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 Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 

 
第１章 総則 

 
第１条〜第２条 （略）  
 

（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤ 語 ⽤ 語 の 意 味 
1〜34 （略） （略） 
35 ドコモＵＩＭカード Ｘｉサービスの提供のために契約者に貸与する契約者識別番号その他の情報を記憶

することができるカードであって、ドコモ eSIM カード以外のもの 
36 ドコモｅＳＩＭカード Ｘｉサービスの提供のために契約者に貸与する契約者識別番号その他の情報を記憶

することができるカードであって、契約者識別番号等の情報を当社が定める⼿続きにより
通信を利⽤して登録できるもの 

37〜45 （略） 
 

第２章 Ｘｉサービスの種類等 
 
（Ｘｉサービスの種類） 
第４条 Ｘｉサービスには、次の種類があります。 

種 類 内 容 
Ｘｉ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（当社が貸与する

ドコモＵＩＭカード⼜はドコモｅＳＩＭカード（以下「ドコモＵＩＭカード等」といいま
す。）を装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提供するＸｉサ
ービスであって、Ｘｉユビキタス⼜はＸｉ特定接続以外のもの 

Ｘｉユビキタス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（機器の制御⼜
は監視等の⽤途であると当社が認めるものであって、当社が貸与するドコモＵＩＭカード
等を装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提供するもの 

Ｘｉ特定接続 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（当社が貸与する
ドコモＵＩＭカード等を装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して
提供するＸｉサービスであって、契約の申込者が指定する１の協定事業者（当社の電
気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備に係る接続約款に
規定する仮想携帯電話事業者に限ります。）の相互接続点との間の通信に限り提供
するもの 

 
第５条 （略） 

 

 
第１章 総則 

 
第１条〜第２条 （略）  
 

（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤ 語 ⽤ 語 の 意 味 
1〜34 （略） （略） 
35 ドコモＵＩＭカード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、Ｘｉサービスの提

供のために契約者に貸与するもの 
  

 
 

36〜44 （略） 
 

第２章 Ｘｉサービスの種類等 
 

（Ｘｉサービスの種類） 
第４条 Ｘｉサービスには、次の種類があります。 

種 類 内 容 
Ｘｉ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（当社が貸与する

ドコモＵＩＭカードを装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提
供するＸｉサービスであって、Ｘｉユビキタス⼜はＸｉ特定接続以外のもの 
 

Ｘｉユビキタス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（機器の制御⼜
は監視等の⽤途であると当社が認めるものであって、当社が貸与するドコモＵＩＭカード
を装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提供するもの 

Ｘｉ特定接続 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（当社が貸与する
ドコモＵＩＭカードを装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提
供するＸｉサービスであって、契約の申込者が指定する１の協定事業者（当社の電気
通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備に係る接続約款に規
定する仮想携帯電話事業者に限ります。）の相互接続点との間の通信に限り提供す
るもの 

 
第５条 （略） 
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第３章 Ｘｉ契約 

 
第１節〜第２節 （略） 

 
第３節 定期契約 

 
第 17 条〜第 20 条 （略） 
 
第 20 条の２ 当社は、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間中である場合に限り、その申出を承諾しま

す。 
２ （略） 
３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 

(1) （略） 
(2) そのＸｉに係る基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカ

ケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）、Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）、Ｘｉシンプルプラン、Ｘ
ｉデータプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー）⼜はＸｉデータプラン（ルーター）以外であるとき。 

(3) （略） 
４〜６ （略） 
 
第 21 条 （略） 
 

第４章〜第５章 （略） 
 

第６章 ドコモＵＩＭカードの貸与等 
 

第１節 ドコモＵＩＭカードの貸与等 
 

（ドコモＵＩＭカード等の貸与） 
第 29 条 当社は、契約者からの請求によりドコモＵＩＭカード等を貸与します。この場合において、貸与するドコモＵＩＭカード等の数

は、１のＸｉサービスに係る契約につき１とします。 
２ 当社は、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するドコモＵＩＭカード等を変更することがありま

す。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。 
 

（契約者識別番号の登録等） 
第 30 条 当社は、次の場合には、ドコモＵＩＭカード等について契約者識別番号その他の情報の登録、変更⼜は消去（以下「契約

者識別番号の登録等」といいます。）を⾏います。 
(1) 当社が定める⽅法により契約者がドコモ eSIM カードへの契約者識別番号等の情報の登録に関する請求を⾏ったとき。 
(2) （略） 
(3) その他ドコモＵＩＭカード等の貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。 

 
第３章 Ｘｉ契約 

 
第１節〜第２節 （略） 
 
第３節 定期契約 

 
第 17 条〜第 20 条 （略） 
 
第 20 条の２ 当社は、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間中である場合に限り、その申出を承諾しま

す。 
２ （略） 
３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 

(1) （略） 
(2) そのＸｉに係る基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカ

ケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）、Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）、Ｘｉデータプラン（スマ
ホ／タブ）、Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー）⼜はＸｉデータプラン（ルーター）以外であるとき。 

(3) （略） 
４〜６ （略） 
 
第 21 条 （略） 
 

第４章〜第５章 （略） 
 
第６章 ドコモＵＩＭカードの貸与等 

 
第１節 ドコモＵＩＭカードの貸与等 

 
（ドコモＵＩＭカードの貸与） 

第 29 条 当社は、契約者へドコモＵＩＭカードを貸与します。この場合において、貸与するドコモＵＩＭカードの数は、１のＸｉサービ
スに係る契約につき１とします。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するドコモＵＩＭカードを変更することがあります。こ
の場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。 

 
（契約者識別番号の登録等） 

第 30 条 当社は、次の場合には、ドコモＵＩＭカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更⼜は消去（以下「契約者
識別番号の登録等」といいます。）を⾏います。 

 
(1) （略） 
(2) その他ドコモＵＩＭカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。 
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２ （略） 
 
（ドコモＵＩＭカード等の返還） 
第 31 条 ドコモＵＩＭカード等の貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社が別に定める⽅法によりそのドコモＵＩＭカード等を

当社が指定するＸｉサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。 
(1) そのＸｉサービスに係る契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除きます。）。 
(2) その他ドコモＵＩＭカード等を利⽤しなくなったとき。 

  
第２節 （略） 

 
第７章〜第 12 章 （略） 

 
第 13 章 雑則 

 
第 65 条〜第 68 条 （略） 
 
（端末設備等の持込み） 
第 69 条 契約者は、次の場合には、⾃営端末設備（移動無線装置に限ります。）若しくは⾃営電気通信設備（移動無線装置に

限ります。）⼜はドコモＵＩＭカード等を当社が指定した期⽇（別に定める営業時間内に限ります。）に当社が指定するＸｉサービ
ス取扱所⼜は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。 
(1)〜(3) （略） 

 
（利⽤に係る契約者の義務） 

第 70 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 
(1)〜(2) （略） 
(3) ドコモＵＩＭカード等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、⼜は消去しないこと。 
(4) 当社が貸与するドコモＵＩＭカード等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 
(5)〜(16) （略） 

２〜４ （略） 
５ 契約者は、第１項の規定に違反して当社が貸与しているドコモＵＩＭカード等を亡失し、き損したときは、当社が指定する期⽇まで

にその補充⼜は修繕等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。 
６ （略） 
（注） （略） 
 
第 71 条〜第 72 条 （略） 
 

（国際アウトローミングの利⽤等） 
第 73 条 Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング（別

表８に定める外国の電気通信事業者が、ドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供す
る電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２ （略） 
 

（ドコモＵＩＭカードの返還） 
第 31 条 ドコモＵＩＭカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社が別に定める⽅法によりそのドコモＵＩＭカードを当社

が指定するＸｉサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。 
(1) そのＸｉサービスに係る契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除きます。）。 
(2) その他ドコモＵＩＭカードを利⽤しなくなったとき。 

 
第２節 （略） 

 
第７章〜第 12 章 （略） 
 
第 13 章 雑則 

 
第 65 条〜第 68 条 （略） 
 
（端末設備等の持込み） 
第 69 条 契約者は、次の場合には、⾃営端末設備（移動無線装置に限ります。）若しくは⾃営電気通信設備（移動無線装置に

限ります。）⼜はドコモＵＩＭカードを当社が指定した期⽇（別に定める営業時間内に限ります。）に当社が指定するＸｉサービス
取扱所⼜は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。 
(1)〜(3) （略） 

 
（利⽤に係る契約者の義務） 

第 70 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 
(1)〜(2) （略） 
(3) ドコモＵＩＭカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、⼜は消去しないこと。 
(4) 当社が貸与するドコモＵＩＭカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。 
(5)〜(16) （略） 

２〜４ （略） 
５ 契約者は、第１項の規定に違反して当社が貸与しているドコモＵＩＭカードを亡失し、き損したときは、当社が指定する期⽇までに

その補充⼜は修繕等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。 
６ （略） 
（注） （略） 
 
第 71 条〜第 72 条 （略） 

 
（国際アウトローミングの利⽤等） 

第 73 条 Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング（別
表８に定める外国の電気通信事業者が、ドコモＵＩＭカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する
電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 
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２〜14 （略） 
（注） （略） 
 
第 74 条〜第 78 条 （略） 
 
（ケータイお探しサービス） 
第 78 条の２ Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能）に規定する sp モード機能⼜はｉモード機能の提供を受けているときは、次項に

規定するケータイお探しサービス（契約者からの申出により、そのＸｉ契約者に係る契約者回線に接続された端末設備（当社が別
に定めるものに限ります。）の所在に係る緯度及び経度等の情報（以下この条において「位置情報」といいます。）を、当社が通知す
るサービスをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２ ケータイお探しサービスには、次の種類があります。 
種   類 内      容 

ケータイお探しサービス（基本） (1) Ｘｉ契約者からの申出により、そのＸｉ契約者に係る契約者回線に接続された
端末設備（当社が別に定めるものに限ります。）の位置情報を、当社が通知するも
のとします。 

(2) 当社は、Ｘｉ契約者の申出に基づく位置情報の取得に先⽴ち、位置情報を取
得する旨をｉモード電⼦メール（別表２に規定するものをいいます。）⼜は当社が別
に定める⽅法により制御信号を利⽤して契約者回線へ通知します。 

   ただし、電波状況その他の理由により、通知ができない場合があります。 
(3) Ｘｉ契約者は、当社が別に定める回数を超えて当社が位置情報の通知を⾏った

ときは、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要
します。 

新ケータイお探しサービス（⽉額） (1) 当社が別に定めるところにより新ケータイお探しサービス（⽉額）に関する申込みを
したＸｉ契約者からの申出により、そのＸｉ契約者に係る契約者回線に接続された
端末設備（当社が別に定めるものに限ります。）の位置情報を、当社が通知するも
のとします。 

(2) 前項の規定にかかわらず、sp モード機能の提供を受けているものに限ります。 
(3) 当社は、第１号に規定する申込みをしたＸｉ契約者の申出に基づく位置情報の

取得に先⽴ち、位置情報を取得する旨を当社が別に定める⽅法により制御信号を
利⽤して契約者回線へ通知します。 

ただし、電波状況その他の理由により、通知ができない場合があります。 
(4) 新ケータイお探しサービス（⽉額）に関する申込みをしたＸｉ契約者は、その申込

みがあった⽇を含む暦⽉から起算して、新ケータイお探しサービス（⽉額）の契約の
解除（当社が別に定める場合を除きます。）があった⽇を含む暦⽉までの期間につい
て、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要しま
す。 

(5) 新ケータイお探しサービス（⽉額）にかかる料⾦については、料⾦表通則第３項
（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定にかかわらず、⽇割りしません。 

新ケータイお探しサービス（スポット） (1) 新ケータイお探しサービス（スポット）に関する申込みをしたＸｉ契約者からの申
出により、そのＸｉ契約者に係る契約者回線に接続された端末設備（当社が別に

２〜14 （略） 
（注） （略） 

 
第 74 条〜第 78 条 （略） 
 
（ケータイお探しサービス） 
第 78 条の２ Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能）に規定する sp モード機能⼜はｉモード機能の提供を受けているときは、ケータイ 
 お探しサービス（契約者からの申出により、そのＸｉ契約者に係る契約者回線に接続された端末設備（当社が別に定めるものに限り 
 ます。）の所在に係る緯度及び経度等の情報（以下この条において「位置情報」といいます。）を、当社が通知するサービスをいいま 
 す。以下同じとします。）を利⽤することができます。 
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定めるものに限ります。）の位置情報を、当社が通知するものとします。 
(2) 前項の規定にかかわらず、sp モード機能の提供を受けているものに限ります。 
(3) 当社は、第１号に規定する申込みをしたＸｉ契約者の申出に基づく位置情報の

取得に先⽴ち、位置情報を取得する旨を当社が別に定める⽅法により制御信号を
利⽤して契約者回線へ通知します。 

ただし、電波状況その他の理由により、通知ができない場合があります。 
(4) 新ケータイお探しサービス（スポット）に関する申込みをしたＸｉ契約者は、当社

が位置情報の通知を⾏ったときは、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）に
規定する料⾦の⽀払いを要します。 

３ 前２項の規定にかかわらず、電波状況その他の理由により、当社が位置情報を取得できないときは、ケータイお探しサービスを利⽤す
ることができません。 

 
 
 
 
 
４ （略） 
５ 当社は、ケータイお探しサービスによりＸｉ契約者に通知した位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、⼀切

わないものとします。 
６ ケータイお探しサービスの申込み、利⽤⽅法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。 
（注）本条第１項、第２項、第４項及び第６項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページ及びケータイ

お探しサービス（基本）は、「ケータイお探しサービスご利⽤規約（2017 年 4 ⽉以前発売の機種版）」、新ケータイお探しサービ
ス（⽉額）は、「ケータイお探しサービスご利⽤規約（2017 年５⽉以降発売のスマートフォン・タブレット版）」にそれぞれ定めると
ころによります。 

 
第 78 条の３ （略） 
 
（おまかせロック等） 
第 78 条の４ Ｘｉ契約者は、おまかせロック（契約者からの請求により、端末設備（当社が定めるものに限ります。以下この条におい

て同じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号及びドコモＵＩＭカード等（当社が定めるものに限ります。以下この条において
同じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じとし
ます。）を利⽤することができます。 

２ 前項の規定によるほか、Ｘｉ契約者は、当社のケータイ補償お届けサービスご利⽤規約に基づきケータイ補償お届けサービスの提供
を受けているＸｉにおいて、端末ロック（契約者からの請求により、当社が定める端末設備の⼀部の機能を停⽌するための信号及び
ドコモＵＩＭカード等の⼀部の機能を停⽌するための信号を、その端末設備が接続されている契約者回線に送出するサービスをいい
ます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

３〜６ （略） 
７ 当社は、おまかせロック、端末ロック及び遠隔初期化に関する損害については、第 63 条（責任の制限）の規定に該当する場合に

限り、その規定により責任を負うものとし、端末設備⼜はドコモＵＩＭカード等に係る情報の変化若しくは消失、動作不良⼜は第三
者との紛議により⽣じた損害その他の損害については、⼀切の責任を負いません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の規定にかかわらず、電波状況その他の理由により、当社が位置情報を取得できないときは、ケータイお探しサービスを利⽤する 

ことができません。 
３ 当社は、Ｘｉ契約者の申出に基づく位置情報の取得に先⽴ち、位置情報を取得する旨をｉモード電⼦メール（別表２に規定す 

るものをいいます。）⼜は当社が別に定める⽅法により制御信号を利⽤して契約者回線へ通知します。 
  ただし、電波状況その他の理由により、通知ができない場合があります。 
４ Ｘｉ契約者は、当社が別に定める回数を超えて当社が位置情報の通知を⾏ったときは、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料 

⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
５ （略） 
６ 当社は、このサービスによりＸｉ契約者に通知した位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、⼀切の責任を負 
 わないものとします。 
７ ケータイお探しサービスの利⽤⽅法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。 
（注）本条第１項、第３項、第４項及び第７項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページ⼜は「ケータ 
   イお探しサービスご利⽤規約」に定るところによります。 
 
 

 
第 78 条の３ （略） 

 
（おまかせロック等） 
第 78 条の４ Ｘｉ契約者は、おまかせロック（契約者からの請求により、端末設備（当社が定めるものに限ります。以下この条におい

て同じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号及びドコモＵＩＭカード（当社が定めるものに限ります。以下この条において同
じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じとしま
す。）を利⽤することができます。 

２ 前項の規定によるほか、Ｘｉ契約者は、当社のケータイ補償お届けサービスご利⽤規約に基づきケータイ補償お届けサービスの提供
を受けているＸｉにおいて、端末ロック（契約者からの請求により、当社が定める端末設備の⼀部の機能を停⽌するための信号及び
ドコモＵＩＭカードの⼀部の機能を停⽌するための信号を、その端末設備が接続されている契約者回線に送出するサービスをいいま
す。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

３〜６ （略） 
７ 当社は、おまかせロック、端末ロック及び遠隔初期化に関する損害については、第 63 条（責任の制限）の規定に該当する場合に

限り、その規定により責任を負うものとし、端末設備⼜はドコモＵＩＭカードに係る情報の変化若しくは消失、動作不良⼜は第三者と
の紛議により⽣じた損害その他の損害については、⼀切の責任を負いません。 
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８ （略） 
（注） （略） 
 
第 79 条〜第 80 条 （略） 
 

第 14 章 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ （略） 
 

第 79 条〜第 80 条 （略） 
 
第 14 章 （略） 
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料⾦表 
 
通則 

 
１〜７ （略） 
８ １の暦⽉⼜は料⾦⽉において料⾦種別等の変更があった場合の料⾦の計算⽅法は、この約款の規定にかかわらず、当社が別に定

めるところによります。 
９〜12  （略） 
13 当社は、Ｘｉ⼜はＸｉユビキタスに係る料⾦その他の債務が、Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス⼜はワイドスター通信サービス（当

該契約約款に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料⾦等と⼀括して請求さ
れている場合は、そのＸｉについてＸｉ契約者から第 11 項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

14 当社は、第 11 項に規定する請求データ蓄積装置に、当該Ｘｉ契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情
報を契約者に通知したものとみなします。 

15 （略）  
16 当社は、第 11 項に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉに係る料⾦等が、⼝座振替⼜はクレ

ジット払いにより当社が定める期⽇までに⽀払われたことを当社が確認したときは、そのＸｉに係る料⾦等から 20 円を減額します。この
場合において、料⾦表の適⽤による場合は、適⽤した後の料⾦の額から減額します。 
 ただし、前項の規定により⼝座振替案内書⼜はクレジットカード利⽤案内書の発⾏を受けたときはこの限りでありません。 

17 （略）  
18 当社は、電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉについて、Ｘｉ契約者からこの取扱い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、この取扱いを廃⽌します。 
(1) 第 11 項各号のいずれかに該当することとなったとき。 
(2) （略） 

19 前項の規定により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃⽌があった⽇を含む暦⽉までのそのＸ
ｉに係る料⾦等を、第 16 項に規定する減額の対象とします。 
 ただし、歴⽉の初⽇におけるＸｉ契約の解除により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃⽌が
あった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までのそのＸｉに係る料⾦等を、第 16 項に規定する減額の対象とします。 

20 （略）  
（料⾦等の⽀払い） 
21 Ｘｉ契約者は、料⾦及び⼯事費について、第 23 項に規定する場合を除き、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場

合において、Ｘｉ契約者は、その料⾦及び⼯事費（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した
ものを除きます。）について、当社が指定するＸｉ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。 

22〜25  （略） 
（注）当社は、第 25 項の規定により料⾦等の減免を⾏ったときは、関係のＸｉサービス取扱所に掲⽰する等の⽅法により、その旨を

周知します。 
 
 
 
 

 
料⾦表 
 
通則 
 
１〜７ （略） 
 
 
８〜11  （略） 
12 当社は、Ｘｉ⼜はＸｉユビキタスに係る料⾦その他の債務が、Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス⼜はワイドスター通信サービス（当

該契約約款に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料⾦等と⼀括して請求さ
れている場合は、そのＸｉについてＸｉ契約者から第９項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

13 当社は、第 10 項に規定する請求データ蓄積装置に、当該Ｘｉ契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情
報を契約者に通知したものとみなします。 

14 （略）  
15 当社は、第 10 項に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉに係る料⾦等が、⼝座振替⼜はクレ

ジット払いにより当社が定める期⽇までに⽀払われたことを当社が確認したときは、そのＸｉに係る料⾦等から 20 円を減額します。この
場合において、料⾦表の適⽤による場合は、適⽤した後の料⾦の額から減額します。 
 ただし、前項の規定により⼝座振替案内書⼜はクレジットカード利⽤案内書の発⾏を受けたときはこの限りでありません。 

16 （略）  
17 当社は、電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉについて、Ｘｉ契約者からこの取扱い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、この取扱いを廃⽌します。 
(1) 第 10 項各号のいずれかに該当することとなったとき。 
(2) （略） 

18 前項の規定により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃⽌があった⽇を含む暦⽉までのそのＸ
ｉに係る料⾦等を、第 15 項に規定する減額の対象とします。 
 ただし、歴⽉の初⽇におけるＸｉ契約の解除により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃⽌が
あった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までのそのＸｉに係る料⾦等を、第 15 項に規定する減額の対象とします。 

19 （略）  
（料⾦等の⽀払い） 
20 Ｘｉ契約者は、料⾦及び⼯事費について、第 22 項に規定する場合を除き、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場

合において、Ｘｉ契約者は、その料⾦及び⼯事費（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した
ものを除きます。）について、当社が指定するＸｉ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。 

21〜24 （略） 
（注）当社は、第 24 項の規定により料⾦等の減免を⾏ったときは、関係のＸｉサービス取扱所に掲⽰する等の⽅法により、その旨を

周知します。 
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第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 

第１ 基本使⽤料 
１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) Ｘｉの基本使⽤料

の適⽤ 
ア Ｘｉの基本使⽤料には、次の料⾦種別があります。 

(ア) ⼀般契約に係るもの 
区 分 基本使⽤料の料⾦種別 

Ｘｉ 総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 
Ｘｉシンプルプラン 

（略） （略） 

(イ) 定期契約に係るもの 
区 分 基本使⽤料の料⾦種別 

Ｘｉ 総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 
Ｘｉシンプルプラン 

（略） （略） 

イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使⽤料の料⾦種別を選択することができま
せん。 
(ア)〜(ウ) （略）  
(エ) そのＸｉが、Ｘｉシンプルプランを選択する場合であって、共有代表回線若しくは共有対

象回線（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。）でないと
き  

ウ〜セ （略） 
ソ 当社は、Ｘｉシンプルプランに係るＸｉが、共有代表回線⼜は共有対象回線でないことを当

社が確認した場合は、そのＸｉに係る契約者が、当社が別に定める端末設備の種類に応じ
て、カケホ－ダイライトプラン⼜はカケホーダイライトプラン（ケータイ）を選択したものとみなして取
り扱います。 

タ Ｘｉシンプルプランに係るＸｉの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続されていること
を当社が確認したときは、当社がその確認をした⽇を含む暦⽉の基本使⽤料に次表に規定す

 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 

第１ 基本使⽤料 
１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) Ｘｉの基本使⽤料

の適⽤ 
ア Ｘｉの基本使⽤料には、次の料⾦種別があります。 

(ア) ⼀般契約に係るもの 
区 分 基本使⽤料の料⾦種別 

Ｘｉ 総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 

（略） （略） 

(イ) 定期契約に係るもの 
区 分 基本使⽤料の料⾦種別 

Ｘｉ 総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 

（略） （略） 

イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使⽤料の料⾦種別を選択することができま
せん。 
(ア)〜(ウ) （略） 

 
 
 
ウ〜セ （略） 
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る区分に応じた料⾦額(対象外機種利⽤料といいます。以下この欄において同じとします。）を
加算します。 
 ただし、オの規定により基本使⽤料を⽇割するときは、対象外機種利⽤料を⽇割して適⽤し
ます。 

区   分 料 ⾦ 額  
当社が定める端末設備のうち当社がタブレットと
して取り扱うもの 

720 円 

当社が定める端末設備のうち当社がルーターと
して取り扱うもの 

220 円 

チ〜テ （略） 
ト 当社は、同⼀暦⽉内において、Ｘｉ契約者から料⾦種別を変更の請求があったときは、その

請求があった⽇を含む暦⽉の翌暦⽉から適⽤する場合があります。 
（略） （略） 
(4)の２ Ｕ25 応援割の

適⽤ 
ア Ｕ25 応援割（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が

総合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。）の基本使⽤料につい
て、Ｘｉ契約者の選択により次表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

区 分 基本使⽤料の割引額（⽉額） 
Ｘｉカケホーダイライトプラン ― 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） ― 
Ｘｉシンプルプラン ― 
上記以外のもの 500 円 

イ〜ケ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ソ〜チ （略） 
 
 

（略） （略） 
(4)の２ Ｕ25 応援割の

適⽤ 
ア Ｕ25 応援割（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が

総合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。）の基本使⽤料につい
て、Ｘｉ契約者の選択により次表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

区 分 基本使⽤料の割引額（⽉額） 
Ｘｉカケホーダイライトプラン ― 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） ― 

上記以外のもの 500 円 
イ〜ケ （略） 
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２ 料⾦額 
 ２－１ Ｘｉに係るもの 

１契約ごとに 

区 分 
料 ⾦ 額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込
額） 

Ｘｉ ⼀ 般 契 約 に
係るもの 

総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200 円 (4,536 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 3,700 円 (3,996 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 4,200 円 (4,536 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 3,200 円 (3,456 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 2,700 円 (2,916 円) 
Ｘｉシンプルプラン 2,480 円 (2,678.4 円) 

（略） （略） （略） 
定 期 契 約 に
係るもの 

総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700 円 (2,916 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 2,200 円 (2,376 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 2,700 円 (2,916 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 1,700 円 (1,836 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 1,200 円 (1,296 円) 
Ｘｉシンプルプラン 980 円 (1,058.4 円) 

（略） （略） （略） 

 
 ２－２ （略） 

 
第２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 料⾦額 
 ２－１ Ｘｉに係るもの 

１契約ごとに 

区 分 
料 ⾦ 額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込
額） 

Ｘｉ ⼀ 般 契 約 に
係るもの 

総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200 円 (4,536 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 3,700 円 (3,996 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 4,200 円 (4,536 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 3,200 円 (3,456 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 2,700 円 (2,916 円) 

（略） （略） （略） 
定 期 契 約 に
係るもの 

総 合 利 ⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700 円 (2,916 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 2,200 円 (2,376 円) 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 2,700 円 (2,916 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 1,700 円 (1,836 円) 
Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 1,200 円 (1,296 円) 

（略） （略） （略） 

 
 ２－２ （略） 
 

第２ （略） 
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第３ 通信料 

１ 適⽤ 
通  信  料  の  適  ⽤ 

（略） （略） 
(6)の２ Ｘｉの通話モ

ード等による通信料
の適⽤ 

ア （略） 
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する通信に係る料⾦は、２（料⾦額）の２－１及

び２－２に規定する料⾦を適⽤します。 
(ア) Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）の適⽤を受けてい

る場合（(ウ)の適⽤を受ける場合を除きます。）であって、それぞれの通信時間について、300
秒を超えた時点から通信が終了した時点までの通信時間（以下「ライトプラン通信料」といい、
この表において同じとします。） 

(イ) Ｘｉシンプルプランの適⽤を受けているときの、そのＸｉ契約者から⾏われる通話モード⼜は
64kb/s デジタル通信モードによる通信。 

(ウ) （略）  
ウ （略） 

（略） （略） 
(8)の２ データ通信モ
ードの定額通信料の適
⽤等 

ア Ｘｉ契約者は、定額通信に係る取扱い（（ア）に規定する定額通信料を⽀払った場合に、Ｘ
ｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除きま
す。）に関する料⾦について、その⽉間累計額（料⾦⽉単位で累計した額とし、この取扱いの選
択の申出前⼜はこの取扱いの廃⽌後に利⽤した通信に係る料⾦額を除きます。）に代えて、その
定額通信料を適⽤する取扱いをいいます。）⼜は⼆段階定額通信に係る取扱い（(イ)の①に
規定する定額通信料を⽀払った場合に、データ通信モードによる通信の⼀部に関する料⾦につい
て、(イ)の②の規定により算定した額を適⽤する取扱いをいいます。）を選択することができます。
この場合において、データ定額パック（定額通信に係る取扱い及び⼆段階定額通信に係る取扱
いを総称したものをいいます。以下同じとします。）には次の(ア)及び(イ)に規定する区分があり、
いずれか１つを選択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 
(ア) 定額通信に係るもの 

１契約ごとに 

区   分 定額通信料 

（⽉額） 

定額上限 

データ量 

上限 

回線数 

（略） （略） （略） （略） 

シ

ア
パ

シェアパック５ 
（⼩容量） 

6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ 20 

 
第３ 通信料 

１ 適⽤ 
通  信  料  の  適  ⽤ 

（略） （略） 
(6)の２ Ｘｉの通話モ

ード等による通信料
の適⽤ 

ア （略） 
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する通信に係る料⾦は、２（料⾦額）の２－１及

び２－２に規定する料⾦を適⽤します。 
(ア) Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）の適⽤を受けてい

る場合（(イ)の適⽤を受ける場合を除きます。）であって、それぞれの通信時間について、300
秒を超えた時点から通信が終了した時点までの通信時間（以下「ライトプラン通信料」といい、
この表において同じとします。） 

 
 
(イ) （略）  

ウ （略） 
（略） （略） 
(8)の２ データ通信モ
ードの定額通信料の適
⽤等 

ア Ｘｉ契約者は、定額通信に係る取扱い（（ア）に規定する定額通信料を⽀払った場合に、Ｘ
ｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除きま
す。）に関する料⾦について、その⽉間累計額（料⾦⽉単位で累計した額とし、この取扱いの選
択の申出前⼜はこの取扱いの廃⽌後に利⽤した通信に係る料⾦額を除きます。）に代えて、その
定額通信料を適⽤する取扱いをいいます。）⼜は⼆段階定額通信に係る取扱い（(イ)の①に
規定する定額通信料を⽀払った場合に、データ通信モードによる通信の⼀部に関する料⾦につい
て、(イ)の②の規定により算定した額を適⽤する取扱いをいいます。）を選択することができます。
この場合において、データ定額パック（定額通信に係る取扱い及び⼆段階定額通信に係る取扱
いを総称したものをいいます。以下同じとします。）には次の(ア)及び(イ)に規定する区分があり、
いずれか１つを選択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 
(ア) 定額通信に係るもの 

１契約ごとに 

区   分 定額通信料 

（⽉額） 

定額上限 

データ量 

上限 

回線数 

（略） （略） （略） （略） 

シ

ア
パ

シェアパック５ 
（⼩容量） 

6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ 20 
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シェアパック10 
（⼩容量） 

9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 20 

シェアパック15 
（標準） 

12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック100 25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ア
パ
ク 

ビジネスシェアパック５ 6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ ５ 

ビジネスシェアパック10 9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 10 

ビジネスシェアパック15 12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 15 

 

ウルトラビジネスシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

 

ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 

 

ウルトラビジネスシェアパック
100 

25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 30 

シェアパック10 
（⼩容量） 

9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 20 

シェアパック15 
（標準） 

 

 

12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック100 25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ア
パ
ク 

ビジネスシェアパック５ 6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ ５ 

ビジネスシェアパック10 9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 10 

ビジネスシェアパック15 12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 15 

 
 

ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 

 

ウルトラビジネスシェアパック
100 

25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 30 



13 
 

 ビジネスシェアパック50 37,000円 
(39,960円) 

50ＧＢ 50 

 ビジネスシェアパック70 51,500円 
(55,620円) 

70ＧＢ 70 

 ビジネスシェアパック100 73,000円 
(78,840円) 

100ＧＢ 100 

 ビジネスシェアパック150 109,000円 
(117,720円) 

150ＧＢ 150 

 ビジネスシェアパック200 145,000円 
(156,600円) 

200ＧＢ 200 

 ビジネスシェアパック250 180,000円 
(194,400円) 

250ＧＢ 250 

 ビジネスシェアパック300 215,000円 
(232,200円) 

300ＧＢ 300 

 ビジネスシェアパック400 280,000円 
(302,400円) 

400ＧＢ 400 

 ビジネスシェアパック500 345,000円 
(372,600円) 

500ＧＢ 500 

 ビジネスシェアパック700 480,000円 
(518,400円) 

700ＧＢ 700 

 ビジネスシェアパック1000 680,000円 
(734,400円) 

1000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 
(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック50 37,000円 
(39,960円) 

50ＧＢ 50 

 ビジネスシェアパック70 51,500円 
(55,620円) 

70ＧＢ 70 

 ビジネスシェアパック100 73,000円 
(78,840円) 

100ＧＢ 100 

 ビジネスシェアパック150 109,000円 
(117,720円) 

150ＧＢ 150 

 ビジネスシェアパック200 145,000円 
(156,600円) 

200ＧＢ 200 

 ビジネスシェアパック250 180,000円 
(194,400円) 

250ＧＢ 250 

 ビジネスシェアパック300 215,000円 
(232,200円) 

300ＧＢ 300 

 ビジネスシェアパック400 280,000円 
(302,400円) 

400ＧＢ 400 

 ビジネスシェアパック500 345,000円 
(372,600円) 

500ＧＢ 500 

 ビジネスシェアパック700 480,000円 
(518,400円) 

700ＧＢ 700 

 ビジネスシェアパック1000 680,000円 
(734,400円) 

1000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 
(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000 
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 ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 
(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック3000 1,900,000円 
(2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000 

(イ) （略） 
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、データ定額パックを選択することができませ

ん。 
(ア)〜(ウ) （略） 
(エ) シングルパック⼜はケータイパックを選択する場合であって、基本使⽤料の料⾦種別がＸｉシ

ンプルプランを選択しているとき。 
ウ〜テ （略） 
ト データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 30、ウル

トラビジネスシェアパック 30、ウルトラシェアパック 50、ウルトラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェア
パック 100 ⼜はウルトラビジネスシェアパック 100 に限ります。）を選択している契約者は、テザリン
グ通信を⾏う場合（そのデータ定額パックに係る共有回線群の共有対象回線がテザリング通信を
⾏う場合を含み、当社が別に定める端末設備を接続する場合を除きます。）は、あらかじめ当社
に申し出ていただきます。 

ナ〜ヌ （略） 
（略） （略） 
(8)の４ データ定額パ

ックに係る定額通信
料の⽉極割引（ずっ
とドコモ割）の適⽤ 

ア 当社は、データ定額パック（ケータイパックを除きます。）の適⽤を受けているＸｉに係る定額通
信料について、当該料⾦⽉のそのＸｉ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める
額の割引を適⽤します。 
 ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉
の末⽇にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 
(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 シェアパック５ 

(⼩容量）及

びビジネスシェ

アパック５（⼩

容量） 

シェアパック10 

(⼩容量）⼜

はビジネスシェ

アパック10 

シェアパック15 

(標準）、ビジ

ネスシェアパック

15、ウルトラシ

ェアパック30⼜

はウルトラビジ

ネスシェアパック

30 

ウルトラシェアパ

ック50⼜はウル

トラビジネスシェ

アパック50 

ウルトラシェアパ

ック100⼜はウ

ルトラビジネス

シェアパック100 

 ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 
(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック3000 1,900,000円 
(2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000 

(イ) （略） 
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、データ定額パックを選択することができませ

ん。 
(ア)〜(ウ) （略） 

 
 
ウ〜テ （略） 
ト データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 50、ウル

トラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100 ⼜はウルトラビジネスシェアパック 100 に限りま
す。）を選択している契約者は、テザリング通信を⾏う場合（そのデータ定額パックに係る共有回
線群の共有対象回線がテザリング通信を⾏う場合を含み、当社が別に定める端末設備を接続す
る場合を除きます。）は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

 
ナ〜ヌ （略） 

（略） （略） 
(8)の４ データ定額パ

ックに係る定額通信
料の⽉極割引（ずっ
とドコモ割）の適⽤ 

ア 当社は、データ定額パック（ケータイパックを除きます。）の適⽤を受けているＸｉに係る定額通
信料について、当該料⾦⽉のそのＸｉ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める
額の割引を適⽤します。 
 ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉
の末⽇にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 シェアパック５ 

(⼩容量）及

びビジネスシェ

アパック５（⼩

容量） 

シェアパック10 

(⼩容量）⼜

はビジネスシェ

アパック10 

シェアパック15 

(標準）⼜はビ

ジネスシェアパッ

ク15 

 

 

ウルトラシェアパ

ック50⼜はウル

トラビジネスシェ

アパック50 

ウルトラシェアパ

ック100⼜はウ

ルトラビジネス

シェアパック100 
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48か⽉超え96か

⽉まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円 

96か⽉超え120か

⽉まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

120か⽉超え180

か⽉まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

180か⽉超 800円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

(イ) （略） 
イ〜オ （略） 
 

（略） （略） 
(9)  データ定額パック

に係る定額通信料
の割引の適⽤ 

ア データ定額パックに係る定額通信料の割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、
データ定額パック（(8)の２に規定するものをいい、データＳパック及びケータイパックを除きます。以
下この欄において同じとします。）の適⽤を受けているＸｉが、その適⽤を受けている料⾦⽉にお
いて、データ定額パックを選択する⼜はデータ定額パックに係る共有回線群を構成するＸｉが特定
Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとし
ます。）であること（以下この欄において「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社がその
ことを確認した⽇を含む料⾦⽉に係るデータ定額パックの定額通信料について、その指定Ｘｉ等に
係るＩＰ通信網契約（契約者回線の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約
約款に規定する移転等を⾏っている場合を除きます。以下この欄において「対象契約」といいま
す。）の基本使⽤料の料⾦種別に応じて、次表に規定する額の割引を適⽤する取扱いをいいま
す。 
 ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ⼜はＦＯＭＡに限り適⽤します。 

区   分 割 引 額 

 対象契約に係

る基本使⽤料

の料⾦種別が

ドコモ光ミニで

あるもの 

対象契約に係

る基本使⽤料

の料⾦種別が

マンションタイプ

であるもの 

それ以外のも

の 

48か⽉超え96か

⽉まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円 

96か⽉超え120か

⽉まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

120か⽉超え180

か⽉まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

180か⽉超 800円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

(イ) （略） 
イ〜オ （略） 
 

（略） （略） 
(9)  データ定額パック

に係る定額通信料
の割引の適⽤ 

ア データ定額パックに係る定額通信料の割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、
データ定額パック（(8)の２に規定するものをいい、データＳパック及びケータイパックを除きます。以
下この欄において同じとします。）の適⽤を受けているＸｉが、その適⽤を受けている料⾦⽉にお
いて、データ定額パックを選択する⼜はデータ定額パックに係る共有回線群を構成するＸｉが特定
Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとし
ます。）であること（以下この欄において「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社がその
ことを確認した⽇を含む料⾦⽉に係るデータ定額パックの定額通信料について、その指定Ｘｉ等に
係るＩＰ通信網契約（契約者回線の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約
約款に規定する移転等を⾏っている場合を除きます。以下この欄において「対象契約」といいま
す。）の基本使⽤料の料⾦種別に応じて、次表に規定する額の割引を適⽤する取扱いをいいま
す。 
 ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ⼜はＦＯＭＡに限り適⽤します。 

区   分 割 引 額 

 対象契約に係

る基本使⽤料

の料⾦種別が

ドコモ光ミニで

あるもの 

対象契約に係

る基本使⽤料

の料⾦種別が

マンションタイプ

であるもの 

それ以外のも

の 
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（略） （略） （略） （略） （略） 

フ
ミ
リ
シ
ア
パ
ク 

シェアパック５（⼩容量） 500円 800円 800円 

シェアパック10（⼩容量） 500円 1,200円 1,200円 

シェアパック15（標準） 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラシェアパック30 500円 2,000円 2,000円 

ウルトラシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

ウルトラシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ア
パ
ク 

ビジネスシェアパック５ 500円 800円 800円 

ビジネスシェアパック10 500円 1,200円 1,200円 

ビジネスシェアパック15 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラビジネスシェアパック30 500円 2,000円 2,000円 

ウルトラビジネスシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

ウルトラビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック50 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック70 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

（略） （略） （略） （略） （略） 

フ
ミ
リ
シ
ア
パ
ク 

シェアパック５（⼩容量） 500円 800円 800円 

シェアパック10（⼩容量） 500円 1,200円 1,200円 

シェアパック15（標準） 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

ウルトラシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ア
パ
ク 

ビジネスシェアパック５ 500円 800円 800円 

ビジネスシェアパック10 500円 1,200円 1,200円 

ビジネスシェアパック15 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラビジネスシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

ウルトラビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック50 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック70 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 
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ビジネスシェアパック150 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック200 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック250 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック300 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック400 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック700 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1000 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック2000 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック3000 500円 3,000円 3,200円 

イ〜キ （略） 
 

（略） （略） 
(13) 複数回線複合

割引（ファミリ－割
引）の適⽤ 

ア〜イ （略） 
ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）⼜はＸｉシンプルプラン

（第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。）に係る定期契約を締
結しているときは、割引回線群を構成する他の契約者回線等への通信に係る通信料について、
次表のとおり取り扱います。 

１契約ごとに 
区   分 割 引 額 

割引回線群に係る契約者
回線への通信 

通話モードに係るもの その通信（料⾦⽉の末⽇までに
終了した通信に限ります。）に関
する料⾦について、⽀払いを要し
ません。 

（略） （略） 
エ〜セ （略） 

 

ビジネスシェアパック150 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック200 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック250 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック300 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック400 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック700 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1000 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック2000 500円 3,000円 3,200円 

 
ビジネスシェアパック3000 500円 3,000円 3,200円 

イ〜キ （略） 
 

（略） （略） 
(13) 複数回線複合

割引（ファミリ－割
引）の適⽤ 

ア〜イ （略） 
ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）（第１（基本使⽤

料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。）に係る定期契約を締結しているときは、割
引回線群を構成する他の契約者回線等への通信に係るライトプラン通信料（(6)の２のアに規
定するものをいいます。）について、次表のとおり取り扱います。 

１契約ごとに 
区   分 割 引 額 

割引回線群に係る契約者
回線への通信 

通話モードに係るもの ライトプラン通信料（料⾦⽉の末
⽇までに終了した通信に限りま
す。）に関する料⾦について、⽀
払いを要しません。 

（略） （略） 
エ〜セ （略） 
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（注） （略） 
 

(15) 定期契約に係る
通 信 料 ⽉ 極 割 引
（ ビ ジ ネ ス 通 話 割
引）の適⽤ 

ア〜イ （略） 
ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）⼜はＸｉシンプルプラン

（第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。）の適⽤を受けていると
きは、次表に規定する定額料の⽀払いを要するものとし、そのＸｉの契約者回線に係る通信料に
ついて、そのＸｉが属する指定割引回線群に係る契約者回線⼜はその他の契約者回線等への
通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料⾦について、次表のとおり取り扱います。 

 
表 （略） 
エ〜オ （略） 
カ 本割引は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は選択することができません。 

(ア) （略） 
(イ) そのＸｉの基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプ

ラン（ケータイ）⼜はＸｉシンプルプラン以外であるとき。 
(ウ)〜(オ) （略）  

キ〜コ （略） 
 

（略） （略） 
(24) 通信料の減免等 ア 次の通信については、第 50 条（通信料の⽀払義務）及び第 54 条（相互接続通信に係る料

⾦の取扱い）の規定にかかわらず、その料⾦の⽀払いを要しません。 
(ア)〜(キ) （略） 
(ク) ドコモ eSIM カードへの契約者識別番号等の情報の登録を⾏うための通信（当社が別に定

めるものに限ります。） 
イ〜エ （略） 

 
 

２ 料⾦額 （略） 
 
第４ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） （略） 
 

(15) 定期契約に係る
通 信 料 ⽉ 極 割 引
（ ビ ジ ネ ス 通 話 割
引）の適⽤ 

ア〜イ （略） 
ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）（第１（基本使⽤

料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。）の適⽤を受けているときは、次表に規定す
る定額料の⽀払いを要するものとし、そのＸｉの契約者回線に係る(6)の２のアに規定するライト
プラン通信料について、そのＸｉが属する指定割引回線群に係る契約者回線⼜はその他の契約
者回線等への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料⾦について、次表のとおり
取り扱います。 

表 （略） 
エ〜オ （略） 
カ 本割引は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は選択することができません。 

(ア) （略） 
(イ) そのＸｉの基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉカケホーダイライ

トプラン（ケータイ）以外であるとき。 
(ウ)〜(オ) （略）  

キ〜サ （略） 
 

（略） （略） 
(24) 通信料の減免等 ア 次の通信については、第 50 条（通信料の⽀払義務）及び第 54 条（相互接続通信に係る料

⾦の取扱い）の規定にかかわらず、その料⾦の⽀払いを要しません。 
(ア)〜(キ) （略） 
 
 

イ〜エ （略） 
 

 
２ 料⾦額 （略） 

 
第４ （略） 
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第５ ⼿続きに関する料⾦ 

１ 適⽤ 

⼿ 続 き に 関 す る 料 ⾦ の 適 ⽤ 

(1) ⼿続きに関する料⾦

の種別 

⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。 

料⾦種別 内        容  

 （略） （略）  

 イ カード発⾏⼿数

料 

ドコモＵＩＭカード等の貸与に関する請求（ア欄若しくはキ欄の申込みと同時

に⾏われたものを除きます。）をし、その承諾を受けたときに⽀払いを要する料

⾦ 

 

ウ SIM情報再発⾏

⼿数料 

ドコモeSIMカードへの契約者識別番号等の情報の登録に関する請求（当社

が定める⽅法により請求する場合に限ります。）をし、その承諾を受けたときに

⽀払いを要する料⾦ 

 エ〜ク （略） （略）  

  

(2)〜(6) （略） （略） 
 

(7) その他の⼿数料の適

⽤除外 

ア １の契約⼜は１の端末設備等について、その⽀払いを要する⼿続きが、契約事務⼿数料、カード
発⾏⼿数料⼜は登録等⼿数料を要する⼿続きと同時に⾏われるものであるとき（当社が別に定
める場合を除きます。）は、(1)欄及び２（料⾦額）の規定にかかわらず、その他の⼿数料は適
⽤しません。 

イ Xi 契約締結後、その Xi において最初に第 78 条の２（ケータイお探しサービス）の第２項に規定
する新ケータイお探しサービス（⽉額）の契約締結の⽇から起算して 31⽇間（以下この欄におい
て「初回無料期間」といいます。）は同条の２の第２項に規定する料⾦の⽀払いを要しないものと
し、初回無料期間の末⽇の翌⽇が含まれる暦⽉より、新ケータイお探しサービス（⽉額）にかかる
料⾦の⽀払いを要するものとします。 

   ただし、新ケータイお探しサービス（⽉額）の提供を廃⽌することとなった場合は、この限りであり
ません。 

ウ 前項の規定にかかわらず、第78条の2（ケータイお探しサービス）の第２項に規定する新ケータイ
お探しサービス（⽉額）について、当社が別に定めるサービスの適⽤を同時に受けているときは、同
条の２の第２項に規定する料⾦の⽀払いを要しません。なお、当該暦⽇の末⽇までに同時に適

 
第５ ⼿続きに関する料⾦ 

１ 適⽤ 

⼿ 続 き に 関 す る 料 ⾦ の 適 ⽤ 

(1) ⼿続きに関する料⾦

の種別 

⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。 

料⾦種別 内        容  

 （略） （略）  

 イ カード発⾏⼿数

料 

ドコモＵＩＭカードの貸与に関する請求（ア欄若しくはカ欄の申込みと同時に

⾏われたものを除きます。）をし、その承諾を受けたときに⽀払いを要する料⾦ 

 

    

 ウ〜カ （略） （略）  

  

(2)〜(6) （略） （略） 
 

(7) その他の⼿数料の適

⽤除外 

１の契約⼜は１の端末設備等について、その⽀払いを要する⼿続きが、契約事務⼿数料、カード発
⾏⼿数料⼜は登録等⼿数料を要する⼿続きと同時に⾏われるものであるとき（当社が別に定める場
合を除きます。）は、(1)欄及び２（料⾦額）の規定にかかわらず、その他の⼿数料は適⽤しませ
ん。 
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⽤を受けていた当社が別に定めるサービスの契約の解除（当社が別に定める場合を除きます。）
があったときは、当該契約の解除の⽇が含まれる暦⽉については、同条の２の第２項に規定する
料⾦の⽀払いを要しません。 

（注１） アに規定する当社が別に定める場合は、その⽀払いを要する⼿続きが番号えらべるサービ
スに関する⼿続きである場合⼜は着信短縮ダイヤル機能に係る⼿続きである場合等をいいます。 

（注２） ウに規定する当社が別に定めるサービスとは当社のインターネットホームページ⼜は「ケータ
イお探しサービスご利⽤規約（2017 年５⽉以降発売のスマートフォン・タブレット版）」 

  に定めるサービスをいいます。 
  

(8) （略） （略） 
  

 
２ 料⾦額 

２－１ ２－２、２－３以外のもの 

料 ⾦ 種 別 単  位 
料 ⾦ 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

(1) 契約事務⼿数料 ア イ以外のもの １契約ごとに 3,000円 (3,240円) 

イ 第２種Ｘｉユビキタス契約

に係るもの 

１契約ごとに 2,000円 (2,160円) 

(2) カード発⾏⼿数料 １枚ごとに 2,000円 (2,160円) 

(3) SIM情報再発⾏⼿数料 １の登録⼿続きごとに 2,000円（2,160円） 

(4) 名義変更⼿数料 １契約ごとに 2,000円 (2,160円) 

(5) 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ⼿数料 １契約ごとに 2,000円 (2,160円) 

(6) 登録等⼿数料 １端末設備等ごとに 2,000円 (2,160円) 

 
２－２ （略） 

 

 
 

（注）本欄に規定する当社が別に定める場合は、その⽀払いを要する⼿続きが番号えらべるサービス

に関する⼿続きである場合⼜は着信短縮ダイヤル機能に係る⼿続きである場合等をいいます。 

 

 

 
  

(8) （略） （略） 
  

 
２ 料⾦額 

２－１ ２－２以外のもの 

料 ⾦ 種 別 単  位 
料 ⾦ 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

(1) 契約事務⼿数料 ア イ以外のもの １契約ごとに 3,000円 (3,240円) 

イ 第２種Ｘｉユビキタス契約

に係るもの 

１契約ごとに 2,000円 (2,160円) 

(2) カード発⾏⼿数料 １枚ごとに 2,000円 (2,160円) 

(3) 名義変更⼿数料 １契約ごとに 2,000円 (2,160円) 

(4) 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ⼿数料 １契約ごとに 2,000円 (2,160円) 

(5) 登録等⼿数料 １端末設備等ごとに 2,000円 (2,160円) 

(6) その他の⼿数料  別に算定する実費 

 
２－２ （略） 
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２－３ その他の⼿数料に係るもの 

(1) (2)以外のもの 
料 ⾦ 種 別 単 位          料 ⾦ 額 

その他の⼿数料  別に算定する実費 
 

(2) 第 78 条の２（ケータイお探しサービス）に規定する新ケータイお探しサービスの料⾦に係るもの 
料 ⾦ 種 別 単 位          料 ⾦ 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
新ケータイお探しサービス（⽉額）
の利⽤に係る⼿数料 

⽉額１契約ごとに 50 円（54 円） 

新ケータイお探しサービス（スポッ
ト）の利⽤に係る⼿数料 

申込⽇の翌⽇までの間において、位置
情報送出が確認できた場合の１契約ご
とに 

3,000円（3,240円） 

 
第６〜第７ （略） 
 
第２表〜第４表 （略） 
 
第５表 その他のサービスに関する料⾦等 
 

第１ （略） 
 

第２ 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 
⽀払証明書の発⾏⼿数
料の適⽤除外 

通則第11項に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉについて、⽀
払証明書の発⾏を受けた場合であって、その発⾏が当該暦年における最初の発⾏であると当社が認
めるときは、２（料⾦額）の規定にかかわらず、その⽀払証明書の発⾏に係る⼿数料及び郵送料
等の⽀払いを要しません。 

２ （略） 
 

第３〜第５ （略） 
 
第６表 （略） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第６〜第７ （略） 
 
第２表〜第４表 （略） 
 
第５表 その他のサービスに関する料⾦等 
 

第１ （略） 
 

第２ 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 
⽀払証明書の発⾏⼿数
料の適⽤除外 

通則第９項に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉについて、⽀
払証明書の発⾏を受けた場合であって、その発⾏が当該暦年における最初の発⾏であると当社が認
めるときは、２（料⾦額）の規定にかかわらず、その⽀払証明書の発⾏に係る⼿数料及び郵送料
等の⽀払いを要しません。 

２ （略） 
 

第３〜第５ （略） 
 
第６表 （略） 
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別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種       類 提供条件 
１〜14 （略） （略） 
15 国際ローミング機能 

 ドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置が、国際ア
ウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そ
のＸｉ及び第１種Ｘｉユビキタス（以下、この欄において
「Ｘｉ等」といいます。）の契約者回線に着信（通話モー
ド、64kb/s デジタル通信モード⼜はショートメッセージ通信モ
ードによるものに限ります。）があった場合には、その通信をそ
の国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能
をいいます。 

(1)〜(3) （略） 
 

16〜19 （略） （略） 
20 番号変換機能（Ｘｉオフィスリンク） 

(1)〜(3) （略） 
(4)  この機能を利⽤しているＸｉ契約者（国際ローミン

グ機能の提供を受けている者に限ります。）は、海外転送
機能（ＵＩＭカード等を装着した移動無線装置が国際
アウトローミングの営業区域内に在圏している場合におい
て、そのＸｉに係るＸｉ等内線番号の契約者回線へ着
信があった場合に、国際ローミング機能を利⽤して、その通
信をその国際ローミングに係る電気通信回線へ転送する
機能をいいます。）を追加機能として利⽤することができま
す。 

(1)〜(11) （略） 

20〜29 （略） （略） 
30 遠隔管理機能（あんしんマネージャー） 

(1) 基本機能 
当社のインターネットホームページ等から、次のア⼜はイ

に定める機能のうち、契約者が選択した機能に係る操作
を⾏うことができる機能をいいます。 
ア （略） 
イ  この機能を利⽤している契約者（タイプBを選択して

いる者に限ります。）は、次に定める機能を利⽤するこ
とができます。 
(ア) 端末ロック設定機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（当社が定

(1)〜(20) （略） 
（注） （略） 

 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種       類 提供条件 
１〜14 （略） （略） 
15 国際ローミング機能 

 ドコモＵＩＭカードを装着した移動無線装置が、国際アウ
トローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、その
Ｘｉ及び第１種Ｘｉユビキタス（以下、この欄において「Ｘ
ｉ等」といいます。）の契約者回線に着信（通話モード、
64kb/s デジタル通信モード⼜はショートメッセージ通信モード
によるものに限ります。）があった場合には、その通信をその国
際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をい
います。 

(1)〜(3) （略） 

16〜19 （略） （略） 
20 番号変換機能（Ｘｉオフィスリンク） 

(1)〜(3) （略） 
(4)  この機能を利⽤しているＸｉ契約者（国際ローミン

グ機能の提供を受けている者に限ります。）は、海外転送
機能（ＵＩＭカードを装着した移動無線装置が国際ア
ウトローミングの営業区域内に在圏している場合において、
そのＸｉに係るＸｉ等内線番号の契約者回線へ着信が
あった場合に、国際ローミング機能を利⽤して、その通信を
その国際ローミングに係る電気通信回線へ転送する機能
をいいます。）を追加機能として利⽤することができます。 

 

(1)〜(11) （略） 

20〜29 （略） （略） 
30 遠隔管理機能（あんしんマネージャー） 

(1) 基本機能 
当社のインターネットホームページ等から、次のア⼜はイ

に定める機能のうち、契約者が選択した機能に係る操作
を⾏うことができる機能をいいます。 
ア （略） 
イ  この機能を利⽤している契約者（タイプBを選択して

いる者に限ります。）は、次に定める機能を利⽤するこ
とができます。 
(ア) 端末ロック設定機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（当社が定

(1)〜(20) （略） 
（注） （略） 
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めるものに限ります。以下この欄において「特定端末
設備」といいます。）において、その端末設備の⼀部
の機能を停⽌するための信号⼜はドコモＵＩＭカー
ド等の⼀部の機能を停⽌するための信号をその契約
者回線に送出する操作を、その契約者が他のＦＯ
ＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこと。 

(イ)〜（ク） （略） 
ウ この機能を利⽤している契約者（タイプＣを選択して

いる者に限ります。）は、次に定める機能を利⽤するこ
とができます。 
(ア) 端末ロック設定機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（当社が定

めるものに限ります。以下この欄において「特定端末
設備」といいます。）において、その端末設備の⼀部
の機能を停⽌するための信号⼜はドコモＵＩＭカー
ド等の⼀部の機能を停⽌するための信号をその契約
者回線に送出する操作を、その契約者が他のＦＯ
ＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこと。 

(イ)〜（カ） （略） 
エ （略） 

(2) （略） 
31 （略） （略） 

 
 
別表３〜別表９ （略） 
 

    附 則（平成 29 年５⽉ 18 ⽇経企第 226 号） 
（実施期⽇） 

１ この改正規定は、平成 29 年５⽉ 24 ⽇から実施します。 
   ただし、この改正規定中、ドコモ eSIM カードに関する部分については、平成 29 年５⽉ 25 ⽇から実施します。 

（経過措置） 
２ この改正規定実施前に、改正前の規定により⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務について

は、なお従前のとおりとします。 
（その他） 

３ 経企第 1425 号（平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇）の附則第１項を次のように改めます。 
１ この改正規定は、平成 29 年１⽉１⽇から実施します。 

 ただし、この改正規定中、はじめてスマホ割キャンペーンに関する部分については平成 29 年１⽉ 10 ⽇から、データ定額パック（ウ
ルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 30、ウルトラビジネスシェアパック 30、ウルトラシェアパック 50、ウル
トラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100 ⼜はウルトラビジネスシェアパック 100 に限ります。）に係るテザリング通信に関
する部分については平成 30 年４⽉１⽇から実施します。 

めるものに限ります。以下この欄において「特定端末
設備」といいます。）において、その端末設備の⼀部
の機能を停⽌するための信号⼜はドコモＵＩＭカー
ドの⼀部の機能を停⽌するための信号をその契約者
回線に送出する操作を、その契約者が他のＦＯＭ
Ａ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこと。 

(イ)〜（ク） （略） 
ウ この機能を利⽤している契約者（タイプＣを選択して

いる者に限ります。）は、次に定める機能を利⽤するこ
とができます。 
(ア) 端末ロック設定機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（当社が定

めるものに限ります。以下この欄において「特定端末
設備」といいます。）において、その端末設備の⼀部
の機能を停⽌するための信号⼜はドコモＵＩＭカー
ドの⼀部の機能を停⽌するための信号をその契約者
回線に送出する操作を、その契約者が他のＦＯＭ
Ａ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこと。 

(イ)〜（カ） （略） 
エ （略） 

(2) （略） 
31 （略） （略） 

 
 
別表３〜別表９ （略） 
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４ 経企第 1689 号（平成 28 年１⽉ 20 ⽇）の附則を次のように改めます。 
(1) 第６項第１号を次のように改めます。 

(1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉシンプルプラン以外
となったとき。 

(2) 第９項を次のように改めます。 
９ Ｘｉシンプルプランが適⽤されているとき⼜はドコモにチェンジ割キャンペーン（経企第 1140 号（平成 27 年９⽉ 16 ⽇）に

規定するものをいいます。）の適⽤を受けているときは、その適⽤を受けている暦⽉の基本使⽤料について、第３項に規定する減
額を適⽤しません。 

５ 当社は、経企第 1896 号（平成 29 年３⽉24 ⽇）の附則第４項の規定によりブラックベリー接続機能を廃⽌された契約者
が、その時点でＸｉパケ・ホーダイライト、データＳパック、データＭパック（以下この附則において「対象定額通信料」といいます。）を
選択しているときは、平成 29 年５⽉ 16 ⽇時点で次の(1)から(3)のいずれかに該当すると当社が認めた場合を除き、平成 29 年 6
⽉ 30 ⽇にその対象定額通信料を廃⽌します。 
 ただし、契約者から平成 29 年６⽉ 20 ⽇までに当社が別に定める⽅法により申出があった場合は、この限りでありません。 
(1) moperaU 機能、ｉモード機能、ｓｐモード機能⼜はビジネス mopera インターネット機能の提供を受けているとき。 
(2) 契約者名義が法⼈（当社が指定するものを除きます。）であるとき。 
(3) その他当社が別に定めるとき。 
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F O M A サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 
通則 
１〜７ （略） 
８ １の暦⽉⼜は料⾦⽉において料⾦種別等の変更があった場合の料⾦の計算⽅法は、この約款の規定にかかわらず、当社が別に定

めるところによります。 
９〜12 （略） 
13 当社は、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス⼜はＦＯＭＡ位置情報に係る料⾦その他の債務がＸｉサービス⼜はＦＯＭＡサービス

（当該契約約款に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料⾦等と⼀括して請
求されている場合は、そのＦＯＭＡサービスについて契約者から第 11 項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

14 当社は、第11項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契
約者に通知したものとみなします。 

15 （略）  
16 当社は、第 11 項に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡに係る料⾦等が、⼝座振替⼜は

クレジット払いにより当社が定める期⽇までに⽀払われたことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡの料⾦等から 20 円を減額しま
す。この場合において、料⾦表の適⽤による場合は、適⽤した後の料⾦の額から減額します。 

 ただし、前項の規定により⼝座振替案内書⼜はクレジットカード利⽤案内書の発⾏を受けたときはこの限りでありません。 
17 （略） 
18 当社は、電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡサービスについて、契約者からこの取扱いを廃⽌する

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、この取扱いを廃⽌します。 
(1) 第 11 項各号のいずれかに該当することとなったとき。 
(2) （略） 

19 前項の規定により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃⽌があった⽇を含む暦⽉までのそのＸ
ｉに係る料⾦等を、第 16 項に規定する減額の対象とします。 
 ただし、歴⽉の初⽇におけるＦＯＭＡ契約の解除により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃
⽌があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までのそのＦＯＭＡに係る料⾦等を、第 16 項に規定する減額の対象とします。 

20 （略）  
（料⾦等の⽀払い） 
21 契約者は、料⾦及び⼯事費について、第 23 項に規定する場合を除き、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場合に

おいて、契約者は、その料⾦及び⼯事費（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きま
す。）について、当社が指定するＦＯＭＡ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。 

22〜25 （略） 
（注）当社は、第 25 項の規定により料⾦等の減免を⾏ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取扱所に掲⽰する等の⽅法により、その

旨を周知します。 
 

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 
通則 
１〜７ （略） 
 
 
８〜11 （略） 
12 当社は、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス⼜はＦＯＭＡ位置情報に係る料⾦その他の債務がＸｉサービス⼜はＦＯＭＡサービス

（当該契約約款に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料⾦等と⼀括して請
求されている場合は、そのＦＯＭＡサービスについて契約者から第９項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

13 当社は、第10項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契
約者に通知したものとみなします。 

14 （略）  
15 当社は、第 10 項に規定する電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡに係る料⾦等が、⼝座振替⼜は

クレジット払いにより当社が定める期⽇までに⽀払われたことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡの料⾦等から 20 円を減額しま
す。この場合において、料⾦表の適⽤による場合は、適⽤した後の料⾦の額から減額します。 

 ただし、前項の規定により⼝座振替案内書⼜はクレジットカード利⽤案内書の発⾏を受けたときはこの限りでありません。 
16 （略）  
17 当社は、電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡサービスについて、契約者からこの取扱いを廃⽌する

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、この取扱いを廃⽌します。 
(1) 第 10 項各号のいずれかに該当することとなったとき。 
(2) （略） 
18 前項の規定により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃⽌があった⽇を含む暦⽉までのそのＸ

ｉに係る料⾦等を、第 15 項に規定する減額の対象とします。 
 ただし、歴⽉の初⽇におけるＦＯＭＡ契約の解除により電⼦媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃⽌があったときは、その廃
⽌があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までのそのＦＯＭＡに係る料⾦等を、第 15 項に規定する減額の対象とします。 

19 （略）  
（料⾦等の⽀払い） 
20 契約者は、料⾦及び⼯事費について、第 22 項に規定する場合を除き、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場合に

おいて、契約者は、その料⾦及び⼯事費（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きま
す。）について、当社が指定するＦＯＭＡ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。 

21〜24 （略） 
（注）当社は、第 24 項の規定により料⾦等の減免を⾏ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取扱所に掲⽰する等の⽅法により、その

旨を周知します。 
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第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 
 
第１〜第２ （略） 
 
第３ 通信料 

１ 適⽤ 
通信料の適⽤ 

（略） （略） 

(7)の３ 第２種契約
に係るパケット通信モ
ードに係る定額通信
料の適⽤等 

ア 第２種契約者（限定利⽤プランに係る契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）は、
次表に規定する定額通信料を⽀払った場合に、ＦＯＭＡサービスの契約者回線との間のデータ通信
モードによる通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料⾦について、その⽉間累計額
（料⾦⽉単位で累計した額とし、この取扱いの選択の申出前⼜はこの取扱いの廃⽌後に利⽤した通
信に係る料⾦額を除きます。）に代えて、その定額通信料を適⽤する取扱い（以下「データ定額パッ
ク」といいます。）を選択することができます。 

この場合において、データ定額パックには次の区分があり、いずれか１つを選択し、あらかじめ当社に申
し出ていただきます。 

区   分 定額通信料 

（⽉額） 

定額上限 

データ量 

上限 

回線数 

（略） （略） （略） （略） 

フ
ミ
リ
シ
ア
パ
ク 

シェアパック５ 
（⼩容量） 

6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ 20 

シェアパック10 
（⼩容量） 

9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 20 

シェアパック15 
（標準） 

12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 

 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 
 
第１〜第２ （略） 
 
第３ 通信料 

１ 適⽤ 
通信料の適⽤ 

（略） （略） 

(7)の３ 第２種契約
に係るパケット通信モ
ードに係る定額通信
料の適⽤等 

ア 第２種契約者（限定利⽤プランに係る契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）は、
次表に規定する定額通信料を⽀払った場合に、ＦＯＭＡサービスの契約者回線との間のデータ通信
モードによる通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料⾦について、その⽉間累計額
（料⾦⽉単位で累計した額とし、この取扱いの選択の申出前⼜はこの取扱いの廃⽌後に利⽤した通
信に係る料⾦額を除きます。）に代えて、その定額通信料を適⽤する取扱い（以下「データ定額パッ
ク」といいます。）を選択することができます。 

この場合において、データ定額パックには次の区分があり、いずれか１つを選択し、あらかじめ当社に申
し出ていただきます。 

区   分 定額通信料 

（⽉額） 

定額上限 

データ量 

上限 

回線数 

（略） （略） （略） （略） 

フ
ミ
リ
シ
ア
パ
ク 

シェアパック５ 
（⼩容量） 

6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ 20 

シェアパック10 
（⼩容量） 

9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 20 

シェアパック15 
（標準） 

 

 

12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 
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ウルトラシェアパック100 25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ア
パ
ク 

ビジネスシェアパック５ 6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ ５ 

ビジネスシェアパック10 9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 10 

ビジネスシェアパック15 12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 15 

 

ウルトラビジネスシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

 

ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 

 

ウルトラビジネスシェアパック
100 

25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 30 

 ビジネスシェアパック50 37,000円 
(39,960円) 

50ＧＢ 50 

 ビジネスシェアパック70 51,500円 
(55,620円) 

70ＧＢ 70 

 ビジネスシェアパック100 73,000円 
(78,840円) 

100ＧＢ 100 

 ビジネスシェアパック150 109,000円 
(117,720円) 

150ＧＢ 150 

 ビジネスシェアパック200 145,000円 
(156,600円) 

200ＧＢ 200 

ウルトラシェアパック100 25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ア
パ
ク 

ビジネスシェアパック５ 6,500円 
( 7,020円) 

５ＧＢ ５ 

ビジネスシェアパック10 9,500円 
(10,260円) 

10ＧＢ 10 

ビジネスシェアパック15 

 

 

12,500円 
(13,500円) 

15ＧＢ 15 

 
 

ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 
(17,280円) 

50ＧＢ 20 

 

ウルトラビジネスシェアパック
100 

25,000円 
(27,000円) 

100ＧＢ 30 

 ビジネスシェアパック50 37,000円 
(39,960円) 

50ＧＢ 50 

 ビジネスシェアパック70 51,500円 
(55,620円) 

70ＧＢ 70 

 ビジネスシェアパック100 73,000円 
(78,840円) 

100ＧＢ 100 

 ビジネスシェアパック150 109,000円 
(117,720円) 

150ＧＢ 150 

 ビジネスシェアパック200 145,000円 
(156,600円) 

200ＧＢ 200 
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 ビジネスシェアパック250 180,000円 
(194,400円) 

250ＧＢ 250 

 ビジネスシェアパック300 215,000円 
(232,200円) 

300ＧＢ 300 

 ビジネスシェアパック400 280,000円 
(302,400円) 

400ＧＢ 400 

 ビジネスシェアパック500 345,000円 
(372,600円) 

500ＧＢ 500 

 ビジネスシェアパック700 480,000円 
(518,400円) 

700ＧＢ 700 

 ビジネスシェアパック1000 680,000円 
(734,400円) 

1000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 
(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 
(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック3000 1,900,000円 
(2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000 

イ〜サ （略） 
シ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選

択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（ク、(7)の４のソ若しくは当該契約約款の規定
により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び(7)の４において「付与データ量」といいま
す。）、指定追加データ量、追加データ量⼜はチ若しくはツの規定により繰越データ量があるときは、その
定額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算し
た後のデータ量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の
当社が定める時刻までの間（コに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、
そのＦＯＭＡの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信とする
取扱い（以下この欄及び(7)の４において「128k 通信」といいます。）を適⽤します。 

ス〜テ （略） 

 ビジネスシェアパック250 180,000円 
(194,400円) 

250ＧＢ 250 

 ビジネスシェアパック300 215,000円 
(232,200円) 

300ＧＢ 300 

 ビジネスシェアパック400 280,000円 
(302,400円) 

400ＧＢ 400 

 ビジネスシェアパック500 345,000円 
(372,600円) 

500ＧＢ 500 

 ビジネスシェアパック700 480,000円 
(518,400円) 

700ＧＢ 700 

 ビジネスシェアパック1000 680,000円 
(734,400円) 

1000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 
(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 
(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック3000 1,900,000円 
(2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000 

イ〜サ （略） 
シ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選

択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（ク、(7)の４のセ若しくは当該契約約款の規定
により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び(7)の４において「付与データ量」といいま
す。）、指定追加データ量、追加データ量⼜はチ若しくはツの規定により繰越データ量があるときは、その
定額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算し
た後のデータ量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の
当社が定める時刻までの間（コに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、
そのＦＯＭＡの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信とする
取扱い（以下この欄及び(7)の４において「128k 通信」といいます。）を適⽤します。 

ス〜テ （略） 
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ト データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 30、ウルトラビ
ジネスシェアパック 30、ウルトラシェアパック 50、ウルトラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100
⼜はウルトラビジネスシェアパック 100 に限ります。）を選択している契約者は、テザリング通信を⾏う場
合（そのデータ定額パックに係る共有回線群の共有対象回線がテザリング通信を⾏う場合を含み、当
社が別に定める端末設備を接続する場合を除きます。）は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

ナ （略） 
（略） （略） 

(7)の５ データ定額パ
ックに係る定額通信
料の⽉極割引（ずっ
とドコモ割）の適⽤ 

ア 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡに係る定額通信料について、当該料⾦⽉のそ
のＦＯＭＡ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める額の割引を適⽤します。 
 ただし、契約者が第 23 条の 16（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉の末
⽇にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 
(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 シェアパック５
(⼩容量)及びビ
ジネスシェアパッ
ク ５ （ ⼩ 容
量） 

シェアパック10 
(⼩容量)⼜は
ビジネスシェア
パック10 

シェアパック15
（標準）、ビ
ジネスシェアパ
ック15、ウルト
ラシェアパック
30⼜はウルト
ラビジネスシェ
アパック30 

ウルトラシェア
パック50⼜はウ
ルトラビジネス
シェアパック50 

ウルトラシェア
パック100⼜は
ウルトラビジネ
スシェアパック
100 

48か⽉超え96か⽉
まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円 

96か⽉超え120か
⽉まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

120か⽉超え180
か⽉まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

180か⽉超 800円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

(イ) （略） 
イ〜エ （略） 
 
 

ト データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 50、ウルトラビ
ジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100 ⼜はウルトラビジネスシェアパック 100 に限ります。）を
選択している契約者は、テザリング通信を⾏う場合（そのデータ定額パックに係る共有回線群の共有
対象回線がテザリング通信を⾏う場合を含み、当社が別に定める端末設備を接続する場合を除きま
す。）は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

ナ （略） 
（略） （略） 

(7)の５ データ定額パ
ックに係る定額通信
料の⽉極割引（ずっ
とドコモ割）の適⽤ 

ア 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡに係る定額通信料について、当該料⾦⽉のそ
のＦＯＭＡ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める額の割引を適⽤します。 
 ただし、契約者が第 23 条の 16（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉の末
⽇にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 
(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 シェアパック５
(⼩容量)及びビ
ジネスシェアパッ
ク ５ （ ⼩ 容
量） 

シェアパック10 
(⼩容量)⼜は
ビジネスシェア
パック10 

シェアパック15
（標準）⼜は
ビジネスシェア
パック15 

 

 

ウルトラシェア
パック50⼜はウ
ルトラビジネス
シェアパック50 

ウルトラシェア
パック100⼜は
ウルトラビジネ
スシェアパック
100 

48か⽉超え96か⽉
まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円 

96か⽉超え120か
⽉まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

120か⽉超え180
か⽉まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

180か⽉超 800円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

(イ) （略） 
イ〜エ （略） 
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(7)の６ データ定額パ
ックに係る定額通信
料の割引の適⽤ 

ア データ定額パックに係る定額通信料の割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、データ
定額パック（(7)の 3 に規定するものをいい、データＳパックを除きます。以下この欄において同じとしま
す。）の適⽤を受けているＦＯＭＡが、その適⽤を受けている料⾦⽉において、データ定額パックを選
択する⼜はデータ定額パックに係る共有回線群を構成するＦＯＭＡが特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サ
ービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）であること（以下この
欄において「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社がそのことを確認した⽇を含む料⾦⽉に
係るデータ定額パックの定額通信料について、その指定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約（契約者回線
の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を⾏っている場合を
除きます。以下この欄において「対象契約」といいます。）の基本使⽤料の料⾦種別に応じて、次表に
規定する額の割引を適⽤する取扱いをいいます。 
 ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ⼜はＦＯＭＡに限り適⽤します。 

区   分 割 引 額 

 対象契約に係
る基本使⽤料
の料⾦種別がド
コモ光ミニである
もの 

対象契約に係
る基本使⽤料
の料⾦種別がマ
ンションタイプで
あるもの 

それ以外のもの 

（略） （略） （略） （略） 

フ
シ
ミ
リ

ア
パ
ク 

シェアパック５（⼩容量） 500円 800円 800円 

シェアパック10（⼩容量） 500円 1,200円 1,200円 

シェアパック15（標準） 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラシェアパック30 500円 2,000円 2,000円 

ウルトラシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

ウルトラシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

ビ
ジ
ネ
ス
シ

ア
パ
ク

ビジネスシェアパック５ 500円 800円 800円 

ビジネスシェアパック10 500円 1,200円 1,200円 

(7)の６ データ定額パ
ックに係る定額通信
料の割引の適⽤ 

ア データ定額パックに係る定額通信料の割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、データ
定額パック（(7)の 3 に規定するものをいい、データＳパックを除きます。以下この欄において同じとしま
す。）の適⽤を受けているＦＯＭＡが、その適⽤を受けている料⾦⽉において、データ定額パックを選
択する⼜はデータ定額パックに係る共有回線群を構成するＦＯＭＡが特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サ
ービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）であること（以下この
欄において「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社がそのことを確認した⽇を含む料⾦⽉に
係るデータ定額パックの定額通信料について、その指定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約（契約者回線
の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を⾏っている場合を
除きます。以下この欄において「対象契約」といいます。）の基本使⽤料の料⾦種別に応じて、次表に
規定する額の割引を適⽤する取扱いをいいます。 
 ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ⼜はＦＯＭＡに限り適⽤します。 

区   分 割 引 額 

 対象契約に係
る基本使⽤料
の料⾦種別がド
コモ光ミニである
もの 

対象契約に係
る基本使⽤料
の料⾦種別がマ
ンションタイプで
あるもの 

それ以外のもの 

（略） （略） （略） （略） 

フ
シ
ミ
リ

ア
パ
ク 

シェアパック５（⼩容量） 500円 800円 800円 

シェアパック10（⼩容量） 500円 1,200円 1,200円 

シェアパック15（標準） 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

ウルトラシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

ビ
ジ
ネ
ス
シ

ア
パ
ク

ビジネスシェアパック５ 500円 800円 800円 

ビジネスシェアパック10 500円 1,200円 1,200円 
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ビジネスシェアパック15 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラビジネスシェアパック30 500円 2,000円 2,000円 

ウルトラビジネスシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

 

ウルトラビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック50 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック70 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック150 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック200 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック250 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック300 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック400 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック700 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1000 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック2000 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック3000 500円 3,000円 3,200円 

イ〜キ （略） 

ビジネスシェアパック15 500円 1,800円 1,800円 

ウルトラビジネスシェアパック50 500円 2,400円 2,500円 

 

ウルトラビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック50 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック70 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック150 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック200 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック250 500円 3,000円 3,200円 

 
ビジネスシェアパック300 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック400 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック700 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1000 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック1500 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック2000 500円 3,000円 3,200円 

 

ビジネスシェアパック3000 500円 3,000円 3,200円 

イ〜キ （略） 
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（略） （略） 

 
２ （略） 

 
第４〜第７ （略） 
 
第２表〜第７表 （略） 
 
別表１〜別表 10 （略） 

 
附 則（平成 29 年５⽉ 18 ⽇経企第 226 号） 
（実施期⽇） 

１ この改正規定は、平成 29 年５⽉ 24 ⽇から実施します。 
（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとお
りとします。 
（その他） 

３ 経企第 1425 号（平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇）の附則第１項を次のように改めます。 
１ この改正規定は、平成 29 年１⽉１⽇から実施します。 

 ただし、この改正規定中、データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 30、ウルトラビ
ジネスシェアパック 30、ウルトラシェアパック 50、ウルトラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100 ⼜はウルトラビジネスシェアパ
ック 100 に限ります。）に係るテザリング通信に関する部分については平成 30 年４⽉１⽇から実施します。 

４ 当社は、経企第 1896 号（平成 29 年３⽉24 ⽇）の附則第４項の規定によりブラックベリー接続機能を廃⽌された契約者
が、その時点でパケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダイフラット、パケ・ホーダイダブル２、データＳパック⼜はデータＭパック（以下この附則に
おいて「対象定額通信料」といいます。）を選択しているときは、平成 29 年５⽉ 16 ⽇時点で次の(1)から(3)のいずれかに該当する
と当社が認めた場合を除き、平成 29 年 6 ⽉ 30 ⽇にその対象定額通信料を廃⽌します。 

  ただし、契約者から平成 29 年６⽉ 20 ⽇までに当社が別に定める⽅法により申出があった場合は、この限りでありません。 
(1) moperaU 機能、ｉモード機能、ｓｐモード機能⼜はビジネス mopera インターネット機能の提供を受けているとき。 
(2) 契約者名義が法⼈（当社が指定するものを除きます。）であるとき。 
(3) その他当社が別に定めるとき。 

 

（略） （略） 

 
２ （略） 

 
第４〜第７ （略） 
 
第２表〜第７表 （略） 
 
別表１〜別表 10 （略） 
 
 


