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提供事業者名 契約約款名 対象料金プラン名

UQコミュニケーションズ株式会社 ＵＱ通信サービス契約約款

ギガ放題プラス Netflixパック

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新あり）

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新なし）

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件なし）

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新あり）ハート割

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新なし）ハート割

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件なし）ハート割

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新あり）

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新なし）

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件なし）

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新あり）ハート割

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新なし）ハート割

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件なし）ハート割

株式会社ヤマダホールディングス YAMADA Air MobileWiMAX通信サービス契約約款

YAMADA WiMAX 5G モバイルルータープラン

YAMADA WiMAX 5G ホームルータープラン

YAMADA ギガ放題プラス モバイルルータープラン (3年)

YAMADA ギガ放題プラス モバイルルータープラン (2年自動更新あり)

YAMADA ギガ放題プラス モバイルルータープラン (2年自動更新なし)

YAMADA ギガ放題プラス モバイルルータープラン (期間条件なし)

YAMADA ギガ放題プラス ホームルータープラン (3年)

YAMADA ギガ放題プラス ホームルータープラン (2年自動更新あり)

YAMADA ギガ放題プラス ホームルータープラン (2年自動更新なし)

YAMADA ギガ放題プラス ホームルータープラン (期間条件なし)

株式会社ラネット BIC WiMAX SERVICE 契約約款

BICギガ放題プラス モバイルルータープラン（3年）

BICギガ放題プラス モバイルルータープラン（2年自動更新あり）

BICギガ放題プラス モバイルルータープラン（2年自動更新なし）

BICギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件なし）

BICギガ放題プラス ホームルータープラン（3年）

BICギガ放題プラス ホームルータープラン（2年自動更新あり）

BICギガ放題プラス ホームルータープラン（2年自動更新なし）

BICギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件なし）

株式会社ワイヤレスゲート ご契約にあたっての注意事項（重要事項説明書）

ギガ放題プラス2年(モバイル)自動更新あり

ギガ放題プラス2年(ホーム)自動更新あり

ギガ放題プラス3年(モバイル)

ギガ放題プラス3年(ホーム)

株式会社エディオン エディオンネット契約約款

WiMAX+5Gプラン ギガ放題プラス 3ねん

WiMAX+5Gプラン ギガ放題プラス にねん自動更新あり

WiMAX+5Gプラン ギガ放題プラス にねん自動更新なし

WiMAX+5Gプラン ギガ放題プラス 期間条件なし

株式会社ピーシーデポコーポレーション ＯＺＺＩＯ ＷｉＭＡＸ+5G 通信サービス利用規約
ozzio ギガ放題プラス モバイルルータープラン (3年)

ozzio ギガ放題プラス ホームルータープラン（3年）

GMOインターネットグループ株式会社 GMOとくとくBB「WiMAX 2+/+5G接続」サービス特約
WiMAX +5G ギガ放題プラス接続サービス

WiMAX +5G ギガ放題（２年）接続サービス

株式会社 Link Life (リンクライフ) Broad WiMAX 2+/+5G サービス契約約款

BroadWiMAX+5G ギガ放題プラス S(3 年)

BroadWiMAX+5G ギガ放題一年払い プラン S (3 年)

BroadWiMAX+5G ギガ放題プラス DX(3 年)

BroadWiMAX+5G ギガ放題一年払い プラン DX (3 年)

BroadWiMAX+5G ギガ放題プラス(2 年)

BroadWiMAX+5G ギガ放題一年払いプラン(2 年)

Broad WiMAX+5G ギガ放題プラス【契約変更特別プラン】

Broad WiMAX+5G ギガ放題バリュープラン

Broad WiMAX+5G ギガ放題フリープラン

株式会社MEモバイル カシモ WiMAX 通信サービス契約約款 カシモWiMAX+5Gギガ放題プラスプラン

株式会社ケーティーコミュニケーションズ KTC 通信サービス 契約約款

KT-WiMAX ホームギガ放題プラス

KT-WiMAX モバイルギガ放題プラス

KT-WiMAX ホームギガ放題プラス アシスト550

KT-WIMAX モバイルギガ放題プラス アシスト550

株式会社ビジョン Ｖｉｓｉｏｎ ＷｉＭＡＸサービス契約約款 Ｖｉｓｉｏｎ ＷｉＭＡＸ ギガ放題５Ｇプラン

株式会社エクスゲート EXWiMAX通信サービス契約約款 WiMAX+5G　ギガ放題プラスプラン

株式会社ハイホー hi-ho モバイルコース–WiMAX+5G 通信サービス契約約款
hi-ho モバイルコース–WiMAX+5G

hi-ho モバイルコース–WiMAX+5G セレクト（W）

株式会社泉佐野モバイル 泉佐野WiMAXサービス契約約款 泉佐野WiMAX ギガ放題５Ｇプラン

JCOM株式会社 J:COM WiMAX＋5Gサービス利用規約 J:COM WiMAX +5G

ダイワボウ情報システム株式会社 DIS通信サービス契約約款

DISM +5G モバイルギガ放題プラス3年

DISM +5G モバイルギガ放題プラス2年

DISM +5G ホームギガ放題プラス3年

DISM +5G ホームギガ放題プラス2年

DISM +5G 学割パッケージ 2022

DISM +5G 学割月額 2022

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 So-net モバイル WiMAX+5Gサービス ご利用規約 ギガ放題（3年）プラン

ビッグローブ株式会社 BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」特約 WiMAX +5G ギガ放題プラスプラン（1年）

ヘーベル５G利用規約 ヘーベル５G

ヘーベルメゾン５G利用規約 ヘーベルメゾン５G

シンプルWiFi 通信サービス契約約款 5G シンプル定額プラン

もっトクWiFi通信サービス契約約款 もっトク無制限プラン

株式会社サイサン サイサン WiMAX 契約約款 サイサン WiMAX+5G（2年）

BizAir 約款 BizAir+5G プラン

CHARGESPOT Wi-Fi 利用約款
5G無制限プラン

5G無制限プラン（C)

Useful　WiFi for Biz 通信サービス契約約款 無制限プラン

saQsaQ　WiFi 通信サービス契約約款
使い放題モバイルルータープラン

使い放題ホームルータープラン

株式会社Shelter e Wi-Fi通信サービス契約約款 ギガ放題プラスプラン

株式会社グランデータ Root WiMAX契約約款 Root WiMAX 5Gプラン

大東建託パートナーズ株式会社 ruum モバイル WiMAX＋５G　サービス約款 ギガ放題プラン

MAXプラン

FREEプラン
どんなときもWiFi WiMAXプラン サービス契約約款

旭化成ホームズ株式会社

株式会社シンク

株式会社ジョインアップ

株式会社GSS

株式会社グッド・ラック


