請求内訳名とサービス内容
各サービスをご利用いただいた場合、下記のとおり請求書などの表示を行います。
代表的なご請求内訳名をご案内しておりますので、掲載されていないご請求内訳については請求書記載のお問い合わせ先へお問い合わせください。
【ページ構成】
◇基本使用料(計)に関する請求内訳は・・・・・・・・・・1ページ～
◇通話料・通信料(計)に関する請求内訳は・・・・・・・3ページ～
◇パケット定額料(計)に関する請求内訳は・・・・・・・・4ページ～
◇その他ご利用料金等(計)に関する請求内訳は・・・・5ページ～

◇基本使用料（計）
基本使用料と基本使用料に対する割引率をご案内します。
【項目】
① カケホーダイ＆パケあえるに関する請求内訳
② FOMA/Xiに関する請求内訳
③ ドコモ光に関する請求内訳
④ 光電話に関する請求内訳

① カケホーダイ＆パケあえるに関する請求内訳
■基本使用料に関する請求内訳名一覧（カケホーダイ＆パケあえる）
請求内訳名
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）定期無
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）フリー
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）ｉＰｈｏｎｅ
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）ｉＰｈｏｎｅ定期無
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）ｉＰｈｏｎｅ ：フリー
カケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）
カケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）定期無
カケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）フリー
カケホーダイプラン（ケータイ）
カケホーダイプラン（ケータイ）定期無
カケホーダイプラン（ケータイ）フリー
カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）
カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）定期無
カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）フリー
カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）【ｉＰｈｏｎｅ】
カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）【ｉＰｈｏｎｅ】定期無
カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）【ｉＰｈｏｎｅ】：フリー
カケホーダイライトプラン（ケータイ）
カケホーダイライトプラン（ケータイ）定期無
カケホーダイライトプラン（ケータイ）フリー
指定外デバイス利用料
シンプルプラン（スマホ）
シンプルプラン（スマホ）：定期無
シンプルプラン（スマホ）フリー
シンプルプラン（ケータイ）
シンプルプラン（ケータイ）：定期無
シンプルプラン（ケータイ）フリー
データプラン（スマホ／タブ）
データプラン（スマホ／タブ）定期無
データプラン（スマホ／タブ）フリー
データプラン（スマホ／タブ）ｉＰｈｏｎｅ
データプラン（スマホ／タブ）ｉＰｈｏｎｅ定期無
データプラン（スマホ／タブ）ｉＰｈｏｎｅ：フリー
データプラン（スマホ／タブ）ｉＰａｄ
データプラン（スマホ／タブ）ｉＰａｄ定期無
データプラン（スマホ／タブ）ｉＰａｄ：フリー
データプラン（ルーター）
データプラン（ルーター）定期無
データプラン（ルーター）フリー
データプラン（ＳＩＭフリー）
データプラン（ＳＩＭフリー）定期無
データプラン（ＳＩＭフリー）フリー
デバイスプラス５００
デバイスプラス５００定期無
デバイスプラス３００定期無
キッズケータイプラス
キッズケータイプラス定期無
■割引に関する請求内訳
請求内訳名
Ｕ２５応援割
Ｕ２５応援特割
シニアはじめてスマホ割
はじめてスマホ割
光スマホ割
光スマホ割ｆｏｒビジネス
ｄｏｃｏｍｏ ｗｉｔｈ適用額

内訳の説明

カケホーダイプランの基本使用料

シンプルプランの基本使用料

データプランの基本使用料

デバイスプラスの基本使用料
キッズケータイプラスの基本使用料
キッズケータイプラスの基本使用料
内訳の説明
Ｕ25応援割の割引料
Ｕ25応援特割の割引料
シニアはじめてスマホ割の割引料
はじめてスマホ割の割引料
光スマホ割の割引料
光スマホ割forビジネスの割引料
docomo withの割引料

② FOMA/Xiに関する請求内訳
■基本使用料に関する請求内訳名一覧（FOMA）
請求内訳名
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＳＳ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＳ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＭ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＬ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＬＬ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプシンプル バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプリミット バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡファミリワイド バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡワイドリミット バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプビジネス バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＳＳ）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＳ）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＭ）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＬ）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＬＬ）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプシンプル）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプリミット）
基本使用料（ＦＯＭＡファミリーワイド）
基本使用料（ＦＯＭＡワイドリミット）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプビジネス）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプ２ｉｎ１）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプ２ｉｎ１同名義）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＳＳ・２ｉｎ１）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＳ・２ｉｎ１）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＭ・２ｉｎ１）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＬ・２ｉｎ１）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプＬＬ・２ｉｎ１）
基本使用料（ＦＯＭＡタイプビジネス２ｉｎ１）
基本使用料（ＦＯＭＡファミワイド２ｉｎ１）
基本使用料（定額データプランフラット バリュー）
基本使用料（定額データプランＳ２ バリュー）
基本使用料（定額データプランＳ バリュー）
基本使用料（定額データプラン１２８K バリュー）
基本使用料（定額データプランHＳ バリュー）
基本使用料（定額データプランフラット）
基本使用料（定額データプランＳ２）
基本使用料（定額データプランＳ）
基本使用料（定額データプラン１２８K）
基本使用料（定額データプランHＳ）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＳＳ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＳ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＭ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＬ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＬＬ バリュー）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＳＳ）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＳ）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＭ）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＬ）
基本使用料（ＦＯＭＡデータＬＬ）
■基本使用料に関する請求内訳名一覧（Xi）
請求内訳名
基本使用料（タイプＸｉ）
基本使用料（タイプＸｉにねん）
基本使用料（タイプＸｉにねん（１０年超））
基本使用料（Ｘｉデータプラン）
基本使用料（Ｘｉデータプラン にねん）
基本使用料（Ｘｉデータプラン フラット）
基本使用料（Ｘｉデータプラン フラット にねん）
基本使用料（Ｘｉデータプラン ライト）
基本使用料（Ｘｉデータプラン ライト にねん）
IoTプラン
IoTプラン定期契約無
IoTプラン HS
IoTプラン HS定期契約無
■割引に関する請求内訳
請求内訳名
ファミ割ＭＡＸ５０／ひとりでも割５０
ファミリー割引基本料
いちねん割引料（継続利用期間●年目）
継続利用割引料（継続利用期間●年目）
ハーティ割引（基本使用料）
基本使用料 （ＦＯＭＡタイプシンプル バリュー（キッズ割））
定額データ スタンダード割２
定額データ １２８Ｋ割
定額データ スタンダード割
定額データ割
ビジネス割引料
ビジネス割５０

内訳の説明

バリュープランの基本使用料

ベーシックプランの基本使用料

2in1プランの基本使用料

定額データプラン（バリュープラン）の基本使用料

定額データプランの基本使用料

FOMAデータプラン (バリュープラン)の基本使用料

FOMAデータプランの基本使用料

内訳の説明
Xi総合プランの基本使用料

Xiデータプランの基本使用料

IoTプランの基本使用料

内訳の説明
ファミ割MAX50/ひとりでも割50の割引料
ファミリー割引基本料
いちねん割引の割引料
継続利用割引の割引料
ハーティ割引（基本使用料）の割引料
キッズ割の割引料
定額データプラン割引の割引料
ビジネス割引の割引料
ビジネス割50の割引料

③ ドコモ光に関する請求内訳
■基本使用料に関する請求内訳名一覧（ドコモ光）
請求内訳名
戸建・タイプＡ／東
戸建・タイプＢ／東
戸建・単独タイプ／東
戸建・単独タイプ（タイプＢ予約）／東
戸建・タイプＡ／東／定期無
戸建・タイプＢ／東／定期無
戸建・単独タイプ／東／定期無
戸建・単独タイプ（タイプＢ予約）／東／定期無
マンション・タイプＡ／東
マンション・タイプＢ／東
マンション・単独タイプ／東
マンション・単独タイプ（タイプＢ予約）／東

内訳の説明

マンション・タイプＡ／東／定期無
マンション・タイプＢ／東／定期無
マンション・単独タイプ／東／定期無
マンション・単独タイプ（タイプＢ予約）／東／定期無
戸建・タイプＡ／西
戸建・タイプＢ／西
戸建・単独タイプ／西
戸建・単独タイプ（タイプＢ予約）／西
戸建・タイプＡ／西／定期無
戸建・タイプＢ／西／定期無
戸建・単独タイプ／西／定期無
戸建・単独タイプ（タイプＢ予約）／西／定期無
マンション・タイプＡ／西
マンション・タイプＢ／西
マンション・単独タイプ／西
マンション・単独タイプ（タイプＢ予約）／西
マンション・タイプＡ／西／定期無
マンション・タイプＢ／西／定期無
マンション・単独タイプ／西／定期無
マンション・単独タイプ（タイプＢ予約）／西／定期無
戸建・タイプＣ
戸建・タイプＣ／定期無
マンション・タイプＣ／定期無
マンション・タイプＣ
ミニ（戸建・単独タイプ）／東
ミニ（戸建・単独タイプ）／東／定期無
ミニ（戸建・単独タイプ）／西
ミニ（戸建・単独タイプ）／西／定期無
■割引に関する請求内訳
請求内訳名
ドコモ光期間限定割引

ドコモ光の基本使用料

ドコモ光ミニの基本使用料

内訳の説明
ドコモ光期間限定割引の割引料

④光電話に関する請求内訳
■基本使用料に関する請求内訳名一覧（光電話）
請求内訳名
ドコモ光電話基本使用料
ドコモ光電話バリュー基本使用料

内訳の説明
ドコモ光電話の基本使用料

◇通話料・通信料（計）
通話・通信料とその割引料、無料通話・通信適用額をご案内します。
【項目】
① FOMAに関する請求内訳
② Xiに関する請求内訳
③ ドコモ光に関する請求内訳
④ 光電話に関する請求内訳
⑤ 国際サービスに関する請求内訳
⑥ 無料通信分に関する請求内訳

① FOMAに関する請求内訳
■通話料・通信料に関する請求内訳名一覧（FOMA）
請求内訳名
ＦＯＭＡ通話料（合計）
（内訳）ファミリー割引適用分（ドコモ）
（内訳）ファミリー割引料（ドコモ） 対象通話●円×１００％
（内訳）ファミリー割引適用分（ドコモ）
（内訳）ファミリー割引料（ドコモ） 対象通話●円×３０％
（内訳）ファミリー割引適用分（指定一般電話）
（内訳）ファミリー割引料（指定一般電話）
（内訳）ビジネス通話割引適用分（グループ内）
（内訳）ビジネス通話割引料（グループ内） 対象通話●円×１００％
（内訳）ゆうゆうコール適用分（ドコモ）
（内訳）ゆうゆうコール割引料（ドコモ）
（内訳）ゆうゆうコール適用分（ドコモ以外）
（内訳）ゆうゆうコール割引料（ドコモ以外）
（内訳）通常通話料金適用分
ＦＯＭＡテレビ電話通信料（合計）
（内訳）ファミリー割引適用分（ドコモ）
（内訳）ファミリー割引料（ドコモ） 対象通話●円×６０％
（内訳）ファミリー割引適用分（ドコモ）
（内訳）ファミリー割引料（ドコモ） 対象通話●円×３０％
（内訳）ファミリー割引適用分（指定一般電話）
（内訳）ファミリー割引料（指定一般電話）
（内訳）ビジネス通話割引適用分（グループ内）
（内訳）ビジネス通話割引料（グループ内） 対象通話●円×６０％
（内訳）ゆうゆうコール適用分（ドコモ）
（内訳）ゆうゆうコール割引料（ドコモ）
（内訳）ゆうゆうコール適用分（ドコモ以外）
（内訳）ゆうゆうコール割引料（ドコモ以外）
（内訳）通常通話料金適用分
ＦＯＭＡ６４Kデータ通信
ＦＯＭＡパケット通信料［一般］
ＦＯＭＡパケット通信料［ｉモード等］
ＦＯＭＡパケット通信料［フルブラウザ］
ＦＯＭＡ・ＳＭＳ通信料
ビジネス通話割引料（ＦＯＭＡ通話料）
ビジネス通話割引料（ＦＯＭＡテレビ電話）

内訳の説明
割引適用後のFOMA通話料の合計
ファミリー割引グループ内への通話料（家族への国内通話24時間無料適用分）
ファミリー割引グループ内への通話料（家族への国内通話24時間無料適用分）に対する割引料
ファミリー割引グループ内への通話料（30％割引適用分）
ファミリー割引グループ内への通話料（30％割引適用分）に対する割引料
ファミリー割引の指定一般電話番号への通話料
ファミリー割引の指定一般電話番号への通話料に対する割引料
ビジネス通話割引グループ内への通話料（回線数に応じて国内通話24時間無料/定額適用分）
ビジネス通話割引グループ内への通話料（回線数に応じて国内通話24時間無料/定額適用分）に対する割引料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ）への通話料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ）への通話料に対する割引料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ以外）への通話料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ以外）への通話料に対する割引料
ファミリー割引・ゆうゆうコールの割引対象外通話料
割引適用後のFOMAテレビ電話通信料の合計
ファミリー割引グループ内へのテレビ電話通信料（60％割引適用分）
ファミリー割引グループ内へのテレビ電話通信料（60％割引適用分）に対する割引料
ファミリー割引グループ内へのテレビ電話通信料（30％割引適用分）
ファミリー割引グループ内へのテレビ電話通信料（30％割引適用分）に対する割引料
ファミリー割引の指定一般電話番号へのテレビ電話通信料
ファミリー割引の指定一般電話番号へのテレビ電話通信料に対する割引料
ビジネス通話割引グループ内へのテレビ電話通信料（60％割引適用分）
ビジネス通話割引グループ内へのテレビ電話通信料（60％割引適用分）に対する割引料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ）へのテレビ電話通信料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ）へのテレビ電話通信料に対する割引料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ以外）へのテレビ電話通信料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ以外）へのテレビ電話通信料に対する割引料
ファミリー割引・ゆうゆうコールの割引対象外テレビ電話通信料
64Kデータ通信の通信料
パソコンなどへ接続したパケット通信料
ｉモード（ISP接続を含む）のパケット通信料
ｉモードフルブラウザのパケット通信料
SMS送信の通信料(FOMA)
ビジネス通話割引グループ外への通話料（回線数に応じた割引率）に対する割引料
ビジネス通話割引グループ外へのテレビ電話通信料（回線数に応じた割引率）に対する割引料

② Xiに関する請求内訳
■通話料・通信料に関する請求内訳名一覧（Xi）
請求内訳名
Ｘｉ通話料（合計）
（内訳）ファミリー割引適用分（ドコモ）
（内訳）ファミリー割引料（ドコモ） 対象通話●円×３０％
（内訳）Ｘｉカケホーダイ適用分（ドコモ）
（内訳）Ｘｉカケホーダイ割引料（ドコモ） 対象通話●円×１００％
（内訳）ビジネス通話割引適用分（グループ内）
（内訳）ビジネス通話割引料（グループ内） 対象通話●円×１００％
（内訳）通常通話料金対象通話
Ｘｉ・ＳＭＳ通信料

内訳の説明
割引適用後のXi通話料の合計
ファミリー割引グループ内への通話料（30％割引適用分）
ファミリー割引グループ内への通話料（30％割引適用分）に対する割引料
Xiカケホーダイ割引対象の通話料（100％割引適用分）
Xiカケホーダイ割引対象の通話料（100％割引適用分）に対する割引料
ビジネス通話割引グループ内への通話料（回線数に応じて国内通話24時間無料/定額適用分）
ビジネス通話割引グループ内への通話料（回線数に応じて国内通話24時間無料/定額適用分）に対する割引料
ファミリー割引・Xiカケホーダイ等の割引対象外通話料
SMS送信の通信料(Xi)

③ ドコモ光に関する請求内訳
■通話料・通信料に関する請求内訳名一覧（ドコモ光）
請求内訳名
通信料（ミニ）

内訳の説明
ドコモ光ミニの通信料

④ 光電話に関する請求内訳
■通話料・通信料に関する請求内訳名一覧（光電話）
請求内訳名
無料通話適用額
国内通話料
国際通話料
番号案内料
他社接続料
災害時募金

内訳の説明
ドコモ光電話の月額利用料に含まれる無料通話分
ドコモ光電話ご利用時の国内通話料
ドコモ光電話ご利用時の国際通話料
ドコモ光電話ご利用時の番号案内料
ドコモ光電話ご利用時のナビダイヤル通話料
ドコモ光電話ご利用時の災害時募金料金

⑤ 国際サービスに関する請求内訳
■通話料・通信料に関する請求内訳名一覧（国際サービス）
請求内訳名
国際通話通信料
ＷＯＲＬＤ ＣＡＬＬ通話料
（内訳）ゆうゆうコール適用分（ドコモ）
（内訳）ゆうゆうコール割引料（ドコモ）
（内訳）ゆうゆうコール適用分（ドコモ以外）
（内訳）ゆうゆうコール割引料（ドコモ以外）
（内訳）通常通話料金適用分
ＷＯＲＬＤ＿ WＩＮＧ通話料（発信分）
ＷＯＲＬＤ＿ WＩＮＧ通話料（着信分）
ＷＯＲＬＤ＿ WＩＮＧデジタル通信料（発信分）
ＷＯＲＬＤ＿ WＩＮＧデジタル通信料（着信分）
ＷＯＲＬＤ＿ WＩＮＧｉモード通信料
ＷＯＲＬＤ＿ WＩＮＧパケット通信料
ＷＯＲＬＤ＿ WＩＮＧ ＳＭＳ通信料
WWＧｉモード通信料（海外パケホ）
WWＧパケット通信料（海外パケホ）
WWＧWｉFｉ通信料（海外パケホ）

内訳の説明
WORLD CALL通話料と国際SMS通信料等を合算した料金
WORLD CALLの通話料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ）への通話料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ）への通話料に対する割引料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ以外）への通話料
ゆうゆうコール指定番号（ドコモ以外）への通話料に対する割引料
ファミリー割引・ゆうゆうコールの割引対象外通話料
WORLD WINGの通話料（発信時）
WORLD WINGの通話料（着信時）
WORLD WINGのデジタル通信料（発信時）
WORLD WINGのデジタル通信料（着信時）
WORLD WINGのｉモード通信料
WORLD WINGのｉモード以外のパケット通信料
WORLD WINGのSMS通信料
海外パケ・ホーダイのｉモード通信料
海外パケ・ホーダイのPC/スマートフォン使用時の通信料
海外パケ・ホーダイのWiFi使用時のパケット通信料

⑥ 無料通信分に関する請求内訳
■無料通信分に関する請求内訳名一覧
請求内訳名
当月無料通話・通信適用額
くりこし（無料通話・通信分）適用額

内訳の説明
当月の料金プランなどの無料通話・通信分の適用額
前月以前分から繰越した無料通話・通信分の適用額

◇パケット定額料（計）
パケット定額サービスのご利用料金をご案内します。
【項目】
① カケホーダイ＆パケあえるに関する請求内訳
② FOMA/Xiに関する請求内訳
③ 国際サービスに関する請求内訳

① カケホーダイ＆パケあえるに関する請求内訳
■パケット定額料に関する請求内訳名一覧（カケホーダイ＆パケあえる）
請求内訳名
データＳパック（小容量）定額料
データＭパック（標準）定額料
データＬパック（大容量）定額料
ベーシックパック定額料
ウルトラデータＬパック定額料
ウルトラデータＬＬパック定額料
らくらくパック定額料
シェアパック５定額料
シェアパック１０定額料
シェアパック１５定額料
シェアパック２０定額料
シェアパック３０定額料
ベーシックシェアパック定額料
ウルトラシェアパック３０定額料
ウルトラシェアパック５０定額料
ウルトラシェアパック１００定額料
ビジネスシェアパック●定額料
ビジネスベーシックシェアパック定額料
ウルトラビジネスシェアパック●定額料
ケータイパック定額料
Ｘｉパケット通信料
（内訳）Ｘｉケータイパック通信料 ケータイ／ＳＰ
ずっとドコモ割プラス（料金割引）
スピードモード／１ＧＢ追加オプション利用料
シェアパック分割請求子回線ご負担額
（参考）当月ご利用データ量（シェアグループ合計） 当月通信量は●ＧＢ
（参考）当月ご利用データ量 当月通信量は●ＧＢ
シェアオプション定額料
シェアパック分割請求ご負担額 （シェアオプション定額料を除く）

内訳の説明

パケットパックの定額料 (シェアパック契約の場合の表示回線：シェアグループ代表回線)

ケータイパックの対象通信の合計
ケータイパックのXiパケット通信料
ずっとドコモ割プラスの割引料
スピードモード/1GB追加オプションの利用料
シェアパック分割請求対象額のうち、子回線のご負担合計額
当月のご利用データ量（シェアグループ合計）
当月のご利用データ量
シェアグループ子回線に適用される月額定額料
該当回線におけるシェアオプション定額料を除いたシェアパック分割請求ご負担額

(シェアパック契約の場合の表示回線：シェアグループ代表回線)
(シェアパック契約の場合の表示回線：シェアグループ代表回線)
(シェアパック契約の場合の表示回線：シェアグループ代表回線)
(シェアパック契約の場合の表示回線：シェアグループ代表回線)

(シェアパック契約の場合の表示回線：シェアグループ子回線)
(シェアパック契約の場合の表示回線：シェアグループ子回線)

■パケット定額料に関する請求内訳名一覧（ドコモ光(シェアグループ代表回線に表示)）
請求内訳名
内訳の説明
ドコモ光セット割
ドコモ光パックの割引料
光複数割
光複数割適用額
割引調整額
光複数割を適用した場合に当該パケットパック料金を超過した場合の調整額

② FOMA/Xiに関する請求内訳
■パケット定額料に関する請求内訳名一覧（FOMA）
請求内訳名
定額料（パケ・ホーダイ）
定額料（パケ・ホーダイフル）
パケ・ホーダイ フラット定額料
パケ・ホーダイ ダブル２定額料
パケ・ホーダイ ダブル定額料
パケ・ホーダイ シンプル定額料
らくらくパケ・ホーダイ定額料
ＦＯＭＡパケット通信料（合計）
（内訳）ＦＯＭＡパケット通信料［一般］
（内訳）ＦＯＭＡパケット通信料［ｉモード等］
（内訳）ＦＯＭＡパケット通信料［フルブラウザ］
（内訳）ＦＯＭＡパケット通信料 スマートフォン定額
（内訳）ＦＯＭＡパケット通信料 ケータイ／ｓｐ定額
パケ・ホーダイ ダブル２無料通信適用額
パケ・ホーダイ ダブル無料通信適用額
■パケット定額料に関する請求内訳名一覧（Xi）
請求内訳名
Ｘｉパケ・ホーダイ フラット定額料
Ｘｉパケ・ホーダイ ダブル定額料
Ｘｉパケ・ホーダイ ライト定額料
Ｘｉカケ・ホーダイ定額料
Ｘｉパケ・ホーダイ ｆｏｒ ｉＰｈｏｎｅ定額料
Ｘｉパケ・ホーダイ ｆｏｒ ジュニア定額料
Ｘｉパケ・ホーダイ ｆｏｒ ビジネス定額料
Ｘｉらくらくパケ・ホーダイ定額料
定額通信料（Ｘｉデータプラン）
定額通信料（Ｘｉデータプランにねん）
定額通信料（Ｘｉデータプラン２）
定額通信料（Ｘｉデータプラン２にねん）
Ｘｉデータプラン（無料通信分）適用額
Ｘｉデータプランにねん（無料通信分）適用額
Ｘｉデータプラン２（無料通信分）適用額
Ｘｉデータプラン２にねん（無料通信分）適用額

内訳の説明
パケ・ホーダイの定額料
パケ・ホーダイフルの定額料
パケ・ホーダイフラットの定額料
パケ・ホーダイ ダブル２の定額料
パケ・ホーダイ ダブルの定額料
パケ・ホーダイ シンプル定額料
らくらくパケ・ホーダイの定額料
パケ・ホーダイ ダブル/シンプル、パケ・ホーダイ ダブル２、パケ・ホーダイ フラットの対象通信の合計
パケ・ホーダイ ダブル/シンプル、パケ・ホーダイ ダブル２、パケ・ホーダイ フラットでパソコンなどの外部機器を接続したパケット通信料
パケ・ホーダイ ダブル/シンプル、パケ・ホーダイ ダブル２のｉモード通信料
パケ・ホーダイ ダブル/シンプル、パケ・ホーダイ ダブル２、パケ・ホーダイ フラットのｉモードフルブラウザ通信料
スマートフォン定額対応アクセスポイントを利用したパケット通信料
パケ・ホーダイダブル/シンプルでドコモケータイ（spモード）
パケ・ホーダイ ダブル２の無料通信分適用額
パケ・ホーダイ ダブルの無料通信分適用額
内訳の説明
Xiパケ・ホーダイ フラットの定額料
Xiパケ・ホーダイ ダブルの定額料
Xiパケ・ホーダイ ライトの定額料
Xiカケ・ホーダイの定額料
Xiパケ・ホーダイ ｆｏｒ ｉＰｈｏｎｅの定額料
Xiパケ・ホーダイ ｆｏｒ ジュニアの定額料
Xiパケ・ホーダイ ｆｏｒ ビジネスの定額料
Xiらくらくパケ・ホーダイの定額料
Xiデータプランの定額料
Xiデータプランにねんの定額料
Xiデータプラン2の定額料
Xiデータプラン2にねんの定額料
Xiデータプランの無料通信分適用額
Xiデータプランにねんの無料通信分適用額
Xiデータプラン2の無料通信分適用額
Xiデータプラン2にねんの無料通信分適用額

③ 国際サービスに関する請求内訳
■パケット定額料に関する請求内訳名一覧（国際サービス）
請求内訳名
パケットパック海外オプション1時間定額料
パケットパック海外オプション24時間定額料
パケットパック海外オプション3日間定額料
パケットパック海外オプション5日間定額料
パケットパック海外オプション7日間定額料
海外 １ｄａｙ パケ定額料（合計）
（内訳）海外１ｄａｙパケ定額料（９８０円）
（内訳）海外１ｄａｙパケ定額料（１，２８０円）
（内訳）海外１ｄａｙパケ定額料（１，５８０円）

内訳の説明
パケットパック海外オプションの定額料

海外1dayパケの合計利用料
海外1dayパケ(980円)の合計利用料
海外1dayパケ(1,280円)の合計利用料
海外1dayパケ(1,580円)の合計利用料

◇その他ご利用料金等（計）
付加機能使用料など、その他のご利用料金等をご案内します。
【項目】
① インターネット接続サービスに関する請求内訳
② 端末購入に伴う各種割引サービスに関する請求内訳
③ 各種サービスに関する請求内訳
④ ドコモ光に関する請求内訳
⑤ 光電話に関する請求内訳

① インターネット接続サービスに関する請求内訳
■インターネット接続サービスに関する請求内訳名一覧
請求内訳名
ｓｐモード利用料
ｉモード利用料
ｍｏｐｅｒａＵ シンプルプラン利用料
ｍｏｐｅｒａＵ スタンダードプラン利用料
ドコッチサービス利用料
お便りフォトサービス利用料

内訳の説明

インターネット接続サービスの月額使用料

② 端末等代金に関する請求内訳
■端末等代金に関する請求内訳名一覧
請求内訳名
端末等代金分割支払金
月々サポート適用額
キャッシュバック

内訳の説明
端末等購入に伴う月々の分割支払金
月々サポートの割引適用額
端末購入時における各種キャンペーンの割引料

③ 各種サービスに関する請求内訳
■各種サービスに関する請求内訳名一覧
請求内訳名
ｄＴＶ利用料
ｄＴＶ初回申込割引料
ｄＴＶ利用料減額分
ＤＡＺＮ ｆｏｒ ｄｏｃｏｍｏ利用料
ひかりTV for docomo利用料
ひかりTV for docomo2年割引料
ひかりTV for docomo2年割解約金
ひかりTV for docomoドコモ光開通前割引

内訳の説明
dTVの月額使用料/初回申込時の割引料
ひかりTV for docomoとの課金が同月内に発生している場合の減額分
DAZN for docomoの月額利用料
ひかりTV for docomoの月額利用料、各種割引料、解約金

映像セット割引料
ｄヒッツ（３００円）利用料
ｄヒッツ（５００円）利用料
ｄヒッツ（３００円）初回申込割引料
ｄヒッツ（５００円）初回申込割引料
ｄアニメストア利用料
ｄアニメストア初回申込割引料
ｄマガジン利用料
ｄマガジン初回申込割引料
ｄキッズ利用料
ｄキッズ初回申込割引料
ｄヘルスケア利用料
ｄヘルスケア初回申込割引料
ｄジョブ（スマホワーク）利用料
ｄジョブ（スマホワーク）初回申込割引料
ｄフォト利用料
ｄフォト初回申込み割引料
クラウド（●●GB）割引料（子育てPG）
ｄフォト割引料（子育てPG）
ドコモ地図ナビ利用料
ドコモ地図ナビ初回申込割引料（ｓｐモード）
ケータイ補償サービス利用料（３３０）
ケータイ補償サービス利用料（３８０）
ケータイ補償サービス利用料（５００）
ケータイ補償サービス初回申込割引料（３３０）
ケータイ補償サービス初回申込割引料（３８０）
ケータイ補償サービス初回申込割引料（５００）
ケータイ補償ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ５００
ケータイ補償ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ６００
ケータイ補償ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ７５０
ケータイ補償ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ初回申込割引料（５００）
ケータイ補償ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ初回申込割引料（６００）
ケータイ補償ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ初回申込割引料（７５０）
ケータイ補償お届けサービス利用料（３８０）
ケータイ補償お届けサービス利用料（２８０）
ケータイ補償お届けサービス初回申込割引料（３８０）
ケータイ補償お届けサービス初回申込割引料（２８０）
お客様ご負担金（ケータイ補償お届け）
違約金（ケータイ補償お届け）
ＡｐｐｌｅＣａｒｅ＋ ｆｏｒ ｉＰｈｏｎｅ利用料
ＡｐｐｌｅＣａｒｅ＋ ｆｏｒ ｉＰａｄ利用料
ＡｐｐｌｅＣａｒｅ＋ｆｏｒｉＰｈｏｎｅ（盗難紛失）

あんしん遠隔サポート利用料
あんしん遠隔サポート初回申込割引料
あんしんセキュリティ利用料
あんしんセキュリティ初回申込割引料
あんしんパック割引料
あんしんパック初回申込割引料
ネットトータルサポート利用料
ネットトータルサポート初回申込割引料
あんしんパックプラス割引
あんしんパックプラス初回申込割引料
ネットトータルサポート割
スゴ得コンテンツ利用料
スゴ得コンテンツ初回申込割引料
ｍｙ ｄａｉｚ／ｉコンシェル利用料
ｍｙ ｄａｉｚ／ｉコンシェル初回申込割引料
ケータイデータお預かりサービス利用料
ケータイデータお預かりサービス初回申込割引料
クラウド容量オプション利用料（１０ＧＢ）
クラウド容量オプション利用料（２５ＧＢ）
クラウド容量オプション利用料（５０ＧＢ）
クラウド容量オプション初回申込割引料
いちおしパック割引料
いちおしパック初回申込割引料
イマドコサーチ利用料
イマドコサーチ検索料
キャッチホン利用料
留守番電話サービス利用料
メロディコール利用料
メロディコール初回申込割引料
デュアルネットワーク利用料
マルチナンバー１利用料
マルチナンバー２利用料
ｉチャネル利用料
付加機能使用料（ワンナンバー）
ハーティ割引
オプションパック割引料
オプションパック初回割引料
ゆうゆうコール定額料
定額通信料（ＦＯＭＡパケットパック10）
定額通信料（ＦＯＭＡパケットパック30）
定額通信料（ＦＯＭＡパケットパック60）
定額通信料（ＦＯＭＡパケットパック90）
電話番号案内料
電報料
ｄカードｍｉｎｉご利用代金（お買物代金）
ｉＤキャッシュバック充当（ｄカードｍｉｎｉ）
ｄ払い等（ご利用代金）
ｄ払い等（ご利用代金／継続課金）
ｄ払い等（ご利用代金／随時決済）
ｓｐモード決済（料金回収代行／都度課金分）
ｓｐモード決済（料金回収代行／継続課金分）
ｓｐモード決済（Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ）
ｓｐモード決済（Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ／継続課金分）
ｉモード情報料（料金回収代行／都度課金分）
ｉモード情報料（料金回収代行／継続課金分）
ドコモ ケータイ送金（利用料）
ドコモ ケータイ送金（ご送金代金）

dTV、dTVチャンネル、ひかりTV for docomo、DAZN for docomoのセット割引料
dヒッツの月額使用料/初回申込時の割引料

dアニメストアの月額使用料/初回申込時の割引料
dマガジンの月額使用料/初回申込時の割引料
dキッズの月額使用料/初回申込時の割引料
dヘルスケアの月額使用料/初回申込時の割引料
ｄジョブの月額使用料/初回申込時の割引料
dフォトの月額使用料／初回申込時の割引料
子育て応援プログラムの割引料
ドコモ地図ナビの月額使用料/初回申込時の割引料

ケータイ補償サービスの月額使用料/初回申込時の割引料

ケータイ補償サービスfor iPhone & iPadの月額使用料/初回申込時の割引料

ケータイ補償お届けサービスの月額使用料/初回申込時の割引料
ケータイ補償お届けサービスのお客様ご負担金
ケータイ補償お届けサービスの違約金
AppleCare+ for iPhone/AppleCare+ for iPadの月額使用料
AppleCare＋盗難・紛失プランの月額使用料
あんしん遠隔サポートの月額使用料/初回申込時の割引料
あんしんセキュリティの月額使用料/初回申込時の割引料
あんしんパック適用時の割引料/初回申込適用時の割引料
ネットトータルサポートの月額使用料/初回申込時の割引料
あんしんパックプラス適用時の割引料/初回申込適用時の割引料
ネットトータルサポート割引料
スゴ得コンテンツの月額使用料/初回申込時の割引料
my daiz/iコンシェルの月額使用料/初回申込時の割引料
ケータイデータお預かりサービスの月額使用料/初回申込時の割引料

クラウド容量オプションの月額使用料/初回申込時の割引料

いちおしパック適用時の割引料/初回申込適用時の割引料
イマドコサーチの月額使用料/位置情報検索料
キャッチホンの月額使用料
留守番電話サービスの月額使用料
メロディコールの月額使用料/初回申込時の割引料
デュアルネットワークサービスの月額使用料
マルチナンバー（付加番号1）の月額使用料
マルチナンバー（付加番号2）の月額使用料
ｉチャネルの月額使用料
ワンナンバーサービスの月額使用料
付加機能使用料などに対するハーティ割引の割引料
オプションパックの月額使用料/初回申込時の割引料
ゆうゆうコールの定額料
パケットパックの定額料
電話番号案内（104）の案内料
電報のご利用料金
dカードminiでご利用のお買い物代金
dカードminiご利用額に対するiDキャッシュバックの充当額
d払い等の電話料金合算払いご利用のお買い物代金
spモード有料コンテンツの代行請求料金
spモード有料コンテンツの代行請求料金(継続課金分)
spモード（Google Play）有料コンテンツの代行請求料金
spモード（Google Play）有料コンテンツの代行請求料金(継続課金分)
ｉモード有料コンテンツ利用料金の代行請求料金
ｉモード有料コンテンツ利用料金の代行請求料金(継続課金分)
ドコモ ケータイ送金の利用料
ドコモ ケータイ送金で依頼した送金依頼額

契約事務手数料
名義変更手数料
Ｗ ＷＩＮＧケータイレンタル料
レンタル端末補償料
請求書発行手数料
料金明細内訳書作成料
料金明細内訳書郵送料
ユニバーサルサービス料
ｅビリング割引料
ポイントでのお支払い
ケータイお探しサービス利用料
あんしんナンバーチェック利用料
あんしんナンバーチェック初回申込割引料
機種変更応援プログラム利用料
機種変更応援プログラム前倒し料
機種変更応援プログラム特典還元ｄポイント適用額
機種変更応援プログラム返金ｄポイント適用額
ウェルカムスマホ割適用額
ドコモの学割適用額

ご契約時の手数料
名義変更時の手数料
WORLD WINGケータイのレンタル料金
WORLD WINGケータイのレンタル補償料
請求書等の発行手数料
料金明細内訳書の作成料
請求書と別に料金明細内訳書を郵送した場合の郵送料
ユニバーサルサービスを提供するためにご負担いただく料金
ｅビリングの割引料
請求金額に対するdポイントの充当額
ケータイお探しサービス月額使用料
あんしんナンバーチェックの月額使用料/初回申込時の割引料
機種変更応援プログラム利用料
機種変更応援プログラムにおいて早期に特典還元を申し込んだ場合の前倒し利用料
機種変更応援プログラムの特典を利用した場合のｄポイント還元額
機種変更応援プログラムの特典を利用しなかった場合のｄポイント還元額
ウェルカムスマホ割の割引料
ドコモの学割の割引料

④ ドコモ光に関する請求内訳
■ドコモ光に関する請求内訳名一覧
請求内訳名
光リモートサポート利用料
ネットトータルサポート利用料
ネットトータルサポート初回申込割引料
ネットトータルサポート割
ネットトータルサポート 基本訪問料金
ネットトータルサポート 交通費
ネットトータルサポート 郵送費用
ネットトータルサポート 訪問サポート費用
ネットトータルサポート その他作業費用
ドコモ光テレビオプション伝送サービス利用料
テレビ視聴サービス利用料
テレビ視聴サービス登録料
光ルーターセキュリティ利用料
契約事務手数料（ドコモ光）
ドコモ光定期契約型プラン解約金（戸建）
ドコモ光定期契約型プラン解約金（マンション）
回線工事料
回線工事料（分割）
回線工事料（一括精算）
土日祝日加算工事料
土日祝日加算工事料（分割）
土日祝日加算工事料（一括精算）
その他工事料
その他工事料（分割）
その他工事料（一括精算）
フレッツ工事料（転用引継分）（分割）
フレッツキャンペーン割引料（転用引継分）（分割）
フレッツ工事料（転用引継分）（一括精算）
ドコモ光テレビオプション工事料
ドコモ光テレビオプション工事料（分割）
ドコモ光テレビオプション工事料（一括精算）

内訳の説明
光リモートサポートの月額使用料 ※2017年5月8日（月）より「ネットトータルサポート」に変更
ネットトータルサポートの月額使用料/初回申込時の割引料
ネットトータルサポート割引料

ネットトータルサポート有料オプションの利用料

ドコモ光テレビオプション伝送サービスの月額利用料
ドコモ光テレビオプションにかかる、「テレビ視聴サービス」（旧スカパーJSAT施設利用サービス）の月額利用料
ドコモ光テレビオプションにかかる、「テレビ視聴サービス」（旧スカパーJSAT施設利用サービス）の利用開始時初回登録料
光ルーターセキュリティの月額利用料
ドコモ光ご契約時の手数料
定期契約有プランにおいて契約期間内に解約した場合の解約金
定期契約有プランにおいて契約期間内に解約した場合の解約金
ドコモ光開通に伴う工事料(一括支払い時)
ドコモ光開通に伴う工事料(分割支払い時)
ドコモ光開通に伴う工事料(分割残額一括精算時)
ドコモ光回線及びドコモ光テレビオプション工事の、土日祝日・夜間・時間指定工事の場合の割増料金
ドコモ光回線及びドコモ光テレビオプション工事の、土日祝日・夜間・時間指定工事の場合の割増料金(分割支払い時）
ドコモ光回線及びドコモ光テレビオプション工事の、土日祝日・夜間・時間指定工事の場合の割増料金(分割残額一括精算時)
ドコモ光回線に関わる工事料
ドコモ光回線に関わる工事料(分割支払い時）
ドコモ光回線に関わる工事料(分割残額一括精算時)
フレッツ光開通時の工事料
フレッツ光開通時のキャンペーン割引料
フレッツ光開通時の工事料（分割残額一括精算時）
ドコモ光テレビオプション利用開始に伴う工事料
ドコモ光テレビオプション利用開始に伴う工事料(分割支払い時)
ドコモ光テレビオプション利用開始に伴う工事料(分割残額一括精算時)

⑤ 光電話に関する請求内訳
■ドコモ光電話に関する請求内訳一覧
請求内訳名
通話中着信
転送でんわ
発信者番号表示
ナンバー・リクエスト
迷惑電話ストップサービス
着信お知らせメール
ダブルチャネル
追加番号
ユニバーサルサービス料／基本
ユニバーサルサービス料／基本（追加番号）
料金明細内訳書作成料
料金明細内訳書郵送料
ドコモ光電話対応無線LANルータ利用料（東）
ドコモ光電話対応無線LANルータ利用料（西）
ＰＣ用追加カード（東）
ＰＣ用追加カード（西）
電話帳重複掲載料
ドコモ光電話工事料
ドコモ光電話工事料（分割）
ドコモ光電話工事料（一括精算）

内訳の説明
ドコモ光電話の通話中着信の月額利用料
ドコモ光電話の転送電話の月額使用料
ドコモ光電話の発信者番号表示の月額使用料
ドコモ光電話のナンバー・リクエストの月額使用料
ドコモ光電話の迷惑電話ストップサービスの月額使用料
ドコモ光電話の着信お知らせメールの月額使用料
ドコモ光電話のダブルチャネルの月額使用料
ドコモ光電話の追加番号の月額使用料
ドコモ光電話のユニバーサルサービスを提供するためにご負担いただく料金
ドコモ光電話の追加番号のユニバーサルサービスを提供するためにご負担いただく料金
ドコモ光電話の料金明細内訳書の作成料
ドコモ光電話の請求書と別に料金明細内訳書を郵送した場合の郵送料
ドコモ光電話の月額機器利用料
ドコモ光電話の月額機器利用料
ドコモ光電話の月額機器利用料
ドコモ光電話の月額機器利用料
ドコモ光電話の電話帳重複掲載の年額利用料
ドコモ光電話のご利用開始に伴う工事料
ドコモ光電話のご利用開始に伴う工事料(分割支払い時)
ドコモ光電話のご利用開始に伴う工事料(分割残額一括精算）

