 円

ＷｉＭＡＸ利用機能 

 ハイスピードプラスエリアモードの

利用に係る加算額 
１契約ごとに 1,005 円

ナンバーシェア機能 １契約ごとに 50 円

 

(２) ＬＴＥモジュールに係るもの 

各単位ごとに月額 
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区分 単位 
料金額 

税抜額 

ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ 

ＤＡＴＡ機能 

タイプⅡ 
１契約ごとに 500 円
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２－２－２ 海外ローミング機能 

 

(１) (２)又は(３)以外のもの 

外国事業者の電気通信サービスに係る１の利用につき利用時間１分までごとに 

海外利用地域 

区分及び料金額 

国内通話利用
国際通話利用 

着信通話利用
日本着信 日本着信以外 

アジア１ 70 円 175 円 265 円 145 円

アジア２ 75 円 175 円 265 円 155 円

アジア３ 70 円 175 円 265 円 155 円

アジア４ 75 円 175 円 265 円 80 円

アジア５ 70 円 260 円 280 円 155 円

アジア６ 95 円 280 円 280 円 180 円

アジア７ 80 円 280 円 280 円 160 円

アジア８ 70 円 195 円 280 円 80 円

アジア９ 80 円 280 円 280 円 80 円

アジア 10 75 円 380 円 380 円 80 円

アジア 11 80 円 380 円 380 円 140 円

アジア 12 70 円 180 円 280 円 180 円

アジア 13 80 円 180 円 280 円 180 円

アジア 14 80 円 380 円 380 円 180 円

アジア 15 80 円 300 円 300 円 220 円

アジア 16 80 円 180 円 280 円 140 円

アジア 17 80 円 250 円 280 円 140 円

アジア 18 70 円 260 円 280 円 140 円

アジア 19 80 円 280 円 280 円 140 円

アジア 20 80 円 180 円 280 円 110 円

アジア 21 50 円 125 円 265 円 70 円

アジア 22 180円 480円 480円 230円

オセアニア１ 80 円 180 円 280 円 80 円

オセアニア２ 120 円 140 円 210 円 165 円

オセアニア３ 80 円 140 円 210 円 130 円

オセアニア４ 80 円 280 円 280 円 80 円

オセアニア５ 480 円 880 円 880 円 560 円

オセアニア６ 130 円 580 円 580 円 210 円

オセアニア７ 180 円 380 円 380 円 270 円

アメリカ１ 120 円 140 円 210 円 165 円

アメリカ２ 70 円 230 円 280 円 180 円

アメリカ３ 80 円 380 円 380 円 190 円

アメリカ４ 120 円 140 円 210 円 165 円

アメリカ５ 130 円 250 円 280 円 190 円

アメリカ６ 155 円 250 円 280 円 190 円

アメリカ７ 80 円 250 円 280 円 100 円

アメリカ８ 80 円 180 円 280 円 190 円
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アメリカ９ 80 円 280 円 280 円 190 円

アメリカ 10 155 円 330 円 330 円 190 円

アメリカ 11 80 円 280 円 280 円 140 円

アメリカ 12 130 円 330 円 330 円 140 円

アメリカ 13 70 円 230 円 280 円 140 円

アメリカ 14 80 円 180 円 280 円 140 円

アメリカ 15 130 円 380 円 380 円 270 円

アメリカ 16 80 円 280 円 280 円 100 円

アメリカ 17 200 円 500 円 500 円 270 円

ヨーロッパ１ 80 円 180 円 280 円 110 円

ヨーロッパ２ 80 円 280 円 280 円 110 円

ヨーロッパ３ 100 円 250 円 280 円 110 円

ヨーロッパ４ 100 円 280 円 280 円 140 円

ヨーロッパ５ 100 円 380 円 380 円 140 円

ヨーロッパ６ 80 円 280 円 280 円 140 円

ヨーロッパ７ 80 円 380 円 380 円 110 円

ヨーロッパ８ 80 円 380 円 380 円 180 円

ヨーロッパ９ 100 円 450 円 450 円 180 円

アフリカ１ 80 円 280 円 280 円 160 円

アフリカ２ 80 円 180 円 280 円 160 円

アフリカ３ 80 円 380 円 380 円 160 円

アフリカ４ 80 円 280 円 280 円 180 円

アフリカ５ 100 円 280 円 280 円 180 円

アフリカ６ 100 円 380 円 380 円 180 円

アフリカ７ 130 円 380 円 380 円 160 円

アフリカ８ 180 円 480 円 480 円 160 円

アフリカ９ 80 円 480 円 480 円 160 円

航空機内 650 円 650 円 650 円 800 円

船舶 650 円 650 円 650 円 800 円

備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表２（海外ローミング

機能の海外利用地域）の(１)に定めるところによります。 

 

(２) 海外ＳＭＳ利用に係るもの 

１送信ごとに 

送信文字数 料金額 

70 文字まで 

(半角英数字のみの場合 160 文字まで) 
100 円

71 文字から 134 文字まで 

(半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) 
200 円

135 文字から 201 文字まで 

(半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) 
300 円

202 文字から 268 文字まで 

(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) 
400 円

269 文字から 335 文字まで 500 円
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(半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) 

336 文字から 402 文字まで 

(半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) 
600 円

403 文字から 469 文字まで 

(半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) 
700 円

470 文字から 536 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) 
800 円

537 文字から 603 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) 
900 円

604 文字から 670 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) 
1,000 円

 

(３) 海外ＬＴＥ ＮＥＴ利用又は海外ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用

に係るもの 

料金額 

１課金対象データごとに 1.6 円 
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第２ 通話料 

１ 適用 

通話料の適用については、第 57 条（通話料及びデータ通信料の支払義務）及び第 94

条（電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等）によるほか、次のとおりとしま

す。                                      

通話料の適用 

(１)  在圏区分及 

び通話区分の

適用 

ア 当社は、通話料を適用するため、通話を次のとおり区分します。

通話区分 適用する通話 

地域内・地域隣接県 

通話 

その通話の相手側の電気通信設備に係る

通話地域間距離測定のための起算点が、

沖縄県内又はそれに隣接する県内となる

通話 

地域隣接県外通話 地域内・地域隣接県通話以外の通話 

イ アに規定する区分は、移動無線装置が接続されている無線基地局

設備の所在する場所又は協定事業者の電気通信回線設備の終端の所

在する場所に基づき、当社が別に定めるところにより適用します。

ウ アに規定する区分は、通話を開始した時点の区分を適用し、その

通話が終了するまで変更しません。 

エ 当社が別に定める地域又は電気通信設備へ行った通話について

は、アの規定にかかわらず、当社が定める通話区分を適用します。

( ２ )  昼 間 、 夜

間、深夜・早

朝 及 び 土 曜

日・日曜日・

祝日の時間帯

区分の適用 

ア 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。 

  ただし、土曜日・日曜日・祝日の時間帯区分があるものについて

は、その部分を除いた時間帯をいいます。 

時間帯区分 時間帯 

昼間 午前８時から午後７時までの間 

夜間 午後７時から午後 11 時までの間 

深夜・早朝 午前０時から午前８時まで及び午後 11

時から午後 12 時までの間 

イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 

時間帯区分 時間帯 

土曜日・日曜日・祝日 土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に

関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

の規定により休日とされた日並びに１月

２日及び１月３日をいいます｡)における

午前８時から午後 11 時までの間 

   

(３) プリペイド

通話に係る前

払い通話料の

残高の取り扱

い 

プリペイド通話に係る前払い通話料の残高が、料金表第１表第２（通

話料）２（料金額）に規定するプリペイド通話に係る通話料それぞれ

の課金単位あたりの料金額に満たない場合において、通話又は文字メ

ッセージ送信が行われたときは、その残高を、その通話又は文字メッ

セージ送信に係る１の課金単位あたりの料金額とみなして取り扱いま

す。 

(４) ａｕ国際通

話に係る通話

ａｕ国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、

２－１－３に規定する料金額を適用します。 
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料の適用 

(４)の２ ａｕ国

際通話に係る

通話料の定額

適用 

（ａｕ国際通

話定額） 

ア ａｕ国際通話に係る通話料の定額適用（以下「ａｕ国際通話定

額」といいます｡)とは、(ア)に定める定額料を支払った場合に、そ

の契約者回線（(イ)に定める種類の特定データ通信定額の取扱い

（以下この欄において「対象データ通信定額」といいます｡)の適用

を受けているものに限ります｡)からのａｕ国際通話（別表５に定め

る地域（以下「ａｕ国際通話定額地域」といいます｡）への通話に

限ります。以下この欄において同じとします｡)に関する料金（ＫＤ

ＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下こ

の欄において同じとします｡)について、２－１－３に規定する料金

額に代えて、ａｕ国際通話等合算回数（イに定めるものをいいま

す。以下この欄において同じとします｡)に応じて、(ウ)に定める料

金額を適用する取扱いをいいます。 

(ア) 定額料 

① ②以外の場合 

１契約者回線ごとに月額

区分 料金額 

定額料 980 円 

② その料金月において、対象データ通信定額（データ定額１、

データ定額２、データ定額３、データ定額１（Ｖ）、データ定

額２（Ｖ）、データ定額３（Ｖ）又は特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若しくは特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定額１（ケータイ／Ｖ）、データ定額

２（ケータイ／Ｖ）若しくはデータ定額３（ケータイ／Ｖ）に

限ります｡)の適用を受けている場合 

１契約者回線ごとに月額

区分 料金額 

定額料 1,480 円 

(イ) 特定データ通信定額の取扱い 

特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）、特定デ

ータ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）、特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）、特定データ通信段階定額制、特定データ通

信段階定額制（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅲ、特定データ通信定

額制Ⅲ（Ｖ）、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額

制Ⅳ、特定データ通信定額制Ⅴ 

(ウ) 適用額 

① その契約者回線からのａｕ国際通話等合算回数が 50 回以内

のものであるａｕ国際通話に係るもの。 

区分 料金額 

通

話

料 

ア イ以外の部分 0 円

イ 別記 15 の規定により測定した

通話時間がそのａｕ国際通話を開

始した時点から 15 分を超える部

分 

30 秒までごとに 20 円

② その契約者回線からのａｕ国際通話等合算回数が 51 回以上
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のものであるａｕ国際通話に係るもの。 

区分 料金額 

通

話

料 

定額通話料 １のａｕ国際通話ごとに

300 円

上欄に定める定額通話料のほか 

 ア イ以外の部分 0 円

イ 別記 15 の規定により測定

した通話時間がそのａｕ国際

通話を開始した時点から 15

分を超える部分 

30 秒までごとに 20 円

イ ａｕ国際通話等合算回数とは、その料金月における、その契約者

回線からのａｕ国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話（ＫＤＤ

Ｉ株式会社の電話サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通

話定額地域への通話に限ります。以下この欄において同じとしま

す｡)をいいます。以下この欄において同じとします｡)の回数を合算

したものをいいます。 

ウ ａｕ国際通話定額は、ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、次

の全てを満たすものに限り、選択することができます。 

(ア) 対象データ通信定額の適用を受けていること。 

(イ) ａｕ国際通話利用規制の適用を受けていないこと。 

エ ａｕ国際通話定額を選択する契約者は、当社に申し出ていただき

ます。 

オ ａｕ国際通話定額の適用の開始は、エの申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。 

カ 当社は、ａｕ国際通話定額の適用を受けている契約者回線につい

て、契約者からａｕ国際通話定額の適用を廃止する申出があった場

合のほか、次のいずれかに該当する場合には、ａｕ国際通話定額の

適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(イ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(ウ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(エ) 対象データ通信定額の適用の廃止（他の対象データ通信定額

の適用の申込みによるものを除きます｡)があったとき。 

キ カの規定により、ａｕ国際通話定額の適用を廃止する場合におけ

る取扱いについては、次表のとおりとします。 

区分 ａｕ国際通話定額の適用 

１ ２又は３以外によりａｕ国

際通話定額を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までのａｕ国際通話に

関する料金について、ａｕ国際

通話定額の適用の対象としま

す。 

２ カの(ア)、(イ)又は(ウ)に

よりａｕ国際通話定額を廃止

したとき（３に該当するとき

その事由が生じた日までのａｕ

国際通話に関する料金につい

て、ａｕ国際通話定額の適用の
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を除きます｡)。 対象とします。 

３ カの(ア)（ａｕ契約（ａｕ

デュアルに係るものに限りま

す｡)への契約移行に係るもの

に限ります｡)又は(エ)により

ａｕ国際通話定額を廃止した

とき。 

その事由が生じた日の前日まで

のａｕ国際通話に関する料金に

ついて、ａｕ国際通話定額の適

用の対象とします。 

ク 料金月の起算日以外の日に、対象データ通信定額の種類の変更等

（アの(ア)の①に該当する種類と②に該当する種類の間のものに限

ります｡)があった場合、アの規定にかかわらず、その変更等があっ

た日を含む料金月については、アの(ア)の①に定める定額料を適用

します。 

ケ 定額料については、日割りを行いません。 

コ 当社は、ａｕ国際通話定額の適用を受けている契約者回線につい

て、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、ａｕ国際通話

定額並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用（当社

が別に定めるものを除きます｡)の取扱いを行わないものとします。

(ア) 第 42 条（利用停止）第１項第 13 号及び第 14 号に該当する

とき。 

(イ) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）第１項第２号及び第３

号に該当するとき。 

(ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他

の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して

他人の通信を媒介したとき。 

(エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から

利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 

(オ) その契約者からシに定める協力を得られないとき。 

(カ) その契約者回線からのａｕ国際通話及び特定携帯国際自動通

話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス

（通話に係るものに限ります｡)を利用するための電気通信番号

（当社が別に定めるものに限ります｡)をダイヤルして行われたも

のであるとき。 

(キ) その契約者回線からのａｕ国際通話及び特定携帯国際自動通

話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発

信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を

一定期間継続するものであるとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。

サ 当社は、ａｕ国際通話定額の適用を受けている契約者回線につい

て、コに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判

断を行った日を含む料金月の前料金月の末日に遡ってａｕ国際通話

定額の適用を廃止できるものとします。この場合において、この場

合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はａｕ国際通話定

額の適用を申し出ることができないものとします。 

シ 当社は、コに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を

行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に
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協力していただきます。 

ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたり、その契約者

回線に係る通話の情報等（調査等に必要な範囲に限ります｡)を閲

覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 

(５) ローミング

の通話料の適

用 

ア ローミング（ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に規定するＬＴＥデ

ュアルの提供を受けているものに限ります｡)の契約者回線から行っ

た通話については、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款料金表に規定す

る各料金種別の料金額と同額を適用します。 

イ ローミング（ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に規定するＬＴＥモ

ジュールの提供を受けているものに限ります｡)の契約者回線から行

ったＳＭＳ送信については、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款料金表

に規定するＬＴＥモジュールに関する料金額と同額を適用します。

ウ 相互接続点からローミングの契約者回線への通話に係る料金つい

ては、２－１－４に規定する料金額を適用します。 

(６) ＳＭＳ機能

を利用した通

信に係る通話

料の適用 

ア ＳＭＳ送信に関する料金については、ＳＭＳ送信を通話とみなし

て２－１－１－３又は２－２－１に規定する料金額を適用します。

イ アの規定にかかわらず、次のいずれかのＳＭＳ送信については、

２－１－１－３に規定する料金額の支払いを要しません。 

(ア) 第１（基本使用料等）１（適用）(７)に規定する割引選択回

線群を構成する契約者回線からその割引を受けるために契約者が

選択した割引選択回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約

者回線又は他網契約者回線へのＳＭＳ送信 

(イ) (20)に規定する特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適用

を受けている契約者回線からその割引を受けるために契約者が指

定した特定電話番号に係る契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他

網契約者回線へのＳＭＳ送信（特定電話番号への通話料の月極割

引Ⅱの適用を受けている契約者回線について、ＬＴＥシングルへ

のＬＴＥサービスの種類の変更があった日において行われたもの

を除きます｡) 

(ウ) 次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約

者回線から契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線

（ＫＤＤＩ株式会社が提供するａｕ（ＬＴＥ）通信サービス若し

くはａｕ（ＷＩＮ）通信サービス、コネクトＡｉｒ通信サービス

（ＫＤＤＩ株式会社のＫＤＤＩＩｏＴコネクトＡｉｒ通信サービ

ス契約約款に定めるＫＤＤＩＩｏＴコネクトＡｉｒ通信サービス

をいいます。以下同じとします｡)又はＳＯＲＡＣＯＭＡｉｒｆｏ

ｒセルラー通信サービス（当社のＳＯＲＡＣＯＭＡｉｒｆｏｒセ

ルラー通信サービス契約約款に定めるＳＯＲＡＣＯＭＡｉｒｆｏ

ｒセルラー通信サービス又はＫＤＤＩ株式会社のＳＯＲＡＣＯＭ

Ａｉｒｆｏｒセルラー通信サービス契約約款にに定めるＳＯＲＡ

ＣＯＭＡｉｒｆｏｒセルラー通信サービスをいいます。以下同じ

とします｡)のものに限ります｡)へのＳＭＳ送信 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプラン、ＬＴＥプランＳ、ジュニアスマートフォンプラン、

オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータ



 - 料通 6 -

イ）、ＬＴＥプラン（Ｖ）、ジュニアスマートフォンプラン

（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）、ＶＫプラン、オフィスケ

ータイプラン（ＶＫ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン 

  

(７) 番号変換機

能を利用して

行われた通話

に係る通話料

の適用 

ア 番号変換機能を利用して行われた通話（保留転送機能を利用して

行われた通話又は番号変換文字メッセージ送信機能を利用して行わ

れた文字メッセージ送信を含みます。以下同じとします｡)に関する

料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含みま

す。以下この欄において同じとします｡)については、２（料金額）

の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。 

                    １契約者回線ごとに月額 

区分 料金額 

定額料 税抜額 900 円 

イ 番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、番号変

換機能を利用した通話の有無にかかわらず、その番号変換機能の提

供を開始した日の翌日から起算してその番号変換機能の廃止があっ

た日（料金月の末日以外の日にＬＴＥ契約の解除があった場合は、

その契約解除日の前日）までの期間（以下この欄において「定額料

の支払いを要する期間」といいます｡)について、アに規定する定額

料の支払いを要します。 

 ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての

日（定額料の支払いを要する期間の部分に限ります｡)にわたって、

ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気通信

設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態

と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じた場合は、この限り

でありません。 

ウ アに規定する定額料については、その料金月の末日又はユーザグ

ループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指

定する方法により請求します。この場合、番号変換機能の提供を受

けている契約者回線の契約者は、その定額料その他の債務に係る支

払義務を免れるものではありません。             

エ 当社は、定額料の支払いを要する期間が１の料金月に満たない場

合は、アに定める定額料をその提供日数に応じて日割りします。 

(８) 削除   削除 

(９) 契約移行に

係る定額料の

取扱い     

 

 

ア 当社は、次表に定める通話料の取扱い（以下この欄において「Ｌ

ＴＥ通話料割引」といいます｡)の申出があった場合であって、その

申出がａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線について、請求のあったＬ

ＴＥ通話料割引に相当する通話料の取扱い（以下この欄において

「ＷＩＮ通話料割引」といいます｡)の提供を受けているものに限り

ます｡)からの契約移行と同時に行われたものであるとき（その契約

移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行

があった場合を除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料金月の

ＬＴＥ通話料割引に係る定額料について、契約移行のあった日を含

む料金月の初日（その料金月において、そのＷＩＮ通話料割引の適

用の開始があった場合は、その日とします｡)から、そのＬＴＥ通話
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料割引の適用の開始があったものとみなして取り扱います。 

通話料の取扱い 

(７)番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用、

(19)特定電話番号への通話料の月極割引の適用、(20)特定電話番号

への通話料の月極割引Ⅱの適用、(27)特定の契約者回線等への通話

に対する定額料の適用、(28)第２種定期ＬＴＥ契約に係る通話料の

割引の適用 

イ ａｕ契約への契約移行があった場合であって、その契約移行と同

時に、そのＷＩＮ契約者回線について、契約移行前の契約者回線に

ついて適用を受けていたＬＴＥ通話料割引に相当するＷＩＮ通話料

割引の申出があったときは、契約移行のあった日を含む料金月のそ

のＬＴＥ通話料割引に係る定額料については、当社のＷＩＮ約款の

規定（アに相当するものをいいます｡)に定めるところによります。

(10) ＬＴＥプラ

ン等の契約者

回線に係る通

話料の適用 

次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線の

契約者は、２（料金額）の規定にかかわらず、同表右欄に定める時間

帯におけるその契約者回線から特定電気通信回線（ＬＴＥデュアルの

契約者回線、当社のＷＩＮ約款に定めるａｕサービス（ａｕデュアル

又はＵＩＭサービスに限ります｡)若しくはプリペイド電話のＷＩＮ契

約者回線又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアル

若しくはＷＩＮ約款に定めるａｕサービス（ａｕデュアル又はＵＩＭ

サービスに限ります｡)若しくはプリペイド電話の他網契約者回線をい

います｡)への通話（ＳＭＳ送信、番号変換機能を利用して行われた通

話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄におい

て同じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミ

ングに係るものを含みます｡)の支払いを要しません。 

基本使用料の料金種別 支払いを要しない時間帯 

ＬＴＥプラン、ジュニアスマー

トフォンプラン、ＬＴＥプラン

（Ｖ）、ジュニアスマートフォ

ンプラン（Ｖ）、ＶＫプラン、

ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプ

ラン 

午前１時から午後９時までの間

  

(10)の２ カケホ

等の契約者回

線に係る通話

料の適用 

ア 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契

約者回線の契約者は、２（料金額）の規定にかかわらず、その契約

者回線からの通話（(17)の適用を受けた通話（同欄のアの(イ)に定

めるものに限ります｡)、(21)の適用を受けた通話（同欄のアの表の

(ウ)及び(エ)に定めるものに限ります｡)、(27)若しくは(28)のアの

(ア)の適用を受けた通話、ＳＭＳ送信、番号変換機能を利用して行

われた通話、プリペイド通話、ａｕ国際通話、株式会社ＮＴＴドコ

モが提供するワイドスター通信サービス（同社のワイドスター通信

サービス契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします｡)の

電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きま

す。以下このア及び(10)の３のアにおいて「定額対象通話」といい

ます｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係
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るものを含みます。以下このアにおいて同じとします｡)の次表の右

欄に定める部分について、その支払いを要しません。 

基本使用料の料金

種別 

支払いを要しない料金 

カ ケ ホ 、 カ ケ ホ

（ Ｖ ） 、 カ ケ ホ

（ケータイ／Ｖ） 

その契約者回線からの定額対象通話に関する

料金 

スーパーカケホ、

ス ー パ ー カ ケ ホ

（Ｖ）、スーパー

カ ケ ホ （ Ｖ ・

ａ）、スーパーカ

ケホ（ケータイ／

Ｖ） 

(ア) (イ)以外の

通話 

その契約者回線からの定

額対象通話に関する料金

（別記 15 の規定により

測定した通話時間がその

通話を開始した時点から

５分以内の部分に係るも

のに限ります｡) 

(イ) 当社が別に

定める電気通信

番号を使用して

行う通話 

その契約者回線からの定

額対象通話に関する料金

イ アの規定にかかわらず、次に定める通話については、その通話に

関する料金の支払いを要する場合があります。 

(ア) その契約者回線からの当社が別に定める協定事業者の電気通

信回線への通話 

(イ) その契約者回線からの通話（ＳＭＳ送信、番号変換機能を利

用して行われた通話、プリペイド通話、ａｕ国際通話、株式会社

ＮＴＴドコモが提供するワイドスター通信サービスの電気通信回

線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます｡)であっ

て、別記 15 の規定により測定した、その通話に係る１料金月の

累計通話時間が 744 時間を超えた部分 

ウ イの(イ)の適用において、１の通話について、その通話時間に１

秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

エ ＬＴＥサービスの契約者回線（カテゴリーⅡのものに限ります｡)

からの当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話につい

ては、アの規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを要

します。 

ウ 当社は、アに定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契

約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場

合、アに定める取扱い並びにこの約款に定める通話料の減額適用及

び割引適用（当社が別に定めるものを除きます｡)の取扱いを行わな

いものとします。 

(ア) 第 42 条（利用停止）第１項第 13 号及び第 14 号に該当する

とき。 

(イ) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）第１項第２号及び第３

号に該当するとき。 

(ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他

の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して
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他人の通信を媒介したとき。 

(エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から

利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 

(オ) その契約者からカに定める協力を得られないとき。 

(カ) その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者が

提供する電気通信サービス（通話に係るものに限ります｡)を利用

するための電気通信番号（当社が別に定めるものに限ります｡)を

ダイヤルして行われたものであるとき。 

(キ) その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電気

通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間

内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。

オ 当社は、アに定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契

約者回線について、エに定めるいずれかに該当すると当社が判断し

た場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社

所定の日において、当社が別に定める基本使用料の料金種別への変

更を行うことができるものとします。この場合において、当社が別

に定めるまでの間、契約者はその料金種別の変更を請求することが

できないものとします。 

カ 当社は、イの規定を適用するため又はエに定める事由の有無を判

断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合におい

て、契約者は、その調査等に協力していただきます。 

キ 契約者は、当社がカに定める調査等を行うにあたり、その契約者

回線に係る通話の情報等（調査等に必要な範囲に限ります｡)を閲

覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 

(10)の３ 標準プ

ラン等の契約

者回線に係る

通話料の適用 

（通話定額サ

ービス） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、その契約者回線からの

定額対象通話に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係

るものを含みます。以下このアにおいて同じとします｡)の次表の右

欄に定める部分について、その支払いを要しないこととする取扱い

（以下「国内通話定額」といいます｡)を行います。 

種類 支払いを要しない料金 

通話定額ライ

ト 

(ア) (イ)以外の

通話 

その契約者回線からの定額

対象通話に関する料金（別

記 15 の規定により測定した

通話時間がその通話を開始

した時点から５分以内の部

分に係るものに限ります｡) 

(イ) 当社が別に

定める電気通信

番号を使用して

行う通話 

その契約者回線からの定額対

象通話に関する料金 

通話定額 その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 

イ 国内通話定額は、ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料

金種別が次表に定めるもの（以下この欄において「対象プラン」と

いいます｡)に限ります｡)に限り、選択することができます。 
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区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅡ 標準プラン 

ウ 国内通話定額を選択する契約者は、アの表に定める種類のいずれ

かを選択して、当社に申し出ていただきます。 

エ 国内通話定額の適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日を含

む料金月の翌料金月からとします。 

  ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日

からとします。 

区分 国内通話定額の適用の開始 

１ 国内通話定額の申出が、そ

の契約者回線に係るＬＴＥ契

約の申込みと同時に行われた

とき。 

そのＬＴＥサービスの提供を開

始した日 

２ 国内通話定額の申出が、そ

の契約者回線に係るＬＴＥサ

ービスの再利用の請求と同時

に行われたとき。 

そのＬＴＥサービスの再利用を

開始した日 

３ 国内通話定額の申出が、Ｌ

ＴＥサービスの種類の変更

（ＬＴＥデュアルへの変更又

は第１種ＬＴＥデュアルと第

２種ＬＴＥデュアルの間の変

更に限ります｡)に係る請求と

同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥサービスの

提供を開始した日 

４ 国内通話定額の申出が、対

象プランへの基本使用料の料

金種別の変更に係る請求と同

時に行われたとき。 

料金種別の変更があった日 

５ 国内通話定額の申出が、端

末設備の購入と同時に行われ

たとき。 

その申出を当社が承諾した日 

オ ＬＴＥ契約者は、国内通話定額の種類の変更を請求することがで

きます。この場合における変更後の国内通話定額の取扱いについて

は、次表のとおりとします。 

区分 変更後の国内通話定額の適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金

月の翌料金月から通話につい

て、変更後の国内通話定額を適

用します。 

(イ) 端末設備の購入又はＬＴ

Ｅサービスの種類の変更（第

１種ＬＴＥデュアルと第２種

ＬＴＥデュアルの間のものに

限ります｡)と同時に行われた

ものである場合 

その請求があった日からの通話

について、変更後の国内通話定

額を適用します。 
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カ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、

契約者から国内通話定額の適用を廃止する申出があった場合のほ

か、次のいずれかに該当する場合には、国内通話定額の適用を廃止

します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(エ) 対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更があったと

き。 

キ カの規定により、国内通話定額の適用を廃止する場合における取

扱いについては、次表のとおりとします。 

区分 国内通話定額の適用 

１ ２から４以外により国内通

話定額の適用を廃止したと

き。 

その廃止日を含む料金月の末日

までの通話に関する料金につい

て、国内通話定額の適用の対象

とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までの通話に関する料金につい

て、国内通話定額の適用の対象

とします。 

３ ＬＴＥシングルへのＬＴＥ

サービスの種類の変更又は対

象プラン以外への基本使用料

の料金種別の変更があったと

き。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は基本使用料の料

金種別の変更日の前日までの通

話に関する料金について、国内

通話定額の適用の対象としま

す。 

４ 国内通話定額の適用を廃止

する申出が、端末設備の購入

又は第１種ＬＴＥデュアルと

第２種ＬＴＥデュアルの間の

ＬＴＥサービスの種類の変更

と同時に行われたとき。 

その申出があった日の前日まで

の通話に関する料金について、

国内通話定額の適用の対象とし

ます 

ク アの規定にかかわらず、次に定める通話については、その通話に

関する料金の支払いを要する場合があります。 

(ア) その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信

回線への通話 

(イ) その契約者回線からの通話（ＳＭＳ送信、番号変換機能を利

用して行われた通話、プリペイド通話、ａｕ国際通話、株式会社

ＮＴＴドコモが提供するワイドスター通信サービスの電気通信回

線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます｡)であっ

て、別記 15 の規定により測定した、その通話に係る１料金月の

累計通話時間が 744 時間を超えた部分 

ケ クの(イ)の適用において、１の通話について、その通話時間に１

秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 
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コ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、

(10)の２のエの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、

国内通話定額の適用並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び

割引適用（当社が別に定めるものを除きます｡)の取扱いを行わない

ものとします。 

サ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、

(10)の２のエの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、

その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日

において、国内通話定額の適用を廃止することができるものとしま

す。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者は国内

通話定額の適用を申し出ること及び(10)の２のアに定めるものへの

基本使用料の料金種別の変更の請求ができないものとします。 

シ 当社は、クの規定を適用するため又は(10)の２のエの各号に定め

る事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合がありま

す。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただき

ます。 

ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたりその契約者回

線に係る通話の情報等（調査等に必要な範囲に限ります｡)を閲覧、

記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 

(10)の４ オフィス

ケータイプラン

等の契約者回線

に係る通話料の

適用 

 

基本使用料の料金種別がオフィスケータイプラン、オフィスケータイ

プランＶＫ（ケータイ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィ

スケータイプラン（ＶＫ）の契約者回線の契約者は、２（料金額）の

規定にかかわらず、次表に定める電気通信回線への通話（ＳＭＳ送

信、番号変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ

国際通話を除きます｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するロ

ーミングに係るものを含みます｡)の支払いを要しません。 

支払いを要しない通話先の電気通信回線 

ア 契約者回線 

イ ＷＩＮ契約者回線 

ウ 他網契約者回線（ＫＤＤＩ株式会社が提供するａｕ（ＬＴＥ

）通信サービス若しくはａｕ（ＷＩＮ）通信サービスのものに

限ります｡) 

エ 他網契約者回線（当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定める

ＦＴＴＨ電話サービス、光ダイレクトサービス契約約款に定め

る一般光ダイレクトサービス若しくはａｕオフィスナンバーサ

ービス若しくはａｕひかりビジネスサービス契約約款に定める

ａｕひかりビジネスサービス又はＫＤＤＩ株式会社の総合オー

プン通信網サービス契約約款に定める音声通信サービスⅠ、光

ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクト電話サ

ービス若しくはａｕオフィスナンバーサービス（それぞれ当社

の光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクトサ

ービス又はａｕオフィスナンバーサービスの用に供するものを

除きます｡)、イントラネットＩＰ電話サービス契約約款に定め

る一般イントラネットＩＰ電話サービス、ホームプラス電話サ

ービス契約約款に定めるホームプラス電話サービス、ａｕひか
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りビジネスサービス契約約款に定める一般ａｕひかりビジネス

サービス（当社のａｕひかりビジネスサービス契約約款に定め

るａｕひかりビジネスサービスの用に供するものを除きます｡)

、インターネット接続サービス契約約款に定めるフレッツ対応

サービス（タイプⅡ（プランⅡのものに限ります｡)のものに限

ります｡)若しくはＩＰ電話サービスⅠ、ＦＴＴＨサービス契約

約款に定めるＦＴＴＨ電話サービス、ケーブルプラス電話サー

ビス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話、ケーブルプラ

ス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話

、ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款に定めるケーブ

ルプラスホーム電話サービス若しくはマンションプラス電話サ

ービス契約約款に定める一般マンションプラス電話のものに限

ります｡) 

  

(11) 定額料の支

払いによるＬ

ＴＥプラン又

はＬＴＥプラ

ン（Ｖ）の契

約者回線に係

る通話料の適

用Ⅰ 

（ａｕ通話定

額 24） 

ア 基本使用料の料金種別がＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン（Ｖ）の

契約者回線の契約者は、次表に定める定額料を支払った場合、２

（料金額）の規定にかかわらず、その契約者回線から特定電気通信

回線（(10)に定めるものをいいます｡)への通話（ＳＭＳ送信、番号

変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通

話を除きます。以下この欄において同じとします｡)に関する料金

（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含みます｡)

の支払いを要しません。 

１契約者回線ごとに月額 

区分 料金額 

定額料 税抜額 477 円 

イ アに定める料金の取扱い（以下この欄において「本取扱い」とい

います｡)は、ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種別

がＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン（Ｖ）のものに限ります｡)であっ

て、(20)の適用を受けていないものに限り、選択することができま

す。 

ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 

エ 本取扱いの適用の開始は、ウに定める申出を当社が承諾した日と

します。 

ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日

からとします。 

区分 本取扱いの適用の開始 

１ 本取扱いの申出

が、その契約者回線

に係るＬＴＥ契約の

申込みと同時に行わ

れたとき 

そのＬＴＥサービスの提供を開始した日 

 

 

 

２  本取扱いの申出

が、その契約者回線

に係るＬＴＥサービ

スの再利用の請求と

そのＬＴＥサービスの再利用を開始した

日 
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同時に行われたとき 

３ 本取扱いの申出

が、ＬＴＥデュアル

へのＬＴＥサービス

の種類の変更に係る

請求と同時に行われ

たとき 

その変更後のＬＴＥサービスの提供を開

始した日 

 

４  本取扱いの申出

が、ＬＴＥプラン又

は Ｌ Ｔ Ｅ プ ラ ン

（Ｖ）への基本使用

料の料金種別の変更

に係る請求と同時に

行われたとき 

その基本使用料の料金種別の変更日 

５ １から４以外の場

合であって、その申

出日を含む料金月の

翌料金月から本取扱

いの適用を受けたい

旨の要請があったと

き 

本取扱いの申出日を含む料金月の翌料金

月の初日 

オ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約

者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) ＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン（Ｖ）以外への料金種別の変

更（ＬＴＥプランとＬＴＥプラン（Ｖ）の間の変更を含みます。

以下この欄において同じとします｡)があったとき。 

カ オの既定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２以外により本取扱いの適

用を廃止したとき。 

その事由が生じた日の前日まで

の通話に関する料金について、

本取扱いの適用の対象としま

す。 

２ オの(ウ)、(エ)（ａｕ契約

（ａｕデュアルに係るものに

限ります｡)への契約移行に係

るものを除きます｡)又は(オ)

により本取扱いの適用を廃止

その事由が生じた日までの通話

に関する料金について、本取扱

いの適用の対象とします。 
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したとき。 

キ エの規定により本取扱いの適用を開始した場合若しくはオの規定

により本取扱いの適用を廃止した場合又は(12)の適用を開始若しく

は廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に

係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月におい

て、エの規定により本取扱いの適用を開

始した場合又は(12)の適用を開始若しく

は廃止した場合は、本取扱いの適用を開

始した日又は(12)の適用を開始若しくは

廃止した日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月におい

て、オの規定により本取扱いの適用を廃

止した場合又は(12)の適用を開始若しく

は廃止した場合は、その事由が生じた日

の前日又は(12)の適用を開始若しくは廃

止した日の前日） 

ク キの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、本取扱い及び

(12)の適用を受けている期間については、アに規定する定額料及び

(12)に規定する定額料を合算して日割りを行います。 

(12) 定額料の支

払いによるＬ

ＴＥプラン又

はＬＴＥプラ

ン（Ｖ）の契

約者回線に係

る通話料の適

用Ⅱ 

（通話ワイド

24） 

ア 定額料の支払いによるＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン（Ｖ）の契

約者回線に係る通話料の適用Ⅱ（以下この欄において「本取扱い」

といいます｡)とは、(ア)に定める定額料を支払った場合に、その契

約者回線からの通話に関する料金について、２－１－１－１に定め

る料金額に代えて、(イ)に定める料金額を適用する取扱いをいいま

す。 

(ア) 定額料 

１契約者回線ごとに月額 

区分 料金額 

定額料 税抜額 934 円 

(イ) 適用額 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 10 円 

イ 本取扱いは、ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種

別がＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン（Ｖ）のものに限ります｡)に限

り、選択することができます。 

ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 

エ 本取扱いの適用の開始は、ウに定める申出を当社が承諾した日と

します。 

ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日

からとします。 

区分 本取扱いの適用の開始 

１ 本取扱いの申出

が、その契約者回線

そのＬＴＥサービスの提供を開始した日 
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に係るＬＴＥ契約の

申込みと同時に行わ

れたとき 

 

 

 

２  本取扱いの申出

が、その契約者回線

に係るＬＴＥサービ

スの再利用の請求と

同時に行われたとき 

そのＬＴＥサービスの再利用を開始した

日 

 

３  本取扱いの申出

が、ＬＴＥデュアル

へのＬＴＥサービス

の種類の変更に係る

請求と同時に行われ

たとき 

その変更後のＬＴＥサービスの提供を開

始した日 

 

４  本取扱いの申出

が、ＬＴＥプラン又

は Ｌ Ｔ Ｅ プ ラ ン

（Ｖ）への基本使用

料の料金種別の変更

に係る請求と同時に

行われたとき 

その基本使用料の料金種別の変更日 

５ １から４以外の場

合であって、その申

出日を含む料金月の

翌料金月から本取扱

いの適用を受けたい

旨の要請があったと

き 

本取扱いの申出日を含む料金月の翌料金

月の初日 

オ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約

者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) ＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン（Ｖ）以外への料金種別の変

更（ＬＴＥプランとＬＴＥプラン（Ｖ）の間の変更を含みます。

以下この欄において同じとします｡)があったとき。 

カ オの既定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２以外により本取扱いの適

用を廃止したとき。 

その事由が生じた日の前日まで

の通話に関する料金について、



 - 料通 17 -

本取扱いの適用の対象としま

す。 

２ オの(ウ)、(エ)（ａｕ契約

（ａｕデュアルに係るものに

限ります｡)への契約移行に係

るものを除きます｡)又は(オ)

により本取扱いの適用を廃止

したとき。 

その事由が生じた日までの通話

に関する料金について、本取扱

いの適用の対象とします。 

キ エの規定により本取扱いの適用を開始した場合若しくはオの規定

により本取扱いの適用を廃止した場合又は(11)の適用を開始若しく

は廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に

係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、エの規

定により本取扱いの適用を開始した場合又は(11)

の適用を開始若しくは廃止した場合は、本取扱い

の適用を開始した日又は(11)の適用を開始若しく

は廃止した日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、オの規

定により本取扱いの適用を廃止した場合又は(11)

の適用を開始若しくは廃止した場合は、その事由

が生じた日の前日又は(11)の適用を開始若しくは

廃止した日の前日） 

ク キの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、本取扱い及び

(11)の適用を受けている期間については、アに規定する定額料及び

(11)に規定する定額料を合算して日割りを行います。 

(12)の２ 基本使

用料の料金種

別による通話

料の減額適用 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下「特定料金種別」とい

います｡)を選択しているＬＴＥ契約者は、その契約者回線からの通

話（国際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを

受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びａｕ国際通

話を除きます。以下この欄において同じとします｡)に関する料金

（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、(27)

に定める定額対象部分及び(28)に定める定額対象部分を除きます。

以下この欄において同じとします｡)の月間累計額（(17)、(18)、

(19)、(20)、(21)、(27)又は(28)のアの(ア)の適用による場合は、

適用した後の額とします｡)のうち、同表の右欄に定める料金額の支

払いを要しません。 

１契約ごとに月額

区分 基本使用料の料金

種別 

支払いを要しない額 

税抜額 

第１種ＬＴ

Ｅデュアル 

ＬＴＥプランＳ 0 円から 1,100 円までの部分 

ＶＫプランＭ 0 円から 2,600 円までの部分 

ＶＫプランＳ 0 円から 1,100 円までの部分 

第２種ＬＴ

Ｅデュアル 

ＶＫプランＭ 0 円から 2,600 円までの部分 

ＶＫプランＳ 0 円から 1,100 円までの部分 
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イ 通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、

料金月単位で行います。 

ウ 当社は、基本使用料の料金種別ごとに、その料金月におけるアに

定める基本使用料の支払いを要する日数が１の料金月の日数に満た

ないときは、その支払いを要する日数に応じて、アに定める支払い

を要しない額（以下「控除可能額」といいます｡)を日割りします。

エ ウの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り上げます。 

オ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、

アからエの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下

「通話料控除額」といいます｡)が控除可能額に満たない場合は、

(12)の３及びＫＤＤＩ株式会社の電話サービス等契約約款に定める

特定料金種別の特定携帯国際自動通話に係る通話料の取扱いを行い

ます。 

(12)の３ 特定料

金種別のａｕ

国際通話に係

る通話料の取

扱い 

ア 特定料金種別を選択しているＬＴＥ契約者は、その契約者回線か

らのａｕ国際通話に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するロー

ミングに係る料金を含み、ａｕ国際通話定額に係る定額料、ａｕ国

際通話定額地域への通話料及び定額通話料を除きます。以下この欄

において同じとします｡)の月間累計額のうち、次表に規定する料金

額（以下「ａｕ国際通話料控除可能額」といいます｡)の支払いを要

しません。 

支払いを要しない額 

その契約者回線に係る控除可能額から通話料控除額を差し引いた額

にａｕ国際通話充当比率を乗じて得た額を上限とする額。 

この場合において、ａｕ国際通話充当比率は、その契約者回線から

のａｕ国際通話に関する料金の月間累計額を、その契約者回線から

のａｕ国際通話に関する料金の月間累計額とＫＤＤＩ株式会社の電

話サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話に関する料金

（同契約約款に定めるａｕ国際通話定額に係るａｕ国際通話定額地

域への通話料及び定額通話料を除きます｡)の月間累積通話等料金の

額を合算した額で除して得た値とします。以下この(12)の３及び

(14)において同じとします。 

イ ａｕ国際通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別

ごとに、料金月単位で行います。 

ウ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、

アからイの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下

「ａｕ国際通話料控除額」といいます｡)とＫＤＤＩ株式会社の電話

サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話料控除額を合算

した額（以下「国際通話料控除額」といいます｡)が、ａｕ国際通話

料控除可能額と同契約約款に定める特定携帯国際自動通話料控除可

能額を合算した額（以下「国際通話料控除可能額」といいます｡)に

満たない場合は、(12)の４に規定する取扱いを行います。 

(12)の４ 特定料

金種別の国際

ＳＭＳ送信に

ア 特定料金種別を選択しているＬＴＥ契約者は、その契約者回線か

らの国際ＳＭＳ送信に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するロ

ーミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとしま
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係る通話料の

取扱い 

す｡)の月間累計額のうち、国際通話料控除可能額から国際通話料控

除額を差し引いた額を上限とする額（以下「国際ＳＭＳ送信料控除

可能額」といいます｡)の支払いを要しません。 

イ 国際ＳＭＳ送信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種

別ごとに、料金月単位で行います。 

ウ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、

アからイの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下

「国際ＳＭＳ送信料控除額」といいます｡)が国際ＳＭＳ送信料控除

可能額に満たない場合は、第１（基本使用料等）１（適用）(14)に

規定する取扱いを行います。 

(13) 繰越控除可

能額に係る通

話料の減額適

用 

ア ＬＴＥ契約者は、そのＬＴＥ契約がａｕ契約からの契約移行によ

り締結されたものである場合、その契約者回線（ＬＴＥデュアルに

係るものに限ります｡)からの通話（(10)の２及び(10)の３の適用を

受けた通話、国際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者に課金する

取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話、プリ

ペイド通話並びにａｕ国際通話を除きます。以下この欄において同

じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミン

グに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします｡)の月

間累計額（(12)の２、(17)、(18)、(19) 、(20)、(21)、(27)又は

(28)のアの(ア)の適用による場合は、適用した後の額とします。以

下この欄において同じとします｡)のうち、その契約者回線に係る前

料金月からの繰越控除可能額（当社のＷＩＮ約款の定めるところに

より、契約移行前のａｕ契約に係る前料金月からの繰越控除可能額

から料金繰越控除額を減じて得た額とします。以下同じとします｡) 

を上限とする額の支払いを要しません。 

イ 当社は、ＬＴＥデュアルの契約者回線について、アの規定により

支払いを要しないこととされた料金額（以下「通話料繰越控除額」

といいます｡)が前料金月からの繰越控除可能額に満たない場合は、

(14)及びＫＤＤＩ株式会社の電話サービス等契約約款に定める繰越

控除可能額に係る特定携帯国際自動通話に係る通話料の取扱いⅡに

規定する取扱いを行います。 

ウ その料金月の末日において、ＬＴＥサービスの提供を受けている

場合、その契約者回線に係る前料金月からの繰越控除可能額から料

金繰越控除額（(16)に定める料金繰越控除額をいいます。以下同じ

とします｡)を減じて得た額は、無効とします。 

エ 通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、

料金月単位で行います。                

(14) 繰越控除可

能額に係るａ

ｕ国際通話料

の減額適用 

ア ＬＴＥ契約者は、その契約者回線からのａｕ国際通話に関する料

金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、ａ

ｕ国際通話定額に係る定額料、ａｕ国際通話定額地域への通話料及

び及び定額通話料を除きます。以下この欄において同じとします｡)

の月間累計額（(12)の３の適用による場合は、適用した後の額とし

ます。以下この欄において同じとします｡)のうち、次表に規定する

料金（以下「ａｕ国際通話料繰越控除可能額」といいます｡)の支払

いを要しません。 
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支払いを要しない額 

その契約者回線に係る前月からの繰越控除可能額から通話料繰越控

除額を差し引いた額にａｕ国際通話充当比率を乗じて得た額を上限

とする額。 

イ ａｕ国際通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別

ごとに、料金月単位で行います。 

ウ 当社は、ＬＴＥサービスの契約者回線について、アからイの規定

により支払いを要しないこととされた料金額（以下「ａｕ国際通話

料繰越控除額」といいます｡)とＫＤＤＩ株式会社の電話サービス等

契約約款に定める特定携帯国際自動通話料繰越控除額を合算した額

（以下「国際通話料繰越控除額」といいます｡)が、ａｕ国際通話料

繰越控除可能額と同契約約款に定める特定携帯国際自動通話料繰越

控除可能額を合算した額（以下「国際通話料繰越控除可能額」とい

います｡)に満たない場合は、(15)に規定する取扱いを行います。 

(15) 繰越控除可

能額に係る国

際ＳＭＳ送信

に係る通話料

の減額適用 

ア ＬＴＥ契約者は、その契約者回線（ＬＴＥデュアルに係るものに

限ります｡)からの国際ＳＭＳ送信に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社

が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において

同じとします｡)の月間累計額（(12)の４の適用による場合は、適用

した後の額とします。以下この欄において同じとします｡)のうち、

その契約者回線に係る、国際通話料繰越控除可能額から国際通話料

繰越控除額を差し引いた額を上限とする額（以下「国際ＳＭＳ送信

料繰越控除可能額」といいます｡)の支払いを要しません。 

イ 国際ＳＭＳ送信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種

別ごとに、料金月単位で行います。 

ウ 当社は、ＬＴＥサービスの契約者回線について、アからイの規定

により支払いを要しないこととされた料金額（以下「国際ＳＭＳ送

信料繰越控除額」といいます｡)が国際ＳＭＳ送信料繰越控除可能額

に満たない場合は、第１（基本使用料等）１（適用）(15)に規定す

る取扱いを行います。 

(16) 複数回線複

合割引の通話

料の取扱い 

（家族割、法

人割） 

ア 当社は、第１（基本使用料等）１（適用）(７)に規定する割引選

択回線群を構成する契約者回線（この取扱いの適用を選択している

ものに限ります。以下この欄において同じとします｡)からの通話

（(10)の２及び(10)の３の適用を受けた通話、国際ＳＭＳ送信、そ

の通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機

能を利用して行われた通話、プリペイド通話並びにａｕ国際通話を

除きます。以下この欄において同じとします｡)に関する料金（ＫＤ

ＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下こ

の欄において同じとします｡)の月間累計額（(10)、(10)の４、

(11)、(12)、(12)の２、(17)、(19)、(20)、(21)、(27)又は(28)の

アの(ア)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この

欄において同じとします｡)について、次表に規定する額を控除する

取扱い（以下この欄において「本取扱い」といいます｡)を行いま

す。 

控除額 

１の契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額に、充当比
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率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数を

切り上げます｡)。 

この場合において、充当比率は、その割引選択回線群を構成する

契約者回線に係る充当可能額（当社のＷＩＮ約款に定めるところ

により、契約移行前のａｕ契約に係る控除可能額から料金控除額

を減じて得た額とします。以下同じとします｡)の合計額（その割

引選択回線群にＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線が含まれる

場合は、当社のＷＩＮ約款に定める複数回線複合割引の通話料の

取扱い（以下この欄において「ＷＩＮ割引」といいます｡)又はＫ

ＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款に定める複数回

線複合割引の通話料の取扱い（以下この欄において「特定割引」

といいます｡)の規定に基づくＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回

線に係る充当可能額を加算した額とします｡)及び繰越控除余剰額

（前料金月からの繰越控除可能額から料金繰越控除額（通話料繰

越控除額、国際通話料繰越控除額、国際ＳＭＳ送信料繰越控除

額、海外ローミング通話料金繰越控除額及び第１（基本使用料

等）１（適用）(15)の２の規定により支払いを要しないこととさ

れた料金額（以下「海外ローミングデータ料金繰越控除額」とい

います｡)を合算した額をいいます。以下同じとします｡)を減じて

得た額をいいます。以下同じとします｡)の合計額（その割引選択

回線群にＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線が含まれる場合

は、ＷＩＮ割引又は特定割引の規定に基づくＷＩＮ契約者回線又

は他網契約者回線に係る繰越控除余剰額を加算した額とします｡)

を合算して得た額を、その割引選択回線群を構成する契約者回線

からの通話に関する料金の月間累計額の合計額（その割引選択回

線群にＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線が含まれる場合は、

ＷＩＮ割引又は特定割引の規定に基づくＷＩＮ契約者回線又は他

網契約者回線に係る料金の月間累計額（この(16)に定める月間累

計額に相当するものをいいます｡)を加算した額とします｡)で除し

て得た値（１を超える場合は、１とします｡)とします。 

イ 本取扱いは、ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種

別が次表に定めるのものを除きます｡)に限り、選択することができ

ます。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅠ ＬＴＥプランＳ、ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、

ＶＫプラン、カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパー

カケホ（ケータイ／Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａ

ｔｃｈプラン 

カテゴリーⅡ 標準プラン、シンプル、カケホ、スーパーカケ

ホ、シンプル（Ｖ）、カケホ（Ｖ）、スーパーカ

ケホ（Ｖ）、ジュニアケータイプラン 

ウ 本取扱いの適用を選択する契約者は、当社に申し出ていただきま

す。 

エ 当社は、ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種別が

イに定めるものを除きます｡)について、その契約者から第１（基本
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使用料等）１（適用）(７)を選択する旨の申出があった場合、併せ

てウの申出があったものとみなして取り扱います。 

オ 本取扱いの適用を開始する場合は、ウに規定する申出を当社が承

諾した日を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金につい

て、本取扱いの適用の対象とします。 

  ただし、エに規定する場合又はＬＴＥ契約の締結（契約変更又は

ａｕ契約からの契約移行に係るものを除きます｡)と同時にウに規定

する申出があった場合は、その申出を当社が承諾した日を含む料金

月以降の通話に関する料金について、本取扱いの適用の対象としま

す。 

カ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約

者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) 第１（基本使用料等）１（適用）(７)の適用の廃止があった

とき。 

(イ) イに定める基本使用料の料金種別への変更があったとき。 

キ カの規定により本取扱いの適用を廃止した場合、その通話料につ

いては、次表のとおりとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２又は３以外によ

り本取扱いの適用を

廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金月の末日

までの通話に関する料金について、本取

扱いの適用の対象とします。 

２ 第１（基本使用料

等）１（適用）(７)

の適用の廃止により

本取扱いの適用を廃

止したとき。 

第１（基本使用料等）１（適用）(７)の

規定によりその基本使用料が複数回線複

合割引の適用の対象とされる日まで、本

取扱いの適用の対象とします。 

３ カの(イ)の規定に

より本取扱いの適用

を廃止したとき。 

その事由が生じた日の前日まで、本取扱

いの適用の対象とします。 

ク 通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、

料金月単位で行います。 

(17) 割引選択回

線群を構成す

る契約者相互

間の通話料の

割引の適用 

（家族割、法

人割） 

ア  割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引（以下こ

の欄において「本割引」といいます｡)とは、第１（基本使用料等）

１（適用）(７)に規定する割引選択回線群を構成する契約者回線か

らその割引を受けるために契約者が指定した割引選択回線群を構成

する他の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線への通

話（(20)の適用を受けた通話、ＳＭＳ送信、番号変換機能を利用し

て行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以

下この欄において同じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社

が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において

同じとします｡)の月間累計額（(10)、(10)の４、(11)、(12)、(27)

又は(28)のアの(ア)の適用による場合は、適用した後の額としま

す。以下この欄において同じとします｡)について、次表に規定する

額の割引を行うことをいいます。 
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  ただし、(ア)の場合において、(10)の２、(10)の３又は(19)の適

用の対象となる通話については、この規定にかかわらず、それぞれ

(10)の２、(10)の３又は(19)に定めるところによります。 

(ア) (イ)以外の場合 

割引額 

その通話に関する料金の月間累計額に 0.30 を乗じて得た額 

(イ) 定期ＬＴＥ契約に係る契約者回線又は第１（基本使用料等）

１（適用）(６)の適用を受けている契約者回線からの通話の場

合 

割引額 

その通話に関する料金の月間累計額 

イ  通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 

ウ  本割引の適用の開始及び廃止については、第１（基本使用料等）

１（適用）(７)に規定する複数回線複合割引の適用の開始及び廃止

の場合に準じて取り扱います。 

エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り上げます。 

(18) 障がい者等

等に係る通話

料の月極割引

の適用 

（スマイルハ

ート割引） 

ア 障がい者等に係る通話料の月極割引（以下この欄において「本割

引」といいます｡)とは、第１（基本使用料等）１（適用）(６)の適

用を受けている契約者回線からの通話（(10)の２、(10)の３及び

(20)の適用を受けた通話、(21)の適用を受けた通話（同欄のアに規

定する区分(ウ)に係るものに限ります｡)、その通話の料金を着信者

に課金する取扱いを受けた通話、国際ＳＭＳ送信、番号変換機能を

利用して行われた通話、プリペイド通話並びにａｕ国際通話を除き

ます。以下この欄において同じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ

株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、電話番号案内料

を除きます。以下この欄において同じとします｡)の月間累計額

（(10)、(11)又は(12)の適用による場合は、適用した後の額としま

す。以下この欄において同じとします｡)について、次表に規定する

額の割引を行うことをいいます。 

  ただし、本割引のほか(６)のイの(ア)又は(17)のアの(イ)の規定

に該当する通話の取扱いについては、この規定にかかわらず、それ

ぞれ(６)のイ又は(17)に定めるところによります。 

１契約ごとに

区分 割引額 

１ 契約者回線、ＷＩＮ契約者

回線又は他網契約者回線（Ｋ

ＤＤＩ株式会社が提供するａ

ｕ（ＬＴＥ）通信サービス若

しくはａｕ（ＷＩＮ）通信サ

ービス、加入電話サービス、

ＩＰ電話サービス、コネクト

Ａｉｒ通信サービス又はＳＯ

ＲＡＣＯＭＡｉｒｆｏｒセル

ラー通信サービスに係るもの

左欄の通話に関する料金の月間

累計額に 0.50 を乗じて得た額 
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に限ります｡)への通話（当社

が別に定めるものに限りま

す｡) 

２ １以外の通話 左欄の通話に関する料金の月間

累計額に 0.20 を乗じて得た額 

イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 

ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第１（基本使用料等）

１（適用）(６)の適用の開始及び廃止の場合に準じて取り扱いま

す。 

エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り上げます。 

(19) 特定電話番

号への通話料

の月極割引の

適用 

（指定割） 

ア 特定電話番号への通話料の月極割引（以下この欄において「本割

引」といいます｡)とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、

特定電話番号（契約者があらかじめ指定したＬＴＥデュアル、当社

のＷＩＮ約款に定めるａｕサービス（ａｕパケットを除きます｡)若

しくはプリペイド電話、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定めるＬ

ＴＥデュアル若しくはＷＩＮ約款に定めるａｕサービス（ａｕパケ

ットを除きます｡) 若しくはプリペイド電話又は加入電話事業者若

しくはＩＰ電話事業者が提供する電気通信サービスの電話番号（当

社が別に定めるものに限ります｡)をいいます。以下この欄において

同じとします｡)に係る契約者回線等への通話（(21)の適用を受けた

通話（同欄のアに規定する区分(ウ)に係るものに限ります｡)、(27)

に規定する定額対象通話、(28)に規定する定額対象通話、ＳＭＳ送

信、番号変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａ

ｕ国際通話を除きます。以下この欄において同じとします｡)に関す

る料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含み

ます。以下この欄において同じとします｡)の月間累計額（(10)、

(11)、(12)、(27)又は(28)のアの(ア)の適用による場合は、適用し

た後の額とします。以下この欄において同じとします｡)について、

同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

  ただし、(17)のアの(イ)の適用の対象となる通話については、こ

の規定にかかわらず、(17)に定めるところによります。 

                      １契約ごとに月額 

定額料 割引額 

税抜額 300 円  １ (17)のアの

(ア)の適用の

対象となる通

話 

左欄の通話に関する料金の

月間累計額に 0.60 を乗じて

得た額 

２ １以外の通

話 

特定電話番号に係る契約者

回線等への通話（左欄の通

話に限ります｡)に関する料

金の月間累計額に 0.50 を乗

じて得た額 

イ 特定電話番号の数は、１の契約について３以内とします。 

ウ 削除 
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エ 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金の月間累

計は、料金月単位で行います。 

オ 本割引の適用を開始する場合は、その申込日（契約者回線の提供

を開始するときは、その提供開始日とします｡)を含む料金月の翌料

金月以降の通話に関する料金について、本割引の適用の対象としま

す。 

  ただし、本割引の申込みが、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の

申込み（ａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線について、当社のＷＩＮ

約款に定める特定電話番号への通話料の月極割引の適用を受けてい

るものに限ります｡)からの契約移行に係るものを含みます｡)と同時

に行われた場合であって、その申込日を含む料金月から本割引の適

用を受けたい旨の要請があり、当社の業務の遂行上支障がないとき

は、そのＬＴＥサービスの提供を開始した日から本割引の適用を開

始します。 

カ オの規定にかかわらず、ＬＴＥ契約の申込み（ａｕ契約（そのＷ

ＩＮ契約者回線について、当社のＷＩＮ約款に定める特定電話番号

への通話料の月極割引の適用を受けているものに限ります｡)からの

契約移行に係るものに限ります｡)と同時に本割引の申込みが行われ

ていない場合であっても、その契約移行のあった日からその料金月

の末日までの間、本割引を適用します。 

キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) 次表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変更があ

ったとき。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプラン、ＬＴＥプランＳ、ジュニアスマートフォンプラン、

ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン、ＬＴＥプラン（Ｖ）、

ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔ

ｃｈプランタイプラン（ＶＫ）、シンプル（Ｖ）、ジュニアケータ

イプラン 

ク キの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ

いては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ

り本割引の適用を廃止した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に該当す

る場合が生じたときは、２欄、３欄又は４欄の規定によるものとし

ます。 

区分 本割引の適用 

１ ２から４以外によ その事由が生じた日を含む料金月の末日
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り本割引の適用を廃

止したとき。 

までの特定電話番号に係る契約者回線等

への通話に関する料金について、本割引

の適用の対象とします。 

２ キの(ウ)、(エ)又

は(オ)により本割引

の適用を廃止したと

き（３に該当すると

きを除きます｡)。 

その事由が生じた日までの特定電話番号

に係る契約者回線等への通話に関する料

金について、本割引の適用の対象としま

す。 

 

３ キの(エ)（ａｕ契

約（ａｕデュアルに

係るものに限りま

す｡)への契約移行に

係るものを除きま

す｡)又は(カ)により

本割引の適用を廃止

したとき。 

その事由が生じた日の前日（オフィスケ

ータイプラン、オフィスケータイプラン

ＶＫ（ケータイ）、オフィスケータイプ

ラン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン

（ＶＫ）への変更の場合は、加入電話事

業者又はＩＰ電話事業者が提供する電気

通信サービスの電話番号（当社が別に定

めるものに限ります｡)への通話（オフィ

スケータイプラン、オフィスケータイプ

ランＶＫ（ケータイ）、オフィスケータ

イプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプ

ラン（ＶＫ）が適用されるものを除きま

す｡)に関する料金については、その料金

月の末日とします｡)までの特定電話番号

に係る契約者回線等への通話に関する料

金について、本割引の適用の対象としま

す。 

４ キの(ア)又は(イ)

により本割引の適用

を廃止したとき。 

その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日

を含む料金月の前料金月の末日までの特

定電話番号に係る契約者回線等への通話

に関する料金について、本割引の適用の

対象とします。 

ケ 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合

には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する

料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月

の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者回線等への通話に

関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む

料金月の翌料金月以降、本割引の適用の対象とします。 

コ  本割引を選択した契約者は、通話の有無にかかわらず又は１の料

金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料

の支払いを要します。 

  ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての

日にわたって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約

に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利

用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、この限りでありません。 

サ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい



 - 料通 27 -

るときは、その料金を返還します。 

シ 定額料については、日割りは行いません。 

ス 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り上げます。 

セ 契約者は、本割引の適用を新たに申し込むことはできません。 

(20) 特定電話番

号への通話料

の月極割引Ⅱ

の適用 

（指定通話定

額） 

ア 特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱ（以下この欄において「本

割引」といいます｡)とは、次表に規定する定額料を支払った場合

に、特定電話番号（契約者があらかじめ指定したＬＴＥデュアル、

当社のＷＩＮ約款に定めるａｕサービス（ａｕパケットを除きま

す｡)若しくはプリペイド電話又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に

定めるＬＴＥデュアル若しくはＷＩＮ約款に定めるａｕサービス

（ａｕパケットを除きます｡) 若しくはプリペイド電話の電話番号

をいいます。以下この欄において同じとします｡)に係る契約者回

線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線への通話（ＳＭＳ送信、

番号変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国

際通話を除きます。以下この欄において同じとします｡)に関する料

金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含みま

す。以下この欄において同じとします｡)の月間累計額（(10)、(11)

又は(12)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この

欄において同じとします｡)について、同表に規定する額の割引を行

うことをいいます。 

１契約ごとに月額

定額料 割引額 

税抜額 372 円  特定電話番号に係る契約者回線、ＷＩＮ契約

者回線又は他網契約者回線への通話に関する

料金の月間累計額 

イ 特定電話番号の数は、１の契約について３以内とします。 

ウ 削除 

エ 特定電話番号に係る契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約

者回線への通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行いま

す。 

オ 本割引の適用を開始する場合は、その申込日（契約者回線の提供

を開始するときは、その提供開始日とします｡)を含む料金月の翌料

金月以降の通話に関する料金について、本割引の適用の対象としま

す。 

  ただし、本割引の申込みが、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の

申込み（ａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線について、当社のＷＩＮ

約款に定める特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適用を受けて

いるものに限ります｡)からの契約移行に係るものを含みます｡)と同

時に行われた場合であって、その申込日を含む料金月から本割引の

適用を受けたい旨の要請があり、当社の業務の遂行上支障がないと

きは、そのＬＴＥサービスの提供を開始した日から本割引の適用を

開始します。 

カ オの規定にかかわらず、ＬＴＥ契約の申込み（ａｕ契約（そのＷ

ＩＮ契約者回線について、当社のＷＩＮ約款に定める特定電話番号
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への通話料の月極割引Ⅱの適用を受けているものに限ります｡)から

の契約移行に係るものに限ります｡)と同時に本割引の申込みが行わ

れていない場合であっても、その契約移行のあった日からその料金

月の末日までの間、本割引を適用します。 

キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) 次表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変更があ

ったとき。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプラン、ＬＴＥプランＳ、ジュニアスマートフォンプラン、

ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン、ＬＴＥプラン（Ｖ）、

ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔ

ｃｈプラン 

ク キの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ

いては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ

り本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当する場合

が生じたときは、２欄又は３欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２から４以外によ

り本割引の適用を廃

止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金月の末日

までの特定電話番号に係る契約者回線、

ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線へ

の通話に関する料金について、本割引の

適用の対象とします。 

２ キの(ウ)、(エ)、

(オ)又は(カ)により

本割引の適用を廃止

したとき（３に該当

するときを除きま

す｡)。 

その事由が生じた日までの特定電話番号

に係る契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又

は他網契約者回線への通話に関する料金

について、本割引の適用の対象としま

す。 

３ キの(エ)（ａｕ契

約（ａｕデュアルに

係るものに限りま

す｡)への契約移行に

係るものを除きま

す｡)により本割引の

適用を廃止したとき 

その事由が生じた日の前日までの特定電

話番号に係る契約者回線、ＷＩＮ契約者

回線又は他網契約者回線への通話に関す

る料金について、本割引の適用の対象と

します。 

４ キの(ア)又は(イ) その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日
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により本割引の適用

を廃止したとき。 

を含む料金月の前料金月の末日までの特

定電話番号に係る契約者回線、ＷＩＮ契

約者回線又は他網契約者回線への通話に

関する料金について、本割引の適用の対

象とします。 

ケ 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合

には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線、ＷＩＮ契約者回線

又は他網契約者回線への通話に関する料金については、その変更の

申出を当社が承諾した日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電

話番号に係る契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線へ

の通話に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した

日を含む料金月の翌料金月以降、本割引の適用の対象とします。 

コ  本割引を選択した契約者は、通話の有無にかかわらず又は１の料

金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料

の支払いを要します。 

  ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての

日にわたって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約

に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利

用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、この限りでありません。 

サ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。 

シ 定額料については、日割りは行いません。 

ス 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り上げます。 

セ 契約者は、本割引の適用を新たに申し込むことはできません。 

(21) 自宅加入電

話への通話料

の月極割引の

適用 

（ａｕ→自宅

割） 

ア  自宅加入電話への通話料の月極割引（以下この欄において「本割

引」といいます｡)とは、自宅加入電話番号（ＬＴＥ契約者の住所又

は居所において利用される加入電話サービス又はＩＰ電話サービス

の電話番号であって、その料金月の当社が別に定める日において、

当社に登録されているものをいいます。以下この欄において同じと

します｡)に係る他網契約者回線について、前料金月の末日（次表の

（エ）については、その料金月の開始時とします｡)において、同表

の左欄のいずれかに該当する場合に、その自宅加入電話番号に係る

他網契約者回線への通話（(18)、(19)及び(23)の適用を受けた通

話、(27)に規定する定額対象通話、(28)に規定する定額対象通話、

番号変換機能を利用して行われた通話並びにプリペイド通話を除き

ます。以下この欄において同じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ

株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄

において同じとします｡)の月間累計額に同表の右欄に規定する割引

率を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 

ただし、次表の(ア)の場合において、(10)の２及び(10)の３の適

用の対象となる通話については、この規定にかかわらず、それぞれ

(10)の２及び(10)の３に定めるところによります。 

区分 割引率 
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(ア) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株 

式会社の電話サービス契約約款又は総合ディジタ 

ル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱 

いにおける電話会社固定の区分により、次の各号 

のいずれかの通話等区分でＫＤＤＩ株式会社の事業

者識別番号が指定されている場合であって、(エ)以

外のとき  。 

① 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国

際通話 

② 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話 

③ 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話 

④ 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国

際通信 

⑤ 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信 

⑥ 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信 

50％ 

(イ) 削除 削除 

(ウ) 当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴ

ＴＨ電話サービス、ＫＤＤＩ株式会社のＦＴＴＨサ

ービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービス、ホ

ームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプ

ラス電話サービス、インターネット接続サービス契

約約款に定めるフレッツ対応サービス（タイプⅡ

（プランⅡのものに限ります｡)のものに限ります｡)

若しくはＩＰ電話サービスⅠ、ケーブルプラス電話

サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電

話、ケーブルプラス光電話サービス契約約款に定め

る一般ケーブルプラス光電話、ケーブルプラスホー

ム電話サービス契約約款に定めるケーブルプラスホ

ーム電話サービス若しくはマンションプラス電話サ

ービス契約約款に定める一般マンションプラス電話

又は協定事業者の電気通信サービス（当社が別に定

めるものに限ります｡)の他網契約者回線であると

き。 

100％ 

(エ) ＫＤＤＩ株式会社の電話サービス等契約約款に

定める特定選択料金制サービスⅥの適用を受けてい

る他網契約者回線であるとき。 

100％ 

イ アの規定に関わらず、次に該当する契約者回線については、本割

引の適用を行いません。 

(ア) 第１（基本使用料等）１（適用）(10)の適用を受けているも

の。 

(イ) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

ものを含みます｡)であるもの。 

ウ 本割引の適用を受けている契約者回線について、自宅加入電話番

号に係る他網契約者回線の変更があった場合、その変更があった時

点から変更後の区分に応じた割引率を適用します。 
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エ  自宅加入電話番号に係る他網契約者回線への通話に関する料金の

月間累計は、アの表に規定する区分ごとに、料金月単位で行いま

す 。 

オ  割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り上げます。 

(22) 特定加入電

話からの通話

に係る通話料

の割引の適用 

（ａｕ着信ビ

ジ ネ ス レ ー

ト） 

ア 特定加入電話からの通話に係る通話料の割引（以下この欄におい

て「本割引」といいます｡)とは、(ア)に規定する定額料を支払った

場合に、特定加入電話サービス（当社が別に定める加入電話サービ

スをいいます。以下この欄において同じとします｡)に係る他網契約

者回線から割引選択回線群（(イ)に定める割引選択回線により構成

される回線群をいいます。以下この欄において同じとします｡)を構

成する契約者回線への通話（この約款において当社がその料金を定

めている通話に限ります｡)について、２－１－４の(１)に規定する

料金額に代えて、(ウ)に規定する料金額を適用することをいいま

す。 

  ただし、(ウ)に定めのない時間帯区分に係る通話の料金額につい

ては、２（料金額）に定めるところによります。 

(ア)  定額料 

                  １割引選択回線群ごとに月額 

料金額 

税抜額 2,000 円 

(イ) 割引選択回線 

割引選択回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＷＩＮ約款に定める特定加

入電話からの通話に係る通話料の割引（以下この(22)において

「ＷＩＮ割引」といいます｡)を選択するＷＩＮ契約者回線又はＫ

ＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款に定める特定加

入電話からの通話に係る通話料割引（以下この(22)において「特

定割引」といいます｡)を選択する他網契約者回線 

(ウ) 料金額 

区分 料金額 

通話料 

次の秒数までごとに 

税抜額 10 円 

昼間 夜間 
土曜日・日

曜日・祝日

地域内・地域隣接県 

通話 

30 秒 30 秒 30 秒

地域隣接県外通話 

 

23 秒 23 秒 23 秒

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きます｡)

の契約者回線（第２種定期ＬＴＥ契約に係るものを除きます｡)に限

り、選択することができます。 

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に

ついては、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して当社
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に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を

除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある

とき。 

(イ) その申出のあった契約者回線が、(23)又は第１（基本使用料

等）１（適用）(８)を選択する場合であって、その契約者回線と

割引選択回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線及

び他網契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引又は

契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回

線群に属さないとき。 

(ウ)  その申出のあった契約者回線が、(23)を選択する場合であっ

て、その契約者回線が指定した割引選択代表回線（本割引、ＷＩ

Ｎ割引又は特定割引の規定により定額料の支払いを要する１の契

約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線をいいます。以

下この欄において同じとします｡)が、契約者を単位とする通話料

の月極割引における割引選択代表回線と同一でないとき。 

(エ)  その申出のあった契約者回線が、その契約者以外の者（その

契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別

に定める基準に適合する者を除きます｡)の用に供され、それが業

として行われるものと当社が認めるとき。 

(オ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契

約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者名義と異なると

き（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(カ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本割引の適用を開始する場合は、当社の交換設備への登録が完了

した時点（その料金月において、ａｕ契約（ＷＩＮ割引の適用を受

けるものに限ります｡)からの契約移行があったときは、その契約移

行のあった日とします｡)からの通話に関する料金（その契約移行が

あった日以降その料金月において、新たに契約移行があったとき

は、その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります｡)

について、本割引の適用の対象とします。 

キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であると

き。 
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(キ) その他オに列挙する規定のいずれかに該当することとなった

とき。 

ク キの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代表

回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選択代

表回線を指定していただきます。 

ケ キの規定により本割引の適用を廃止した場合は、当社の交換設備

への登録が完了した時点までの通話に関する料金について、本割引

の適用の対象とします。 

コ  割引選択代表回線がＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線である

場合は、アの規定にかかわらず、定額料の支払いを要しません。 

サ  割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の有無

にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であって

も、アに規定する定額料の支払いを要します。 

  ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線につい

て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、通話を全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設

備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたときは、この限りで

ありません。 

シ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。 

ス 定額料については、日割りは行いません。 

セ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの契約者回線、

ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その

他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないとき

は、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線及び他網契約者回線について本割引の適用を廃止す

ることがあります。 

ソ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社

が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求

額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります｡)又はそ

の目安となる金額を通知します。 

    ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな

いことがあります。 

タ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお

いて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網契約

者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引

選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必

要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通知すること

を承諾していただきます。 

(23) 契約者を単

位とする通話

料の月極割引

の適用 

（コールワイ

ア 契約者を単位とする通話料の月極割引（以下この欄において「本

割引」といいます｡)とは、(ア)に規定する定額料を支払った場合

に、割引選択回線群（(イ)に定める割引選択回線により構成される

回線群をいいます。以下この欄において同じとします｡)を構成する

契約者回線（(10)の２、(10)の３、(19)若しくは(20)の適用を受け
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ド） ているもの又は第１（基本使用料等）１（適用）(７)の適用を受け

ているものを除きます。以下(イ)及び(ウ)において同じとします｡)

からの通話（国際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者に課金する

取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話、プリ

ペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄において同じ

とします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミング

に係る料金を含み、(11)若しくは(12)に規定する定額料又は(27)に

規定する定額対象部分を除きます。以下この欄において同じとしま

す｡)の月間累計額（(10)、(10)の４、(11)、(12)、(12)の２、(13)

又は(27)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この

欄において同じとします｡)について、(ウ)に規定する割引率を乗じ

て得た額の割引を行うことをいいます。 

(ア)  定額料 

１割引選択回線群ごとに月額

料金額 

税抜額 3,000 円 

(イ) 割引選択回線 

割引選択回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＷＩＮ約款に定める契約者

を単位とする通話料の月極割引（以下この(23)において「ＷＩＮ

割引」といいます｡)を選択するＷＩＮ契約者回線又はＫＤＤＩ株

式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款に定め契約者を単位とす

る通話料の月極割引（以下この(23)において「特定割引」といい

ます｡)を選択する他網契約者回線 

(ウ)  割引率 

その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線から

の通話に関する料金の月間累計額の合計額（その割引

選択回線群にＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線が

含まれる場合は、ＷＩＮ割引の規定に基づくＷＩＮ契

約者回線に係る月間累計額及び特定割引の規定に基づ

く他網契約者回線に係る月額累計額を加算した額とし

ます｡) 

割引率 

税抜額 20 万円未満の場合 15％ 

税抜額 20 万円以上税抜額 100 万円未満の場合 20％ 

税抜額 100 万円以上税抜額 300 万円未満の場合 25％ 

税抜額 300 万円以上税抜額 500 万円未満の場合 28％ 

税抜額 500 万円以上の場合 30％ 

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きます｡)

の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択すること

ができます 。 

(ア) 定期ＬＴＥ契約に係るもの 

(イ) 基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、ジ

ュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃ

ｈプラン又はジュニアケータイプランのもの 

(ウ) 第１（基本使用料等）１（適用）(６)又は(10)の適用を受け
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ているもの 

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に

ついては、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して当社

に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を

除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある

とき。 

(イ) その申出のあった契約者回線が、(22)又は第１（基本使用料

等）１（適用）(８)を選択する場合であって、その契約者回線と

割引選択回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線及

び他網契約者回線が、特定加入電話からの通話に係る通話料の割

引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引

選択回線群に属さないとき。 

(ウ)  その申出のあった契約者回線が、(22)を選択する場合であっ

て、その契約者回線が指定した割引選択代表回線（本割引、ＷＩ

Ｎ割引又は特定割引の規定により定額料の支払いを要する１の契

約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線をいいます。以

下この欄において同じとします｡)が、特定加入電話からの通話に

係る通話料の割引における割引選択代表回線と同一でないとき。

(エ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(オ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契

約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者名義と異なると

き（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(カ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であると

き。 

(キ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

キ 本割引の適用を開始する場合は、エに規定する申出を当社が承諾

した日を含む料金月の初日（その料金月において、ａｕ契約（本割

引に相当する適用を受けるものに限ります｡)からの契約移行があっ

たときは、その契約移行のあった日とします｡)以降の通話に関する

料金（その契約移行があった日以降その料金月において、新たに契

約移行があったときは、その新たに契約移行があった日の前日まで

のものに限ります｡)について、本割引の適用の対象とします。 

ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。 
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(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その他オに列挙する規定のいずれかに該当することとなった

とき。 

ケ クの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代表

回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選択代

表回線を指定していただきます。 

コ クの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ

いては、次表のとおりとします。 

    この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ

り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた

ときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その廃止日（ＬＴＥサービス利用権の譲

渡又は契約者の地位の承継により本割引

の適用を廃止したときは、その譲渡承諾

日又は地位の承継の届出日とします｡)を

含む料金月の前料金月の末日までの通話

に関する料金について、本割引の適用の

対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの

利用の一時休止、Ｌ

ＴＥ契約の解除又は

ＬＴＥシングルへの

ＬＴＥサービスの種

類の変更があったと

き。 

一時休止日、契約解除日又はＬＴＥサー

ビスの種類の変更日までの通話に関する

料金について、本割引の適用の対象とし

ます。 

備考 その料金月において、ａｕ契約（ＷＩＮ割引の適用に係る

ものに限ります｡)への契約移行があったときは、その料金月に

おける本割引とＷＩＮ割引の計算をあわせて行い、その合計額

を請求することができるものとします。 

サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線に

ついて、同一料金月内において、本割引の適用の廃止（契約移行に

伴うものを除きます｡)後、本割引若しくは(22)又は第１（基本使用

料等）の(７)若しくは(８)の適用の申込み（ＷＩＮ約款に定める相

当する申込みを含みます｡)をしたときは、その申込日を含む料金月

の前料金月までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象

とします。 

シ  割引選択代表回線がＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線である

場合は、アの規定にかかわらず、定額料の支払いを要しません。 

ス  割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の有無

にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であって
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も、アに規定する定額料の支払いを要します。 

  ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線につい

て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、通話を全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設

備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたときは、この限りで

ありません。 

セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。 

ソ 定額料については、日割りは行いません。 

タ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り上げます。 

チ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの契約者回線、

ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その

他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないとき

は、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線及び他網契約者回線について本割引の適用を廃止す

ることがあります。 

ツ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社

が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求

額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります｡)又はそ

の目安となる金額を通知します。 

    ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな

いことがあります。 

テ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお

いて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網契約

者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引

選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必

要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通知すること

を承諾していただきます。 

(24) 相互接続通

信の料金の取

扱い 

 

ＫＤＤＩ株式会社が提供するデータ送受信サービスの他網契約者回線

（当社が別に定める電気通信番号が付与されたものに限ります｡)との

間の相互接続通信の料金については、その相互接続通信に伴う他網相

互接続通信の料金額と合わせて２－１－１の規定により算定した料金

額から、ＫＤＤＩ株式会社が定めるデータ送受信サービス契約約款の

規定により算定したその他網相互接続通信の料金額を控除した額とし

ます。 

(25)  削除  

(26) 契約者を単

位とする金額

指定割引の適

用を受けてい

る契約者回線

に係る通話料

の月極割引の

ア 当社は、第１(基本使用料等)１（適用）(10)に規定する契約者を

単位とする金額指定割引の適用期間中、同(10)に規定する割引選択

回線群を構成するその契約者回線（基本使用料の料金種別がＬＴＥ

シングルに係るものを除きます｡)からの通話（(10)の２又は(10)の

３の適用を受けた通話、国際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者

に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた

通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄に
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適用 

（まるごとビ

ジネス割引） 

おいて同じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供する

ローミングに係る料金を含み、(11)若しくは(12)に規定する定額料

又は(27)に規定する定額対象部分を除きます。以下この欄において

同じとします｡)の月間累計額（(10)、(10)の４、(11)、(12)、(12)

の２、(13)、(20)又は(27)の適用による場合は、適用した後の額と

します。以下この欄において同じとします｡)について、その月間累

計額に次表に定める割引率を乗じて得た額（その料金月中に基本使

用料の料金種別の変更があったときは、同一の基本使用料の料金種

別が連続して適用されているその料金月中の期間ごとに通話に関す

る料金を合計し、その合計して得た額のそれぞれに、その基本使用

料の料金種別に応じて定まる次表に定める割引率を乗じて得た額を

総合計して得た額とします。以下この欄において「本割引に係る通

話料割引額」といいます｡)の割引を行うことをいいます。 

割引率 

20％ 

備考 

その料金月の末日（その契約者回線に係るＬＴＥ契約の解除（契約変

更又は契約移行に係るものを除きます｡)があったときは、その解除のあ

った日）におけるその基本使用料の料金種別がオフィスケータイプラ

ン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、オフィスケータイプラ

ン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン（ＶＫ）以外のものである場合の

割引率は、０％とします。 

イ その割引選択回線群に係る月間利用額が、契約者からあらかじめ

申出のあった指定金額に満たない場合の取扱いについては、第１

（基本使用料等）１（適用）(10)に定めるところによります。 

ウ 割引選択回線群構成日を含む料金月から起算して、第１（基本使

用料等）１（適用）(10)の規定によりあらかじめ申出のあった指定

期間が経過することとなる日が到来する前に、割引選択回線群を構

成する全ての契約者回線について本割引の適用が廃止された場合の

取扱いについては、第１（基本使用料等）１（適用）(10)のナに定

めるところによります。 

エ 上記のほか、本割引に係る通話料割引額の計算等、本割引の適用

については、第１（基本使用料等）１（適用）(10)の規定に準じて

取り扱います｡)。 

(27) 特定の契約

者回線等への

通話に対する

定額料の適用 

（ビジネス通

話定額） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申込みにより、特定の契約者回線等

への通話に対する定額料の適用（(ア)に規定する定額料を支払った

場合に、(イ)に規定する定額対象回線群を構成するその契約者回線

から行われる、(エ)に規定する定額対象電話番号への通話（(20)の

適用を受けた通話、国際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者に課

金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通

話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄にお

いて「定額対象通話」といいます｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会

社が提供するローミングに係る料金を含み、(11)又は(12)に規定す

る定額料を除きます｡)の月間累計額（(10)、(10)の４、(11)又は

(12)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄に
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おいて同じとします｡)について、２（料金額）の規定にかかわら

ず、(ア)に規定する額の割引を行う取扱いをいいます。以下この欄

において「本定額適用」といいます｡)を行います。 

  ただし、その料金月の末日における定額対象電話番号の数が２に

満たない場合は、この限りでありません。 

(ア) 定額料及び割引額 

 １契約ごとに月額

定額料 割引額 

税抜額 300 円 

 

定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話

に関する料金（別記 15 の規定により測定した通

話時間がその通話を開始した時点から 90 分以内

の部分（カケホ、カケホ（Ｖ）、カケホ（ケー

タイ／Ｖ）又は標準プラン（通話定額の適用を

受けるものに限ります｡)に係る基本使用料の料

金種別の適用を受けている契約者回線から行っ

た通話については、その通話を開始した時点か

ら 90 分を超える部分を含みます｡)に係るものに

限ります。以下この(27)において「定額対象部

分」とします｡)の月間累計額 

備考 その料金月の末日（その契約者回線に係るＬＴＥ契約の解除

（契約変更又は契約移行に係るものを除きます｡)があったとき

は、その解除のあった日）における基本使用料の料金種別がカケ

ホ、オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケ

ータイ）、カケホ（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）、カケ

ホ（ケータイ／Ｖ）、オフィスケータイプラン（ＶＫ）又は標準

プラン（通話定額の適用を受けるものに限ります｡)である場合の

定額料の額は、税抜額０円とし、ＬＴＥプランＳ、ＶＫプラン

Ｍ、ＶＫプランＳ又は標準プラン（通話定額ライト及び通話定額

の適用を受けるものを除きます｡)である場合の定額料の額は、税

抜額 900 円とします。 

(イ) 定額対象回線群 

定額対象回線群 

以下の電気通信回線により構成される回線群 

① 本定額適用を選択する契約者回線 

② 当社のＷＩＮ約款に定める特定の契者回線等への通話に対す

る定額料の適用（以下この(27)において「ＷＩＮ定額適用」と

いいます｡)を選択するＷＩＮ契約者回線 

③ ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款又はＷＩＮ約款に定める特定

の契者回線等への通話に対する定額料の適用（以下この(27)に

おいて「特定定額適用」といいます｡)を選択する他網契約者回

線 

④ クの規定に基づき電話番号が登録された(ウ)に定める特定サ

ービスの電気通信回線 

(ウ) 特定サービス 

特定サービス 
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当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービ

ス、光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクトサ

ービス若しくはａｕオフィスナンバーサービス若しくはａｕひか

りビジネスサービス契約約款に定めるａｕひかりビジネスサービ

ス又はＫＤＤＩ株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款

に定める音声通信サービスⅠ、光ダイレクトサービス契約約款に

定める一般光ダイレクト電話サービス若しくはａｕオフィスナン

バーサービス（それぞれ当社の光ダイレクトサービス契約約款に

定める一般光ダイレクトサービス又はａｕオフィスナンバーサー

ビスの用に供するものを除きます｡｡)、イントラネットＩＰ電話サ

ービス契約約款に定める一般イントラネットＩＰ電話サービス、

ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サ

ービス、ａｕひかりビジネスサービス契約約款に定める一般ａｕ

ひかりビジネスサービス（当社のａｕひかりビジネスサービス契

約約款に定めるａｕひかりビジネスサービスの用に供するものを

除きます｡)、インターネット接続サービス契約約款に定めるフレ

ッツ対応サービス（タイプⅡ（プランⅡのものに限ります｡)のも

のに限ります｡)若しくはＩＰ電話サービスⅠ、ＦＴＴＨサービス

契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービス、ケーブルプラス電話サ

ービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話、ケーブルプラ

ス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話、

ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款に定めるケーブルプ

ラスホーム電話サービス若しくはマンションプラス電話サービス

契約約款に定める一般マンションプラス電話であって、サービス

が現に提供されているもの 

(エ) 定額対象電話番号 

定額対象電話番号 

① その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約

者回線に係る電話番号 

② その契約者回線が属する定額対象回線群を構成するＷＩＮ契

約者回線に係る電話番号 

③ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他網契約

者回線に係る電話番号 

④ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する特定サー

ビスの電気通信回線に係る電話番号（当社が別に定める方法に

より登録されるものに限ります｡) 

イ 本定額適用は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きま

す｡)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択する

ことができます。 

(ア) 基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、ジ

ュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃ

ｈプラン又はジュニアケータイプランのもの 

(イ) 第１（基本使用料等）１（適用）(７)の適用を受けているも

の 

(ウ) (28)の適用を受けているもの 
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ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に

ついては、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本定額適用を選択する契約者は、１の定額対象回線群を指定して

当社に申し出ていただきます。                

  この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定め

る方法により本定額適用の利用態様を申告していただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を

除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

ものを含みます｡)でないとき。 

(イ) その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、

その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が２以上でない

とき。 

(ウ) その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

(エ) その申出のあった契約者回線が(22) 、(23)又は第１（基本

使用料等）１（適用）(８)を選択する場合であって、その契約者

回線並びに定額対象回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契

約者回線及び他網契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月

極割引、特定加入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者

を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に

属さないとき。 

(オ) (エ)に定める場合において、その定額対象回線群が属する契

約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通話に

係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰに係

る割引選択回線群において、定額対象回線群の数と(28)に定める

定額対象回線群の数を合算した合計が、当社が別に定める数を超

えるとき。 

(カ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(キ) その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を

構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線、他網契約者回線又

は特定サービスの電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき

（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(ク) その契約者がエの規定により申告した本定額適用の利用態様

により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じる

と当社が判断したとき。 

(ケ) その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が 1001 以

上となるとき。 

(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本定額適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に係

る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。 
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  この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成するＷＩＮ契約

者回線又は他網契約者回線が代表回線として指定されている場合を

除き、定額対象回線群を構成する契約者回線のうちいずれか１の契

約者回線を、代表回線として指定していただきます。 

キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号

を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に

定める方法により申し出ていただきます。 

ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定

サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構

成する契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線の契約者

名義と同一の場合に限り、承諾します。 

ケ 本定額適用を受けるＬＴＥ契約者は、エの規定により申し出た内

容に変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し

出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出を

オの規定に準じて取扱います。 

コ 本定額適用の計算は、料金月単位で行います。  

サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初

日（その料金月において、ａｕ契約（本割引に相当する適用を受け

るものに限ります｡)からの契約移行があったときは、その契約移行

のあった日とします｡)以降の通話に関する料金（その契約移行があ

った日以降その料金月において、新たに契約移行があったときは、

その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります｡)につ

いて、本定額適用の対象とします。 

シ 当社は、本定額適用を受けている契約者回線について、契約者か

ら本定額適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場

合には、本定額適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。  

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(オ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その他オのいずれか（(イ)を除きます｡)に該当することとな

ったとき。 

ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であ

るとき、又はシに相当する当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社

のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款の規定に基づき、その定額対象回

線群を構成するＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線（代表回線の

ものに限ります｡)について、ＷＩＮ定額適用又は特定定額適用の廃

止があったときは、その定額対象回線群を構成するいずれか１の契

約者回線を新たに代表回線として指定していただきます。 

  ただし、ＷＩＮ定額適用に係る当社のＷＩＮ約款又は特定定額適

用に係るＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款の規定

に基づき、その定額対象回線群を構成するいずれか１のＷＩＮ契約

者回線又は他網契約者回線が代表回線として指定される場合は、こ
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の限りでありません。 

セ シの規定により本定額適用を廃止した場合における取扱いについ

ては、次表のとおりとします。                 

  この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ

り本定額適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じたと

きは、１欄の規定によるものとします。 

区分 定額制の適用 

１ ２以外により本定

額適用を廃止したと

き。 

その廃止日（ＬＴＥサービス利用権の譲

渡又は契約者の地位の承継により本定額

適用を廃止したときは、その譲渡承諾日

又は地位の承継の届出日とします｡)を含

む料金月の前料金月の末日までの定額対

象通話に関する料金について、本定額適

用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの

利用の一時休止、Ｌ

ＴＥ契約の解除又は

ＬＴＥシングルへの

ＬＴＥサービスの種

類の変更があったと

き。 

一時休止日、契約解除日又はＬＴＥサー

ビスの種類の変更日までの通話に関する

料金について、本定額適用の対象としま

す。 

ソ  本定額適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又は

１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する

定額料の支払いを要します。 

  ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線につい

て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、通話を全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設

備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたときは、この限りで

ありません。 

タ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。  

チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。 

ツ 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により

契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で

発生する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障

が生じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線

群を構成する全て又は一部の契約者回線について、本定額適用を廃

止することがあります。 

  この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知し

ます。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。  

テ 当社は、その定額対象回線群を構成するいずれかの契約者回線、

ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その

他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないとき
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は、その定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線及び他網契約者回線について本定額適用を廃止する

ことがあります。 

ト  契約者は、定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお

いて、ＫＤＤＩ株式会社がその定額対象回線群を構成する他網契約

者回線について特定定額適用の可否等を判断するために必要な範囲

で、その定額対象回線群を構成する契約者回線及び特定サービスの

電気通信回線に係る情報（利用状況その他の情報を含みます｡)を、

当社がＫＤＤＩ株式会社に通知することを承諾していただきます。

(28) 第２種定期

ＬＴＥ契約に

係る通話料の

割引の適用 

（法人通話・

パケット割） 

ア 第２種定期ＬＴＥ契約に係る通話料の割引の適用（以下この欄に

おいて「本割引」といいます｡)とは、第２種定期ＬＴＥ契約者から

の申込みにより、(ア)に規定する定額料を支払った場合に、その契

約者回線からの通話に関する料金について、(ア)から(イ)の取扱い

を行うことをいいます。 

(ア) 定額対象回線群（①に定める定額対象回線により構成される

回線群をいいます。以下この欄において同じとします｡)を構成す

る契約者回線から行われる、③に定める定額対象電話番号への通

話（(20)の適用を受けた通話、国際ＳＭＳ送信、その通話の料金

を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用し

て行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。

以下この欄及び(29)において「定額対象通話」といいます｡)に関

する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を

含み、(11)又は(12)に規定する定額料を除きます｡以下この欄に

おいて同じとします｡)の月間累計額（(10)、(10)の４、(11)又は

(12)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄

において同じとします｡)について、２（料金額）の規定にかかわ

らず、次表に規定する額の割引を行う取扱い 

１契約ごとに月額

定額料 割引額 

税抜額 900 円  定額対象電話番号に係る電気通信回線への通

話に関する料金（別記 15 の規定により測定

した通話時間がその通話を開始した時点から

90 分以内の部分（カケホ、カケホ（Ｖ）、カ

ケホ（ケータイ／Ｖ）又は標準プラン（通話

定額の適用を受けるものに限ります｡)に係る

基本使用料の料金種別の適用を受けている契

約者回線から行った通話については、その通

話を開始した時点から 90 分を超える部分を

含みます｡)に係るものに限ります。以下この

(28)及び(29)において「定額対象部分」とし

ます｡)の月間累計額 

① 定額対象回線 

定額対象回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＷＩＮ約款に定める第２種定

期ａｕ契約に係る通話料の割引（以下この(28)及び(29)において
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「ＷＩＮ割引」といいます｡)を選択するＷＩＮ契約者回線、ＫＤＤ

Ｉ株式会社のＬＴＥ約款に定める第２種定期ＬＴＥ契約に係る通話

料の割引の適用若しくはＷＩＮ約款に定める第２種定期ａｕ契約に

係る通話料の割引の適用（以下この(28)及び(29)において「特定割

引」といいます｡)を選択する他網契約者回線又はクの規定に基づき

電話番号が登録された②に定める特定サービスの電気通信回線 

② 特定サービス 

特定サービス 

当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービ

ス、光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクトサ

ービス若しくはａｕオフィスナンバーサービス若しくはａｕひか

りビジネスサービス契約約款に定めるａｕひかりビジネスサービ

ス又はＫＤＤＩ株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款

に定める音声通信サービスⅠ、光ダイレクトサービス契約約款に

定める一般光ダイレクト電話サービス若しくはａｕオフィスナン

バーサービス（それぞれ当社の光ダイレクトサービス契約約款に

定める一般光ダイレクトサービス又はａｕオフィスナンバーサー

ビスの用に供するものを除きます｡｡)、イントラネットＩＰ電話サ

ービス契約約款に定める一般イントラネットＩＰ電話サービス、

ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サ

ービス、ａｕひかりビジネスサービス契約約款に定める一般ａｕ

ひかりビジネスサービス（当社のａｕひかりビジネスサービス契

約約款に定めるａｕひかりビジネスサービスの用に供するものを

除きます｡)、インターネット接続サービス契約約款に定めるフレ

ッツ対応サービス（タイプⅡ（プランⅡのものに限ります｡)のも

のに限ります｡)若しくはＩＰ電話サービスⅠ、ＦＴＴＨサービス

契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービス、ケーブルプラス電話サ

ービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話、ケーブルプラ

ス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話、

ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款に定めるケーブルプ

ラスホーム電話サービス若しくはマンションプラス電話サービス

契約約款に定める一般マンションプラス電話であって、サービス

が現に提供されているもの 

③ 定額対象電話番号 

１ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約者

回線に係る電話番号 

２ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成するＷＩＮ契約

者回線に係る電話番号 

３ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他網契約者

回線に係る電話番号 

４ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する特定サービ

スの電気通信回線に係る電話番号（当社が別に定める方法によ

り登録されるものであって、(25)の適用を受けないものに限り

ます｡) 

(イ) 定額対象回線群を構成する契約者回線からの通話（(10)の２
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又は(10)の３の適用を受けた通話、国際ＳＭＳ送信、その通話の

料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利

用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きま

す。以下この欄において同じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ

株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、(11)又は(12)

に規定する定額料を除きます。以下この欄において同じとしま

す｡)の月間累計額（(ア)、(10)、(10)の４、(11)、(12)、(12)の

２、(13)、(19)、(20)、(21)又は(29)の適用による場合は、適用

した後の額とします。以下この欄において同じとします｡)に

0.20 を乗じて得た額の割引を行う取扱い 

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きます｡)

の契約者回線（第２種定期ＬＴＥ契約に係るものに限ります｡)であ

って、次に該当しないものに限り、選択することができます。 

(ア) 基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、ジ

ュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃ

ｈプラン又はジュニアケータイプランのもの 

(イ) 第１（基本使用料等）１（適用）(７)又は(10)の適用を受け

ているもの 

(ウ) (27)の適用を受けているもの 

ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に

ついては、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の定額対象回線群を指定して当社

に申し出ていただきます。 

  この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定め

る方法により、本割引の利用態様を申告していただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を

除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

ものを含みます｡)でないとき。 

(イ) その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、

その定額対象回線群に係る定額対象電話番号（アの③の表の４の

ものを除きます｡)の数が２以上でないとき。 

(ウ) その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

(エ) その申出のあった契約者回線が(22)、(23)又は第１（基本使

用料等）１（適用）(８)を選択する場合であって、その契約者回

線並びに定額対象回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約

者回線及び他網契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極

割引、特定加入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者を

単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属

さないとき。 

(オ) (エ)に定める場合において、その定額対象回線群が属する契

約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通話に

係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰに係
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る割引選択回線群において、定額対象回線群の数と(27)に定める

定額対象回線群の数を合算した合計が、当社が別に定める数を超

えるとき。 

(カ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係

を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除き

ます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認め

るとき。 

(キ) その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を

構成する他の契約者回線、ＷＩＮ契約者回線、他網契約者回線又

は特定サービスの電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき

（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(ク) その契約者がエの規定により申告した本割引の利用態様によ

り、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当

社が判断したとき。 

(ケ) その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が 1001 以

上となるとき。 

(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本割引の適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に

係る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。

この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成するＷＩＮ契約者

回線又は他網契約者回線が代表回線として指定されている場合を除

き、定額対象回線群を構成する契約者回線のうちいずれか１の契約

者回線を、代表回線として指定していただきます。 

キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号

を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に

定める方法により申し出ていただきます。 

ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定

サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構

成する契約者回線、ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線の契約者

名義と同一の場合に限り、承諾します。 

ケ 本割引の適用を受ける契約者は、エの規定により申し出た内容に

変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て

当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をオの

規定に準じて取扱います。 

コ 本割引の計算は、料金月単位で行います。  

サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初

日（その料金月において、ａｕ契約（本割引に相当する適用を受け

るものに限ります｡)からの契約移行があったときは、その契約移行

のあった日とします｡)以降の通話に関する料金（その契約移行があ

った日以降その料金月において、新たに契約移行があったときは、

その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります｡)につ

いて、本割引の対象とします。 

シ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本割引の適用を廃止します。 
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(ア) ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったとき。  

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。  

(オ) 一般ＬＴＥ契約又は他の種別の定期ＬＴＥ契約への契約変更

があったとき。 

(カ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(キ) その他オのいずれか（(イ)を除きます｡)に該当することとな

ったとき。 

ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であ

るとき、又はシに相当する当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社

のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款の規定に基づき、その定額対象回

線群を構成するＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線（代表回線の

ものに限ります｡)について、ＷＩＮ割引又は特定割引の適用の廃止

があったときは、その定額対象回線群を構成するいずれか１の契約

者回線を新たに代表回線として指定していただきます。 

  ただし、ＷＩＮ割引に係る当社のＷＩＮ約款又は特定割引に係る

ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款の規定に基づ

き、その定額対象回線群を構成するいずれか１のＷＩＮ契約者回線

又は他網契約者回線が代表回線として指定される場合は、この限り

でありません。 

セ シの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ

いては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ

り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた

ときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割引

の適用を廃止したと

き。 

その廃止日（ＬＴＥサービス利用権の

譲渡又は契約者の地位の承継により本

割引を廃止したときは、その譲渡承諾

日又は地位の承継の届出日とします｡)

を含む料金月の前料金月の末日までの

通話に関する料金について、本割引の

適用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利

用の一時休止、ＬＴＥ

契約の解除、一般ＬＴ

Ｅ契約若しくは他の種

別の定期ＬＴＥ契約へ

の契約変更又はＬＴＥ

シングルへのＬＴＥサ

ービスの種類の変更が

あったとき。 

一時休止日、契約解除日、契約変更日

又はＬＴＥサービスの種類の変更日ま

での通話に関する料金について、本割

引の適用の対象とします。 

備考 その料金月において、ａｕ契約（ＷＩＮ割引の適用に係る
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ものに限ります｡)への契約移行があったときは、その料金月に

おける本割引とＷＩＮ割引の計算（アの(イ)に係るものに限り

ます｡)をあわせて行い、その合計額を請求することができるも

のとします。 

ソ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。 

タ  本割引の適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又

は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定す

る定額料の支払いを要します。 

  ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線につい

て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、通話を全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設

備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたときは、この限りで

ありません。 

チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。 

ツ 当社は、その契約者回線が属する定額対象回線群に係る定額対象

電話番号（アの③の表の４に係るものを除きます。以下このツにお

いて「控除対象電話番号」といいます｡)の数に応じて、アに規定す

る定額料について、次表に規定する額を控除します。 

                      １契約ごとに月額 

その料金月の末日における

控除対象電話番号の数 
控除額 

１以上 30 以下の場合 アに規定する定額料の額 

31 以上の場合 アに規定する定額料の料金額に 30 を

乗じて得た額を、その料金月の末日

における控除対象電話番号の数で除

して得た額 

テ アに規定する割引額及びツに規定する控除額の計算において、そ

の計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ

ます。 

ト 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により

契約者が申告した本割引の利用態様から著しく乖離する態様で発生

する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生

じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線群を

構成する全て又は一部の契約者回線について、本割引の適用を廃止

することがあります。 

  この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知し

ます。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。  

ナ 当社は、その定額対象回線群を構成するいずれかの契約者回線、

ＷＩＮ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その

他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないとき

は、その定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線、Ｗ

ＩＮ契約者回線及び他網契約者回線について本割引の適用を廃止す
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ることがあります。 

ニ  契約者は、定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお

いて、ＫＤＤＩ株式会社がその定額対象回線群を構成する他網契約

者回線について特定割引の適用の可否を判断するために必要な範囲

で、その定額対象回線群を構成する契約者回線及び特定サービスの

電気通信回線に係る情報（利用状況その他の情報を含みます｡)を、

当社がＫＤＤＩ株式会社に通知することを承諾していただきます。

(29) 第２種定期

ＬＴＥ契約に

係る通話料の

適用 

（法人通話・

パケット割） 

ア 当社は、(28)に規定する定額対象回線群を構成する契約者回線

（この取扱いの適用を選択しているものに限ります。以下この欄に

おいて同じとします｡)からの通話（(10)の２又は(10)の３の適用を

受けた通話、国際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者に課金する

取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話、プリ

ペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄において同じ

とします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミング

に係る料金を含み、(11)又は(12)に規定する定額料を除きます。以

下この欄において同じとします｡)の月間累計額（(10)、(10)の４、

(11)、(12)、(12)の２、(19)、(20)、(21))又は(28)のアの(ア)の

適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において

同じとします｡)について、次表に規定する額を控除する取扱い（以

下この欄において「本取扱い」といいます｡)を行います。 

控除額 

１の契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額に、充当比

率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数を

切り上げます｡)。 

この場合において、充当比率は、その定額対象回線群を構成する

ＷＩＮ割引の規定に基づくＷＩＮ契約者回線又は特定割引の規定

に基づく他網契約者回線に係る全ての充当可能額の合計額を、月

間通話累計額（その定額対象回線群を構成する契約者回線からの

通話に関する料金の月間累計額をいいます｡)にＷＩＮ割引又は特

定割引の規定に定める全ての月間通話累計額及び月間パケット累

計額を加算した額で除して得た値（１を超える場合は、１としま

す｡)とします。 

イ 本取扱いは、(28)の適用を受けている契約者回線（基本使用料の

料金種別が次表に定めるものを除きます｡)に限り、選択することが

できます。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプランＳ、ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン、カケ

ホ（ケータイ／Ｖ）又はスーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 

エ 当社は、ウに規定する申出があったときは、その申出のあった契

約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約者回線、ＷＩ

Ｎ契約者回線、他網契約者回線及び特定サービスの電気通信回線に

ついて、本取扱いの適用を受けている場合に限り、これを承諾しま

す。 

オ 本取扱いの適用を開始する場合は、イに規定する申出を当社が承
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諾した日を含む料金月の初日（その料金月において、ａｕ契約（本

割引に相当する適用を受けるものに限ります｡)からの契約移行があ

ったときは、その契約移行のあった日とします｡)以降の通話に関す

る料金（その契約移行があった日以降その料金月において、新たに

契約移行があったときは、その新たに契約移行があった日の前日ま

でのものに限ります｡)について、本取扱いの適用の対象とします。

カ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約

者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) (28)の適用の廃止があったとき。 

(イ) イに定める基本使用料の料金種別への変更があったとき。 

キ カの規定により本取扱いの適用を廃止した場合、その通話料につ

いては、次表のとおりとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２又は３以外によ

り本取扱いの適用を

廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の前料金月の末

日までの通話に関する料金について、本

取扱いの適用の対象とします。 

２ (28)の適用の廃止

により本取扱いの適

用を廃止したとき。 

(28)のセの規定によりその通話料が第２

種定期ＬＴＥ契約に係る通話料の割引の

適用の対象とされる日まで、本取扱いの

適用の対象とします。 

３ カの(イ)の規定に

より本取扱いの適用

を廃止したとき。 

料金種別の変更があった日の前日（当社

が別に定める事由に該当する場合は、別

に定める日とします｡)まで、本取扱いの

適用の対象とします。 

備考 その料金月において、ａｕ契約（ＷＩＮ割引の適用に係るも

のに限ります｡)への契約移行があったときは、その料金月におけ

る本割引とＷＩＮ割引の計算をあわせて行い、その合計額を請求

することができるものとします。 

ク 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 

(30)  電話番号案

内接続に係る

通話料の取扱

い 

ア 当社は、第１（基本使用料等）１（適用）(６)の適用を受けてい

る契約者回線からの通話（電話番号案内接続に係るものに限りま

す｡)については、２（料金額）に規定する電話番号案内料及び通話

料の支払いを免除します。 

イ アの規定によるほか、電話番号案内料、通話料の支払い免除者の

取扱い及び支払いを要しない場合並びにその他の提供条件について

は、電話番号案内事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱いま

す。                             

(31) 通話料の減

免 

次の通話については、その料金の支払いを要しません。 

ア 電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気

通信番号を用いた通話 

イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれ

ぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備

であって、当社が指定したものへの通話 

ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求等のために協定事業
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者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定し

たものへの通話 
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２ 料金額 

 

２－１ ＬＴＥサービスに係るもの 

 

２－１－１ 通常通話に係るもの 

 

２－１－１－１ ２－１－１－２から２－１－１－３以外のもの 

  

(１) 基本使用料の料金種別がＬＴＥプラン、ＬＴＥプランＳ、ジュニアスマー

トフォンプラン、ＬＴＥプラン（Ｖ）、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、

ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン又はｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプ

ランのもの 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 20 円 

 

(２) 基本使用料の料金種別が標準プラン、カケホ、スーパーカケホ、シンプル、

カケホ（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ）、シンプル（Ｖ）、スーパーカケホ

（Ｖ・ａ）、カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）又は

ジュニアケータイプランのもの 

ア イ以外のもの 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 20 円 

 

イ ワイドスター通信サービス（第２種ワイドスターに限ります｡)の電気通信

回線への通話に係るもの 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 50 円 

 

(３) 基本使用料の料金種別がオフィスケータイプラン、オフィスケータイプラ

ンＶＫ（ケータイ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプ

ラン（ＶＫ）のもの 

       ア イ以外のもの 

区分 料金額 

通話料 １分までごとに税抜額 50 円 

 

       イ 加入電話サービス又はＩＰ電話サービスに係る他網契約者回線（当社が

別に定める電気通信設備を含みます｡)への通話に係るもの 

区分 料金額 

通話料 ３分までごとに税抜額 10 円 

 

(４) 基本使用料の料金種別がナンバーシェアプランのもの 

別表１（オプション機能）20欄（ナンバーシェア機能）に定めるとおりと

します。 
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２－１－１－２ 電話番号案内接続に係るもの 

  

区分 料金額 

電話番号案内料 １の電話番号の案内ごとに税抜額 200 円 

通話料 ２－１－１に規定する各料金種別の料金額と同額 

 

 

２－１－１－３ ＳＭＳ機能に係るもの 

 

(１) (２)以外のもの 

１送信ごとに 

区分 料金額 

通話料 

 送信文字数 税抜額 

70 文字まで 

(半角英数字のみの場合 160 文字まで) 
３円

71 文字から 134 文字まで 

(半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) 
６円

135 文字から 201 文字まで 

(半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) 
９円

202 文字から 268 文字まで 

(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) 
12 円

269 文字から 335 文字まで 

(半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) 
15 円

336 文字から 402 文字まで 

(半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) 
18 円

403 文字から 469 文字まで 

(半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) 
21 円

470 文字から 536 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) 
24 円

537 文字から 603 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) 
27 円

604 文字から 670 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) 
30 円

 

(２) 国際ＳＭＳ送信に係るもの 

１送信ごとに 

区分 料金額 

通話料 

 送信文字数 

70 文字まで 

(半角英数字のみの場合 160 文字まで) 
100 円

71 文字から 134 文字まで 200 円
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(半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) 

135 文字から 201 文字まで 

(半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) 
300 円

202 文字から 268 文字まで 

(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) 
400 円

269 文字から 335 文字まで 

(半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) 
500 円

336 文字から 402 文字まで 

(半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) 
600 円

403 文字から 469 文字まで 

(半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) 
700 円

470 文字から 536 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) 
800 円

537 文字から 603 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) 
900 円

604 文字から 670 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) 
1,000 円

 



 - 料通 56 -

２－１－２ プリペイド通話に係るもの 

 

区分 

料金額 

次の秒数までごとに 10 円 

昼間 夜間 土曜日・日曜

日・祝日 

深夜・早朝 

通話料 15 秒 14.5 秒 15 秒 14.5 秒 
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２－１－３ ａｕ国際通話に係るもの 

 

(１) (２)以外のもの 

区分 料金額 

通話料 
30 秒までごとに次の料金額

 通話先区分 

通話先区分１ 20 円

通話先区分２ 55 円

通話先区分３ 65 円

通話先区分４ 85 円

通話先区分５ 95 円

備考 各通話先区分における地域については、別表４（ａｕ国際通話の通話先地域）に定

めるところによります。 

 

(２) 特定衛星携帯電話等に係るもの 

区分 料金額 

通話料 
１分までごとに次の料金額 

 通話先区分 

特定衛星携帯電話１（スラーヤ） 275 円

特定衛星携帯電話２（イリジウム） 380 円

インマルサットＦ型、インマルサットＢＧＡＮ型又はイ

ン マ ル サ ッ ト Ｆ Ｂ 型 （ そ の 通 話 の 相 手 先 が

64kbit/sAudio/Speach モード以外の場合）       

260 円

インマルサットＦ型、インマルサットＢＧＡＮ型又はイ

ン マ ル サ ッ ト Ｆ Ｂ 型 （ そ の 通 話 の 相 手 先 が

64kbit/sAudio/Speach モードの場合） 

840 円
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２－１－４ 相互接続点からの通話に係るもの 

                       

(１) (２)以外のもの 

区分 料金額 

通話料 

次の秒数までごとに 

税抜額 10 円 

昼間 夜間 
土曜日・日

曜日・祝日 

深夜・ 

早朝 

地域内・地域隣接県通話 20 秒 20 秒 20 秒 30 秒

地域隣接県外通話 15 秒 20 秒 20 秒 30 秒

 

 

(２) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆

電話の電話機から行った通話に係るもの 

区分 料金額 

通話料 

次の秒数までごとに 10 円 

昼間 夜間 
土曜日・日

曜日・祝日 

深夜・ 

早朝 

地域内・地域隣接県通話 11.5 秒 15 秒 15 秒 22.5 秒

地域隣接県外通話 9.5 秒 15 秒 15 秒 22.5 秒
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２－２ ＬＴＥモジュールに係るもの 

 

２－２－１ ＳＭＳ機能に係るもの 

１送信ごとに 

区分 料金額 

通話料 

 送信文字数 税抜額 

70 文字まで 

(半角英数字のみの場合 160 文字まで) 
３円

71 文字から 134 文字まで 

(半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) 
６円

135 文字から 201 文字まで 

(半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) 
９円

202 文字から 268 文字まで 

(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) 
12 円

269 文字から 335 文字まで 

(半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) 
15 円

336 文字から 402 文字まで 

(半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) 
18 円

403 文字から 469 文字まで 

(半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) 
21 円

470 文字から 536 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) 
24 円

537 文字から 603 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) 
27 円

604 文字から 670 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) 
30 円
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第３ データ通信料 

１ 適用 

データ通信料の適用については、第 57 条（通話料及びデータ通信料の支払義務）の

規定によるほか、次のとおりとします。 

データ通信料の適用 

(１) データ通信料

の適用 

データ通信料の適用は、１料金月の課金対象データの総情報量につ

いて 1,024 バイトまでごとに１の課金対象データとし、２（料金

額）に規定する料金額を適用します。 

(２) ローミングの

データ通信料の

適用 

ローミング（ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に規定するＬＴＥサー

ビス又はＬＴＥモジュールの提供を受けているものに限ります｡)の

契約者回線に係るデータ通信については、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴ

Ｅ約款料金表に規定する各料金種別の料金額と同額を適用します。 

(３) 特定のデータ

通信への定額制

の適用 

（ＬＴＥフラッ

ト） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申込みにより、そのＬＴＥサービ

ス（第１種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデ

ータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けた

ものを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、

次表に規定する定額料（コの規定により定額料を日割りした場合

はその額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信定額制」といいます｡)を行いま

す。 

                      １契約ごとに月額 

区分 料金額 

定額料 税抜額 5,700 円 

イ 特定データ通信定額制は、第１種ＬＴＥデュアルの契約者回線

であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下この

欄において「対象プラン」といいます｡)に限り、選択することが

できます。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプラン、オフィスケータイプラン 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制の適用の開始は、その申込みを当社が承

諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

  ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制の適用の開始 

１ 特定データ通信定額制の申込みが、そ

の契約者回線に係るＬＴＥ契約の申込み

と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信定額制の申込みが、そ

の契約者回線に係るＬＴＥサービスの再

利用の請求と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 
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３ 特定データ通信定額制の申込みが、第

１種ＬＴＥデュアルへのＬＴＥサービス

の種類の変更に係る請求と同時に行われ

たとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制の申込みが、対

象プランへの基本使用料の料金種別の変

更に係る請求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制の申込みが、端

末設備の購入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制の適用を開始する場合は、その契約移行を行った時点から

特定データ通信定額制の適用を開始するものとします。 

カ 特定データ通信定額制の適用を受けている契約者回線の契約者

は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同

時に行う場合に限り、特定データ通信定額制の適用の廃止を申し

出ることができます。 

キ 当社は、特定データ通信定額制の適用を受けている契約者回線

について、契約者から特定データ通信定額制を廃止する申出があ

った場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ

通信定額制の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

ク キの規定により、特定データ通信定額制の適用を廃止する場合

における取扱いについては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制の適用を廃止した後、２欄、３欄又は

４欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ２欄、３欄

又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制の適用 

１  ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制の適用を廃止

したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制の適用の

対象とします。 

２  ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又ＬＴＥ契約の解除が

あったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制の適用の

対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又対

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に
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象プラン以外への料金種別の

変更があったとき。 

ついて、特定データ通信定額制

の適用の対象とします。 

４ 特定データ通信定額制を廃

止する申出が、端末設備の購

入と同時に行われたとき。 

その申出があった日の前日まで

のデータ通信料について、特定

データ通信定額制の適用の対象

とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制の適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点まで特定

データ通信定額制の適用の対象とするものとします。 

ケ 特定データ通信定額制を選択した契約者は、サに規定する場合

を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たな

い期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要しま

す。 

コ オの表の規定により特定データ通信定額制の適用を開始した場

合又はクの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは区分４

の規定により特定データ通信定額制の適用を廃止した場合は、次

表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、

アに規定する定額料の日割りを行います。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、オの

表の規定により特定データ通信定額制の適用を

開始した場合は、その適用を開始した日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、クの

表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への

契約移行に係るものに限ります｡)に限りま

す｡)、区分３又は区分４の規定により特定デー

タ通信定額制を廃止した場合は、その事由が生

じた日の前日） 

サ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

  この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(３)の２ 特定のデ

ータ通信への定

額制の適用(Ｖ) 

（ＬＴＥフラッ

ト（Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申込みにより、そのＬＴＥサービ

ス（第２種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデ

ータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けた

ものを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、

次表に規定する定額料（コの規定により定額料を日割りした場合

はその額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信定額制（Ｖ）」といいます｡)を
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行います。 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

定額料 税抜額 5,700 円 

イ 特定データ通信定額制（Ｖ）は、第２種ＬＴＥデュアルの契約

者回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以

下この欄において「対象プラン」といいます｡)に限り、選択する

ことができます。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプラン（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制（Ｖ）の適用の開始は、その申込みを当

社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

  ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制（Ｖ）の適用の開

始 

１ 特定データ通信定額制（Ｖ）の申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の

申込みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信定額制（Ｖ）の申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥサービ

スの再利用の請求と同時に行われたと

き。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制（Ｖ）の申込み

が、ＬＴＥデュアルへの第２種ＬＴＥデ

ュアルの種類の変更に係る請求と同時に

行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制（Ｖ）の申込み

が、対象プランへの基本使用料の料金種

別の変更に係る請求と同時に行われたと

き。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制（Ｖ）の申込み

が、端末設備の購入と同時に行われたと

き。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制（Ｖ）の適用を開始する場合は、その契約移行を行った時

点から特定データ通信定額制（Ｖ）の適用を開始するものとし

ます。 

カ 特定データ通信定額制（Ｖ）の適用を受けている契約者回線の

契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請

求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制（Ｖ）の適用

の廃止を申し出ることができます。 
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キ 当社は、特定データ通信定額制（Ｖ）の適用を受けている契約

者回線について、契約者から特定データ通信定額制（Ｖ）を廃止

する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合に

は、特定データ通信定額制（Ｖ）の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

ク キの規定により、特定データ通信定額制（Ｖ）の適用を廃止す

る場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制（Ｖ）の適用を廃止した後、２欄、３

欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ２

欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制（Ｖ）の

適用 

１  ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制（Ｖ）の適用

を廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制（Ｖ）の

適用の対象とします。 

２  ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又ＬＴＥ契約の解除が

あったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制（Ｖ）の

適用の対象とします。 

３ 第１種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

（Ｖ）の適用の対象とします。

４ 特定データ通信定額制

（Ｖ）を廃止する申出が、端

末設備の購入と同時に行われ

たとき。 

その申出があった日の前日まで

のデータ通信料について、特定

データ通信定額制（Ｖ）の適用

の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制（Ｖ）の適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点ま

で特定データ通信定額制（Ｖ）の適用の対象とするものとしま

す。 

ク 特定データ通信定額制（Ｖ）を選択した契約者は、サに規定す

る場合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に

満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを

要します。 

コ オの表の規定により特定データ通信定額制（Ｖ）の適用を開始
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した場合又はクの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への

契約移行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは

区分４の規定により特定データ通信定額制の適用を廃止した場合

は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応

じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、オの

表の規定により特定データ通信定額制（Ｖ）の

適用を開始した場合は、その適用を開始した

日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、クの

表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への

契約移行に係るものに限ります｡)に限りま

す｡)、区分３又は区分４の規定により特定デー

タ通信定額制（Ｖ）を廃止した場合は、その事

由が生じた日の前日） 

サ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

  この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(３)の３ 特定のデ

ータ通信への定

額制の適用Ⅱ 

（データ定額） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申込みにより、そのＬＴＥサービ

ス（第１種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデ

ータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けた

ものを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、

次表に規定する定額料（サの規定により定額料を日割りした場合

はその額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信定額制Ⅱ」といいます｡)を行い

ます。 

この場合において、特定データ通信定額制Ⅱには次表に定める

種類があり、ＬＴＥ契約者は、そのいずれかを選択していただき

ます。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額 

データ定額１ 2,900 円

データ定額２ 3,500 円

データ定額３ 4,200 円

データ定額５ 5,000 円

データ定額８ 6,700 円

データ定額 10 8,000 円
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データ定額 13 9,800 円

データ定額 20 6,000 円

データ定額 30 8,000 円

イ 特定データ通信定額制Ⅱは、第１種ＬＴＥデュアルの契約者回

線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下こ

の欄において「対象プラン」といいます｡)に限り、選択すること

ができます。 

ただし、データ定額１は、スーパーカケホの契約者回線、デー

タ定額２は、カケホの契約者回線に限り、選択することができま

す。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅠ カケホ、スーパーカケホ 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制Ⅱの適用の開始は、その申込みを当社が

承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制Ⅱの適用の開始 

１ 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥ契約の申込

みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥサービスの

再利用の請求と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、

第１種ＬＴＥデュアルへのＬＴＥサービ

スの種類の変更に係る請求と同時に行わ

れたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、

対象プランホへの基本使用料の料金種別

の変更（対象プランの間のものを除きま

す｡)に係る請求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅱの申込みが、

端末設備の購入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅱの適用を開始する場合は、その契約移行を行った時点か

ら特定データ通信定額制Ⅱの適用を開始するものとします。 

カ ＬＴＥ契約者は、特定データ通信定額制Ⅱの種類の変更を請求

することができます。この場合における変更後の特定データ通信

定額制Ⅱの取扱いについては、次表のとおりとします。 

ただし、基本使用料の料金種別がカケホの契約者回線のＬＴＥ

契約者は、データ定額１への変更、スーパーカケホの契約者回線

のＬＴＥ契約者は、データ定額２への変更を請求することはでき
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ません。 

区分 変更後の特定データ通信定額制Ⅱの適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金月の翌料

金月からのデータ通信について、変更後

の特定データ通信定額制Ⅱを適用しま

す。 

(イ) 端末設備の購入

と同時に行われたも

のである場合 

その請求があった日からのデータ通信に

ついて、変更後の特定データ通信定額制

Ⅱを適用します。 

キ 特定データ通信定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線の契約

者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と

同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制Ⅱの適用の廃止を

申し出ることができます。 

ク 当社は、特定データ通信定額制Ⅱの適用を受けている契約者回

線について、契約者から特定データ通信定額制Ⅱを廃止する申出

があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定デ

ータ通信定額制Ⅱを廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

ケ クの規定により、特定データ通信定額制Ⅱの適用を廃止する場

合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅱの適用を廃止した後、２欄、３欄又

は４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２欄、

３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅱの適用

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅱの適用を廃

止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱの適用

の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱの適用

の対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅱの適用の対象とします。 

４ 特定データ通信定額制Ⅱを その申出があった日の前日まで
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廃止する申出が、端末設備の

購入と同時に行われたとき。

のデータ通信料について、特定

データ通信定額制Ⅱの適用の対

象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制Ⅱの適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点まで特

定データ通信定額制Ⅱの適用の対象とするものとします。 

コ 特定データ通信定額制Ⅱを選択した契約者は、シに規定する場

合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満た

ない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要し

ます。 

サ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信定額制Ⅱの適用を開始

したとき。 

(イ) カの規定により特定データ通信定額制Ⅱの種類を変更した

とき。 

(ウ) ケの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の

規定により特定データ通信定額制Ⅱの適用を廃止したとき。 

(エ) 特定データ通信定額制Ⅱの適用を受けている場合であっ

て、料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更

（対象プランの間のものに限ります｡)があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、サの

(ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ特定データ通信定額制Ⅱの適用

開始日、変更後の種類の特定データ通信定額制

Ⅱの適用開始日又は基本使用料の料金種別の変

更日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、サの

(イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ変更前の種類の特定データ通信

定額制Ⅱの適用終了日、ケの表のその事由が生

じた日の前日又は基本使用料の料金種別の変更

日の前日とします｡)） 

シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

ス イ及びカの規定にかかわらず、ＬＴＥ契約者は、次表に定める
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特定データ通信定額制Ⅱの種類の選択又は同種類への変更を請求

することはできません。 

種類 

データ定額８、データ定額 10、データ定額 13 

  

(３)の４ 特定のデ

ータ通信への定

額 制 の 適 用 Ⅱ

（Ｖ） 

（ デ ー タ 定 額

（Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申込みにより、そのＬＴＥサービ

ス（第２種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデ

ータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けた

ものを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、

次表に規定する定額料（サの規定により定額料を日割りした場合

はその額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）」といいます｡)

を行います。 

この場合において、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）には次表に

定める種類があり、ＬＴＥ契約者は、そのいずれかを選択してい

ただきます。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額 

データ定額１（Ｖ） 2,900 円

データ定額２（Ｖ） 3,500 円

データ定額３（Ｖ） 4,200 円

データ定額５（Ｖ） 5,000 円

データ定額８（Ｖ） 6,700 円

データ定額 10（Ｖ） 8,000 円

データ定額 13（Ｖ） 9,800 円

データ定額 20（Ｖ） 6,000 円

データ定額 30（Ｖ） 8,000 円

イ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）は、第２種ＬＴＥデュアルの契

約者回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの

（以下この欄において「対象プラン」といいます｡)に限り、選択

することができます。 

ただし、データ定額１（Ｖ）は、スーパーカケホ（Ｖ）の契約

者回線、データ定額２（Ｖ）は、カケホ（Ｖ）の契約者回線、デ

ータ定額３（Ｖ）は、カケホ（Ｖ）又はスーパーカケホ（Ｖ）の

契約者回線に限り、選択することができます。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅠ カケホ（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ）、スーパ

ーカケホ（Ｖ・ａ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用の開始は、その申込みを

当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 
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ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制Ⅱ（Ｖ）の適用の

開始 

１ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の申込

みが、その契約者回線に係るＬＴＥ契約

の申込みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の申込

みが、その契約者回線に係るＬＴＥサー

ビスの再利用の請求と同時に行われたと

き。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の申込

みが、第２種ＬＴＥデュアルへのＬＴＥ

サービスの種類の変更に係る請求と同時

に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の申込

みが、対象プランへの基本使用料の料金

種別の変更（対象プランの間のものを除

きます｡)に係る請求と同時に行われたと

き。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の申込

みが、端末設備の購入と同時に行われた

とき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅱ（Ｖ）の適用を開始する場合は、その契約移行を行った

時点から特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を開始するもの

とします。 

カ ＬＴＥ契約者は、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の種類の変更

を請求することができます。この場合における変更後の特定デー

タ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の取扱いについては、次表のとおりとしま

す。 

ただし、基本使用料の料金種別がカケホ（Ｖ）の契約者回線の

ＬＴＥ契約者は、データ定額１（Ｖ）への変更、スーパーカケホ

（Ｖ）の契約者回線のＬＴＥ契約者は、データ定額２（Ｖ）への

変更、スーパーカケホ（Ｖ・ａ）の契約者回線のＬＴＥ契約者

は、データ定額１（Ｖ）、データ定額２（Ｖ）及びデータ定額３

（Ｖ）への変更を請求することはできません。 

区分 変更後の特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

の適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金月の翌料

金月からのデータ通信について、変更後

の特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）を適用

します。 

(イ) 端末設備の購入 その請求があった日からのデータ通信に
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と同時に行われたも

のである場合 

ついて、変更後の特定データ通信定額制

Ⅱ（Ｖ）を適用します。 

キ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を受けている契約者回線

の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の

請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の

適用の廃止を申し出ることができます。 

ク 当社は、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を受けている契

約者回線について、契約者から特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）を

廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合

には、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

ケ クの規定により、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を廃止

する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を廃止した後、２欄、

３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ

２欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

の適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適

用を廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

の適用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

の適用の対象とします。 

３ 第１種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅱ（Ｖ）の適用の対象としま

す。 

４ 特定データ通信定額制Ⅱ

（Ｖ）を廃止する申出が、端

末設備の購入と同時に行われ

たとき。 

その申出があった日の前日まで

のデータ通信料について、特定

データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適

用の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制Ⅱ（Ｖ）の適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点
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まで特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用の対象とするものと

します。 

コ 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）を選択した契約者は、シに規定

する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数

に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払い

を要します。 

サ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用

を開始したとき。 

(イ) カの規定により特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の種類を変

更したとき。 

(ウ) ケの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の

規定により特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を廃止したと

き。 

(エ) 特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を受けている場合で

あって、料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の

変更（対象プランの間のものに限ります｡)があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、サの

(ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）

の適用開始日、変更後の種類の特定データ通信

定額制Ⅱ（Ｖ）の適用開始日又は基本使用料の

料金種別の変更日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、サの

(イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ変更前の種類の特定データ通信

定額制Ⅱ（Ｖ）の適用終了日、ケの表のその事

由が生じた日の前日又は基本使用料の料金種別

の変更日の前日とします｡)） 

シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

ス イ及びカの規定にかかわらず、ＬＴＥ契約者は、次表に定める

特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の種類の選択又は同種類への変更

を請求することはできません。 

種類 
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データ定額８（Ｖ）、データ定額 10（Ｖ）、データ定額 13（Ｖ）

  

(３)の５ 特定のデ

ータ通信への定

額 制 の 適 用 Ⅱ

（ケータイ／Ｖ

‐ⅰ） 

（ デ ー タ 定 額

（ ケ ー タ イ ／

Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申込みにより、そのＬＴＥサービ

ス（第１種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデ

ータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けた

ものを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、

次表に規定する定額料（サの規定により定額料を日割りした場合

はその額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）」といいます｡)を行います。 

この場合において、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）には次表に定める種類があり、ＬＴＥ契約者は、そのいずれ

かを選択していただきます。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額 

データ定額１（ケータイ／Ｖ） 2,900 円

データ定額２（ケータイ／Ｖ） 3,500 円

データ定額３（ケータイ／Ｖ） 4,200 円

データ定額５（ケータイ／Ｖ） 5,000 円

イ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）は、第１種ＬＴ

Ｅデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が次表

に定めるもの（以下この欄において「対象プラン」といい、特定

データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を受けて

いる契約者回線を除きます｡)に限り、選択することができますて

いる契約者回線を除きます｡)に限り、選択することができます。 

ただし、データ定額１（ケータイ／Ｖ）は、スーパーカケホ

（ケータイ／Ｖ）の契約者回線、データ定額２（ケータイ／Ｖ）

は、カケホ（ケータイ／Ｖ）の契約者回線に限り、選択すること

ができます。 

基本使用料の料金種別 

カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の開始

は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から

とします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制Ⅱ（ケータイ／Ｖ

‐ⅰ）の適用の開始

１ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の申込みが、その契約者回線に

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日
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係るＬＴＥ契約の申込みと同時に行われ

たとき。 

２ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の申込みが、その契約者回線に

係るＬＴＥサービスの再利用の請求と同

時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の申込みが、第１種ＬＴＥデュ

アルへのＬＴＥサービスの種類の変更に

係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の申込みが、対象プランへの基

本使用料の料金種別の変更（対象プラン

の間のものを除きます｡)に係る請求と同

時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の申込みが、端末設備の購入と

同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を開始する場合は、その契

約移行を行った時点から特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の適用を開始するものとします。 

カ ＬＴＥ契約者は、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）の種類の変更を請求することができます。この場合における

変更後の特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の取扱い

については、次表のとおりとします。 

ただし、基本使用料の料金種別がカケホ（ケータイ／Ｖ）の契

約者回線のＬＴＥ契約者は、データ定額１（ケータイ／Ｖ）への

変更、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）の契約者回線のＬＴＥ契

約者は、データ定額２（ケータイ／Ｖ）への変更を請求すること

はできません。 

区分 変更後の特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金月の翌料

金月からのデータ通信について、変更後

の特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）を適用します。 

(イ) 端末設備の購入

と同時に行われたも

のである場合 

その請求があった日からのデータ通信に

ついて、変更後の特定データ通信定額制

Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を適用します。 

キ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を受けて

いる契約者回線の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料

金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定

額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の廃止を申し出ることができ

ます。 
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ク 当社は、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用

を受けている契約者回線について、契約者から特定データ通信定

額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を廃止する申出があった場合のほ

か、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適

用の申込みがあったとき。 

ケ クの規定により、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のと

おりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止

した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたとと

きは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅱ（ケータイ

／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止した

とき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の対象と

します。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の対象と

します。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用

の対象とします。 

４ 特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を廃止

する申出又は特定データ通信

２段階定額制Ｚ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の適用の申込みが、

端末設備の購入と同時に行わ

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の

対象とします。 



 - 料デ 17 -

れたとき。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止する場合、その契約移

行を行った時点まで特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）の適用の対象とするものとします。 

コ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を選択した契約

者は、シに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は１

の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する

定額料の支払いを要します。 

サ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の適用を開始したとき。 

(イ) カの規定により特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）の種類を変更したとき。 

(ウ) ケの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは区分

４の規定により特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）

の適用を廃止したとき。 

(エ) 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を受

けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、基本使用

料の料金種別の変更（対象プランの間のものに限ります｡)があ

ったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、サの

(ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用開始日、変更後の種類の

特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）

の適用開始日又は基本使用料の料金種別の変更

日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、サの

(イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ変更前の種類の特定データ通信

定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用終了日、

ケの表のその事由が生じた日の前日又は基本使

用料の料金種別の変更日の前日とします｡) 

シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料
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金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(３)の６ 特定のデ

ータ通信への定

額 制 の 適 用 Ⅱ

（ケータイ／Ｖ

‐ⅱ） 

（ デ ー タ 定 額

（ ケ ー タ イ ／

Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申込みにより、そのＬＴＥサービ

ス（第２種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデ

ータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けた

ものを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、

次表に規定する定額料（サの規定により定額料を日割りした場合

はその額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）」といいます｡)を行います。 

この場合において、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）には次表に定める種類があり、ＬＴＥ契約者は、そのいずれ

かを選択していただきます。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額 

データ定額１（ケータイ／Ｖ） 2,900 円

データ定額２（ケータイ／Ｖ） 3,500 円

データ定額３（ケータイ／Ｖ） 4,200 円

データ定額５（ケータイ／Ｖ） 5,000 円

データ定額８（ケータイ／Ｖ） 6,700 円

データ定額 10（ケータイ／Ｖ） 8,000 円

データ定額 13（ケータイ／Ｖ） 9,800 円

イ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）は、第２種ＬＴ

Ｅデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が次表

に定めるもの（以下この欄において「対象プラン」といい、特定

データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）又は特定データ通

信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受けている契約

者回線を除きます｡)に限り、選択することができます。 

ただし、データ定額１（ケータイ／Ｖ）は、スーパーカケホ

（ケータイ／Ｖ）の契約者回線、データ定額２（ケータイ／Ｖ）

は、カケホ（ケータイ／Ｖ）の契約者回線に限り、選択すること

ができます。 

基本使用料の料金種別 

カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の開始

は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から

とします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制Ⅱ（ケータイ／Ｖ

‐ⅱ）の適用の開始
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１ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の申込みが、その契約者回線に

係るＬＴＥ契約の申込みと同時に行われ

たとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の申込みが、その契約者回線に

係るＬＴＥサービスの再利用の請求と同

時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の申込みが、第２種ＬＴＥデュ

アルへのＬＴＥサービスの種類の変更に

係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の申込みが、対象プランへの基

本使用料の料金種別の変更（対象プラン

の間のものを除きます｡)に係る請求と同

時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の申込みが、端末設備の購入と

同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を開始する場合は、その契

約移行を行った時点から特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の適用を開始するものとします。 

カ ＬＴＥ契約者は、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）の種類の変更を請求することができます。この場合における

変更後の特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の取扱い

については、次表のとおりとします。 

ただし、基本使用料の料金種別がカケホ（ケータイ／Ｖ）の契

約者回線のＬＴＥ契約者は、データ定額１（ケータイ／Ｖ）への

変更、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）の契約者回線のＬＴＥ契

約者は、データ定額２（ケータイ／Ｖ）への変更を請求すること

はできません。 

区分 変更後の特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金月の翌料

金月からのデータ通信について、変更後

の特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）を適用します。 

(イ) 端末設備の購入

と同時に行われたも

のである場合 

その請求があった日からのデータ通信に

ついて、変更後の特定データ通信定額制

Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を適用します。 

キ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受けて

いる契約者回線の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料

金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定
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額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の廃止を申し出ることができ

ます。 

ク 当社は、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用

を受けている契約者回線について、契約者から特定データ通信定

額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を廃止する申出があった場合のほ

か、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適

用の申込みがあったとき。 

ケ クの規定により、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のと

おりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止

した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたとと

きは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅱ（ケータイ

／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止した

とき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の対象と

します。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の対象と

します。 

３ 第１種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用

の対象とします。 

４ 特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を廃止

する申出又は特定データ通信

２段階定額制Ｚ（ケータイ／

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の
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Ｖ‐ⅱ）の適用の申込みが、

端末設備の購入と同時に行わ

れたとき。 

対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止する場合、その契約移

行を行った時点まで特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）の適用の対象とするものとします。 

コ 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を選択した契約

者は、シに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は１

の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する

定額料の支払いを要します。 

サ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の適用を開始したとき。 

(イ) カの規定により特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）の種類を変更したとき。 

(ウ) ケの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは区分

４の規定により特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）

の適用を廃止したとき。 

(エ) 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受

けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、基本使用

料の料金種別の変更（対象プランの間のものに限ります｡)があ

ったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、サの

(ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用開始日、変更後の種類の

特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）

の適用開始日又は基本使用料の料金種別の変更

日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、サの

(イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ変更前の種類の特定データ通信

定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用終了日、

ケの表のその事由が生じた日の前日又は基本使

用料の料金種別の変更日の前日とします｡) 

シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ
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ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

ス イ及びカの規定にかかわらず、ＬＴＥ契約者は、次表に定める

特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の種類の選択又は

同種類への変更を請求することはできません。 

種類 

データ定額８（ケータイ／Ｖ）、データ定額 10（ケータイ／

Ｖ）、データ定額 13（ケータイ／Ｖ） 

  

(３)の７ 特定のデ

ータ通信への２

段階定額制の適

用 

（ＬＴＥダブル

定額） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、(ア)に定める定額料

を支払った場合に、そのＬＴＥサービス（第１種ＬＴＥデュアル

に限ります｡)の契約者回線との間のデータ通信（ＫＤＤＩ株式外

さｙが提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその

通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下こ

の欄において同じとします｡)について、２（料金額）の規定に代

えて、(イ)に定める適用額により算定した額（以下この欄におい

て「算定額」といいます｡)から、(ア)に定める控除可能額（ケの

規定により控除可能額を日割りした場合は、その額とし、算定額

が控除可能額に満たない場合は、算定額とします｡)を指し引いた

額（その額が(ア)に定める上限定額料（ケの規定により上限定額

料を日割りした場合は、その額とします｡)以上となる場合は、上

限定額料をその額とします｡)を適用する取扱い（以下「特定デー

タ通信２段階定額制」を行います。 

(ア) 定額料、控除可能額及び上限定額料 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

税抜額 

定額料 500 円

控除可能額 205 円

上限定額料 3,700 円

(イ) 適用額 

１課金対象データごとに

区分 料金額 

税抜額 

適用額 0.02 円

イ 特定データ通信２段階定額制は、第１種ＬＴＥデュアルの契約

者回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以

下この欄において「対象プラン」といいます｡)に限り、選択する

ことができます。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプランＳ 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信２段階定額制の適用の開始は、その申込みを当
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社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信２段

階定額制の適用の開

始 

１ 特定データ通信２段階定額制の申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の

申込みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信２段階定額制の申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥサービ

スの再利用の請求と同時に行われたと

き。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信２段階定額制の申込み

が、第１種ＬＴＥデュアルへのＬＴＥサ

ービスの種類の変更に係る請求と同時に

行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信２段階定額制の申込み

が、対象プランへの基本使用料の料金種

別の変更に係る請求と同時に行われたと

き。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信２段階定額制の申込み

が、端末設備の購入と同時に行われたと

き。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信２

段階定額制の適用を開始する場合は、その契約移行を行った時

点から特定データ通信２段階定額制の適用を開始するものとし

ます。 

カ 当社は、特定データ通信２段階定額制の適用を受けている契約

者回線について、契約者から特定データ通信２段階定額制を廃止

する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合に

は、特定データ通信２段階定額制の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

キ カの規定により、特定データ通信２段階定額制の適用を廃止す

る場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信２段階定額制の適用を廃止した後、２欄、３

欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ２

欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 
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区分 特定データ通信２段階定額制の

適用 

１  ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制の適用を廃止

したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制の

適用の対象とします。 

２  ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又ＬＴＥ契約の解除が

あったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制の

適用の対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信２段階

定額制の適用の対象とします。

４ 特定データ通信２段階定額

制を廃止する申出が、端末設

備の購入と同時に行われたと

き。 

その申出があった日の前日まで

のデータ通信料について、特定

データ通信２段階定額制の適用

の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信２段

階定額制の適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点ま

で特定データ通信２段階定額制の対象とするものとします。 

ク 特定データ通信２段階定額制を選択した契約者は、サに規定す

る場合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に

満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料及び上限定

額料の支払いを要します。 

ケ オの表の規定により特定データ通信２段階定額制の適用を開始

した場合又はキの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への

契約移行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは

区分４の規定により特定データ通信２段階定額制の適用を廃止し

た場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日

数に応じて、アに規定する定額料、控除可能額及び上限定額料の

日割りを行います。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、オの

表の規定により特定データ通信２段階定額制の

適用を開始した場合は、その適用を開始した

日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、キの

表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への

契約移行に係るものに限ります｡)に限りま

す｡)、区分３又は区分４の規定により特定デー

タ通信２段階定額制を廃止した場合は、その事

由が生じた日の前日） 

コ 控除可能額の日割り計算において、その計算結果に１円未満の
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端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

サ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(３)の８ 特定のデ

ータ通信への２

段階定額制の適

用（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ） 

（ ダ ブ ル 定 額

（ ケ ー タ イ ／

Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、(ア)に定める定額料

を支払った場合に、そのＬＴＥサービス（第１種ＬＴＥデュアル

に限ります｡)の契約者回線との間のデータ通信（ＫＤＤＩ株式会

社が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通

信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この

欄において同じとします｡)について、２（料金額）の規定に代え

て、(イ)に定める適用額により算定した額（以下この欄において

「算定額」といいます｡)から、(ア)に定める控除可能額（ケの規

定により控除可能額を日割りした場合は、その額とし、算定額が

控除可能額に満たない場合は、算定額とします｡)を指し引いた額

（その額が(ア)に定める上限定額料（ケの規定により上限定額料

を日割りした場合は、その額とします｡)以上となる場合は、上限

定額料をその額とします｡)を適用する取扱い（以下「特定データ

通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）」を行います。 

(ア) 定額料、控除可能額及び上限定額料 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

税抜額 

定額料 500 円

控除可能額 205 円

上限定額料 3,700 円

(イ) 適用額 

１課金対象データごとに

区分 料金額 

税抜額 

適用額 0.02 円

イ 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）は、第１種

ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が

次表に定めるもの（以下この欄において「対象プラン」といいま

す｡)に限り、選択することができます。 

基本使用料の料金種別 

ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン、オフィスケータイプ

ランＶＫ（ケータイ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の開
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始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月か

らとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信２段

階定額制（ケータイ

／Ｖ‐ⅰ）の適用の

開始 

１ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、その契約者回

線に係るＬＴＥ契約の申込みと同時に行

われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、その契約者回

線に係るＬＴＥサービスの再利用の請求

と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、第１種ＬＴＥ

デュアルへのＬＴＥサービスの種類の変

更に係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、対象プランへ

の基本使用料の料金種別の変更に係る請

求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、端末設備の購

入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信２

段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を開始する場合は、そ

の契約移行を行った時点から特定データ通信２段階定額制（ケ

ータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を開始するものとします。 

カ 当社は、特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の

適用を受けている契約者回線について、契約者から特定データ通

信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を廃止する申出があった場

合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通信２

段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

キ カの規定により、特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ

‐ⅰ）の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表の
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とおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を

廃止した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じた

ときは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規定によるものとしま

す。 

区分 特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用 

１  ２から４以外により特定デ

ータ通信２段階定額制（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止

したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の

対象とします。 

２  ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又ＬＴＥ契約の解除が

あったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の

対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信２段階

定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の

適用の対象とします。 

４ 特定データ通信２段階定額

制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を廃

止する申出が、端末設備の購

入と同時に行われたとき。 

その申出があった日の前日まで

のデータ通信料について、特定

データ通信２段階定額制（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の対象と

します。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信２段

階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止する場合、その契

約移行を行った時点まで特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の対象とするものとします。 

ク 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を選択した

契約者は、サに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又

は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定

する定額料及び上限定額料の支払いを要します。 

ケ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料、控除

可能額及び上限定額料の日割りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の適用を開始したとき。 

(イ) キの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは区分

４の規定により特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐
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ⅰ）の適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用

を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、基本

使用料の料金種別の変更（対象プランの間のものに限ります｡)

があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、ケの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐

ⅰ）の適用開始日又は基本使用料の料金種別の

変更日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、ケの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

は、キの表のその事由が生じた日の前日又は基

本使用料の料金種別の変更日の前日とします｡) 

コ 控除可能額の日割り計算において、その計算結果に１円未満の

端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

サ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(３)の９ 特定のデ

ータ通信への２

段階定額制の適

用（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ） 

（ ダ ブ ル 定 額

（ ケ ー タ イ ／

Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、(ア)に定める定額料

を支払った場合に、そのＬＴＥサービス（第２種ＬＴＥデュアル

に限ります｡)の契約者回線との間のデータ通信（ＫＤＤＩ株式会

社が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通

信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この

欄において同じとします｡)について、２（料金額）の規定に代え

て、(イ)に定める適用額により算定した額（以下この欄において

「算定額」といいます｡)から、(ア)に定める控除可能額（コの規

定により控除可能額を日割りした場合は、その額とし、算定額が

控除可能額に満たない場合は、算定額とします｡)を指し引いた額

（その額が(ア)に定める上限定額料（コの規定により上限定額料

を日割りした場合は、その額とします｡)以上となる場合は、上限

定額料をその額とします｡)を適用する取扱い（以下「特定データ

通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）」を行います。 

(ア) 定額料、控除可能額及び上限定額料 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

税抜額 

定額料 500 円

控除可能額 205 円
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上限定額料 3,700 円

(イ) 適用額 

１課金対象データごとに

区分 料金額 

税抜額 

適用額 0.02 円

イ 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）は、第２種

ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が

次表に定めるもの（以下この欄において「対象プラン」といいま

す｡)に限り、選択することができます。 

基本使用料の料金種別 

ＶＫプランＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン、オフィスケータイプ

ラン（ＶＫ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の開

始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月か

らとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信２段

階定額制（ケータイ

／Ｖ‐ⅱ）の適用の

開始 

１ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、その契約者回

線に係るＬＴＥ契約の申込みと同時に行

われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、その契約者回

線に係るＬＴＥサービスの再利用の請求

と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、第２種ＬＴＥ

デュアルへのＬＴＥサービスの種類の変

更に係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、対象プランへ

の基本使用料の料金種別の変更に係る請

求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、端末設備の購

入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信２

段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を開始する場合は、そ
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の契約移行を行った時点から特定データ通信２段階定額制（ケ

ータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を開始するものとします。 

カ 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受

けている契約者回線（基本使用料の料金種別がカケホ（ケータイ

／Ｖ）のものに限ります｡)の契約者は、カケホ（ケータイ／Ｖ）

以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に行う場合に

限り、特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用

の廃止を申し出ることができます。 

キ 当社は、特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の

適用を受けている契約者回線について、契約者から特定データ通

信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を廃止する申出があった場

合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通信２

段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）又は特定デ

ータ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の申込み

があったとき。 

ク キの規定により、特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ

‐ⅱ）の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表の

とおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を

廃止した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じた

ときは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規定によるものとしま

す。 

区分 特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用 

１  ２から４以外により特定デ

ータ通信２段階定額制（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止

したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の

対象とします。 

２  ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又ＬＴＥ契約の解除が

あったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の

対象とします。 

３ 第１種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更
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Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信２段階

定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の

適用の対象とします。 

４ 特定データ通信２段階定額

制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を廃

止する申出又は特定データ通

信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）若しくは特定データ通信

２段階定額制Ｚ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の適用の申込みが、

端末設備の購入と同時に行わ

れたとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信２段階定

額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適

用の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信２段

階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止する場合、その契

約移行を行った時点まで特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の対象とするものとします。 

ケ 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を選択した

契約者は、シに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又

は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定

する定額料及び上限定額料の支払いを要します。 

コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料、控除

可能額及び上限定額料の日割りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信２段階定額制（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の適用を開始したとき。 

(イ) クの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは区分

４の規定により特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）の適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用

を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、基本

使用料の料金種別の変更（カケホ（ケータイ／Ｖ）からオフィ

スケータイプラン（ＶＫ）への変更を除く、対象プランの間の

ものに限ります｡)があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、コの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

特定データ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）の適用開始日又は基本使用料の料金種別の

変更日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、コの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

は、クの表のその事由が生じた日の前日又は基

本使用料の料金種別の変更日の前日とします｡) 
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サ 控除可能額の日割り計算において、その計算結果に１円未満の

端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(３)の 10 特定のデ

ータ通信への２

段階定額制の適

用Ｚ（ケータイ

／Ｖ‐ⅰ） 

（ダブル定額Ｚ

（ ケ ー タ イ ／

Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥサービス

（第１種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデー

タ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含

み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたも

のを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、２

（料金額）の規定に代えて、(イ)に定める適用額により算定した

額（以下この欄において「算定額」といいます｡)から、(ア)に定

める控除可能額（コの規定により控除可能額を日割りした場合

は、その額とし、算定額が控除可能額に満たない場合は、算定額

とします｡)を指し引いた額（その額が(ア)に定める上限定額料

（コの規定により上限定額料を日割りした場合は、その額としま

す｡)以上となる場合は、上限定額料をその額とします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ

‐ⅰ）」を行います。 

(ア) 控除可能額及び上限定額料 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

税抜額 

控除可能額 15 円

上限定額料 4,200 円

(イ) 適用額 

１課金対象データごとに

区分 料金額 

税抜額 

適用額 0.03 円

イ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）は、第１

種ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別

が次表に定めるもの（以下この欄において「対象プラン」とい

い、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を受け

ているものを除きます｡)に限り、選択することができます。 

基本使用料の料金種別 

カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の
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開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月

からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信２段

階定額制Ｚ（ケータ

イ／Ｖ‐ⅰ）の適用

の開始 

１ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、その契約者

回線に係るＬＴＥ契約の申込みと同時に

行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、その契約者

回線に係るＬＴＥサービスの再利用の請

求と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、第１種ＬＴ

ＥデュアルへのＬＴＥサービスの種類の

変更に係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、対象プラン

への基本使用料の料金種別の変更（対象

プランの間のものを除きます｡)に係る請

求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の申込みが、端末設備の

購入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信２

段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を開始する場合は、

その契約移行を行った時点から特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を開始するものとします。 

カ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を

受けている契約者回線の契約者は、カケホ（ケータイ／Ｖ）又は

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）以外への基本使用料の料金種別

の変更の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信２段階定

額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の廃止を申し出ることができ

ます。 

キ 当社は、特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）

の適用を受けている契約者回線について、契約者から特定データ

通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を廃止する申出があっ

た場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通

信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま
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す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。  

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の申

込みがあったとき。 

ク キの規定により、特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表

のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用

を廃止した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じ

たとときは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規定によるものとし

ます。 

区分 特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信２段階定額制Ｚ（ケ

ータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃

止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の

対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の

対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信２段階

定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）

の適用の対象とします。 

４ 特定データ通信２段階定額

制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を

廃止する申出又は特定データ

通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ

‐ⅰ）の適用の申込みが、端

末設備の購入と同時に行われ

たとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信２段階定

額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の

適用の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信２段

階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を廃止する場合、その

契約移行を行った時点まで特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケ

ータイ／Ｖ‐ⅰ）の適用の対象とするものとします。 

ケ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）を選択し



 - 料デ 35 -

た契約者は、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満

たない期間の利用であっても、アに規定する上限定額料の支払い

を要します。 

コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する、控除可能額

及び上限定額料の日割りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用を開始したとき。 

(イ) クの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは区分

４の規定により特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ

‐ⅰ）の適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）の適

用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、基

本使用料の料金種別の変更（対象プランの間のものに限りま

す｡)があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、コの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれ特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅰ）の適用開始日又は基本使用料の

料金種別の変更日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、コの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれクの表のその事由が生じた日の前日又

は基本使用料の料金種別の変更日の前日としま

す｡) 

サ 控除可能額の日割り計算において、その計算結果に１円未満の

端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

(３)の 11 特定のデ

ータ通信への２

段階定額制の適

用Ｚ（ケータイ

／Ｖ‐ⅱ） 

（ダブル定額Ｚ

（ ケ ー タ イ ／

Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥサービス

（第２種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデー

タ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含

み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたも

のを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、２

（料金額）の規定に代えて、(イ)に定める適用額により算定した

額（以下この欄において「算定額」といいます｡)から、(ア)に定

める控除可能額（コの規定により控除可能額を日割りした場合

は、その額とし、算定額が控除可能額に満たない場合は、算定額

とします｡)を指し引いた額（その額が(ア)に定める上限定額料

（コの規定により上限定額料を日割りした場合は、その額としま

す｡)以上となる場合は、上限定額料をその額とします｡)を適用す

る取扱い（以下「特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ

‐ⅱ）」を行います。 

(ア) 控除可能額及び上限定額料 

１契約ごとに月額
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区分 料金額 

税抜額 

控除可能額 15 円

上限定額料 4,200 円

(イ) 適用額 

１課金対象データごとに

区分 料金額 

税抜額 

適用額 0.03 円

イ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）は、第２

種ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別

が次表に定めるもの（以下この欄において「対象プラン」とい

い、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）又は特定デー

タ通信２段階定額制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受けているも

のを除きます｡)に限り、選択することができます。 

基本使用料の料金種別 

カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の

開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月

からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信２段

階定額制Ｚ（ケータ

イ／Ｖ‐ⅱ）の適用

の開始 

１ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、その契約者

回線に係るＬＴＥ契約の申込みと同時に

行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、その契約者

回線に係るＬＴＥサービスの再利用の請

求と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、第２種ＬＴ

ＥデュアルへのＬＴＥサービスの種類の

変更に係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、対象プラン

への基本使用料の料金種別の変更（対象

プランの間のものを除きます｡)に係る請

求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 
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５ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の申込みが、端末設備の

購入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信２

段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を開始する場合は、

その契約移行を行った時点から特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を開始するものとします。 

カ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を

受けている契約者回線の契約者は、カケホ（ケータイ／Ｖ）又は

スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）以外への基本使用料の料金種別

の変更の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信２段階定

額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の廃止を申し出ることができ

ます。 

キ 当社は、特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）

の適用を受けている契約者回線について、契約者から特定データ

通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を廃止する申出があっ

た場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定データ通

信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。  

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の申

込みがあったとき。 

ク キの規定により、特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表

のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用

を廃止した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じ

たとときは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規定によるものとし

ます。 

区分 特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信２段階定額制Ｚ（ケ

ータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃

止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制Ｚ

（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の

対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信２段階定額制Ｚ
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（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の

対象とします。 

３ 第１種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信２段階

定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）

の適用の対象とします。 

４ 特定データ通信２段階定額

制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を

廃止する申出又は特定データ

通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ

‐ⅱ）の適用の申込みが、端

末設備の購入と同時に行われ

たとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信２段階定

額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の

適用の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信２段

階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を廃止する場合、その

契約移行を行った時点まで特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケ

ータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用の対象とするものとします。 

ケ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を選択し

た契約者は、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満

たない期間の利用であっても、アに規定する上限定額料の支払い

を要します。 

コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する、控除可能額

及び上限定額料の日割りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を開始したとき。 

(イ) クの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３若しくは区分

４の規定により特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ

‐ⅱ）の適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適

用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、基

本使用料の料金種別の変更（対象プランの間のものに限りま

す｡)があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、コの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれ特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用開始日又は基本使用料の

料金種別の変更日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、コの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれクの表のその事由が生じた日の前日又
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は基本使用料の料金種別の変更日の前日としま

す｡) 

サ 控除可能額の日割り計算において、その計算結果に１円未満の

端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

(３)の 12 特定のデ

ータ通信への段

階定額制の適用 

（ａｕピタット

プラン） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥサービス

（第１種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデー

タ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るもの及び

海外定額対象回線に係る海外定額対象利用を含み、別表１（オプ

ション機能）19 欄に定めるＷｉＭＡＸ通信を除きます。以下この

欄、(３)の 13、(３)の 18、(５)、(６)、(６)の２及び(６)の３

において同じとします｡)について、基本使用料の料金種別ごと

に、そのデータ通信に係る１料金月の課金対象データの総情報量

（以下「累計課金対象データ量」といいます｡)に応じて、次表に

規定する定額料（スの規定により定額料を日割りした場合はその

額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用する取扱

い（以下「特定データ通信段階定額制」といいます｡)を行いま

す。 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額 

区分１ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）以

下の場合 

1,700 円

区分２ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を

超え 2,147,483,648 バイト（２ギガバイ

ト）以下の場合 

2,700 円

区分３ 2,147,483,648 バイト（２ギガバイト）を

超え 3,221,225,472 バイト（３ギガバイ

ト）以下の場合 

3,700 円

区分４ 3,221,225,472 バイト（３ギガバイト）を

超え 5,368,709,120 バイト（５ギガバイ

ト）以下の場合 

4,700 円

区分５ 5,368,709,120 バイト（５ギガバイト）を

超えた場合 

5,700 円

イ 特定データ通信段階定額制は、第１種ＬＴＥデュアルの契約者

回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下

この欄において「対象プラン」といい、特定データ通信定額制Ⅲ

の適用を受けている契約者回線を除きます｡)に限り、選択するこ

とができます。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリ－Ⅱ シンプル、カケホ、スーパーカケホ 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、料

金月単位で行います。 

オ 特定データ通信段階定額制の適用の開始は、その申込みを当社

が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 
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ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信段

階定額制の適用の

開始 

１ 特定データ通信段階定額制の申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の

申込みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービ

スの提供を開始し

た日 

２ 特定データ通信段階定額制の申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥサービ

スの再利用の請求と同時に行われたと

き。 

そのＬＴＥサービ

スの再利用を開始

した日 

３ 特定データ通信段階定額制の申込み

が、第１種ＬＴＥデュアルへのＬＴＥサ

ービスの種類の変更に係る請求と同時に

行われたとき。 

その変更後のＬＴ

Ｅサービスの提供

を開始した日 

４ 特定データ通信段階定額制の申込み

が、対象プランへの基本使用料の料金種

別の変更（対象プランの間のものを除き

ます｡)に係る請求と同時に行われたと

き。 

料金種別の変更が

あった日 

５ 特定データ通信段階定額制の申込み

が、端末設備の購入と同時に行われたと

き。 

その申込みを当社

が承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信段

階定額制の適用を開始する場合は、その契約移行を行った時点

から特定データ通信段階定額制の適用を開始するものとしま

す。 

カ 特定データ通信段階定額制の適用を受けている契約者回線につ

いて、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量がアの表の区

分１から区分４に定めるそれぞれのデータ量の 大値を超えたと

きに、購入残等データ量（(６)の２に定める前月からの繰越デー

タ量又は(６)の３に定める購入残データ量をいいます。以下この

欄、(３)の 13 及び(３)の 18 において同じとします｡)を有する場

合、アの表を次のとおり読み替えて、特定データ通信段階定額制

を適用します。 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額 

区分１ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）に

購入残等データ量を合算したデータ量以

下の場合  

1,700 円

区分２ 区分１のデータ量の 大値を超え区分１

のデータ量の 大値に 1,073,741,824 バ

イト（１ギガバイト）を合算したデータ

2,700 円
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量以下の場合 

区分３ 区分２のデータ量の 大値を超え区分２

のデータ量の 大値に 1,073,741,824 バ

イト（１ギガバイト）を合算したデータ

量以下の場合 

3,700 円

区分４ 区分３のデータ量の 大値を超え区分３

のデータ量の 大値に 2,147,483,648 バ

イト（２ギガバイト）を合算したデータ

量以下の場合 

4,700 円

区分５ 区分４のデータ量の 大値を超えた場合 5,700 円

備考 区分２から区分４については、それぞれの区分に定めるデ

ータ量の 大値を超えた時点で購入残データ量を有する場合、

そのデータ量を合算した値を 大値とします。 

キ 特定データ通信段階定額制の適用を受けている契約者回線につ

いて、(14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受ける

場合、同(14)の規定によるほか、ア又はカの表の区分１から区分

５に定めるデータ量の 大値及び 小値（(14)の適用を開始した

時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量を超え

る部分に限ります｡)を、そのデータ量共有回線群を構成する他の

契約者回線及び他網契約者回線に係る総量速度規制データ量を合

算したデータ量を加算した値にそれぞれ読み替えて、特定データ

通信段階定額制を適用します。 

ク 特定データ通信段階定額制の適用を受けている契約者回線につ

いて、(14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用の廃止が

あった場合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累計課金

対象データ量は、廃止があった時点の共有累計課金対象データ量

に係る定額料と同額の定額料に係るアの表の区分の次の区分に定

めるデータ量の 小値として取り扱います。 

ただし、ＬＴＥ契約の解除による廃止の場合、廃止があった時

点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があっ

た時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定額料

に係るアの表の区分に定めるデータ量の 小値として取り扱いま

す。 

ケ ＬＴＥサービスの提供を受けている契約者回線について、料金

月の起算日以外の日に(ア)から(ウ)に該当した場合、アの表の区

分１から区分５に定めるデータ量の 大値及び 小値をそれぞれ

次のとおり読み替えて、特定データ通信段階定額制を適用しま

す。 

(ア) 特定データ通信段階定額制の適用の開始があったとき

（(イ)に該当するときを除きます｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分２に定める

データ量の 小値 

特定データ段階定額制の適用を開始する前

の料金種別等に係る総量速度規制データ量

（その値が 1,073,741,824 バイト（１ギガ

バイト）未満の場合は、１ギガバイトとし
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ます｡)から、特定データ通信段階定額制の

適用を開始した時点までに行ったデータ通

信に係る累計課金対象データ量（(５)、

(５)の２、(６)、(６)の２又は(６)の３の

取扱いを受けるものを除きます｡)を差し引

いた値（その値が０バイト以下の場合は、

０バイトとします｡) 

区分２から区分４

に定めるデータ量

の 大値及び区分

３から区分５に定

めるデータ量の

小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

(イ) 特定データ通信段階定額制の適用の開始があったとき（そ

の申込みが特定データ通信段階定額制Ⅱの廃止の申出と同時に

行われたときに限ります｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分２に定める

データ量の 小値 

特定データ通信段階定額制の適用を開始し

た時点までに行ったデータ通信に係る累計

課金対象データ量（以下この欄において

「変更前利用データ量」といいます｡)に係

る、(３)の 18 のアの表の区分に定めるデー

タ量の 大値（変更前利用データ量が

4,294,967,296 バイト（４ギガバイト）を超

える場合は、7,516,192,768 バイト（７ギガ

バイト）とします｡)から、変更前利用デー

タ量を差し引いた値 

区分２から区分４

に定めるデータ量

の 大値及び区分

３から区分５に定

めるデータ量の

小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

(ウ) 特定データ通信段階定額制の適用を受けている場合であっ

て、基本使用料の料金種別の変更（対象プランの間のものに限

ります｡)があったとき。 

読み替える値 読み替え後の値 

変更後の料金種別

に係る、区分１に

定めるデータ量の

大値及び区分２

に定めるデータ量

の 小値 

料金種別の変更があった時点までに行った

データ通信に係る累計課金対象データ量

（以下この欄において「変更前利用データ

量」といいます｡)に係る、アの表の区分に

定めるデータ量の 大値（変更前利用デー

タ量が 5,368,709,120 バイト（５ギガバイ

ト）を超える場合は、21,474,836,480 バイ

ト（20 ギガバイト）とします｡)から、変更
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前利用データ量を差し引いた値 

変更後の料金種別

に係る、区分２か

ら区分４に定める

データ量の 大値

及び区分３から区

分５に定めるデー

タ量の 小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

コ 特定データ通信段階定額制の適用を受けている契約者回線の契

約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求

と同時に行う場合に限り、特定データ通信段階定額制の適用の廃

止を申し出ることができます。 

サ 当社は、特定データ通信段階定額制の適用を受けている契約者

回線について、契約者から特定データ通信段階定額制を廃止する

申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特

定データ通信段階定額制を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅲの適用の申込みがあったとき。 

シ サの規定により、特定データ通信段階定額制の適用を廃止する

場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信段階定額制の適用を廃止した後、２欄、３欄

又は４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２

欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信段階定額制の適

用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信段階定額制の適用を

廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信段階定額制の適

用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信段階定額制の適

用の対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信段階定

額制の適用の対象とします。 
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４ 特定データ通信段階定額制

を廃止する申出又は特定デー

タ通信定額制Ⅲの適用の申込

みが、端末設備の購入と同時

に行われたとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信段階定額

制の適用の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信段階

定額制の適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点まで

特定データ通信段階定額制の適用の対象とするものとします。 

ス 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) シの表の規定により特定データ通信段階定額制の適用を開

始したとき。 

(イ) シの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の

規定により特定データ通信段階定額制の適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信段階定額制の適用を受けている場合であっ

て、料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更

（対象プランの間のものに限ります｡)があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、スの

(ア)又は(エ)に該当することとなったときは、

それぞれ特定データ通信段階定額制の適用開始

日又は基本使用料の料金種別の変更日としま

す｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、スの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれサの表のその事由が生じた日の前日又

は基本使用料の料金種別の変更日の前日としま

す｡) 

セ アからスの規定にかかわらず、特定データ通信段階定額制の適

用を新たに申し込むことはできません。 

(３)の 13 特定のデ

ータ通信への段

階定額制の適用

（Ｖ） 

（ａｕピタット

プラン（Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥサービス

（第２種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデー

タ通信について、基本使用料の料金種別ごとに、そのデータ通信

に係る累計課金対象データ量に応じて、次表に規定する定額料

（スの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以

下この欄において同じとします｡)を適用する取扱い（以下「特定

データ通信段階定額制（Ｖ）」といいます｡)を行います。 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額 

区分１ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）以

下の場合 

1,700 円

区分２ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を 2,700 円
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超え 2,147,483,648 バイト（２ギガバイ

ト）以下の場合 

区分３ 2,147,483,648 バイト（２ギガバイト）を

超え 3,221,225,472 バイト（３ギガバイ

ト）以下の場合 

3,700 円

区分４ 3,221,225,472 バイト（３ギガバイト）を

超え 5,368,709,120 バイト（５ギガバイ

ト）以下の場合 

4,700 円

区分５ 5,368,709,120 バイト（５ギガバイト）を

超えた場合 

5,700 円

イ 特定データ通信段階定額制は、第２種ＬＴＥデュアルの契約者

回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下

この欄において「対象プラン」といい、特定データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）の適用を受けている契約者回線を除きます｡)に限り、選択

することができます。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリ－Ⅱ シンプル、カケホ、スーパーカケホ 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、料

金月単位で行います。 

オ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用の開始は、その申込み

を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信段

階定額制（Ｖ）の

適用の開始 

１ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の申

込みが、その契約者回線に係るＬＴＥ契

約の申込みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービ

スの提供を開始し

た日 

２ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の申

込みが、その契約者回線に係るＬＴＥサ

ービスの再利用の請求と同時に行われた

とき。 

そのＬＴＥサービ

スの再利用を開始

した日 

３ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の申

込みが、第２種ＬＴＥデュアルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更に係る請求と同

時に行われたとき。 

その変更後のＬＴ

Ｅサービスの提供

を開始した日 

４ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の申

込みが、対象プランへの基本使用料の料

金種別の変更（対象プランの間のものを

除きます｡)に係る請求と同時に行われた

とき。 

料金種別の変更が

あった日 

５ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の申

込みが、端末設備の購入と同時に行われ

その申込みを当社

が承諾した日 
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たとき。 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信段

階定額制（Ｖ）の適用を開始する場合は、その契約移行を行っ

た時点から特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を開始する

ものとします。 

カ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている契約者回

線について、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量がアの

表の区分１から区分４に定めるそれぞれのデータ量の 大値を超

えたときに、購入残等データ量を有する場合、アの表を次のとお

り読み替えて、特定データ通信段階定額制（Ｖ）を適用します。 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額 

区分１ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）に

購入残等データ量を合算したデータ量以

下の場合  

1,700 円

区分２ 区分１のデータ量の 大値を超え区分１

のデータ量の 大値に 1,073,741,824 バ

イト（１ギガバイト）を合算したデータ

量以下の場合 

2,700 円

区分３ 区分２のデータ量の 大値を超え区分２

のデータ量の 大値に 1,073,741,824 バ

イト（１ギガバイト）を合算したデータ

量以下の場合 

3,700 円

区分４ 区分３のデータ量の 大値を超え区分３

のデータ量の 大値に 2,147,483,648 バ

イト（２ギガバイト）を合算したデータ

量以下の場合 

4,700 円

区分５ 区分４のデータ量の 大値を超えた場合 5,700 円

備考 区分２から区分４については、それぞれの区分に定めるデ

ータ量の 大値を超えた時点で購入残データ量を有する場合、

そのデータ量を合算した値を 大値とします。 

キ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている契約者回

線について、(14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を

受ける場合、同(14)の規定によるほか、ア又はカの表の区分１か

ら区分５に定めるデータ量の 大値及び 小値（(14)の適用を開

始した時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量

を超える部分に限ります｡)を、そのデータ量共有回線群を構成す

る他の契約者回線及び他網契約者回線に係る総量速度規制データ

量を合算したデータ量を加算した値にそれぞれ読み替えて、特定

データ通信段階定額制（Ｖ）を適用します。 

ク 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている契約者回

線について、(14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用の

廃止があった場合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累

計課金対象データ量は、廃止があった時点の共有累計課金対象デ
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ータ量に係る定額料と同額の定額料に係るアの表の区分の次の区

分に定めるデータ量の 小値として取り扱います。 

ただし、ＬＴＥ契約の解除による廃止の場合、廃止があった時

点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があっ

た時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定額料

に係るアの表の区分に定めるデータ量の 小値として取り扱いま

す。 

ケ ＬＴＥサービスの提供を受けている契約者回線について、料金

月の起算日以外の日に(ア)又は(イ)に該当した場合、アの表の区

分１から区分５に定めるデータ量の 大値及び 小値をそれぞれ

次のとおり読み替えて、特定データ通信段階定額制（Ｖ）を適用

します。 

(ア) 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用の開始があったと

き（(イ)に該当するときを除きます｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分２に定める

データ量の 小値 

特定データ段階定額制（Ｖ）の適用を開始

する前の料金種別等に係る総量速度規制デ

ータ量（その値が 1,073,741,824 バイト

（１ギガバイト）未満の場合は、１ギガバ

イトとします｡)から、特定データ通信段階

定額制（Ｖ）の適用を開始した時点までに

行ったデータ通信に係る累計課金対象デー

タ量（(５)、(５)の２、(６)、(６)の２又

は(６)の３の取扱いを受けるものを除きま

す｡)を差し引いた値（その値が０バイト以

下の場合は、０バイトとします｡) 

区分２から区分４

に定めるデータ量

の 大値及び区分

３から区分５に定

めるデータ量の

小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

(イ) 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用の開始があったと

き（その申込みが特定データ通信段階定額制Ⅱの廃止の申出と

同時に行われたときに限ります｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分２に定める

データ量の 小値 

特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を

開始した時点までに行ったデータ通信に係

る累計課金対象データ量（以下この欄にお

いて「変更前利用データ量」といいます｡)

に係る、(３)の 18 のアの表の区分に定める

データ量の 大値（変更前利用データ量が

4,294,967,296 バイト（４ギガバイト）を超

える場合は、7,516,192,768 バイト（７ギガ

バイト）とします｡)から、変更前利用デー
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タ量を差し引いた値 

区分２から区分４

に定めるデータ量

の 大値及び区分

３から区分５に定

めるデータ量の

小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

(ウ) 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている場合

であって、基本使用料の料金種別の変更（対象プランの間のも

のに限ります｡)があったとき。 

読み替える値 読み替え後の値 

変更後の料金種別

に係る、区分１に

定めるデータ量の

大値及び区分２

に定めるデータ量

の 小値 

料金種別の変更があった時点までに行った

データ通信に係る累計課金対象データ量

（以下この欄において「変更前利用データ

量」といいます｡)に係る、アの表の区分に

定めるデータ量の 大値（変更前利用デー

タ量が 5,368,709,120 バイト（５ギガバイ

ト）を超える場合は、21,474,836,480 バイ

ト（20 ギガバイト）とします｡)から、変更

前利用データ量を差し引いた値 

変更後の料金種別

に係る、区分２か

ら区分４に定める

データ量の 大値

及び区分３から区

分５に定めるデー

タ量の 小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

コ 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている契約者回

線の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更

の請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用の廃止を申し出ることができます。 

サ 当社は、特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている

契約者回線について、契約者から特定データ通信段階定額制

（Ｖ）を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当

する場合には、特定データ通信段階定額制（Ｖ）を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用の申込みがあったと

き。 

シ サの規定により、特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を廃
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止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を廃止した後、２

欄、３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それ

ぞれ２欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信段階定額制（Ｖ）の

適用を廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用の対象とします。 

３ 第１種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信段階定

額制（Ｖ）の適用の対象としま

す。 

４ 特定データ通信段階定額制

（Ｖ）を廃止する申出又は特

定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）

の適用の申込みが、端末設備

の購入と同時に行われたと

き。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信段階定額

制（Ｖ）の適用の対象としま

す。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信段階

定額制（Ｖ）の適用を廃止する場合、その契約移行を行った時

点まで特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用の対象とするも

のとします。 

ス 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) シの表の規定により特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適

用を開始したとき。 

(イ) シの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の

規定により特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を廃止した

とき。 

(ウ) 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を受けている場合

であって、料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別

の変更（対象プランの間のものに限ります｡)があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、スの
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(ア)又は(エ)に該当することとなったときは、

それぞれ特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適

用開始日又は基本使用料の料金種別の変更日と

します｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、スの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれサの表のその事由が生じた日の前日又

は基本使用料の料金種別の変更日の前日としま

す｡) 

セ アからスの規定にかかわらず、特定データ通信段階定額制

（Ⅴ）の適用を新たに申し込むことはできません。 

(３)の 14 特定のデ

ータ通信への定

額制の適用 

（ａｕフラット

プラン） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥサービス

（第１種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデー

タ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含

み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたも

のを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、次

表に規定する定額料（サの規定により定額料を日割りした場合は

その額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用する

取扱い（以下「特定データ通信定額制Ⅲ」といいます｡)を行いま

す。 

この場合において、特定データ通信定額制Ⅲには次表に定める

種類があり、ＬＴＥ契約者は、そのいずれかを選択していただき

ます。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額 

ａｕフラットプラン 20 4,720 円

ａｕフラットプラン 30 6,720 円

イ 特定データ通信定額制Ⅲは、第１種ＬＴＥデュアルの契約者回

線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下こ

の欄において「対象プラン」といい、特定データ通信段階定額制

の適用を受けている契約者回線を除きます｡)に限り、選択するこ

とができます。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリ－Ⅱ シンプル、カケホ、スーパーカケホ 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制Ⅲの適用の開始は、その申込みを当社が

承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 データ通信定額制Ⅲ

の適用の開始 

１ 特定データ通信定額制Ⅲの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥ契約の申込

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日 
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みと同時に行われたとき。 

２ 特定データ通信定額制Ⅲの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥサービスの

再利用の請求と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅲの申込みが、

第１種ＬＴＥデュアルへのＬＴＥサービ

スの種類の変更に係る請求と同時に行わ

れたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅲの申込みが、

対象プランへの基本使用料の料金種別の

変更（対象プランの間のものを除きま

す｡)に係る請求と同時に行われたとき。

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅲの申込みが、

端末設備の購入と同時に行われたとき。

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅲの適用を開始する場合は、その契約移行を行った時点か

ら特定データ通信定額制Ⅲの適用を開始するものとします。 

カ ＬＴＥ契約者は、特定データ通信定額制Ⅲの種類の変更を請求

することができます。この場合における変更後の特定データ通信

定額制Ⅲの取扱いについては、次表のとおりとします。 

区分 変更後の特定データ通信定額制Ⅲの適用

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金月の翌料

金月からのデータ通信について、変更後

の特定データ通信定額制Ⅲを適用しま

す。 

(イ) 端末設備の購入

と同時に行われたも

のである場合 

その請求があった日からのデータ通信に

ついて、変更後の特定データ通信定額制

Ⅲを適用します。 

キ 特定データ通信定額制Ⅲの適用を受けている契約者回線の契約

者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と

同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制Ⅲの適用の廃止を

申し出ることができます。 

ク 当社は、特定データ通信定額制Ⅲの適用を受けている契約者回

線について、契約者から特定データ通信定額制Ⅲを廃止する申出

があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、特定デ

ータ通信定額制Ⅲを廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信段階定額制の適用の申込みがあったとき。 

ケ クの規定により、特定データ通信定額制Ⅲの適用を廃止する場
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合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅲの適用を廃止した後、２欄、３欄又

は４欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ２欄、３

欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅲの適用

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅲの適用を廃

止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅲの適用

の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅲの適用

の対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅲの適用の対象とします。 

４ 特定データ通信定額制Ⅲを

廃止する申出又は特定データ

通信段階定額制の適用の申込

みが、端末設備の購入と同時

に行われたとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信定額制Ⅲ

の適用の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制Ⅲの適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点まで特

定データ通信定額制Ⅲの適用の対象とするものとします。 

コ 特定データ通信定額制Ⅲを選択した契約者は、スに規定する場

合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満た

ない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要し

ます。 

サ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信定額制Ⅲの適用を開始

したとき。 

(イ) カの規定により特定データ通信定額制Ⅲの種類を変更した

とき。 

(ウ) ケの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の

規定により特定データ通信定額制Ⅱの適用を廃止したとき。 

(エ) 特定データ通信定額制Ⅲの適用を受けている場合であっ

て、料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更

（対象プランの間のものに限ります｡)があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅲの適用を受けている場合であっ
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て、料金月の起算日以外の日に、Ｎｅｔｆｌｉｘパックの適用

を開始又は廃止したとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、サの

(ア)、(イ)、(エ)又は(オ)に該当することとな

ったときは、それぞれ特定データ通信定額制Ⅲ

の適用開始日、変更後の種類の特定データ通信

定額制Ⅲの適用開始日、基本使用料の料金種別

の変更日又はＮｅｔｆｌｉｘパックの適用開始

日若しくは適用終了日の翌日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、サの

(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)に該当することとな

ったときは、それぞれ変更前の種類の特定デー

タ通信定額制Ⅲの適用終了日、ケの表のその事

由が生じた日の前日、基本使用料の料金種別の

変更日の前日又はＮｅｔｆｌｉｘパックの適用

開始日の前日若しくは適用終了日とします｡) 

シ サの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、Ｎｅｔｆｌ

ｉｘパックの適用を受けている期間については、アに定める定額

料及びＮｅｔｆｌｉｘパックに係る定額料を合算して日割り計算

を行います。 

ス 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

セ アからスの規定にかかわらず、次表に定める種類の特定データ通信

定額制Ⅲの適用を新たに申し込むことはできません。 
種類 

ａｕフラットプラン30 

  

(３)の 15 特定のデ

ータ通信への定

額 制 の 適 用

（Ｖ） 

（ａｕフラット

プラン（Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥサービス

（第２種ＬＴＥデュアルに限ります｡)の契約者回線との間のデー

タ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含

み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたも

のを除きます。以下この欄において同じとします｡)について、次

表に規定する定額料（サの規定により定額料を日割りした場合は

その額とします。以下この欄において同じとします｡)を適用する

取扱い（以下「特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）」といいます｡)を

行います。 

この場合において、特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）には次表に

定める種類があり、ＬＴＥ契約者は、そのいずれかを選択してい
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ただきます。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額 

ａｕフラットプラン 20（Ｖ） 4,720 円

ａｕフラットプラン 30（Ｖ） 6,720 円

イ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）は、第２種ＬＴＥデュアルの契

約者回線であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの

（以下この欄において「対象プラン」といい、特定データ通信段

階定額制（Ｖ）の適用を受けている契約者回線を除きます｡)に限

り、選択することができます。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリ－Ⅱ シンプル（Ｖ）、カケホ（Ｖ）、スーパーカケ

ホ（Ｖ） 

ウ 削除 

エ データ通信料の月間累計は、料金月単位で行います。 

オ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用の開始は、その申込みを

当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）の適用の開始 

１ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の申込

みが、その契約者回線に係るＬＴＥ契約

の申込みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日 

２ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の申込

みが、その契約者回線に係るＬＴＥサー

ビスの再利用の請求と同時に行われたと

き。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の申込

みが、第１種ＬＴＥデュアルへのＬＴＥ

サービスの種類の変更に係る請求と同時

に行われたとき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の申込

みが、対象プランへの基本使用料の料金

種別の変更（対象プランの間のものを除

きます｡)に係る請求と同時に行われたと

き。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の申込

みが、端末設備の購入と同時に行われた

とき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅲ（Ｖ）の適用を開始する場合は、その契約移行を行った

時点から特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を開始するもの

とします。 
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カ ＬＴＥ契約者は、特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の種類の変更

を請求することができます。この場合における変更後の特定デー

タ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の取扱いについては、次表のとおりとしま

す。 

区分 変更後の特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）

の適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金月の翌料

金月からのデータ通信について、変更後

の特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）を適用

します。 

(イ) 端末設備の購入

と同時に行われたも

のである場合 

その請求があった日からのデータ通信に

ついて、変更後の特定データ通信定額制

Ⅲ（Ｖ）を適用します。 

キ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を受けている契約者回線

の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の

請求と同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の

適用の廃止を申し出ることができます。 

ク 当社は、特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を受けている契

約者回線について、契約者から特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）を

廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合

には、特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用の申込みがあった

とき。 

ケ クの規定により、特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を廃止

する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を廃止した後、２欄、

３欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ２

欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）

の適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適

用を廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）

の適用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）
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の適用の対象とします。 

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

対象プラン以外への料金種別

の変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅲ（Ｖ）の適用の対象としま

す。 

４ 特定データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）を廃止する申出又は特

定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用の申込みが、端

末設備の購入と同時に行われ

たとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）の適用の対象とします。 

備考 ａｕ契約への契約移行を行うとともに特定データ通信定額

制Ⅲ（Ｖ）の適用を廃止する場合、その契約移行を行った時点

まで特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用の対象とするものと

します。 

コ 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）を選択した契約者は、スに規定

する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数

に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払い

を要します。 

サ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) オの表の規定により特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用

を開始したとき。 

(イ) カの規定により特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の種類を変

更したとき。 

(ウ) ケの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の

規定により特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）の適用を廃止したと

き。 

(エ) 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を受けている場合で

あって、料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の

変更（対象プランの間のものに限ります｡)があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用を受けている場合で

あって、料金月の起算日以外の日に、Ｎｅｔｆｌｉｘパック

（Ｖ）の適用を開始又は廃止したとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、サの

(ア)、(イ)、(エ)又は(オ)に該当することとな

ったときは、それぞれ特定データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）の適用開始日、変更後の種類の特定デー

タ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用開始日、基本使用

料の料金種別の変更日又はＮｅｔｆｌｉｘパッ
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ク（Ｖ）の適用開始日若しくは適用終了日の翌

日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、サの

(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)に該当することとな

ったときは、それぞれ変更前の種類の特定デー

タ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の適用終了日、ケの表の

その事由が生じた日の前日、基本使用料の料金

種別の変更日の前日又はＮｅｔｆｌｉｘパック

（Ｖ）の適用開始日の前日若しくは適用終了日

とします｡) 

シ サの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、Ｎｅｔｆｌ

ｉｘパック（Ｖ）の適用を受けている期間については、アに定め

る定額料及びＮｅｔｆｌｉｘパック（Ｖ）に係る定額料を合算し

て日割り計算を行います。 

ス 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。  

セ アからスの規定にかかわらず、次表に定める種類の特定データ通信

定額制Ⅲ（Ⅴ）の適用を新たに申し込むことはできません。 
種類 

ａｕフラットプラン30（Ⅴ） 

  

(３)の 16 特定デー

タ通信定額制Ⅲ

に係る特定コン

テンツパック適

用 

（Ｎｅｔｆｌｉ

ｘパック） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、(ア)に定める定額料

（コの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以

下この欄において同じとします｡)を支払った場合に、その契約者

回線について、(イ)に定める取扱い（以下この欄において「本取

扱い」といいます｡)を行います。 

(ア) 定額料 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

定額料 税抜額 1,150 円 

(イ) 取扱い 

① その契約者回線に係る総量速度規制データ量に次表に定め

る加算データ量を加算すること。 

加算データ量 

5,368,709,120 バイト（５ギガバイト） 

② Ｎｅｔｆｌｉｘ株式会社が提供するＮｅｔｆｌｉｘサービ

スを所定の月額料金で利用できるようにすること。 

③ ＫＤＤＩ株式会社が提供するビデオパス（見放題プランに

限ります。以下この欄において同じとします｡)を所定の月額
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料金で利用できるようにすること。 

イ 本取扱いは、第１種ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、特

定データ通信定額制Ⅲ（ａｕフラットプラン 20 に限ります。以

下この欄において「ａｕフラットプラン 20」といいます｡)の適用

を受けているものに限り、選択することができます。 

ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 

エ 当社は、ウの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者回線について、ａｕフラットプラン 20 の適用を

受けていないとき（その申出と同時にａｕフラットプラン 20 の

適用の申込みがあったときを除きます｡)。 

(イ) その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他

の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

オ 本取扱いの適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日を含む

料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 本取扱いの適用の

開始 

１ 本取扱いの申出が、その契約者回線に

係るＬＴＥ契約の申込みと同時に行われ

たとき。 

そのＬＴＥサービ

スの提供を開始し

た日 

２ 本取扱いの申出が、その契約者回線に

係るＬＴＥサービスの再利用の請求と同

時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービ

スの再利用を開始

した日 

３ 本取扱いの申出が、第１種ＬＴＥデュ

アルへのＬＴＥサービスの種類の変更に

係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴ

Ｅサービスの提供

を開始した日 

４ 本取扱いの申出が、ａｕフラットプラ

ン 20 への特定データ通信定額制Ⅲの種類

の変更に係る請求と同時に行われたと

き。 

特定データ通信定

額制Ⅲの種類の変

更があった日 

５ 本取扱いの申出が、端末設備の購入と

同時に行われたとき。 

その申出を当社が

承諾した日 

カ アの(イ)の②及び③の取扱いについては、イの申出のほか、当

社が別に定める方法により手続きを行うことで、適用を受けるこ

とができます。 

キ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契

約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次

のいずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 
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(ウ) 第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) ａｕフラットプラン 20 以外への特定データ通信定額制Ⅲの

種類の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信段階定額制の適用の申込みがあったとき。 

ク キの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱

いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より本取扱いの適用を廃止した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に

該当する場合が生じたときは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規

定によるものとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２から４以外により本取扱

いの適用を廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

まで、本取扱いを適用します。

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

まで、本取扱いを適用します。

３ 第２種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

ａｕフラットプラン 20 以外

への特定データ通信定額制Ⅲ

の種類の変更があったとき。

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は特定データ通信

定額制Ⅲの種類の変更日の前日

まで、本取扱いを適用します。

４ 特定データ通信定額制Ⅲを

廃止する申出又は特定データ

通信段階定額制の適用の申込

みが、端末設備の購入と同時

に行われたとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日まで、本取扱いを適用し

ます。 

ケ 本取扱いを選択した契約者は、コに定める場合を除き、通信の

有無、Ｎｅｔｆｌｉｘサービス若しくはビデオパスの利用の有無

又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに定

める定額料の支払いを要します。 

コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに定める定額料の日割り

を行います。   

(ア) オの表の規定により本取扱いの適用を開始したとき。 

(イ) クの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４に

より本取扱いの適用を廃止したとき。 

(ウ) 本取扱いの適用を受けている場合であって、料金月の起算

日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更（特定データ通信

定額制Ⅲに係る対象プランの間のものに限ります｡)があったと

き。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、コの
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(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれ本取扱いの適用開始日又は基本使用料

の料金種別の変更日とします｡） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、コの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれクの表のその事由が生じた日の前日又

は基本使用料の料金種別の変更日の前日としま

す｡） 

サ コの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、アに定める

定額料及び(３)の 14 に定めるａｕフラットプラン 20 に係る定額

料を合算して日割り計算を行います。 

シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに定める定額料の支払いを要しません。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

ス 契約者は、Ｎｅｔｆｌｉｘ株式会社及びＫＤＤＩ株式会社がＮ

ｅｔｆｌｉｘサービス及びビデオパスについて所定の月額料金で

の利用の可否を判断するため及びその利用状況を当社が確認する

ために、その契約者回線に係る情報並びにＮｅｔｆｌｉｘサービ

ス及びビデオパスに係る契約情報を、当社、ＫＤＤＩ株式会社及

びＮｅｔｆｌｉｘ株式会社との間で相互に開示し照会することを

承諾していただきます。 

セ 本取扱いに関するその他の提供条件並びに本取扱いの適用を受

ける場合のＮｅｔｆｌｉｘサービス及びビデオパスに関する提供

条件等については、それぞれ当社、Ｎｅｔｆｌｉｘ株式会社及び

ＫＤＤＩ株式会社が別に定めるところによります。 

(３)の 17 特定デー

タ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）に係る特

定コンテンツパ

ック適用（Ｖ） 

（Ｎｅｔｆｌｉ

ｘ パ ッ ク

（Ｖ）） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、(ア)に定める定額料

（コの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以

下この欄において同じとします｡)を支払った場合に、その契約者

回線について、(イ)に定める取扱い（以下この欄において「本取

扱い」といいます｡)を行います。 

(ア) 定額料 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

定額料 税抜額 1,150 円 

(イ) 取扱い 

① その契約者回線に係る総量速度規制データ量に次表に定め

る加算データ量を加算すること。 

加算データ量 

5,368,709,120 バイト（５ギガバイト） 

② Ｎｅｔｆｌｉｘ株式会社が提供するＮｅｔｆｌｉｘサービ

スを所定の月額料金で利用できるようにすること。 
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③ ＫＤＤＩ株式会社が提供するビデオパス（見放題プランに

限ります。以下この欄において同じとします｡)を所定の月額

料金で利用できるようにすること。 

イ 本取扱いは、第２種ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、特

定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）（ａｕフラットプラン 20（Ｖ）に限

ります。以下この欄において「ａｕフラットプラン 20（Ｖ）」と

いいます｡)の適用を受けているものに限り、選択することができ

ます。 

ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 

エ 当社は、ウの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者回線について、ａｕフラットプラン 20（Ｖ）の

適用を受けていないとき（その申出と同時にａｕフラットプラ

ン 20（Ｖ）の適用の申込みがあったときを除きます｡)。 

(イ) その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他

の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

オ 本取扱いの適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日を含む

料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 本取扱いの適用の

開始 

１ 本取扱いの申出が、その契約者回線に

係るＬＴＥ契約の申込みと同時に行われ

たとき。 

そのＬＴＥサービ

スの提供を開始し

た日 

２ 本取扱いの申出が、その契約者回線に

係るＬＴＥサービスの再利用の請求と同

時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービ

スの再利用を開始

した日 

３ 本取扱いの申出が、第２種ＬＴＥデュ

アルへのＬＴＥサービスの種類の変更に

係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後のＬＴ

Ｅサービスの提供

を開始した日 

４ 本取扱いの申出が、ａｕフラットプラ

ン 20（Ｖ）への特定データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）の種類の変更に係る請求と同時に

行われたとき。 

特定データ通信定

額制Ⅲ（Ｖ）の種

類の変更があった

日 

５ 本取扱いの申出が、端末設備の購入と

同時に行われたとき。 

その申出を当社が

承諾した日 

カ アの(イ)の②及び③の取扱いについては、イの申出のほか、当

社が別に定める方法により手続きを行うことで、適用を受けるこ

とができます。 

キ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契

約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次

のいずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時



 - 料デ 62 -

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 第１種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシングルへのＬＴＥサー

ビスの種類の変更があったとき。 

(エ) ａｕフラットプラン 20（Ｖ）以外への特定データ通信定額

制Ⅲ（Ｖ）の種類の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信段階定額制（Ｖ）の適用の申込みがあった

とき。 

ク キの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱

いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より本取扱いの適用を廃止した後、２欄、３欄又は４欄の左欄に

該当する場合が生じたときは、それぞれ２欄、３欄又は４欄の規

定によるものとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２から４以外により本取扱

いの適用を廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

まで、本取扱いを適用します。

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

まで、本取扱いを適用します。

３ 第１種ＬＴＥデュアル若し

くはＬＴＥシングルへのＬＴ

Ｅサービスの種類の変更又は

ａｕフラットプラン 20（Ｖ）

以外への特定データ通信定額

制Ⅲ（Ｖ）の種類の変更があ

ったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は特定データ通信

定額制Ⅲ（Ｖ）の種類の変更日

の前日まで、本取扱いを適用し

ます。 

４ 特定データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）を廃止する申出又は特

定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用の申込みが、端

末設備の購入と同時に行われ

たとき。 

その申出又は申込みがあった日

の前日まで、本取扱いを適用し

ます。 

ケ 本取扱いを選択した契約者は、コに定める場合を除き、通信の

有無、Ｎｅｔｆｌｉｘサービス若しくはビデオパスの利用の有無

又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに定

める定額料の支払いを要します。 

コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに定める定額料の日割り

を行います。   

(ア) オの表の規定により本取扱いの適用を開始したとき。 

(イ) クの表の区分２（ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移

行に係るものに限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４に

より本取扱いの適用を廃止したとき。 
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(ウ) 本取扱いの適用を受けている場合であって、料金月の起算

日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更（特定データ通信

定額制Ⅲ（Ｖ）に係る対象プランの間のものに限ります｡)があ

ったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、コの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれ本取扱いの適用開始日又は基本使用料

の料金種別の変更日とします｡） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、 

コの(イ)又は(ウ)に該当することとなったとき

は、それぞれクの表のその事由が生じた日の前

日又は基本使用料の料金種別の変更日の前日と

します｡） 

サ コの表の適用開始日から適用終了日までの期間中、アに定める

定額料及び(３)の 15 に定めるａｕフラットプラン 20（Ｖ）に係

る定額料を合算して日割り計算を行います。 

シ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに定める定額料の支払いを要しません。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

ス 契約者は、Ｎｅｔｆｌｉｘ株式会社及びＫＤＤＩ株式会社がＮ

ｅｔｆｌｉｘサービス及びビデオパスについて所定の月額料金で

の利用の可否を判断するため及びその利用状況を当社が確認する

ために、その契約者回線に係る情報並びにＮｅｔｆｌｉｘサービ

ス及びビデオパスに係る契約情報を、当社、ＫＤＤＩ株式会社及

びＮｅｔｆｌｉｘ株式会社との間で相互に開示し照会することを

承諾していただきます。 

セ 本取扱いに関するその他の提供条件並びに本取扱いの適用を受

ける場合のＮｅｔｆｌｉｘサービス及びビデオパスに関する提供

条件等については、それぞれ当社、Ｎｅｔｆｌｉｘ株式会社及び

ＫＤＤＩ株式会社が別に定めるところによります。 

(３)の 18 特定のデ

ータ通信への段

階定額制の適用 

（新ａｕピタッ

トプラン） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥデュアル

の契約者回線との間のデータ通信について、そのデータ通信に係

る累計課金対象データ量に応じて、次表に規定する定額料（シの

規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この

欄において同じとします｡)を適用する取扱い（以下「特定データ

通信段階定額制Ⅱ」といいます｡)を行います。 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額 

区分１ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）以 1,700 円
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下の場合 

区分２ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を

超え 4,294,967,296 バイト（４ギガバイ

ト）以下の場合 

3,200 円

区分３ 4,294,967,296 バイト（４ギガバイト）を

超えた場合 

4,700 円

イ 特定データ通信段階定額制Ⅱは、ＬＴＥデュアルの契約者回線

であって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下この

欄において「対象プラン」といい、特定データ通信定額制Ⅳ又は

特定データ通信定額制Ⅴの適用を受けている契約者回線を除きま

す｡)に限り、選択することができます。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅡ 標準プラン 

ウ データ通信料の月間累計は、基本使用料の料金種別ごと並びに

国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種類ごと

に、料金月単位で行います。 

エ 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用の開始は、その申込みを当

社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信段

階定額制Ⅱの適用

の開始 

１ 特定データ通信段階定額制Ⅱの申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥ契約の

申込みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービ

スの提供を開始し

た日 

２ 特定データ通信段階定額制Ⅱの申込み

が、その契約者回線に係るＬＴＥサービ

スの再利用の請求と同時に行われたと

き。 

そのＬＴＥサービ

スの再利用を開始

した日 

３ 特定データ通信段階定額制Ⅱの申込み

が、ＬＴＥサービスの種類の変更（ＬＴ

Ｅデュアルへの変更又は第１種ＬＴＥデ

ュアルと第２種ＬＴＥデュアルの間の変

更に限ります｡)に係る請求と同時に行わ

れたとき。 

その変更後のＬＴ

Ｅサービスの提供

を開始した日 

４ 特定データ通信段階定額制Ⅱの申込み

が、対象プランへの基本使用料の料金種

別の変更に係る請求と同時に行われたと

き。 

料金種別の変更が

あった日 

５ 特定データ通信段階定額制Ⅱの申込み

が、端末設備の購入と同時に行われたと

き。 

その申込みを当社

が承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信段

階定額制Ⅱの適用を開始する場合は、その契約移行を行った時
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点から特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を開始するものとし

ます。 

オ 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線に

ついて、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量がアの表の

区分１から区分２に定めるそれぞれのデータ量の 大値を超えた

ときに、購入残等データ量を有する場合、アの表を次のとおり読

み替えて、特定データ通信段階定額制Ⅱを適用します。 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額 

区分１ 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）に

購入残等データ量を合算したデータ量以下

の場合 

1,700 円

区分２ 区分１のデータ量の 大値を超え区分１の

データ量の 大値に 3,221,225,472 バイト

（３ギガバイト）を合算したデータ量以下

の場合 

3,200 円

区分３ 区分２のデータ量の 大値を超えた場合 4,700 円

備考 区分２については、その区分に定めるデータ量の 大値を

超えた時点で購入残等データ量を有する場合、そのデータ量を

合算した値を 大値とします。 

カ 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線に

ついて、(14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受け

る場合、同(14)の規定によるほか、ア又はオの表の区分１から区

分３に定めるデータ量の 大値及び 小値（(14)の適用を開始し

た時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量を超

える部分に限ります｡)を、そのデータ量共有回線群を構成する他

の契約者回線及び他網契約者回線に係る総量速度規制データ量を

合算したデータ量を加算した値にそれぞれ読み替えて、特定デー

タ通信段階定額制Ⅱを適用します。 

キ 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線に

ついて、(14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用の廃止

があった場合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累計課

金対象データ量は、廃止があった時点の共有累計課金対象データ

量に係る定額料と同額の定額料に係るアの表の区分の次の区分に

定めるデータ量の 小値として取り扱います。 

ただし、ＬＴＥ契約の解除による廃止の場合、廃止があった時

点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があっ

た時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定額料

に係るアの表の区分に定めるデータ量の 小値として取り扱いま

す。 

ク ＬＴＥサービスの提供を受けている契約者回線について、料金

月の起算日以外の日に(ア)から(ウ)に該当した場合、アの表の区

分１から区分３に定めるデータ量の 大値及び 小値をそれぞれ

次のとおり読み替えて、特定データ通信段階定額制Ⅱを適用しま



 - 料デ 66 -

す。 

(ア) 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用の開始があったとき

（(イ)に該当するときを除きます｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分２に定める

データ量の 小値 

特定データ段階定額制Ⅱの適用を開始する

前の基本使用料の料金種別等に係る総量速

度規制データ量（その値が 1,073,741,824

バイト（１ギガバイト）未満の場合は、１

ギガバイトとします｡)から、特定データ通

信段階定額制Ⅱの適用を開始した時点まで

に行ったデータ通信に係る累計課金対象デ

ータ量（(５)、(５)の２、(６)、(６)の２

又は(６)の３の取扱いを受けるものを除き

ます｡)を差し引いた値（その値が０バイト

以下の場合は、０バイトとします｡) 

区分２に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分３に定める

データ量の 小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

(イ) 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用の開始があったとき

（その申込みが特定データ通信段階定額制又は特定データ通信

段階定額制（Ｖ）の廃止の申出と同時に行われたときに限りま

す｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分２に定める

データ量の 小値 

特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を開始

した時点までに行ったデータ通信に係る累

計課金対象データ量（以下この欄において

「変更前利用データ量」といいます｡)に係

る、(３)の 12 のア又は(３)の 13 のアの表

の区分に定めるデータ量の 大値（変更前

利用データ量が 5,368,709,120 バイト（５

ギ ガ バ イ ト ） を 超 え る 場 合 は 、

21,474,836,480 バイト（20 ギガバイト）と

します｡)から、変更前利用データ量を差し

引いた値 

区分２に定めるデ

ータ量の 大値及

び区分３に定める

データ量の 小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

(ウ) 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている場合であ

って、国内通話定額の種類変更等があったとき。 

読み替える値 読み替え後の値 

国内通話定額の種

類変更等後の特定

データ通信段階定

国内通話定額の種類変更等があった時点ま

でに行ったデータ通信に係る累計課金対象

データ量（以下この欄において「変更前利
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額制Ⅱに係る、区

分１に定めるデー

タ量の 大値及び

区分２に定めるデ

ータ量の 小値 

用データ量」といいます｡)に係る、アの表

の区分に定めるデータ量の 大値（変更前

利用データ量が 4,294,967,296 バイト（４

ギ ガ バ イ ト ） を 超 え る 場 合 は 、

7,516,192,768 バイト（７ギガバイト）とし

ます｡)から、変更前利用データ量を差し引

いた値 

国内通話定額の種

類変更等後の特定

データ通信段階定

額制Ⅱに係る、区

分２に定めるデー

タ量の 大値及び

区分３に定めるデ

ータ量の 小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差

し引いた値を加算した値 

 

ケ 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線の

契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請

求と同時に行う場合に限り、特定データ通信段階定額制Ⅱの適用

の廃止を申し出ることができます。 

コ 当社は、特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契約

者回線について、契約者から特定データ通信段階定額制Ⅱの適用

を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場

合には、特定データ通信段階定額制Ⅱを廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があった

とき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴの適

用の申込みがあったとき。 

サ コの規定により、特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を廃止す

る場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を廃止した後、２欄、３

欄又は４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２

欄、３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信段階定額制Ⅱの

適用 

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信段階定額制Ⅱの適用

を廃止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信段階定額制Ⅱの

適用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一 その一時休止日又は契約解除日
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時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

までのデータ通信料について、

特定データ通信段階定額制Ⅱの

適用の対象とします。 

３ ＬＴＥシングルへのＬＴＥ

サービスの種類の変更又は対

象プラン以外への料金種別の

変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信段階定

額制Ⅱの適用の対象とします。

４ 特定データ通信段階定額制

Ⅱの適用を廃止する申出又は

特定データ通信定額制Ⅳ若し

くは特定データ通信定額制Ⅴ

の適用の申込みが、端末設備

の購入又は第１種ＬＴＥデュ

アルと第２種ＬＴＥデュアル

の間のＬＴＥサービスの種類

の変更と同時に行われたと

き。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信段階定額

制Ⅱの適用の対象とします。 

シ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) サの表の規定により特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を

開始したとき。 

(イ) サの表の区分３又は区分４の規定により特定データ通信段

階定額制Ⅱの適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている場合であ

って、料金月の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等が

あったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、シの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれ特定データ通信段階定額制Ⅱの適用開

始日又は国内通話定額の種類変更等日 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、シの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれサの表のその事由が生じた日の前日又

は国内通話定額の種類変更等日の前日 

  

(３)の 19 特定のデ

ータ通信への定

額額制の適用 

（ａｕフラット

プランプラス） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥデュアル

との契約者回線との間のデータ通信（特定事業者が提供するロー

ミングに係るものを含み、通信の料金をその通信の相手先に課金

する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において同じと

します｡)について、次表に規定する定額料（ケの規定により定額

料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じ

とします｡)を適用する取扱い（以下「特定データ通信定額制Ⅳ」
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といいます｡)を行います。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額 

ａｕフラットプラン７プラス 4,200 円

イ 特定データ通信段階定額制Ⅱは、ＬＴＥデュアルの契約者回線

であって、次の全てを満たすものに限り、選択することができま

す。 

(ア) 基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下この欄に

おいて「対象プラン」といいます｡)であること。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅡ 標準プラン 

(イ) 特定データ通信段階定額制Ⅱ又は特定データ通信定額制Ⅴ

の適用を受けていないこと。 

(ウ) ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能の提供を受けてい

ないこと。 

(エ) 通話識別機能の適用について、承諾していること。 

ウ データ通信料の月間累計は、基本使用料の料金種別ごと並びに

国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種類ごと

に、料金月単位で行います。 

エ 特定データ通信定額制Ⅳの適用の開始は、その申込みを当社が

承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制Ⅳの適用の開始 

１ 特定データ通信定額制Ⅳの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥ契約の申込

みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信定額制Ⅳの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥサービスの

再利用の請求と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅳの申込みが、

ＬＴＥサービスの種類の変更（ＬＴＥデ

ュアルへの変更又は第１種ＬＴＥデュア

ルと第２種ＬＴＥデュアルの間の変更に

限ります｡)に係る請求と同時に行われた

とき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅳの申込みが、

対象プランへの基本使用料の料金種別の

変更に係る請求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅳの申込みが、

端末設備の購入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅳの適用を開始する場合は、その契約移行を行った時点か
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ら特定データ通信定額制Ⅳの適用を開始するものとします。 

オ 特定データ通信定額制Ⅳの適用を受けている契約者回線の契約

者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と

同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制Ⅳの適用の廃止を

申し出ることができます。 

カ 当社は、特定データ通信定額制Ⅳの適用を受けている契約者回

線について、契約者から特定データ通信定額制Ⅳの適用を廃止す

る申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、

特定データ通信定額制Ⅳを廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があった

とき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信段階定額制Ⅱ又は特定データ通信定額制Ⅴ

の適用の申込みがあったとき。 

キ カの規定により、特定データ通信定額制Ⅳの適用を廃止する場

合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅳの適用を廃止した後、２欄、３欄又

は４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２欄、

３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅳの適用

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅳの適用を廃

止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅳの適用

の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅳの適用

の対象とします。 

３ ＬＴＥシングルへのＬＴＥ

サービスの種類の変更又は対

象プラン以外への料金種別の

変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅳの適用の対象とします。 

４ 特定データ通信定額制Ⅳの

適用を廃止する申出又は特定

データ通信段階定額制Ⅱ若し

くは特定データ通信定額制Ⅴ

の適用の申込みが、端末設備

の購入又は第１種ＬＴＥデュ

アルと第２種ＬＴＥデュアル

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信定額制Ⅳ

の適用の対象とします。 
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の間のＬＴＥサービスの種類

の変更と同時に行われたと

き。 

ク 特定データ通信定額制Ⅳを選択した契約者は、コに規定する場

合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満た

ない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要し

ます。 

ケ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) キの表の規定により特定データ通信定額制Ⅳの適用を開始

したとき。 

(イ) キの表の区分３又は区分４の規定により特定データ通信定

額制Ⅳの適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信定額制Ⅳの適用を受けている場合であっ

て、料金月の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等があ

ったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、ケの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれ特定データ通信定額制Ⅳの適用開始日

又は国内通話定額の種類変更等日 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、ケの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれキの表のその事由が生じた日の前日又

は国内通話定額の種類変更等日の前日 

コ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(３)の 20 特定のデ

ータ通信への定

額額制の適用 

（ａｕデータＭ

ＡＸプラン） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からの申出により、そのＬＴＥデュアル

の契約者回線との間のデータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供する

ローミングに係るものを含み、通信の料金をその通信の相手先に

課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において同

じとします｡)について、次表に規定する定額料（ケの規定により

定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において

同じとします｡)を適用する取扱い（以下「特定データ通信定額制

Ⅴ」といいます｡)を行います。 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

定額料 税抜 7,700 円 
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イ 特定データ通信段階定額制Ⅱは、ＬＴＥデュアルの契約者回線

であって、次の全てを満たすものに限り、選択することができま

す。 

(ア) 基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下この欄に

おいて「対象プラン」といいます｡)であること。 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅡ 標準プラン 

(イ) 特定データ通信段階定額制Ⅱ又は特定データ通信定額制Ⅳ

の適用を受けていないこと。 

(ウ) ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能の提供を受けてい

ないこと。 

(エ) 通信識別機能の適用について、承諾していること。 

ウ データ通信料の月間累計は、基本使用料の料金種別ごと並びに

国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種類ごと

に、料金月単位で行います。 

エ 特定データ通信定額制Ⅴの適用の開始は、その申込みを当社が

承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 特定データ通信定額

制Ⅴの適用の開始 

１ 特定データ通信定額制Ⅴの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥ契約の申込

みと同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の提供を開始した日

２ 特定データ通信定額制Ⅴの申込みが、

その契約者回線に係るＬＴＥサービスの

再利用の請求と同時に行われたとき。 

そのＬＴＥサービス

の再利用を開始した

日 

３ 特定データ通信定額制Ⅴの申込みが、

ＬＴＥサービスの種類の変更（ＬＴＥデ

ュアルへの変更又は第１種ＬＴＥデュア

ルと第２種ＬＴＥデュアルの間の変更に

限ります｡)に係る請求と同時に行われた

とき。 

その変更後のＬＴＥ

サービスの提供を開

始した日 

４ 特定データ通信定額制Ⅴの申込みが、

対象プランへの基本使用料の料金種別の

変更に係る請求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更があ

った日 

５ 特定データ通信定額制Ⅴの申込みが、

端末設備の購入と同時に行われたとき。 

その申込みを当社が

承諾した日 

備考 ａｕ契約からの契約移行を行った日から特定データ通信定

額制Ⅴの適用を開始する場合は、その契約移行を行った時点か

ら特定データ通信定額制Ⅴの適用を開始するものとします。 

オ 特定データ通信定額制Ⅴの適用を受けている契約者回線の契約

者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と

同時に行う場合に限り、特定データ通信定額制Ⅴの適用の廃止を

申し出ることができます。 
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カ 当社は、特定データ通信定額制Ⅴの適用を受けている契約者回

線について、契約者から特定データ通信定額制Ⅴの適用を廃止す

る申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、

特定データ通信定額制Ⅴを廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) ＬＴＥシングルへのＬＴＥサービスの種類の変更があった

とき。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) 特定データ通信段階定額制Ⅱ又は特定データ通信定額制Ⅳ

の適用の申込みがあったとき。 

キ カの規定により、特定データ通信定額制Ⅴの適用を廃止する場

合における取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定に

より特定データ通信定額制Ⅴの適用を廃止した後、２欄、３欄又

は４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２欄、

３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 特定データ通信定額制Ⅴの適用

１ ２から４以外により特定デ

ータ通信定額制Ⅴの適用を廃

止したとき。 

その廃止日を含む料金月の末日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅴの適用

の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一

時休止又はＬＴＥ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までのデータ通信料について、

特定データ通信定額制Ⅴの適用

の対象とします。 

３ ＬＴＥシングルへのＬＴＥ

サービスの種類の変更又は対

象プラン以外への料金種別の

変更があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変更

日の前日までのデータ通信料に

ついて、特定データ通信定額制

Ⅴの適用の対象とします。 

４ 特定データ通信定額制Ⅴの

適用を廃止する申出又は特定

データ通信段階定額制Ⅱ若し

くは特定データ通信定額制Ⅳ

の適用の申込みが、端末設備

の購入又は第１種ＬＴＥデュ

アルと第２種ＬＴＥデュアル

の間のＬＴＥサービスの種類

の変更と同時に行われたと

き。 

その申出又は申込みがあった日

の前日までのデータ通信料につ

いて、特定データ通信定額制Ⅴ

の適用の対象とします。 

ク 特定データ通信定額制Ⅴを選択した契約者は、コに規定する場

合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満た
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ない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要し

ます。 

ケ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終

了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割

りを行います。 

(ア) エの表の規定により特定データ通信定額制Ⅴの適用を開始

したとき。 

(イ) キの表の区分３又は区分４の規定により特定データ通信定

額制Ⅴの適用を廃止したとき。 

(ウ) 特定データ通信定額制Ⅴの適用を受けている場合であっ

て、料金月の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等があ

ったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、ケの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれ特定データ通信定額制Ⅴの適用開始日

又は国内通話定額の種類変更等日 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、ケの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれキの表のその事由が生じた日の前日又

は国内通話定額の種類変更等日の前日 

コ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ

たって、ＬＴＥサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたと

きは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しませ

ん。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料

金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

(４) ＬＴＥデュア

ルの契約者回線

に係るデータ通

信料の定額適用 

ア 当社は、ＬＴＥデュアルの契約者回線（第３種ＬＴＥデュアル

に係るもの、基本使用料の料金種別が(ア)に定めるのもの又は特

定データ通信定額の取扱い若しくは特定データ通信２段階定額の

取扱いの適用を受けているものを除きます｡)に係るデータ通信料

（この約款の規定により支払いを要することとされるデータ通信

料（(６)のアの表に定めるデータ通信料及び(６)の３に定める購

入データ量に係るデータ通信料を除きます｡)であって、第１（基

本使用料等）１（適用）(24)、(27)、(28)又は当社が別に定める

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金の減額適用を受ける場合は、

適用する前の料金とします。以下この欄において同じとします｡)

について、(イ)に定める額を適用する取扱い（以下この欄におい

て「本取扱い」といいます｡)を行います。 

  ただし、データ通信料の額が次表に定める額に満たない場合

は、この限りでありません。 

(ア) 基本使用料の料金種別 

基本使用料の料金種別 
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ジュニアスマートフォンプラン、ジュニアスマートフォンプラン

（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン、ジュニアケータイ

プラン 

(イ) 上限定額料 

                      １契約ごとに月額 

区分 料金額 

上限定額料 税抜額 20,000 円 

イ 当社は、次のいずれかの規定により本取扱いの適用を開始した

場合又は本取扱いの適用を廃止した場合は、次表の適用開始日か

ら適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに定める上限定

額料を日割りします。 

(ア) ＬＴＥサービスの提供を開始したとき。 

(イ) ＬＴＥサービスの再利用を行ったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの種類の変更（ＬＴＥシングルからＬＴＥ

デュアルへの変更又は第１種ＬＴＥデュアルと第２種ＬＴＥデ

ュアルの間の変更に限ります｡)があったとき。 

(エ) 特定データ通信定額の取扱いの適用の廃止（他の特定デー

タ通信定額の取扱い若しくは特定データ通信２段階定額の取扱

いの適用の申込みによるもの又はアの(ア)に定める基本使用料

の料金種別を選択することによるものを除きます｡) があったと

き。 

(オ) 特定データ通信２段階定額の取扱いの適用の廃止（他の特

定データ通信２段階定額の取扱い若しくは特定データ通信定額

の取扱いの適用の申込みによるもの又はアの(ア)に定める基本

使用料の料金種別を選択することによるものを除きます｡)があ

ったとき。 

(カ) アの(ア)に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変

更又は選択があったとき（その変更又は選択と同時に特定デー

タ通信定額の取扱い若しくは特定データ通信２段階定額の取扱

いの適用の申込みがあったときを除きます｡)。 

(キ) ＬＴＥ契約の解除があったとき（ａｕ契約への契約移行が

あったときに限ります｡)。 

(ク) ＬＴＥサービスの種類の変更（ＬＴＥデュアルからＬＴＥ

シングルへの変更又は第１種ＬＴＥデュアルと第２種ＬＴＥデ

ュアルの間の変更に限ります｡)があったとき。 

(ケ) 特定データ通信定額の取扱い若しくは特定データ通信２段

階定額の取扱いの適用を開始したとき。 

(コ) アの(ア)に定めるものへの基本使用料の料金種別の変更又

は選択があったとき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、(ア)

から(カ)の規定により本取扱いの適用を開始し

た場合は、その適用を開始した日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、(キ)

から(コ)の規定により本取扱いの適用を廃止し
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た場合は、その事由が生じた日の前日） 

ウ ア及びイの規定によるほか、この約款において別段の定めがあ

る場合には、その定めるところによります。 

(５) ＬＴＥサービ

ス又はＬＴＥモ

ジュールの契約

者回線に係るデ

ータ通信利用の

制限 

ア 当社は、ＬＴＥサービス又はＬＴＥモジュールの契約者回線と

の間のデータ通信（特定データ通信定額制Ⅳの適用を受けている

場合は、当社所定のサービスの利用に係るものを除きます。特定

データ通信定額制Ⅴの適用を受けている場合は、海外定額対象回

線に係る海外定額対象利用及びテザリング機能を利用したものに

限ります。ただし、その契約者回線について、特定データ通信定

額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴに対応した端末設備（所定の

技術的条件に合致するものに限ります｡)と異なる端末設備その他

の電気通信設備が接続された場合、この限りでありません。以下

この欄、(６)、(６)の２及び(６)の３において同じとします｡)に

ついて、データ通信総量速度規制（その契約者回線との間のデー

タ通信に係る累計課金対象データ量が次表に定める総量速度規制

データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を

含む料金月の末日までの間、その契約者回線との間のデータ通信

の伝送速度を 高 128kbit/s（特定データ通信定額制Ⅳの適用を

受けている場合は、 高 300kbit/s とします｡)に制限することを

いいます。以下同じとします｡)を行います。 

  ただし、(６)に定めるデータ通信総量速度規制を廃止する申出

があった場合、(６)の２に定める総量速度規制データ量の繰越適

用若しくは(６)の３に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除

を受けている場合又は基本使用料の料金種別がｍａｍｏｒｉｎｏ

Ｗａｔｃｈプラン若しくはジュニアケータイプランの場合は、こ

の限りでありません。 

(ア) (イ)から(エ)以外のもの 

① ②から⑨以外のもの 

総量速度規制データ量 

7,516,192,768 バイト（７ギガバイト） 

② 特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ

（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又は

特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受け

ているもの 

種類 総量速度規制データ量 

データ定額１、データ定額１（Ｖ）、

データ定額１（ケータイ／Ｖ）、デー

タ定額１（ケータイ／Ｖ） 

1,073,741,824 バイト 

（１ギガバイト） 

データ定額２、データ定額２（Ｖ）、

データ定額２（ケータイ／Ｖ））、デ

ータ定額２（ケータイ／Ｖ） 

2,147,483,648 バイト 

（２ギガバイト） 

データ定額３、データ定額３（Ｖ）、

データ定額３（ケータイ／Ｖ）、デー

タ定額３（ケータイ／Ｖ） 

3,221,225,472 バイト 

（３ギガバイト） 

データ定額５、データ定額５（Ｖ）、 5,368,709,120 バイト 
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データ定額５（ケータイ／Ｖ）、デー

タ定額５（ケータイ／Ｖ） 

（５ギガバイト） 

データ定額８、データ定額８（Ｖ）、

データ定額８（ケータイ／Ｖ） 

8,589,934,592 バイト 

（８ギガバイト） 

データ定額 10、データ定額 10（Ｖ）、

データ定額 10（ケータイ／Ｖ） 

10,737,418,240 バイト 

（10 ギガバイト） 

データ定額 13、データ定額 13（Ｖ）、

データ定額 13（ケータイ／Ｖ） 

13,958,643,712 バイト 

（13 ギガバイト） 

データ定額 20、データ定額 20（Ｖ） 21,474,836,480 バイト 

（20 ギガバイト） 

データ定額 30、データ定額 30（Ｖ） 32,212,254,720 バイト 

（30 ギガバイト） 

③ 特定データ通信２段階定額制、特定データ通信２段階定額

制（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若しくは特定データ通信２段階定額

制（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受けているもの又は基本使

用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、ジュニア

スマートフォンプラン（Ｖ）又はＬＴＥフラットｆｏｒＤＡ

ＴＡ（ｍ）ｄｓのもの 

総量速度規制データ量 

2,147,483,648 バイト（２ギガバイト） 

④ 特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又は

特定データ通信２段階定額制Ｚ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）の適用

を受けているもの 

総量速度規制データ量 

2,684,354,560 バイト（2.5 ギガバイト） 

⑤ 特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用を受けているもの 

総量速度規制データ量 

(３)の 12 又は(３)の 13 のアの表の区分４に定めるデータ量の

大値（同欄の規定により 大値を読み替えた場合は、読み替え後

の値とします｡)に 16,106,127,360 バイト（15 ギガバイト）を加

算した値 

⑥ 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けているもの 

総量速度規制データ量 

(３)の 18 のアの表の区分２に定めるデータ量の 大値（同欄の規

定により 大値を読み替えた場合は、読み替え後の値とします｡)

に 3,221,225,472 バイト（３ギガバイト）を加算した値 

⑦ 特定データ通信定額制Ⅲ又は特定データ通信定額制Ⅲ

（Ｖ）の適用を受けているもの 

種類 総量速度規制データ量 

ａｕフラットプラン 20、ａｕフラット

プラン 20（Ｖ） 

21,474,836,480 バイト 

（20 ギガバイト） 

ａｕフラットプラン 30、ａｕフラット

プラン 30（Ｖ） 

32,212,254,720 バイト 

（30 ギガバイト） 
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⑧ 特定データ通信定額制Ⅳの適用を受けているもの 

種類 総量速度規制データ量 

ａｕフラットプラン７プラス 7,516,192,768 バイト 

（７ギガバイト） 

⑨ 特定データ通信定額制Ⅴの適用を受けているもの 

総量速度規制データ量 

21,474,836,480 バイト（20 ギガバイト） 

(イ) 第３種ＬＴＥデュアルに係るもの又は基本使用料の料金種

別がタブレットプランｄｓ、タブレットプランｄｓ（Ｌ）若し

くはＱｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓのもの 

総量速度規制データ量 

0 バイト 

(ウ)  基本使用料の料金種別がＬＴＥモジュールダブル定額のも

の 

総量速度規制データ量 

314,572,800 バイト（300 メガバイト） 

(エ) 基本使用料の料金種別がＬＴＥ Ｍｉｄ又はＬＴＥ Ｈｉ

ｇｈのもの 

総量速度規制データ量 

3,221,225,472 バイト（3 ギガバイト） 

イ  その契約者回線について、(13)に定める総量速度規制データ

量の増減適用を受けている場合、同欄に定める増減適用後の総量

速度規制データ量をアに定める総量速度規制データ量として取り

扱います。 

ウ 第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥシングルの契約者回線

（基本使用料の料金種別がＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭ

Ｅ又はＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）のものに限

ります｡)について、第１（基本使用料等）１（適用）(26)又は

(26)の２の適用を受けている場合、次表に定める加算データ量を

アに定める総量速度規制データ量に加算して、データ通信総量速

度規制を行います。 

加算データ量 

24,696,061,952 バイト（23 ギガバイト） 

エ 料金月の起算日以外の日に、次のいずれかに該当することとな

った場合（その変更等により、総量速度規制データ量の値が減少

する場合に限ります｡)、その事由に該当した日を含む料金月のデ

ータ通信総量速度規制については、変更前の料金種別等に係る総

量速度規制データ量を適用するものとします。 

ただし、総量速度規制データ量の増減の判定に際し、ウに定め

る加算データ量を総量速度規制データ量に含めないものとし、特

定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制（Ｖ）及び

特定データ通信段階定額制Ⅱ（以下この欄において「段階定額

制」といいます｡)の総量速度規制データ量については、

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）とします。 

(ア) ＬＴＥサービスの種類の変更があったとき。 
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(イ) 基本使用料の料金種別の変更があったとき。 

(ウ) 国内通話定額の種類変更等があったとき。 

(エ) 特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ

（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）、特定

データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）、特定データ通信定

額制Ⅲ又は特定データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）の種類の変更があっ

たとき。 

(オ) 他の特定データ通信定額の取扱い又は特定データ通信２段

階定額の取扱いへの変更等があったとき。 

オ 段階定額制の適用を受けている契約者回線について、エの各号

によりその適用の廃止（他の段階定額制の適用の申込みによるも

のを除きます｡)があった場合、エの規定にかかわらず、その廃止

日を含む料金月のデータ通信総量速度規制については、段階定額

制の適用の廃止後の料金種別等に係る総量速度規制データ量（そ

の値が 1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）未満の場合は、１

ギガバイトとします｡)に、次表に定める値を加算した値をその料

金月における総量速度規制データ量として適用するものとしま

す。 

(ア) 特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制

（Ｖ）の適用の廃止があった場合 

特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制（Ｖ）

の適用の廃止があった時点までに行ったデータ通信に係る累計課

金対象データ量（以下この欄において「変更前利用データ量」と

いいます｡)に係る、(３)の 12 のア又は(３)の 13 のアの表の区分

に 定 め る デ ー タ 量 の 大 値 （ 変 更 前 利 用 デ ー タ 量 が

5,368,709,120 バイト（５ギガバイト）を超える場合は、

21,474,836,480 バイト（20 ギガバイト）とします｡)から、

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差し引いた値 

(イ) 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用の廃止があった場合 

特定データ通信段階定額制Ⅱの適用の廃止があった時点までに行

ったデータ通信に係る累計課金対象データ量（以下この欄におい

て「変更前利用データ量」といいます｡)に係る、(３)の 18 のア

の表の区分に定めるデータ量の 大値（変更前利用データ量が

4,294,967,296 バイト（４ギガバイト）を超える場合は、

7,516,192,768 バイト（７ギガバイト）とします｡)から、

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を差し引いた値 

カ データ通信総量速度規制に関するその他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。カ データ通信総量速

度規制に関するその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

(５)の２ データ通

信総量速度規制

の適用除外 

ア 当社は、第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥシングルの契

約者回線（次のいずれかに該当するものに限ります｡)との間のデ

ータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含み、別表１（オプション機能）第 19 欄に規定するハイスピー

ドモードを選択して行われるＷｉＭＡＸ２＋通信（同 19 欄に定
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めるものをいいます｡)に限ります｡)に係る累計課金対象データ量

について、(５)の規定にかかわらず、データ通信総量速度規制に

係る累計課金対象データ量の算定から除外する取扱い（以下この

欄において「本取扱い」といいます｡)を行います。 

(ア)  基本使用料の料金種別がＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤ

ＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ、ＷｉＭ

ＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ（Ｌ）又はＷｉＭＡＸ２

＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）のもの。 

(イ) 特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料

等の割引（この約款、当社のＷＩＮ約款又はＫＤＤＩ株式会社

のＬＴＥ約款若しくはＷＩＮ約款に定めるものをいい、以下こ

の欄において「特定割引」といいます｡)に係る判定用回線とし

て指定されたものであって、第４種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

イ 当社は、アに定める第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥシ

ングルの契約者回線について、次表に定める期間、本取扱いを適

用します 
区分 期間 

アの(ア)に該当す

る場合 

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡＥ

Ｘ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭ

Ｅ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡ

ＥＸ（Ｌ）又はＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏ

ｒＨＯＭＥ（Ｌ）の適用を受けている間 

アの(イ)に該当す

る場合 

その第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥ

シングルの契約者回線を判定用回線として指

定した特定割引の申出を当社又はＫＤＤＩ株

式会社が承諾した日（当社が定める事由に該

当する場合は、承諾した日を含む料金月の翌

料金月とします｡)から、その特定割引の適用

を廃止する事由が生じた日を含む料金月まで

の間 

  

(５)の３ 特定の基

本使用料の料金

種別の適用を受

ける契約者回線

に係るデータ通

信利用の制限等 

ア 当社は、第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥシングルの契

約者回線（基本使用料の料金種別がＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏ

ｒＤＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ、Ｗｉ

ＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ（Ｌ）又はＷｉＭＡＸ２

＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）のものに限ります｡) につい

て、第 52 条（通信利用の制限等）の規定によるほか、データ通

信の伝送速度を制限することがあります。 

イ アの規定によるほか、当社は、第２種ＬＴＥシングルの契約者

回線又は第４種ＬＴＥシングル（基本使用料の料金種別がＷｉＭ

ＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ２＋フラット

ｆｏｒＨＯＭＥ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴＡＥＸ

（Ｌ）又はＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ）であっ

て、第１（基本使用料等）１（適用）(26)又は(26)の２の適用を

受けているものに限ります｡) について、他の契約者回線に比
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し、第 52 条第１項第６号に定める通信利用の制限を加重して行

うことがあります。 

ウ 当社は、第２種ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料

金種別がｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン又はジュニアケータ

イプランのものに限ります｡)について、第 52 条の規定を適用す

るほか、データ通信の伝送速度を 高 128kbit/s とします。 

(６) データ通信利

用の制限の廃止

に係る取扱い 

（エクストラオ

プション） 

ア 当社は、ＬＴＥ契約者からデータ通信総量速度規制を廃止する

申出があった場合であって、その料金月における累計課金対象デ

ータ量が(５)のアに定める総量速度規制データ量を超える場合

は、総量速度規制データ量を超える部分について、次表に定める

料金額を適用します。 

区分 単位 料金額 

データ

通信料 

① ②以外の場合 2,147,483,648

バイト（２ギ

ガバイト）ご

とに 

税抜額

2,500 円

② その料金月の末日（料金

月の末日以外の日にＬＴＥ

サービスの利用の一時休止

又はＬＴＥ契約の解除があ

った場合は、一時休止日又

は契約解除日とします。以

下このア及びイにおいて同

じとします｡)において、特

定データ通信定額の取扱い

（特定データ通信定額制及

び特定データ通信定額制

（Ｖ）を除きます｡)又は特

定データ通信２段階定額の

取扱いの適用を受けている

場合 

1,073,741,824

バイト（１ギ

ガバイト）ご

とに 

税抜額

1,000 円

イ アに定める総量速度規制データ量を超える部分は、その料金月

の末日において適用を受けている基本使用料の料金種別又は特定

データ通信定額の取扱い若しくは特定データ通信２段階定額の取

扱いの種類に応じて算定します。 

ウ データ通信総量速度規制の廃止（以下この欄において「本取扱

い」といいます｡)は、次のいずれかに該当するＬＴＥサービスの

契約者回線であって、(６)の３の適用を受けていないものに限

り、選択することができます。 

(ア) 特定データ通信定額制又は特定データ通信２段階定額の取

扱いの適用を受けているもの。  

(イ) 基本使用料の料金種別がＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ又

はＷｉＭＡＸ２＋フラットプランのもの。 

(ウ) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認め

るものを含みます｡)であるもの（特定データ通信段階定額制、
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特定データ通信段階定額制（Ｖ）、特定データ通信段階定額制

Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴ以外

の特定データ通信定額の取扱い（以下この欄において「対象デ

ータ通信定額」といいます｡)の適用を受けているＬＴＥデュア

ルの契約者回線及び基本使用料の料金種別がタブレットプラン

ｄｓ又はタブレットプランｄｓ（Ｌ）以外のものであるＬＴＥ

シングルの契約者回線に限ります｡)。 

エ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 

オ 本取扱いの適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む

料金月の翌料金月の初日の当社が別に定める時刻からとします。 

  ただし、申出日を含む料金月から本取扱いの適用を受けたい旨

の要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その申出

日の翌日の当社が別に定める時刻からとします。 

カ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契

約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次

のいずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) 対象データ通信定額の適用の廃止（他の対象データ通信定

額若しくは特定データ通信２段階定額の取扱いの適用の申込み

によるものを除きます｡)があったとき。 

(エ) 特定データ通信２段階定額の取扱いの適用の廃止（他の特

定データ通信２段階定額の取扱い若しくは対象データ通信定額

の適用の申込みによるものを除きます｡)があったとき。 

(オ) 特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制

（Ｖ）、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制

Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴの適用の申込みがあったとき。 

(カ) ジュニアスマートフォンプラン、ジュニアスマートフォン

プラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン、ジュニア

ケータイプラン、タブレットプランｄｓ、タブレットプランｄ

ｓ（Ｌ）若しくはＱｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓへの基本使

用料の変更又は選択があったとき。 

キ カの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱

い及びアに定める料金額については、次表のとおりとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２以外により本取

扱いの適用を廃止し

たとき。 

その廃止日を含む料金月の末日までのデ

ータ通信について、本取扱い及びアに定

める料金額の適用の対象とします。 

２ ＬＴＥサービスの

一時休止又はＬＴＥ

契約の解除があった

とき。 

一時休止日又は契約解除日までのデータ

通信について、本取扱い及びアに定める

料金額の適用の対象とします。 

ク 本取扱いに関するその他の提供条件については、当社が別に定
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めるところによります。 

(６)の２ 総量速度

規制データ量の

繰越適用 

（データくりこ

し） 

ア 当社は、その料金月におけるＬＴＥサービスの契約者回線との

間のデータ通信に係る累計課金対象データ量が総量速度規制デー

タ量を超えた場合、総量速度規制データ量を超える部分（以下

「超過データ量」といいます｡)が、前月からの繰越データ量（前

料金月において、ウの規定により算出された翌料金月への繰越デ

ータ量をいいます。以下同じとします｡)を超えるまでの間、デー

タ通信総量速度規制を行わないものとします。 

イ アに定める取扱い（以下「総量速度規制データ量の繰越適用」

といいます｡)は、次の全てを満たすＬＴＥサービスの契約者回線

に限り、適用を受けることができます。 

(ア) データ通信総量速度規制の一時解除を選択していること。 

(イ) 第１種ＬＴＥデュアル、第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥ

シングルの契約者回線については、次表に定める種類の特定デ

ータ通信定額の取扱い又は基本使用料の料金種別の適用を受け

ていること、又は第３種ＬＴＥデュアルの契約者回線であるこ

と。 

特定データ通

信定額制Ⅱ 

データ定額５、データ定額８、データ定額 10、

データ定額 13、データ定額 20、データ定額 30 

特定データ通

信 定 額 制 Ⅱ

（Ｖ） 

データ定額５（Ｖ）、データ定額８（Ｖ）、デ

ータ定額 10（Ｖ）、データ定額 13（Ｖ）、デー

タ定額 20（Ｖ）、データ定額 30（Ｖ） 

特定データ通

信 定 額 制 Ⅱ

（ケータイ／

Ｖ‐ⅰ） 

データ定額５（ケータイ／Ｖ） 

特定データ通

信 定 額 制 Ⅱ

（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ） 

データ定額５（ケータイ／Ｖ）、データ定額８

（ケータイ／Ｖ）、データ定額 10（ケータイ／

Ｖ）、データ定額 13（ケータイ／Ｖ） 

特定データ通

信定額制Ⅲ 

ａｕフラットプラン 20、ａｕフラットプラン 30 

特定データ通

信 定 額 制 Ⅲ

（Ｖ） 

ａｕフラットプラン 20（Ｖ）、ａｕフラットプ

ラン 30（Ｖ） 

基本使用料の

料金種別 

ＬＴＥフラットｆｏｒＴＡＢ、ＬＴＥフラット

ｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、タブレットプランｄ

ｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄ

ｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ（Ｌ）、タブ

レットプランｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏ

ｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ）、Ｑｕａｓｔａｔｉｏｎ

プランｄｓ 

 (ウ) (14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受けて

いる場合であって、その契約者回線が所属するデータ量共有回

線群を構成する全てのＬＴＥサービスの契約者回線及びＫＤＤ
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Ｉ株式会社のＬＴＥサービスの他網契約者回線について、(ア)

及び(イ)の規定（ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める(ア)

及び(イ)に相当する規定を含みます。以下この欄において同じ

とします｡)に該当すること。 

ウ 翌料金月への繰越データ量は、その料金月における総量速度規

制データ量から累計課金対象データ量を差し引いたデータ量とし

ます。 

エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その

契約者回線に係る翌料金月への繰越データ量は０とします。 

(ア) その料金月の末日において、イに定めるいずれか又は全て

の規定を満たしていないとき（その料金月の末日に、イの全て

の規定を満たすこととなったときを含みます｡)。 

(イ) その料金月の末日において、そのＬＴＥサービスの利用の

一時休止が行われているとき。 

(ウ) その料金月において、特定データ通信段階定額制、特定デ

ータ通信段階定額制（Ｖ）、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特

定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴの適用の申

込みがあったとき（その申込み後、その料金月の末日に、イの

(イ)に定める基本使用料の料金種別等の適用の申込みがあった

ときを含みます｡)。 

(エ) その他当社が別に定める事由に該当するとき。 

オ その契約者回線について、別表１（オプション機能）に定める

テザリング利用機能の提供を受けている場合、アに定める前月か

らの繰越データ量に 524,288,000 バイト（ 500 メガバイト）を合

算して、本取扱いを適用します。 

ただし、その料金月において、次表に定める基本使用料の料金

種別の適用を受けていない場合は、この限りでありません。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプラン、オフィスケータイプラン、ＬＴＥプラン（Ｖ）、

オフィスケータイプラン（Ｖ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ、

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、タブレットプランｄｓ、

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏ

ｒＴａｂ（Ｌ）、タブレットプランｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラット

ｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 

カ その契約者回線について、(13)に定める繰越データ量の増減適

用を受けている場合、同欄に定める増減適用後の前月からの繰越

データ量をアに定める前月からの繰越データ量として取り扱いま

す。 

キ 特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制（Ｖ）

又は特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線

（(３)の 12 のカ、(３)の 13 のカ又は(３)の 18 のオに定める取

扱いを受けたものに限ります｡)については、前項までの規定にか

かわらず、前月からの繰越データ量を０とします。 

(６)の３ データ通

信利用の制限の

ア 当社は、その料金月における超過データ量が前月からの繰越デ

ータ量を超えた場合、前月からの繰越データ量を超える部分（以
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一時解除に係る

取扱い 

（データチャー

ジオプション） 

下「超過データ量Ⅱ」といいます｡)が、キの規定により登録した

購入データ量（その料金月以前にこの(６)の３に定める取扱いを

受けた場合は、購入データ量から超過データ量Ⅱを差し引いたデ

ータ量（以下「購入残データ量」といいます｡)とします｡)を超え

るまでの間、データ通信総量速度規制を行わないものとします。 

イ 特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制（Ｖ）

又は特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契約者回線

については、超過データ量Ⅱが、キの規定により登録した購入デ

ータ量のうち、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量が

(３)の 12 のアの表の区分４、(３)の 13 のアの表の区分４又は

(３)の 18 のアの表の区分２に定めるデータ量の 大値（同欄の

規定により 大値を読み替えた場合は、読み替え後の値としま

す｡)を超えた後に登録した購入データ量を超えるまでの間、アに

定める取扱い（以下「データ通信総量速度規制の一時解除」とい

います｡)を行います。 

ウ データ通信総量速度規制の一時解除は、次の全てを満たすＬＴ

Ｅサービスの契約者回線であって、(６)及び別表１（オプション

機能）15 欄に定めるｗｅｂフィルタリングの適用を受けていない

ものに限り、選択することができます。 

(ア) 特定データ通信定額の取扱いの適用又は次表に定める基本

使用料の料金種別の適用を受けているもの。 

基本使用料の料金種別 

ジュニアスマートフォンプラン、ジュニアスマートフォンプラン

（Ｖ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤ

ＡＴＡ（ｍ）、タブレットプランｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤ

ＡＴＡ（ｍ）ｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ（Ｌ）、タブレ

ットプランｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／

Ｌ）、Ｑｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓ 

(イ) ＬＴＥ ＮＥＴ機能機能又はＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ Ｄ

ＡＴＡ機能の提供を受けているもの。 

ウ データ通信総量速度規制の一時解除を選択する契約者は、当社

に申し出ていただきます。 

エ データ通信総量速度規制の一時解除を選択する契約者は、当社

に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エの申出があったときは、当社の業務の遂行上支障が

ある場合を除いて、これを承諾します。 

カ エの申出があった場合のほか、(ア)のいずれかに該当する場合

（(イ)のいずれかに該当する場合を除きます｡)は、その契約者回

線について、当社が別に定める日までの間に、データ通信総量速

度規制の一時解除の申出があったものとみなして取扱います。 

ただし、特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額

制（Ｖ）、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制

Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴの適用の申込みがあった場合は、

(イ)の③に該当する場合であっても、この取扱いを適用します。 

(ア) 適用条件 
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① 特定データ通信定額の取扱い（特定データ通信定額制を除

きます｡)の適用の申込みがあったとき。 

② ウの(ア)に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金

種別への変更があったとき。 

③ その契約者回線をナンバーシェア副回線として指定するナ

ンバーシェア機能の提供を開始したとき。 

(イ) 除外条件 

① その契約者回線について、(６)又は別表１（オプション機

能）15 欄に定めるｗｅｂフィルタリングの適用を受けている

とき。 

② その契約者回線について、ウの(イ)に該当しないとき。 

③ その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認め

るものを含みます｡)であるとき。 

キ ＬＴＥ契約者は、当社が別に定める方法により、次表に定める

種類及び開始条件を指定して、購入データ量の登録を行っていた

だきます。 

この場合において、指定することができる種類は、その購入デ

ータ量に係るデータ通信料の支払方法により当社が別に定めると

ころによります。 

(ア) 種類 

種類 購入データ量 有効日数 

タイプⅠ 536,870,912 バイト 

（0.5 ギガバイト） 

62 日

タイプⅡ 1,073,741,824 バイト 

（１ギガバイト） 

62 日

タイプⅢ 1,610,612,736 バイト 

（1.5 ギガバイト） 

62 日

タイプⅣ 3,221,225,472 バイト 

（３ギガバイト） 

62 日

タイプⅤ 5,368,709,120 バイト 

（５ギガバイト） 

62 日

(イ) 開始条件 

区分 内容 

コースⅠ 前月からの繰越データ量から超過データ量を差

し引いたデータ量（以下「繰越残データ量」と

いいます｡)と購入残データ量を合算したデータ

量が当社が別に定める値を下回った時点又はク

に定める解除有効期間を経過した時点のいずれ

か早い時点。 

コースⅡ 解除有効期間を経過した時点。 

コースⅢ その登録が完了した時点。 

ク キの規定にかかわらず、その契約者回線に係る 初の購入デー

タ量の登録又は特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階

定額制（Ｖ）若しくは特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受け

ている契約者回線に係る購入データ量の登録については、その登
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録が完了した時点からデータ通信総量速度規制の一時解除を行い

ます。 

ケ キの規定にかかわらず、タイプⅢ、タイプⅣ及びタイプⅤの購

入データ量の登録については、その登録が完了した時点からデー

タ通信総量速度規制の一時解除を行います。 

コ ア及びイの規定によるほか、当社は、ＬＴＥ契約者が指定した

開始条件に定める時点から有効日数に相当する時間が経過するこ

ととなる時点までの期間（以下「解除有効期間」といいます｡)に

限り、データ通信総量速度規制の一時解除を行います。 

サ データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受ける契約者は、

次のいずれかに該当した場合は、その購入データ量の単位ごと

に、その種類に応じて、次表に定めるデータ通信料の支払いを要

します。 

(ア) 登録した購入データ量に係るデータ通信総量速度規制の一

時解除又は(３)の 12 のカ、(３)の 13 のカ若しくは(３)の 18 の

オの取扱いが行われたとき。 

(イ) 特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制

（Ｖ）又は特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けている契

約者回線について、購入データ量の登録（超過データ量Ⅱが、

そのデータ通信に係る累計課金対象データ量が(３)の 12 のアの

表の区分４、(３)の 13 のアの表の区分４又は(３)の 18 のアの

表の区分２に定めるデータ量の 大値（同欄の規定により 大

値を読み替えた場合は、読み替え後の値とします｡)を超える前

に行ったものに限ります｡)があったとき。 

種類 単位 データ通信料 

タイプⅠ 購入データ量 0.5 ギガごとに 税抜額 550 円

タイプⅡ 購入データ量１ギガごとに 税抜額 1,000 円

タイプⅢ 購入データ量 1.5 ギガごとに 税抜額 1,500 円

タイプⅣ 購入データ量３ギガごとに 税抜額 3,000 円

タイプⅤ 購入データ量５ギガごとに 税抜額 5,000 円

シ 当社は、購入データ量に係る解除有効期間を経過した場合であ

っても、当社が別に定める時点までに購入データ量の登録又はデ

ータ証票の登録が行われたときは、新たに登録された購入データ

量に係る解除有効期間をその購入残データ量に係る解除有効期間

として取り扱います。 

ス 繰越残データ量と購入残データ量を合算したデータ量が当社が

別に定める値を下回ったことにより、購入データ量の登録又はデ

ータ証票の登録が行われた場合、購入残データ量に係る解除有効

期間の残り期間又は新たに登録された購入データ量に係る解除有

効期間のいずれか長い方を、それぞれの解除有効期間として取り

扱います。 

セ 当社は、データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受けてい

る契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その

事由が生じた時点をもって、データ通信総量速度規制の一時解除

の適用を廃止します。 
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(ア) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(イ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(ウ) ウの規定に反することとなったとき。 

ソ セの規定により、データ通信総量速度規制の一時解除を廃止し

た場合、登録した購入残データ量を無効とします。 

タ (３)の 12 のカ、(３)の 13 のカ又は(３)の 18 のオの規定によ

り、特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制

（Ｖ）又は特定データ通信段階定額制Ⅱの定額料の算定に係る累

計課金対象データ量に合算した購入残データ量に相当するデータ

量は、データ通信総量速度規制の一時解除に係る購入残データ量

としては０とします。 

チ 当社は、その契約者回線について、(16)に定めるデータ証票の

登録があった場合、その登録により得たデータ量を購入データ量

として取り扱います。 

  この場合において、データ証票の登録により得たデータ量の有

効日数は、当社が別に定めるところによります。 

ツ データ通信総量速度規制の一時解除を選択する契約者は、(13)

に定めるデータ量の増減適用その他のデータ通信料に関する取扱

い（以下この欄において「本取扱い」といいます｡)を適用するた

めに、その契約者回線に係る情報（本取扱いの適用に必要な範囲

に限ります｡)を、当社が、その契約者回線との間で本取扱いの適

用を受けることができる他の契約者回線又は他網契約者回線の契

約者に通知することを承諾していただきます。 

テ データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受けている契約者

回線について、当社のフレックスリモートアクセス等サービス契

約約款に定めるアクセスポイント（タイプⅠに係るものに限りま

す｡)又はＫＤＤＩ株式会社のリモートアクセスサービス契約約款

に定めるアクセスポイント（タイプⅡ又はタイプⅧに係るものに

限ります｡)への通信を行うことはできません。 

ト データ通信総量速度規制の一時解除に関するその他の提供条件

については、当社が別に定めるところによります。 

(７) ＬＴＥサービ

スの契約者回線

に係るデータ通

信料の適用 

ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種別がジュニアス

マートフォンプラン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、ｍａ

ｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン又はジュニアケータイプランのもの

に限ります｡)又はＬＴＥシングルの契約者回線の契約者は、２（料

金額）の規定にかかわらず、その契約者回線との間のデータ通信に

関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを

含みます｡)の支払いを要しません。 

(８) 削除 削除 

(９) 削除 削除 

(10) ＬＴＥモジュ

ールフラットの

契約者回線に係

るデータ通信料

の適用 

ＬＴＥモジュールの契約者回線（基本使用料の料金種別がＬＴＥモ

ジュールフラットのものに限ります｡)の契約者は、２（料金額）の

規定にかかわらず、その契約者回線との間のデータ通信に関する料

金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含みま

す｡)の支払いを要しません。 
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(11) ＬＴＥモジュ

ールに係る基本

使用料の料金種

別によるデータ

通信料の減額適

用 

ア 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別を選択しているＬＴ

Ｅモジュール契約者は、その契約者回線に係るデータ通信に関す

る料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含

みます。以下この欄において同じとします｡)の月間累計額のう

ち、同表の右欄に定める料金額の支払いを要しません。 

１契約ごとに月額

基本使用料の料金種別 支払いを要しない額 

税抜額 

ＬＴＥ Ｌｏｗ 0 円から 921.6 円までの部分 

ＬＴＥ Ｍｉｄ 0 円から 921.6 円までの部分 

ＬＴＥ Ｈｉｇｈ 0 円から 4,608 円までの部分 

ＬＴＥモジュールダブル定額 0 円から 300 円までの部分 

イ データ通信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別

ごとに料金月単位で行います。 

ウ 当社は、基本使用料の料金種別ごとに、その料金月におけるア

に定める基本使用料の支払いを要する日数が１の料金月の日数に

満たないときは、その支払いを要する日数に応じて、アに定める

支払いを要しない額を日割りします。 

エ ウの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合

は、その端数を切り上げます。 

(12) ＬＴＥモジュ

ールの契約者回

線に係るデータ

通信料の適用 

ア ＬＴＥモジュールの契約者回線（基本使用料の料金種別が次表

の左欄に定めるものに限ります｡)に係るデータ通信に関する料金

（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含みま

す。以下この欄において同じとします｡)の月間累計額（(11)の適

用による場合は、適用した後の額とします｡)が、同表の右欄に定

める上限定額料（カの規定により上限定額料を日割りした場合は

その額とします。以下この欄において同じとします｡)を超える場

合、２（料金額）の規定にかかわらす、上限定額料を適用する取

扱い（以下この欄において「本取扱い」といいます｡)を行いま

す。 

１契約ごとに月額

基本使用料の料金種別 
上限定額料 

税抜額 

ＬＴＥ Ｌｏｗ 800 円

ＬＴＥ Ｍｉｄ 1,500 円

ＬＴＥ Ｈｉｇｈ 2,300 円

ＬＴＥモジュールダブル定額 2,000 円

イ データ通信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別

ごとに料金月単位で行います。 

ウ 本取扱いの適用の開始は、その契約者回線においてＬＴＥモジ

ュールダブル定額の適用を開始した日からとします。 

エ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、Ｌ

ＴＥモジュール契約の解除があった場合には、本取扱いの適用を

廃止します。 

オ エの規定により本取扱いの適用を廃止する場合、契約解除日ま
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でのデータ通信料について、本取扱いの適用の対象とします。 

カ ウの規定により本取扱いの適用を開始した場合又はエのいずれ

かの規定により本取扱いの適用を廃止した場合は、次表の適用開

始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料

の料金種別ごとにアに規定する上限定額料の日割りを行います。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、ウの

規定により本取扱いの適用を開始した場合は、

その適用を開始した日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、エの

いずれかの規定により本取扱いの適用を廃止し

た場合は、その事由が生じた日の前日） 

  

(13) データ量の増

減適用に係る取

扱い 

（ デ ー タ ギ フ

ト） 

ア データ通信総量速度規制の一時解除を選択している契約者回線

の契約者（以下この欄において「分配契約者」といいます｡)は、

次表に定める取扱い（以下「データ量の増減適用」といいます｡)

を受けることができます。 

データ量の増

減適用 

内容 

総量速度規制

データ量の増

減適用 

その契約者回線（以下「分配契約者回線」とい

います｡)に係る総量速度規制データ量を減量さ

せるとともに、他の契約者回線又は他網契約者

回線（ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥサービスに係

るものに限ります。以下この欄において同じと

します｡)の総量速度規制データ量を増量させる

取扱い 

繰越データ量

の増減適用 

分配契約者回線に係る前月からの繰越データ量

を減量させるとともに、他の契約者回線又は他

網契約者回線の前月からの繰越データ量を増量

させる取扱い 

イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、デー

タ量の増減適用を受けることができません。 

(ア) ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、特定データ通信定

額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）、特定データ通信定額

制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又は特定データ通信定額制Ⅱ（ケー

タイ／Ｖ‐ⅱ）の適用を受けていないとき（基本使用料の料金

種別がジュニアスマートフォンプラン又はジュニアスマートフ

ォンプラン（Ｖ）であるときを除きます｡)。 

(イ) ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、特定データ通信定

額制Ⅱ（データ定額 20 又はデータ定額 30 に限ります｡)又は特

定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）（データ定額 20（Ｖ）又はデータ

定額 30（Ｖ）に限ります｡)の適用を受けているとき。 

(ウ) ＬＴＥシングルの契約者回線であって、基本使用料の料金

種別が次表に定めるものであるとき。 

基本使用料の料金種別 
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ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ又はＷｉＭＡＸ２＋フラットプラ

ン 

(エ) (14)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受けて

いる場合であって、その契約者回線が所属するデータ量共有回

線群に、(ア)から(ウ)の規定（ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款

に定める(ア)から(ウ)に相当する規定を含みます。以下この欄

において同じとします｡)のいずれかに該当するＬＴＥサービス

の契約者回線又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥサービスの他網契

約者回線が含まれるとき。 

ウ 分配契約者は、データ量の増減適用を受けるにあたり、次の各

号に定める事項を指定していただきます。 

(ア) 総量速度規制データ量を増量させる契約者回線又は他網契

約者回線（以下「受領契約者回線」といいます｡) 

(イ) 増量させるデータ量（以下「分配データ量」といいます｡) 

エ 分配契約者は、分配データ量を、当社が別に定める方法によ

り、次表に定める単位で指定していただきます。 

分配データ量の単位 

536,870,912 バイト（0.5 ギガバイト） 

オ 当社は、ウに定める指定があったときは、次の順位に従ってデ

ータ量の増減適用を行います。 

順位 データ量の増減適用 

１ 総量速度規制データ量の増減適用 

２ 繰越データ量の増減適用 

カ 当社は、次のいずれかに該当する場合には、データ量の増減適

用を行いません。 

(ア) 受領契約者回線（契約者回線に限ります｡)について、次の

いずれかに該当する場合。 

① データ通信総量速度規制の一時解除が選択されていない場

合。 

② イに定めるいずれかの事由に該当する場合。 

(イ) 受領契約者回線（他網契約者回線に限ります｡)について、

次のいずれかに該当する場合。 

① ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定めるデータ通信総量速

度規制の一時解除が選択されていない場合。 

② ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定めるイに定める事由に

相当する規定のいずれか事由に該当する場合。 

(ウ) 分配契約者回線に係る総量速度規制残データ量（総量速度

規制データ量から累計課金対象データ量を差し引いたデータ量

をいいます。以下同じとします｡)と繰越残データ量を合算した

データ量から当社が別に定める値を差し引いたデータ量が、分

配データ量に満たない場合。 

(エ) 分配契約者回線及び受領契約者回線が、同一のａｕ一括請

求グループに所属していない場合、第１（基本使用料等）１

（適用）(24)に定める同一の割引選択回線群に所属していない

場合又は「ＫＤＤＩまとめて請求に係る取扱い規約」に基づき
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そのＬＴＥサービスに係る料金その他の債務について一括して

請求する取扱いを受けていない場合。 

(オ) 分配契約者回線及び受領契約者回線が同一のデータ量共有

回線群に所属している場合。 

(カ) 当社の業務の遂行上支障がある場合。 

キ 当社は、データ量の増減適用を行うにあたり、分配契約者回線

及び受領契約者回線に係る総量速度規制データ量又は前月からの

繰越データ量について、次表のとおり取り扱います。 

区分 増減適用後の総量速度規

制データ量 

増減適用後の前月からの

繰越データ量 

分配契約者

回線 

その総量速度規制データ

量の増減適用を受ける時

点の総量速度規制残デー

タ量から、総量速度規制

データ量に係る分配デー

タ量を差し引いたデータ

量 

その繰越データ量の増減

適用を受ける時点の繰越

残データ量から、前月か

らの繰越データ量に係る

分配データ量を差し引い

たデータ量 

受領契約者

回線 

その総量速度規制データ

量の増減適用を受ける時

点の総量速度規制残デー

タ量に、総量速度規制デ

ータ量に係る分配データ

量を加えたデータ量 

その繰越データ量の増減

適用を受ける時点の繰越

残データ量に、前月から

の繰越データ量に係る分

配データ量を加えたデー

タ量 

ク データ量の増減適用に関するその他の提供条件については、当

社が別に定めるところによります。 

(14) 共有回線群に

係るデータ量共

有適用 

（ デ ー タ シ ェ

ア） 

ア 共有回線群に係るデータ量共有適用（以下この欄において「本

共有適用」といいます｡)とは、データ量共有回線群（ウに定める

データ量共有回線により構成される回線群をいいます。以下同じ

とします｡)を構成する契約者回線について、その総量速度規制デ

ータ量等（次表の左欄に定めるものをいいます。以下この欄にお

いて同じとします｡)を、その契約者回線が所属するデータ量共有

回線群に係る共有総量速度規制データ量等（次表の右欄に定める

ものをいいます。以下この欄において同じとします｡)にそれぞれ

読み替えて、特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定

額制（Ｖ）、特定データ通信段階定額制Ⅱ、データ通信総量速度

規制、データ通信総量速度規制の一時解除、総量速度規制データ

量の繰越適用及びデータ量の増減適用並びにＬＴＥデータプリペ

イドの提供を行うことをいいます。 

総量速度規制データ量等 共有総量速度規制データ量等 

累計課金対象データ量 共有累計課金対象データ量 

総量速度規制データ量 共有総量速度規制データ量 

総量速度規制残データ量 共有総量速度規制残データ量 

超過データ量 共有超過データ量 

前月からの繰越データ量 共有前月からの繰越データ量 

繰越残データ量 共有繰越残データ量 
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超過データ量Ⅱ 共有超過データ量Ⅱ 

購入データ量 共有購入データ量 

購入残データ量 共有購入残データ量 

前払いデータ量 共有前払い等データ量 

前払い残データ量 共有前払い等残データ量 

イ アに定める共有回線群総量速度規制データ量等は、それぞれ次

の意味で使用します。 

共有累計課金

対象データ量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線

及び他網契約者回線に係る累計課金対象データ

量を合算したデータ量 

共有総量速度

規制データ量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線

及び他網契約者回線に係る総量速度規制データ

量を合算したデータ量 

共有総量速度

規制残データ

量 

共有総量速度規制データ量から共有累計課金対

象データ量を差し引いたデータ量 

共有超過デー

タ量 

共有累計課金対象データ量が共有総量速度規制

データ量を超えた場合、共有総量速度規制デー

タ量を超える部分 

共有前月から

の繰越データ

量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線

及び他網契約者回線に係る前月からの繰越デー

タ量を合算したデータ量 

共有繰越残デ

ータ量 

共有超過データ量から共有前月からの繰越デー

タ量を合算したデータ量 

共有超過デー

タ量Ⅱ 

共有超過データ量が共有前月からの繰越データ

量を超えた場合、共有前月からの繰越データ量

を超える部分 

共有購入デー

タ量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線

及び他網契約者回線に係る購入データ量及び前

払いデータ量を合算したデータ量 

共有購入残デ

ータ量 

共有購入データ量から共有超過データ量Ⅱを差

し引いたデータ量 

共有前払い等

データ量 

共有総量速度規制データ量、共有前月からの繰

越データ量及び共有購入データ量を合算したデ

ータ量 

共有前払い等

残データ量 

共有前払い等データ量から共有累計課金対象デ

ータ量を差し引いたデータ量 

備考 

１ そのデータ量共有回線群に特定データ通信段階定額制、特定

データ通信段階定額制（Ｖ）又は特定データ通信段階定額制Ⅱ

（以下この(14)において「段階定額制」といいます｡)の適用を

受けている契約者回線又は他網契約者回線（以下この(14)にお

いて「段階定額制適用回線」といいます｡)が含まれる場合、共

有総量速度規制データ量は、次表の意味で使用します。 



 - 料デ 94 -

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線及び他網契約者

回線に係る総量速度規制データ量を合算したデータ量に、段階

定額制適用回線以外の契約者回線及び他網契約者回線に係る前

月からの繰越データ量、購入残データ量並びに前払い残データ

量を合算したデータ量 

２ そのデータ量共有回線群に段階定額制適用回線が含まれる場

合（(３)の 12 のカ、(３)の 13 のカ若しくは(３)の 18 のオ又は

ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款の相当の規定に定める取扱いを

受けた場合に限ります｡)、共有前月からの繰越データ量を０と

します。 

３ そのデータ量共有回線群に段階定額制適用回線が含まれる場

合、(３)の 12 のカ、(３)の 13 のカ若しくは(３)の 18 のオの又

はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款の相当の規定により、特定デ

ータ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制（Ｖ）又は特

定データ通信段階定額制Ⅱの定額料の算定に係る共有累計課金

対象データ量に合算した共有購入残データ量に相当するデータ

量は、データ通信総量速度規制の一時解除に係る共有購入残デ

ータ量としては０とします。 

ウ データ量共有回線とは、本共有適用を選択する契約者回線又は

ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める共有回線群に係るデータ

量共有適用（以下この欄において「特定共有適用」といいます｡)

を選択する他網契約者回線をいいます。 

エ 本共有適用は、ＬＴＥサービス又はＬＴＥデータプリペイドの

契約者回線（ＬＴＥサービスについては、データ通信総量速度規

制の一時解除を選択しているものに限ります｡)に限り、選択する

ことができます。 

オ 本共有適用を選択する契約者は、１のデータ量共有回線群を指

定して、当社に申し出ていただきます。 

カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定したデータ量共有回線群を構成する契約者回線及び他

網契約者回線（それぞれ第１種ＬＴＥデュアル又は第２種ＬＴ

Ｅデュアルに係るものに限ります｡)の数が２以上となるとき。 

(イ) 指定したデータ量共有回線群を構成する契約者回線及び他

網契約者回線（それぞれ第３種ＬＴＥデュアル、ＬＴＥシング

ル及びＬＴＥデータプリペイドに係るものに限ります｡)の数が

６以上となるとき。 

(ウ) その契約者回線に係るａｕＩＤ（当社のＩＤ利用規約に定

めるａｕＩＤをいいます。以下同じとします｡)が、指定したデ

ータ量共有回線群を構成する他の契約者回線又は他網契約者回

線に係るａｕＩＤと異なるとき。 

(エ) その申出が新たにデータ量共有回線群を構成する申出であ

って、そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線又は他網

契約者回線に係るａｕＩＤと同一のａｕＩＤの契約者回線又は

他網契約者回線により構成されるデータ量共有回線群の数が２
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以上となるとき。 

(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

キ オの申出があった場合のほか、ナンバーシェア機能の提供を開

始した場合は、そのナンバーシェア主回線及びナンバーシェア副

回線について、同一のデータ量共有回線群を指定した本共有適用

の申出があったものとみなして取扱います。 

ク 本共有適用の開始は、オの申出を当社が承諾し、必要な登録を

完了した時点からとします。 

ケ 当社は、次の事由が生じた場合、その事由が生じた時点の、そ

の契約者回線が所属するデータ量共有回線群のデータ共有回線に

係る解除有効期間又は利用可能期間（第５の２（ＬＴＥデータプ

リペイドに係る前払いデータ通信料等）に定めるものをいいま

す。以下同じとします｡)のうち、 長のものを、そのデータ共有

回線（ＬＴＥサービスに係るものに限ります｡)に係る解除有効期

間として取り扱います。 

(ア) その契約者回線について、本共有適用を開始したとき。 

(イ) その契約者回線が所属するデータ量共有回線群において、

データ量共有回線の追加があったとき。 

(ウ) その契約者回線が所属するデータ量共有回線群において、

データ総量規制の一時解除に係る登録があり、その登録に係る

データ総量規制の一時解除が行われたとき。 

(エ) その契約者回線が所属するデータ量共有回線群において、

前払いデータ通信料の登録又はデータ証票の登録が行われたと

き。 

コ 当社は、契約者から本共有適用を廃止する申出があった場合の

ほか、その契約者回線について、次のいずれかに該当する場合に

は、本共有適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき 

(エ) ＬＴＥ契約又はＬＴＥデータプリペイド契約の解除があっ

たとき。 

(オ) データ通信総量速度規制の一時解除の適用の廃止があった

とき。 

(カ) その契約者回線に係るａｕＩＤが、その契約者回線が所属

するデータ量共有回線群を構成する他の契約者回線又は他網契

約者回線に係るａｕＩＤと異なることとなったとき。 

サ コの規定により、本共有適用を廃止する場合における取扱いに

ついては、次表のとおりとします。 

区分 本共有適用 

１ ２以外により本共有適用を

廃止したとき。 

その事由が生じた時点までのデ

ータ通信について、本共有適用

の対象とします。 

２ コの(ウ)、(エ)又は(オ)に

より本共有適用を廃止したと

その事由が生じた日までのデー

タ通信について、本共有適用の
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き。 対象とします。 

シ ア及びイの規定にかかわらず、段階定額適用回線について本共

有適用の廃止があった場合、そのデータ量共有回線群に係る共有

総量速度規制データ量は、その廃止があった時点の共有累計課金

対象データ量に係る段階定額制の定額料の区分に定めるデータ量

の 大値とします 

ス コの規定により、本共有適用を廃止した場合、その契約者回線

について、共有総量速度規制残データ量、共有繰越残データ量及

び共有購入残データ量を無効とし、その廃止のあった時点の総量

速度規制残データ量、繰越残データ量及び購入残データ量を０と

します。 

ただし、段階定額適用回線について本共有適用の廃止があった

場合は、これによらず、(３)の 12、(３)の 13 若しくは(３)の 18

又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款の相当する規定に定めるとこ

ろによります。 

セ スの規定にかかわらず、その契約者回線に係る本共有適用を廃

止することにより、その契約者回線が所属するデータ量共有回線

群を構成するデータ量共有回線の数が０となる場合は、その共有

総量速度規制残データ量、共有繰越残データ量及び共有購入残デ

ータ量をその契約者回線に係る総量速度規制残データ量、繰越残

データ量及び購入残データ量として取り扱います。 

ソ 本共有適用に関するその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 

(15) 長期利用を条

件とするデータ

量の増量適用 

（長期優待デー

タギフト） 

ア 当社は、ＬＴＥサービスの契約者回線（(ア)に定める適用条件

のいずれかに該当するものに限ります｡)について、ＬＴＥサービ

スの利用月数に応じて、加算対象料金月（イに定めるものをいい

ます。以下この欄において同じとします｡)において、その契約者

回線に係る前月からの繰越データ量に(イ)に定める加算データ量

を加算する取扱い（以下この欄において「本取扱い」といいま

す｡)を行います。  

(ア) 適用条件 

① 特定データ通信定額の取扱い（特定データ通信段階定額

制、特定データ通信段階定額制（Ｖ）、特定データ通信定額

制Ⅲ、データ通信定額制Ⅲ（Ｖ）、特定データ通信段階定額

制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴ

を除きます｡)の適用を受けているもの。 

② 基本使用料の料金種別が、ジュニアスマートフォンプラン

又はジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）であるもの。 

(イ) 加算データ量 

① その料金月の初日において、特定データ通信定額の取扱い

（②及び③に定めるものを除きます｡)を受けている場合 

ＬＴＥサービスの利用月数 加算データ量 

48 か月を超え 84 か月以内の場

合 

1,073,741,824 バイト

（１ギガバイト）

84 か月を超え 120 か月以内の 1,610,612,736 バイト
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場合 （1.5 ギガバイト）

120 か月を超える場合 2,147,483,648 バイト

（２ギガバイト）

② その料金月の初日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額２、データ定額３、データ定額２（Ｖ）、デー

タ定額３（Ｖ）又は特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ

‐ⅰ）若しくは特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐

ⅱ）のデータ定額２（ケータイ／Ｖ）若しくはデータ定額３

（ケータイ／Ｖ）に限ります｡)を受けている場合又は基本使

用料がジュニアスマートフォンプラン若しくはジュニアスマ

ートフォンプラン（Ｖ）である場合 

ＬＴＥサービスの利用月数 加算データ量 

48 か月を超え 84 か月以内の場

合 

536,870,912 バイト

（0.5 ギガバイト）

84 か月を超え 120 か月以内の

場合 

805,306,368 バイト

（0.75 ギガバイト）

120 か月を超える場合 1,073,741,824 バイト

（１ギガバイト）

③ その料金月の初日において、特定データ通信定額の取扱い

（データ定額１、データ定額１（Ｖ）又は特定データ通信定

額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若しくは特定データ通信定額制

Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定額１（ケータイ／Ｖ）に

限ります｡)を受けている場合 

ＬＴＥサービスの利用月数 加算データ量 

84 か月を超え 120 か月以内の

場合 

322,122,547 バイト

（0.3 ギガバイト）

120 か月を超える場合  536,870,912 バイト 

（0.5 ギガバイト）

イ 本取扱いに係る加算対象月とは、次の各号に定める料金月をい

います。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用月数が、49 か月となる料金月。 

(イ) ＬＴＥサービスの利用月数が、49 か月に３の倍数となる月

数を加えた料金月。 

ウ 本取扱いに関するその他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。 

(16) データ証票に

係る取扱い 

（データプレゼ

ント） 

ア 当社は、別に定めるとこ。。ろにより、データ証票（当社が別

に定める方法により登録を行った場合に、データ通信総量速度規

制の一時解除に係る購入データ量又はＬＴＥデータプリペイドに

係る前払いデータ量として利用できるデータ量を得ることができ

る証票をいいます。以下同じとします｡)を発行します。 

イ ＬＴＥサービス又はＬＴＥデータプリペイドの契約者回線（Ｌ

ＴＥサービスについては、第１種ＬＴＥデュアル又は第２種ＬＴ

Ｅデュアルの契約者回線あって、データ通信総量速度規制の一時

解除を選択しているものに限ります。以下この欄において同じと

します｡)の契約者は、当社が別に定める方法により、(ア)から
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(ウ)に定める取扱い（以下この欄において「本取扱い」といま

す｡)を受けることができます。 

(ア) データ証票を購入し、それを他の契約者回線又は他網契約

者回線（その契約者回線に係るａｕＩＤと異なるａｕＩＤの契

約者回線又は他網契約者回線であって、他網契約者回線につい

ては、ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥサービス（同社のＬＴＥ契約

約款に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を選択してい

るものに限ります｡)又はＬＴＥデータプリペイドに係るものに

限ります。以下この欄において「契約者回線等」といいます｡)

の契約者に譲渡すること。 

(イ) 当社又は他の契約者回線等の契約者からデータ証票を譲り

受けること。 

(ウ) 譲り受けたデータ証票を他の契約者回線等の契約者に譲渡

すること。 

ウ 購入残データ量（共有回線群に係るデータ量共有適用を受けて

いる場合は、その契約者回線が所属するデータ量共有回線群に係

る共有購入残データ量とします。以下この欄において同じとしま

す｡)が 16,106,127,360 バイト（15 ギガバイト）以上である場

合、新たに登録したデータ証票（当社又はＫＤＤＩ株式会社が有

料で販売したものを除きます｡)に係るデータ量は、購入残データ

量に加算しません。 

エ 当社が発行するデータ証票の販売額及び利用期限等、データ証

票を登録した場合に利用することができるデータ量、そのデータ

量に係る有効日数及び利用可能日数並びに本取扱いに関するその

他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

(17) データ通信料

の減免 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに関する問合せ又は申込み等のために

行われるデータ通信（ＬＴＥ ＮＥＴ機能又はＬＴＥ ＮＥＴ ｆ

ｏｒ ＤＡＴＡ機能の提供を受けている契約者回線と当社が別に定

める電気通信設備との間の通信であって、当社が別に定めるものに

限ります｡)については、その料金の支払いを要しません。 
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２ 料金額 

    

２－１ ＬＴＥデュアルに係るもの 

１課金対象データごとに 

区分 料金額 

データ通信料 税抜額 0.6 円

 

２－２ ＬＴＥシングルに係るもの 

１課金対象データごとに 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

デ ー

タ 通

信料 

 

第１種

ＬＴＥ

シング

ル 

カ テ

ゴ リ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 税抜額 0.6 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ 税抜額 0.6 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ） 税抜額 0.6 円

タブレットプラン ｄｓ 税抜額 0.6 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ 税抜額 0.6 円

第２種

ＬＴＥ

シング

ル 

カ テ

ゴ リ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 税抜額 0.6 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 

ＥＸ 

税抜額 0.6 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ 税抜額 0.6 円

第３種

ＬＴＥ

シング

ル 

カ テ

ゴ リ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ（Ｌ） 税抜額 0.6 円

タブレットプラン ｄｓ（Ｌ） 税抜額 0.6 円

ＬＴＥフラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 税抜額 0.6 円

第４種

ＬＴＥ

シング

ル 

カ テ

ゴ リ

ーⅠ 

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ

（Ｌ） 

税抜額 0.6 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＤＡＴＡ 

ＥＸ（Ｌ） 

税抜額 0.6 円

ＷｉＭＡＸ２＋フラット ｆｏｒ ＨＯＭＥ

（Ｌ） 

税抜額 0.6 円

 

２－３ ＬＴＥモジュールに係るもの 

１課金対象データごとに 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

データ通信料 ＬＴＥ Ｌｏｗ 税抜額 0.03 円

ＬＴＥ Ｍｉｄ 税抜額 0.03 円

ＬＴＥ Ｈｉｇｈ 税抜額 0.03 円

ＬＴＥモジュールフラット 税抜額 0.6 円

ＬＴＥモジュールダブル定額 税抜額 1.0 円
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第４ 契約解除料 

１ 適用 

契約解除料の適用については、第 58 条（定期ＬＴＥ契約に係る契約解除料の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

契約解除料の適用 

契約解除料の適用 第２種定期ＬＴＥ契約（タイプⅠであって、次の全てを満たすもの

に限ります｡)に係る契約解除料については、２（料金額）の規定に

かかわらず、１契約ごとに税抜額 3,000 円とします。 

ア その契約者回線に係るＬＴＥサービスの利用月数が 120 か月を

超えていること。 

イ 料金表第１（基本使用料等）１（適用）(７)の適用を受けてい

ること。 

 

２ 料金額 

                                    １契約ごとに 

区分 
料金額 

税抜額 

第２種定期ＬＴＥ契約 タイプⅠ 9,500 円

タイプⅡ 9,500 円

第３種定期ＬＴＥ契約 9,500 円

第４種定期ＬＴＥ契約 9,500 円

第５種定期ＬＴＥ契約 9,500 円

第６種定期ＬＴＥ契約 9,900 円
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第５ プリペイド通話に係る前払い通話料 

   １ 適用 

     プリペイド通話に係る前払い通話料の適用については、第 63 条（プリペイド通話に

係る前払い通話料の登録等）の規定によるほか、次のとおりとします。 

プリペイド通話に係る前払い通話料の適用 

(１) 前払い通話

料の額及び有

効日数等 

ア プリペイド通話を行う者が前払いを要する額は、２（料金額）

に規定する支払額とします。 

イ 当社は、支払額に応じて、２（料金額）に規定する有効日数を

適用します。 

(２) 利用料金額

の取扱い 

当社は、プリペイド通話を行う者が前払い通話料を登録したとき

は、支払額に代えて、２（料金額）に規定する利用料金額を登録さ

れた通話料として取り扱います。 

  

  ２ 料金額 

                                １プリペイドカードごとに 

プリペイドカードの 

種類 
支払額 利用料金額 有効日数 

第１種カード 1,000 円 1,000 円 365 日

第２種カード 3,000 円 3,300 円 365 日

第３種カード 5,000 円 5,500 円 365 日

第４種カード 10,000 円 10,000 円 365 日

 

（注）プリペイドカードの販売に関する取扱いについては、別記 39 に定めるところによりま

す。 
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第５の２ ＬＴＥデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等 

   １ 適用 

     ＬＴＥデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等の適用については、第 63 条の

２（ＬＴＥデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等の登録等）の規定によるほ

か、次のとおりとします。 

ＬＴＥデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等の適用 

(１) 前払いデー

タ通信料等及

び前払いデー

タ量の適用 

ア ＬＴＥデータプリペイド契約者は、第 63 条の２（ＬＴＥデータ

プリペイドに係る前払いデータ通信料等の登録等）に定める前払

いデータ通信料を登録するときは、次表に定める利用可能条件

（登録した２（料金額）に定める前払いデータ量に係るデータ通

信（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含みま

す。以下この１（適用）において同じとします｡)の利用を可能と

する時点をいいます｡)を指定して、登録していただきます。 

区分 利用可能条件 

コースⅠ ウに定める前払い残データ量が当社が別に定める

値を下回った時点又はウに定める利用可能期間を

経過した時点のいずれか早い時点 

コースⅡ 利用可能期間を経過した時点 

コースⅢ その登録が完了した時点 

イ アの規定によるほか、その契約者回線に係る 初の前払いデー

タ通信料の登録又はデータ証票の登録については、その登録が完

了した時点からデータ通信の利用を可能とします。。 

ウ ＬＴＥデータプリペイド契約者は、アで指定した利用可能条件

に定める時点又はイに定める登録が完了した時点から２（料金

額）に定める利用可能日数に相当する時間が経過することとなる

時点までの期間（以下「利用可能期間」といいます｡)において、

その契約者回線に係る課金対象データ量（その契約者回線との間

のデータ通信に係る課金対象データの総情報量をいいます。以下

この１（適用）において同じとします｡)が次表に定める利用可能

データ量に到達するまでの間、データ通信を行うことができま

す。 

区分 利用可能データ量 

(ア) (イ)以外のもの ２（料金額）に定める前払いデータ量と

前払い残データ量（その直前の登録に係

る利用可能データ量から課金対象データ

量を差し引いたデータ量をいいます｡)を

合算したデータ量 

(イ) 初の登録に係

るもの 

２（料金額）に定める前払いデータ量 

エ ＬＴＥデータプリペイド契約者は、ア及びイに定めるところに

より、前払いデータ量に係るデータ通信の利用が可能となった時

点で、その前払いデータ量に係る２（料金額）に定めるデータ通

信料の支払いを要します。 

オ 当社は、利用可能期間を経過した場合であっても、当社が別に
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定める時点までに前払いデータ通信料の登録又はデータ証票の登

録が行われたときは、新たに登録された前払いデータ量に係る利

用可能期間をその新たな登録に係る利用可能データ量の利用可能

期間として取り扱います。 

カ 前払い残データ量が当社が別に定める値を下回ったことによ

り、アに定める登録又はデータ証票の登録が行われた場合、前払

い残データ量に係る利用可能期間の残り期間又は新たに登録され

た前払いデータ量に係る利用可能期間のいずれか長い方を、その

新たな登録に係る利用可能データ量の利用可能期間として取り扱

います。 

キ 当社は、データ通信中に、利用可能期間を経過したとき又は課

金対象データ量が利用可能データ量に到達したときは、そのデー

タ通信を切断します。 

ク 当社は、その契約者回線について、第３（データ通信料）１

（適用）(16)に定めるデータ証票の登録があった場合、その登録

により得たデータ量を前払いデータ量として取り扱います。 

この場合において、データ証票の登録により得たデータ量の利用

可能日数は、当社が別に定めるところによります。 

ケ ＬＴＥデータプリペイドに係る前払いデータ通信料及び前払い

データ量の適用に関するその他の提供条件については、当社が別

に定めるところによります。 

 

  ２ 料金額 

データ通信料 前払いデータ量 利用可能日数 

税抜額 1,500 円 1,073,741,824 バイト

（１ギガバイト）

31 日
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 第６ 手続きに関する料金 

  １ 適用 

    手続きに関する料金の適用については、第 59 条（手続きに関する料金の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

手続きに関する料金の適用 

(１) 手続きに関

する料金の適

用 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

ア イ又はウ以外のもの 

料金種別 内容 

契約事務手数料 ＬＴＥ契約の申込みをし、その承諾を受けた

ときに支払いを要する料金 

番号登録手数料 電話番号の登録等を要する請求をし、その承

諾を受けたときに支払いを要する料金 

システム登録手数

料 

工事又はサービス取扱所に設置された交換設

備の登録等（当社が別に定めるものを除きま

す。以下同じとします｡)を要する請求をし、

その承諾を受けたときに支払いを要する料金 

契約移行手数料 

 

ＬＴＥ契約の申込みをし、その承諾を受けた

場合であって、そのＬＴＥ契約がａｕ契約か

らの契約移行により締結されたものであると

き又はＬＴＥサービスの種類の変更を請求

し、その承諾を受けたときに支払いを要する

料金 

ａｕＩＣカード再

発行手数料 

ａｕＩＣカードの紛失、盗難又は毀損その他

の理由により新たなａｕＩＣカードの貸与を

請求し、その承諾を受けたときに支払いを要

する料金 

料金取扱い変更手

数料 

 

次の申出等を行い、その承諾を受けたときに

支払いを要する料金 

(ア) 定額料の支払いによるＬＴＥプラン又

はＬＴＥプラン（Ｖ）の契約者回線に係る

通話料の適用Ⅰ若しくは定額料の支払いに

よるＬＴＥプラン又はＬＴＥプラン（Ｖ）

の契約者回線に係る通話料の適用Ⅱに係る

適用若しくは廃止に係る申出 

(イ) 基本使用料の料金種別の変更の請求

（第１（基本使用料等）１（適用）(４)の

コの表の区分②に該当するものに限りま

す｡) 

(ウ) ＬＴＥサービスの種類の変更（第１種

ＬＴＥデュアルと第２種ＬＴＥデュアルの

間の変更、第１種ＬＴＥシングルと第２種

ＬＴＥシングルの間の変更又は第３種ＬＴ

Ｅシングルと第４種ＬＴＥシングルの間の

変更を除きます｡)を伴う請求 

ＬＴＥサービス利 ＬＴＥサービス利用権の譲渡を請求し、その
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用権譲渡手数料 承諾を受けたときに支払いを要する料金 

ユーザグループ登

録手数料 

別表１（オプション機能）10 欄に規定するユ

ーザグループの登録を要する請求をし、その

承諾を受けたときに支払いを要する料金 

内線番号登録手数

料 

内線番号（別表１（オプション機能）10 欄に

規定するものをいいます。以下同じとしま

す｡)の登録を要する請求をし、その承諾を受

けたときに支払いを要する料金 

内線番号変更手数

料 

内線番号（その契約者回線に係るものに限り

ます｡)の変更を要する請求をし、その承諾を

受けたときに支払いを要する料金 

ログインＩＤ登録

手数料 

ログインＩＤの登録を要する請求をし、その

承諾を受けたときに支払いを要する料金 

イ ＬＴＥモジュールに係るもの 

料金種別 内容 

契約事務手数料 ＬＴＥモジュール契約の申込みをし、その承

諾を受けたときに支払いを要する料金 

番号登録手数料 電話番号の登録等を要する請求をし、その承

諾を受けたときに支払いを要する料金 

システム登録手数

料 

工事又はサービス取扱所に設置された交換設

備の登録等（当社が別に定めるものを除きま

す。以下同じとします｡)を要する請求をし、

その承諾を受けたときに支払いを要する料金 

ａｕＩＣカード再

発行手数料 

ａｕＩＣカードの紛失、盗難又は毀損その他

の理由により新たなａｕＩＣカードの貸与を

請求し、その承諾を受けたときに支払いを要

する料金 

ＬＴＥモジュール

利用権譲渡手数料 

ＬＴＥモジュール利用権の譲渡を請求し、そ

の承諾を受けたときに支払いを要する料金 

ウ ＬＴＥデータプリペイドに係るもの 

料金種別 内容 

契約事務手数料 ＬＴＥデータプリペイド契約の申込みをし、

その承諾を受けたときに支払いを要する料金 

番号登録手数料 電話番号の登録等を要する請求をし、その承

諾を受けたときに支払いを要する料金 

システム登録手数

料 

工事又はサービス取扱所に設置された交換設

備の登録等（当社が別に定めるものを除きま

す。以下同じとします｡)を要する請求をし、

その承諾を受けたときに支払いを要する料金 

ａｕＩＣカード再

発行手数料 

ａｕＩＣカードの紛失、盗難又は毀損その他

の理由により新たなａｕＩＣカードの貸与を

請求し、その承諾を受けたときに支払いを要

する料金 
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(２) 契約事務手

数料の適用 

ア 契約者は、そのＬＴＥ契約の申込みが、契約変更若しくは契約

移行に係るもの、第３種ＬＴＥデュアルに係るもの又はその他当

社が別に定めるものに該当するときは、契約事務手数料の支払い

を要しません。 

イ そのＬＴＥ契約（第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴＥシン

グルに係るものに限ります｡)の申込みが、第１（基本使用料等）

１（適用）(25)の適用の申出又は(26)の適用を受けることとなる

特定ａｕ回線としての指定と同時に行われたものであるときは、

契約事務手数料の支払いを要しません。 

(３) 番号登録手

数料の適用 

ア １の契約に係る請求により同時に２以上の電話番号の登録等を

行う場合は、これを１の電話番号の登録等とみなして番号登録手

数料を適用します。 

イ  第４表（付随サービスに関する料金等）に規定する空き電話番

号検索手数料と同時に支払いを要する場合の番号登録手数料の額

は、２（料金額）の規定にかかわらず、１登録等ごとに税抜額

1,700 円とします。 

ウ 契約事務手数料若しくは契約移行手数料の支払いを要する場合

又は一時休止の再利用を行うための電話番号の登録等について

は、番号登録手数料の支払いを要しません。 

(４) システム登

録手数料の適

用 

ア １の契約に係る請求により同時に２以上の工事又は交換設備の

登録等を行う場合は、これを１の工事又は交換設備の登録等とみ

なしてシステム登録手数料を適用します。 

イ 着信短縮ダイヤル機能に関する交換設備の登録等のみを行う場

合のシステム登録手数料の額は、２（料金額）の規定にかかわら

ず、１登録等ごとに税抜額 1,000 円とします。 

ウ 契約事務手数料、番号登録手数料若しくは契約移行手数料の支

払いを要する場合又は一時休止の再利用若しくは一時中断の再開

を行うための交換設備の登録等については、システム登録手数料

の支払いを要しません。 

エ 当社の位置情報等提供サービス契約約款に定める契約者から、

同契約約款に定める端末設備（その契約者が提供を受けている位

置情報等提供サービス（タイプⅣ（コースⅢ（プランⅢのものに

限ります｡)のものに限ります｡)のものに限ります｡)に係るアクテ

ィベーションが完了しているものに限ります｡)に係る契約者回線

について、利用の一時中断の請求（当社が別に定める態様により

行うものに限ります｡)があったときは、これをその契約者回線に

係るａｕ契約者からの請求とみなして取り扱います。 

  この場合、その利用の一時中断を行うための交換設備の登録等

については、システム登録手数料の支払いを要しません。 

(５) 契約移行手

数料の適用 

契約移行手数料は、ＬＴＥサービスの種類の変更（当社が別に定め

るサービス取扱所において別に定める端末設備の購入を伴うもので

あって、次表の左欄と右欄に定めるＬＴＥサービスの間の変更に限

ります｡)を請求し、その承諾を受けた場合には、その支払いを要し

ません。 

第１種ＬＴＥデュアル 第１種ＬＴＥシングル又は第２
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種ＬＴＥシングル 

第１種ＬＴＥシングル 第２種ＬＴＥシングル又は第４

種ＬＴＥシングル 

第２種ＬＴＥデュアル 第３種ＬＴＥシングル 

第３種ＬＴＥシングル 第４種ＬＴＥシングル 

  

(６) 料金取扱い

変更手数料の

適用 

料金取扱い変更手数料は、(１)の本料金の内容の欄に定める(ア)か

ら(ウ)に定める申出等を行い、承諾を受けた回数の合計が１の料金

月において３に満たない場合は、その支払いを要しません。 

(７) ＬＴＥサー

ビス利用権譲

渡手数料の適

用 

ア ＬＴＥサービス利用権譲渡手数料は、そのＬＴＥサービス利用

権を譲り受けようとする者に支払っていただきます。 

イ ＬＴＥサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようと

する者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合のＬＴＥ

サービス利用権の譲渡については、ＬＴＥサービス利用権譲渡手

数料の支払いを要しません。 

(８) ＬＴＥモジ

ュール利用権

譲渡手数料の

適用 

ＬＴＥモジュール利用権譲渡手数料は、そのＬＴＥモジュール利用

権を譲り受けようとする者に支払っていただきます。 

(９) ユーザグル

ープ登録手数

料の適用 

別表１（オプション機能）に規定する番号変換機能の提供を受けて

いる契約者回線の契約者は、その料金月の末日又はユーザグループ

廃止日においてユーザグループ代表者である場合、そのユーザグル

ープの登録手数料について、２（料金額）に規定するユーザグルー

プ登録手数料の支払いを要します。 

(10) 内線番号登

手数料及び内

線番号変更手

数料の適用 

ア ２（料金額）に規定する内線番号登録手数料（その契約者回線

に係るものに限ります｡)及び内線番号変更手数料については、そ

の料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグルー

プ代表者である者に、当社が指定する方法により請求します。こ

の場合、番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者

は、その手数料その他の債務に係る支払義務を免れるものではあ

りません。 

イ 別表１（オプション機能）24 欄に規定する番号変換機能の提供

を受けている契約者回線の契約者は、その料金月の末日又はユー

ザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である場合、当

該料金月に行われた内線番号（電話会議サービスに係る電気通信

回線に係るものに限ります｡)の登録について、２（料金額）に規

定する内線番号登録手数料の支払いを要します。 

(11) 番号変換文

字メッセージ

受信機能に係

るログインＩ

Ｄ登録手数料

の適用 

ログインＩＤ登録手数料は、そのログインＩＤに係るログインＩＤ

利用者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番号

変換文字メッセージ受信機能の提供を受けている契約者回線の契約

者は、その手数料その他の債務に係る支払義務を免れるものではあ

りません。 

(12) 手続きに関

する料金の適

当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、この約款において別段

の定めがある場合には、その定めるところにより、又は手続きの態
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用除外又は減

額適用 

様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金の適

用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 
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２ 料金額 

(１) (２)以外のもの 

  料金種別 単位 
料金額 

税抜額 

契約事務手数料 １契約ごとに 3,000 円

番号登録手数料 １登録等ごとに 2,000 円

システム登録手数料 １請求ごとに 1,500 円

ａｕＩＣカード再発行手数料 １請求ごとに 2,000 円

契約移行手数料 １契約ごとに 3,000 円

料金取扱い変更手数料 １請求ごとに 1,000 円

ＬＴＥサービス利用権譲渡手数料 １請求ごとに 2,700 円

ユーザグループ登録手数料 １ユーザグルー

プごとに 

10,000 円

内線番号登録手数料 

 (１) その契約者回線に係るもの

                 

(２) 電話会議サービスに係る電

気通信回線に係るもの 

 

１の内線番号の

登録ごとに 

１の内線番号の

登録ごとに 

 

      1,000 円

 

     300 円

内線番号変更手数料 １の内線番号の

変更ごとに 

1,000 円

ログインＩＤ登録手数料 １のログインＩ

Ｄの登録ごとに 

1,000 円

 

(２) ＬＴＥモジュールに係るもの 

  料金種別 単位 
料金額 

税抜額 

契約事務手数料 １契約ごとに 3,000 円

番号登録手数料 １登録等ごとに 2,000 円

システム登録手数料 １請求ごとに 1,500 円

ａｕＩＣカード再発行手数料 １請求ごとに 2,000 円

ＬＴＥモジュール利用権譲渡手数料 １請求ごとに 2,700 円

 

(３) ＬＴＥデータプリペイドに係るもの 

  料金種別 単位 
料金額 

税抜額 

契約事務手数料 １契約ごとに 3,000 円

番号登録手数料 １登録等ごとに 2,000 円

システム登録手数料 １請求ごとに 1,500 円

ａｕＩＣカード再発行手数料 １請求ごとに 2,000 円

 

（注）上記の額に配送実費相当額を加算します。 
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 第７ ユニバーサルサービス料 

  １ 適用 

    ユニバーサルサービス料の適用については、第 60 条（ユニバーサルサービス料の支

払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ユニバーサルサービス料の適用 

ＬＴＥサービスに

関するユニバーサ

ルサービス料の適

用 

ア ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 

イ ＬＴＥ契約者又はＬＴＥモジュール契約者は、その料金月の末

日において、その契約を締結している場合、２（料金額）に定め

るユニバーサルサービス料の支払を要します。 

  ただし、、以下の場合は、この限りではありません。 

(ア) その料金月の末日にその契約の解除があったとき又はその料

金月の末日においてａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用の一時休

止（タイプⅠに限ります｡)をしているとき。 

(イ) そのサービスに係る電話番号が、電気通信番号規則別表第３

号に規定する電気通信番号であるとき。 

ウ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。  

 

  ２ 料金額 

区分 料金額（月額） 

ユニバーサルサービス料 １電話番号ごとに税抜額３円 
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第２表 工事費 

 

    工事費は別に算定する実費とします。 
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第３表 証明手数料 

   

    １契約ごとに  税抜額 ３００円 
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第４表 付随サービスに関する料金等 

  

第１  通信料明細内訳書の発行手数料 

１ 適用 

通信料明細内訳書の発行手数料の適用については、別記２(１)の規定によるほか、次

のとおりとします。 

通信料明細内訳書の発行手数料の適用 

(１) 一括請求グ

ループに係る

通信料明細内

訳書の発行手

数料の取扱い 

ア 当社は、一括請求グループ（料金その他の債務が一括して請求

される次の(ア)の表の左欄に定める電気通信サービスに係る同表

の右欄に定める電気通信回線により構成される回線群であって、

その全てが同一の契約者に係るものに限ります。以下同じとしま

す｡)のうち、通信料明細内訳書の発行サービスの提供を受けてい

る契約者回線（ＷＩＮ約款に定める通信料明細内訳書の発行サー

ビスの提供を受けているＷＩＮ契約者回線及びＫＤＤＩ株式会社

のＬＴＥ約款又はＷＩＮ約款に定める通信料明細内訳書の発行サ

ービスの提供を受けている他網契約者回線を含みます。以下この

欄において同じとします｡)の数が 50 以上であるものについて、そ

の一括請求グループに係るａｕ契約者から請求があったときは、

２（料金額）の規定にかかわらず、次の(イ)の表に規定する料金

額を適用します。 

(ア) 一括請求グループを構成することができる電気通信回線 

電気通信サービス 電気通信回線 

ＬＴＥサービス 契約者回線 

ａｕサービス ＷＩＮ契約者回線 

ＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款

に定めるＬＴＥサービス 

他網契約者回線 

ＫＤＤＩ株式会社のＷＩＮ約款

に定めるａｕサービス 

他網契約者回線 

(イ) 料金額 

料金額 

１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに 

税抜額 5,000 円 

イ アの適用にあたっては、当社は、アの規定により適用される料

金額の請求先となる１の契約者回線（以下この欄において「一括

請求代表回線」といいます｡)を当社が別に定める方法により指定

します。 

ウ 一括請求代表回線のＬＴＥ契約者は、アの規定により適用され

る料金額の支払いを要します。 

エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位

とする基本使用料割引Ⅲ、契約者を単位とする通話料の月極割引

又は特定加入電話からの通話に係る通話料の割引に係る割引選択

回線群を構成する一括請求グループについて、一括請求グループ

に係る通信料明細内訳書の発行手数料の取扱い（以下この欄にお

いて「本取扱い」といいます｡)を適用するときは、その割引選択
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回線群を構成する他の全ての一括請求グループについても、ＬＴ

Ｅ契約者から本取扱いの請求があったものとみなして取り扱いま

す。 

オ  当社は、アの適用を受けている一括請求グループにおいて、そ

の料金月に通信料明細内訳書の発行サービスの提供を受けている

契約者回線の数が 50 未満となったときは、アの規定を適用しませ

ん。 

(２) 通信料明細

内訳書の発行

手数料の取扱

い 

ＬＴＥ契約者は、当社が別に定める方法により専用のＷＥＢサイト

上で閲覧する通信料明細内訳書の発行の請求を行ったときは、通話

明細内訳書の発行手数料の支払いを要しません。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

通信料明細内訳書発行手数

料 

１契約について発行１回ご

とに 

税抜額 100 円

 

第２ 分計請求書の発行手数料 

１ 適用 

  分計請求書の発行手数料の適用については、別記２(２)の規定によるほか、次のと

おりとします。 

分計請求書の発行手数料の適用 

(１) 一括請求グ

ループに係る

分計請求書の

発行手数料の

取扱い 

ア 当社は、一括請求グループのうち、分計請求書発行サービスの

提供を受けている契約者回線（ＷＩＮ約款に定める分計請求書発

行サービスの提供を受けているＷＩＮ契約者回線及びＫＤＤＩ株

式会社のＬＴＥ約款又はＷＩＮ約款に定める分計請求書の発行サ

ービスの提供を受けている他網契約者回線を含みます。以下この

欄において同じとします｡)の数が 50 以上であるものについて、そ

の一括請求グループに係るＬＴＥ契約者から請求があったとき

は、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を

適用します。 

料金額 

１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに 

税抜額 5,000 円 

イ アの適用にあたっては、当社は、アの規定により適用される料

金額の請求先となる１の契約者回線（以下この欄において「一括

請求代表回線」といいます｡)を当社が別に定める方法により指定

します 。 

ウ 一括請求代表回線のＬＴＥ契約者は、アの規定により適用され

る料金額の支払いを要します。 

エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位

とする通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に係る通話

料の割引に係る割引選択回線群を構成する一括請求グループにつ

いて、一括請求グループに係る分計請求書の発行手数料の取扱い
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（以下この欄において「本取扱い」といいます｡)を適用するとき

は、その割引選択回線群を構成する他の全てのａｕ一括請求グル

ープについてもＬＴＥ契約者から本取扱いの請求があったものと

みなして取り扱います。 

オ 当社は、アの適用を受けているａｕ一括請求グループにおい

て、その料金月に分計請求書発行サービスの提供を受けている契

約者回線の数が 50 未満となったときは、アの規定を適用しませ

ん。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

分計請求書発行手数料 １契約について発行１回ご

とに 

税抜額 100 円

 

第３  支払証明書等の発行手数料 

１ 適用 

  支払証明書等の発行手数料の適用については、別記２(１)の規定によるほか、次の

とおりとします。 

支払証明書等の発行手数料の適用 

支払証明書等の発

行手数料の適用除

外又は減額適用 

当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、支払証明書等の発行の態

様等を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等の発行手数料

の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがありま

す。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

支払証明書等発行手数料 支払証明書等の発行１回ご

とに 

税抜額 400 円

(注) 支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵

送料が必要な場合があります。 

 

第３の２  利用料金証明書の発行手数料 

１ 適用 

  利用料金証明書の発行手数料の適用については、別記２(１)の規定によるほか、次

のとおりとします。 

利用料金証明書の発行手数料の適用 

利用料金証明書の

発行手数料の適用

除外又は減額適用 

当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、利用料金証明書の発行の

態様等を勘案して別に定めるところにより、利用料金証明書の発行手

数料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあり

ます。 

                                             

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

利用料金証明書発行手数料 利用料金証明書の発行１回  税抜額 400 円
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ごとに 

(注) 利用料金証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料が必

要な場合があります。 

 

第４ 請求書の発行手数料 

 

  当社のＷＥＢｄｅ請求書規約に定めるところによります。 

 

第５ 払込取扱票の発行等手数料 

１ 適用 

払込取扱票の発行等手数料の適用については、別記２(３)の規定によるほか、次の

とおりとします。 

払込取扱票の発行等手数料の適用 

払込取扱票の発行

等手数料の適用 

ＬＴＥ契約者は、その契約者回線について、以下のいずれかに該当

する場合、２（料金額）の規定にかかわらず、払込取扱票発行等手

数料の支払いを要しません。 

(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

ものを含みます｡)であるとき。 

(２) 第１（基本使用料等）１（適用）(６)の適用を受けていると

き。 

(３) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

払込取扱票発行等手数料 

（窓口支払手数料） 

払込取扱票の発行１回ごと

に 

税抜額 100 円

 

第５の２ 窓口取扱等手数料 

１ 料金額 

区分 単位 料金額 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び書面請求書

の発行１回ごとに 

税抜額 300 円

 

第６  空き電話番号の検索手数料 

区分 単位 料金額 

空き電話番号検索手数料 １検索ごとに  税抜額 300 円

 

第７ 料金安心サービスに関する料金 

１ 適用 

料金安心サービスに関する料金の適用については、別記２(10)の規定によるほか、

次のとおりとします。 

料金安心サービスに関する料金の適用 

料金安心サービス ア 料金安心サービス（限度額設定コースに限ります｡以下この欄に
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（限度額設定コー

スに限ります｡)に

関する料金の適用 

おいて同じとします｡)に関する料金については、その料金月にお

いて、別記２の(10)に定める概算額が限度額を超えず別記２(10)

に定める利用防止措置が行われない場合であっても、その支払い

を要します。 

イ 料金安心サービスに関する料金については、日割りを行いませ

ん。 

ウ 当社は、料金安心サービスの提供の請求があった場合であっ

て、その請求がａｕ契約（そのＷＩＮ契約者回線について、料金

安心サービスに相当するサービス（以下この欄において「ＷＩＮ

料金安心サービス」といいます｡)の提供を受けているものに限り

ます｡)からの契約移行と同時に行われたものであるとき（その契

約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約

移行があった場合を除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料

金月の料金安心サービスに関する料金について、契約移行のあっ

た日を含む料金月の初日（その料金月において、ＷＩＮ料金安心

サービスの提供の開始があった場合は、その日とします｡)から、

料金安心サービスの提供があったものとみなして取り扱います。 

エ ａｕ契約への契約移行があった場合であって、その契約移行と

同時に、そのＷＩＮ契約者回線について、ＷＩＮ料金安心サービ

スの提供の請求があったときは、契約移行のあった日を含む料金

月の料金安心サービスに関する料金については、当社のＷＩＮ約

款の規定（ウに相当するものをいいます｡)に定めるところにより

ます。 

 

  ２ 料金額 

区分 単位 料金額 

料金安心サービス（限度額

設定コースに限ります｡) 

１契約ごとに月額 税抜額 100 円

 

第８ 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金 

１ 適用 

  携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金の適用

については、別記２(11)の規定によるほか、次のとおりとします。 

携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金の適用 

(１) 契約の解除 

に伴う携帯電

話・ＰＨＳ番

号ポータビリ

ティ取扱手数

料の適用 

契約者は、そのＬＴＥ契約の解除に伴い、ＭＮＰ（別記２(11)に定

めるものをいいます。以下同じとします｡)を希望する旨の申出を行

う場合、２（料金額）に定める携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリテ

ィ取扱手数料の支払いを要します。 

(２) 手続きに関 

する料金の適 

用除外 

当社は、(１)の規定にかかわらず、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの

種類、契約の解除に係る手続きの態様等を勘案して別に定めるとこ

ろにより、その料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適

用することがあります。 
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２ 料金額 

区分 単位 料金額 

携帯電話・ＰＨＳ

番号ポータビリテ

ィ取扱手数料 

(１) (２)以外のもの １の請求ごとに 税抜額 3,000 円

(２) 第３種ＬＴＥデュア

ルに係るもの 

１の請求ごとに 税抜額 6,000 円

  

第９ 削除 

 

第 10 故障紛失サポート（ＬＴＥ）利用料 

１ 適用 

故障紛失サポート（ＬＴＥ）に関する料金の適用については、別記２(19)の規定に

よるほか、次のとおりとします。 

故障紛失サポート（ＬＴＥ）利用料の適用 

故障紛失サポート

（ＬＴＥ）利用料

の取扱い 

当社は、料金月の起算日以外の日に、故障紛失サポート（ＬＴＥ）

の適用の開始又は廃止があったときは、故障紛失サポート（ＬＴ

Ｅ）利用料の支払いを要する日数に応じて、２（料金額）に規定す

る料金額を日割りします。この場合において、日割りした額に１円

未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

故障紛失サポート

（ＬＴＥ）利用料 

(１) (２)以外の場合 １契約ごとに月額 税抜額 380 円

(２) 当社の「故障紛失サポ

ート」規定に定める会員種

別が会員種別①である場合 

１契約ごとに月額 税抜額 630 円

 

第 11  情報保管サービス利用料 

１ 適用 

  情報保管サービス利用料の適用については、別記２(20)の規定によるほか、次のと

おりとします。 

情報保管サービス

利用料の取扱い 

当社は、料金月の起算日以外の日に、情報保管サービスの適用の開始

又は廃止があったときは、情報保管サービス利用料の支払いを要する

日数に応じて、２（料金額）に規定する料金額を日割りします。この

場合、日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切

り捨てます。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

情報保管サービス利用料 １契約ごとに月額 税抜額 372 円

 

第 12 ａｕスマートサポート接続サービス利用料 

１ 適用 
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ａｕスマートサポート接続サービス利用料の適用 

(１) ａｕスマー

トサポート接

続サービス利

用料の取扱い 

ア 当社は、そのＬＴＥ契約者について、当社の「ａｕスマートサポ

ート会員利用規約」に定めるａｕスマートサポートの提供を受ける

ための契約（以下「ａｕスマートサポート会員契約」といいます｡)

の締結（そのａｕスマートサポート会員契約が終了した後、新たに

締結する場合を含みます｡)があった日（以下「ａｕスマートサポー

ト会員契約締結日」といいます｡)を含む料金月について、２（料金

額）に規定する料金額に代えて、次表に規定する料金額を適用しま

す。 

１契約ごとに

料金額 

税抜額 3,000 円 

イ ａｕスマートサポート接続サービス（別記２(21)に定める取扱い

をいいます。以下同じとします｡)の提供を受けているＬＴＥ契約者

は、２（料金額）の規定にかかわらず、会員契約締結日を含む料金

月の翌料金月から起算して２料金月の間、ａｕスマートサポート接

続サービス利用料の支払いを要しません。 

ウ 当社は、料金月の起算日以外の日に、ａｕスマートサポート接続

サービスの提供の開始又は廃止があったときは、ａｕスマートサポ

ート接続サービス利用料の支払いを要する日数に応じて、２（料金

額）に規定する料金額を日割りします。この場合において、日割り

した額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てま

す。 

  ただし、アに規定する料金額については、日割りを行いません。 

エ 当社は、ａｕスマートサポート接続サービスの提供の開始が、ａ

ｕ契約（そのａｕ契約者がａｕスマートサポート接続サービスに相

当するサービス（以下この欄において「相当サービス」といいま

す｡)の提供を受けているものに限ります｡)からの契約移行と同時に

行われたものであるとき（その契約移行のあった日からその料金月

の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます｡)は、

契約移行のあった日を含む料金月のａｕスマートサポート接続サー

ビス利用料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日（そ

の料金月において、相当サービスの提供の開始があった場合は、そ

の日とします｡)から、ａｕスマートサポート接続サービスの提供が

あったものとみなして取り扱います。 

オ ａｕ契約への契約移行があった場合であって、その契約移行と同

時に、そのａｕ契約者について相当サービスの提供の開始があった

ときは、契約移行のあった日を含む料金月のａｕスマートサポート

接続サービス利用料については、当社のＷＩＮ約款の規定（エに相

当するものをいいます｡)に定めるところによります。 

(２) ａｕスマー

トサポート接

続サービス利

用料の減額適

用 

ＬＴＥ契約者は、ａｕスマートサポート会員契約の申込みを行い当社

から承諾を受けた場合（その申込みに際し、次表に定める適用条件を

全て満たす場合に限ります｡)、そのａｕスマートサポート会員契約締

結日を含む料金月について、ａｕスマートサポート接続サービス利用

料の支払いを要しません。 
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適用条件 

ア 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備

の購入を伴うこと。 

イ そのＬＴＥサービスの利用月数が 109 ヶ月以上であること。 

ウ その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるも

のを含みます｡)以外であること。 

  

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

ａｕスマートサポート接続

サービス利用料 

１契約ごとに月額 税抜額 380 円
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