-提供条件書「ビジネス通話割引」⚫ 「ビジネス通話割引」は、5G サービス契約約款、Xi サービス契約約款及び FOMA サービス契約約款（以下、「契約約款」と
いいます）並びに本提供条件書で規定する利用上の条件に従って提供されます。本提供条件書は、契約約款の一部を構成
します。
⚫ 本提供条件書に記載の料金プラン、割引サービス、パケット定額サービスその他当社が提供するサービスは、当社の契約約
款、利用規約、ご利用規則又は提供条件書等に定めるものをいいます。

１．サービス概要
ビジネス通話割引は、グループ内への国内通話が 24 時間定額などおトクに割引されるサービスです。
２．提供条件
（１）対象となる料金プラン
・「5G ギガホプレミア」「5G ギガホ」「5G ギガライト」「5G ギガホプレミア：法人定期」「5G ギガホ：法人定期」
「5G ギガライト：法人定期」（以下「5G ギガホ等」）
・「home でんわ ライト」「home でんわ ベーシック」
・「ギガホプレミア」「ギガホ 2」「ギガライト 2」「ケータイプラン 2」（以下「ギガホ 2 等」）
・「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」(以下「ギガホ等」)
・「はじめてスマホプラン」
・「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」（定期契約*1 がある基本プランに限ります）
・「タイプXi にねん*1」
・「FOMA 総合プラン*2」「タイプSS 2in1」、「タイプ S 2in1」、「タイプ M 2in1」、「タイプ L 2in1」、「タイプ LL 2in1」、
「タイプビジネス 2in1」（以下、「FOMA 料金プラン」といいます）
*1：2 年単位で同一回線を継続利用いただくことが条件となり、料金プランの変更、FOMA か ら Xi への契約変更又はXi
契約/FOMA 契約回線の解約のお申し出がない場合、自動更新となります。
*2：FOMA 総合プラン選択時は「ビジネス割 50」の契約が必須です。
※「home 5G プラン」をご利用の場合、「ビジネス通話割引」はお申込みいただけますが、グループ内の国内通話無料など
の各種割引は適用されず、ビジネス通話割引の定額料は無料です。（「ビジネス通話割引」グループ内の回線にはカウントさ
れます）
（２）料金詳細
● 【ドコモの携帯電話が「5G ギガホ等」「home でんわ ライト」「home でんわ ベーシック」「ギガホ 2 等」「ギガホ等」「はじめて

スマホプラン」をご契約の場合】
＜通話・通信料割引＞
割引対象回線数（1 グループの回線数）*1
定額料（1 回線あたり）
割引対象
項目

国内通話

グループ内

2～1,000 回線

無料
24 時間定額
*2*3

グループ外
ＳＭＳ、国際ＳＭＳ
WORLD CALL
通話通信料

-

● 【ドコモの携帯電話が「5G ギガホ等」「home でんわ ライト」「home でんわ ベーシック」「ギガホ 2 等」「ギガホ等」「はじめてス

マホプラン」以外をご契約の場合】
＜通話・通信料割引＞
割引対象回線数（1 グループの回線数）*1

2～30 回線

無料

定額料（1 回線あたり）*5

31～100 回線

101～1,000 回線

477 円(税込 525 円)/月 667 円(税込 734)/月

国内通話
グループ内
割引対象
項目

24 時間定額*2*4

ｉモード
電子メール*6

グループ外

国内通話

ＳＭＳ、国際ＳＭＳ*7
WORLD CALL

10％OFF

20％OFF

30％OFF

通話通信料*7
従量パケット通信*8

*1：「グループ」とは同一「ビジネス通話割引」グループをさします。なお、割引対象回線数には「ビジネス通話割引」の対象
となる全ての料金プランの回線数を含みます。
*2：グループ内への国内テレビ電話通信料は 60％OFF となります。
*3：「homeでんわ ライト」「homeでんわ ベーシック」においては、固定電話番号からの発信による通話のみがグループ内
への国内通話24 時間定額の適用対象となります。
*4：「カケホーダイプラン」も同一「ビジネス通話割引」グループへ加入することで、グループ内の相互の国内通話が定額と
なります（「カケホーダイライトプラン」の場合、5 分を超える通話も定額となります）。
*5：「ビジネス通話割引」グループ内の全回線に対して定額料がかかります。「カケホーダイプラン」、「Xi カケ・ホーダイ」をご
契約の場合は、「ビジネス通話割引」の定額料はかかりません
*6：同一「ビジネス通話割引」グループ内の国内 i モード電子メールのみパケット通信料が無料となります。spモード電子メール
送受信は無料対象外となります。
*7：「カケホーダイプラン」は割引対象外となります。
*8：「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」は対象外となります。また、海外でのご利用も対象
外となります。
（３）割引の適用時期
「ビジネス通話割引」の適用・廃止時期について
ビジネス通話割引

通話・通信料割引

割引サービスのお申込み

お申込み後から、または翌月から*1

割引サービスの廃止

廃止した月末まで*2

割引サービスのグループ変更

お申込み翌月から*3

ご契約回線の解約

解約日まで

*1：「ビジネス通話割引」のお申込みにあたっては、｢お申込み後からの適用｣「翌月からの適用」をお選びいただけます。
＜お申込み後からの適用の場合＞
「ビジネス通話割引」グループ内への対象通話・通信は、お申込み後から適用となり、「ビジネス通話割引」グループ外への
対象通話・通信は、お申込みいただいた月の月初に遡り適用となります。
*2：「ビジネス通話割引」を廃止する場合、当月末日まで割引が適用されます（「ビジネス通話割引」の定額料も 1 か月分
かかります）。
*3：「ビジネス通話割引」グループを変更した場合、当月末日までは変更前グループでの適用となります。
また、「ファミリー割引」｢オフィス割引｣｢ビジネス通話・ホーダイ｣「ゆうゆうコール」「ビジネスセーバー」から「ビジネス通
話割引」へ変更される場合は｢翌月からの適用｣となります。
（４）定額料について【ドコモの携帯電話が「5G ギガホ等」「home でんわ ライト」「home でんわ ベーシック」「ギガホ 2 等」「ギガホ等」
「はじめてスマホプラン」以外をご契約の場合】
①定額料・割引率は、当月に割引が適用される回線数により決定いたします（当月中にご契約回線解約･廃止、および

｢お申込み後からの適用｣にてお申込みの場合も、回線数に含みます）。また、同一グループ内の「5Gギガホ等」「home でんわ
ライト」「home でんわ ベーシック」「ギガホ 2 等」「ギガホ等」「はじめてスマホプラン」「カケホーダイプラン」「home 5G プラン」も
回線数に含みます。
②｢ビジネス通話割引｣グループ内の回線数の増減により、定額料・割引率が変動する場合があります。
③｢ビジネス通話割引｣の定額料は、ご利用日数にかかわらず日割りで計算されません。ただし、新規契約（MNP 含む） と
同時にお申込みの場合に限り、お申込み月の定額料は日割りされます。
④「ビジネス通話割引」の定額料は各種割引サービス・無料通信分の対象外です。
⑤「home 5G プラン」をご利用の場合、「ビジネス通話割引」はお申込みいただけますが、グループ内の国内通話無料など
の各種割引は適用されず、ビジネス通話割引の定額料は無料です。（「ビジネス通話割引」グループ内の回線数にはカウ
ントされます。）
（５）無料通信分のくりこし*と共有について
*「ビジネス通話割引」ご契約回線の無料通信分は、「ずっとくりこし」の対象外です。
①同一「ビジネス通話割引」グループ内の回線が無料通信分を 2 か月くりこしてあまった場合、同一「ビジネス通話割
引」グループ内の一括請求内でわけあうことができます。
＜共有イメージ＞

②2か月くりこした後のあまった無料通信分（使い切らず無効となる分）は、同一「ビジネス通話割引」グループの一括請求
グループ内において、超過した各回線の通話・通信料(無料通信分の超過分)の割合に応じて按分し適用します。
「5G ギガホ等」「ギガホ 2 等」「ギガホ等」「はじめてスマホプラン」「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シ
ンプルプラン」「タイプ Xi にねん」 にも適用されます。適用しきれなかった無料通信分は無効となります。
③パケット定額サービスをご契約の場合、定額対象のパケット通信には、無料通信分が適用されません。
④「ビジネス通話割引」は、無料通信分（「2 か月くりこし」でくりこされた無料通信分も含む）適用前の通話・通信料が割引
対象となります
⑤WORLD WING 通話・通信料は「ビジネス通話割引」のあまった無料通信分の適用対象です。
⑥「homeでんわ ライト」「homeでんわ ベーシック」は上記無料通信分のくりこしと共有の対象外です。
（６）お申込み対象外となる回線の種類
◎個人名義のご契約回線 ◎「マルチナンバー」ご契約回線
（７）同時に利用できないサービス
◎｢オフィス割引｣、｢ビジネス割引｣*1、「ビジネス通話・ホーダイ」、「通話料いっかつ割引」*1、「包括回線割引」
*1、「WORLD CALL いっかつ割引」*2
◎「継続利用割引サービス」◎「ゆうゆうコール」◎｢パケットパック｣

*1：「ビジネス割引」「通話料いっかつ割引」「包括回線割引」の一括請求グループ内回線に「ビジネス通話割引」を申
込んだ場合、「ビジネス通話割引」のみ適用。
*2：同時にお申込みになれますが、FOMA のWORLD CALL の通話・通信料のみ「WORLD CALL いっかつ割引」を
適用いたします。
（８）適用対象外となる料金 次の料金は割引の対象外です。
◎各パケット定額サービスの定額料・上限額 ◎「Xi カケ・ホーダイ」定額料◎「かけ放題オプション」「5 分通話無料
オプション」 ◎WORLD WING 通話・通信料◎国際SMS ◎電報（115） ◎電話番号案内（104）*1 ◎（0570）
（0180）から始まる番号への通話料 ◎「ケータイ補償 お届けサービス」「ケータイ補償サービス」および「ケータイ補
償サービス for iPhone & iPad」の月額料金
*1 電話番号案内（104）の通話料は割引適用対象ですが、案内料は割引適用対象外となります。
（９）「ビジネス通話割引」に廃止について
以下の場合は、「ビジネス通話割引」を廃止します。

◎｢ビジネス通話割引｣が対象となる料金プラン以外の料金プランに変更した場合
◎定期契約以外の料金プランに変更した場合(5G ギガホ等・ギガホ 2 等・ギガホ等を除く)
◎名義変更を申出た場合
◎電話番号保管を申出た場合
◎ご契約回線の解約をした場合

３．重要事項（必ずご確認ください）
（１）ご利用にあたって
⚫ 法人名義で回線ごとのお申込みが必要です。
⚫ 「ビジネス通話割引」のお申込みには「ビジネス割 50」「5G ギガホ等」「home でんわ ライト」「home でんわ ベーシック」
「ギガホ 2 等」「ギガホ等」「はじめてスマホプラン」「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」「タイ
プXiにねん」のいずれかのご加入が必要です。
● 同一法人名義で FOMA 料金プランまたは「5G ギガホ等」「home でんわ ライト」「home でんわ ベーシック」「ギガホ

2 等」「ギガホ等」「はじめてスマホプラン」「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」「タイプ Xi に
ねん」を 2～1,000 回線ご契約のお客さまを対象とさせていただきます。
● 「ビジネス通話割引」グループを複数に分割してのお申込みは可能ですが、異なる「ビジネス通話割引」グループ

間
での通話は定額対象外です（同一法人名義で 1,001 回線以上ご契約のお客さまは、「ビジネス通話割引」グループ
を複数に分割することでお申込みが可能です）。

● お申込みにあたっては、代表回線を1回線指定していただきます。
● 「home 5G プラン」をご利用の場合、「ビジネス通話割引」はお申込みいただけますが、グループ内の国内通話無料など

の各種割引は適用されずビジネス通話割引の定額料は無料です。（「ビジネス通話割引」グループ内の回線数にはカウ
ントされます。）
（２）計算方法について
⚫ 割引額については、通話・通信料の月間合計額に割引率を乗じた額の 1 円未満を切り上げて算出します。
（３）「2 か月くりこし」の共有について（「ビジネス通話割引」ご契約回線の無料通信分は、「ずっとくりこし」の対象外です）
⚫ 「5G ギガホ等」「ギガホ 2 等」「ギガホ等」「はじめてスマホプラン」「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」
「シンプルプラン」「タイプ Xi にねん」をご契約の場合、「ビジネス通話割引」グループ内の他の FOMA 回線からの共
有、FOMA から Xi または 5G へ契約変更した場合のFOMA 利用時からのくりこしのみ適用となります。

● 共有される無料通信分については、合計額を一括請求の代表回線の請求書に、配分された額をそれぞれの回線の

請求書に掲載します。ただし、同一の一括請求グループ内に複数の「ビジネス通話割引」グループがある場合、共有さ
れる合計額については掲載いたしません。
● 共有される金額については、「一定額到達通知サービス」「ご利用料金の確認」サイトでの案内対象外となります。

2 か月くりこしの共有
「ビジネス通話割引」のお申込み

割引サービス開始当月（翌月請求）から共有

「ビジネス通話割引」の廃止

廃止した当月分まで共有

「ビジネス通話割引」のグループ

お申込み当月分まで変更前グループで共有*
お申込み翌月分から変更後グループで共有

変更
ご契約回線の解約

解約した前月分まで共有

*一括請求のグループ変更が同じ月に行われた場合、当月分の共有は行われません。
（４）その他のご注意
● 通話が連続して長時間におよぶなど、当社設備に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、当該通話を切断する

ことがあります。
⚫ 当社は、「ビジネス通話割引」のお申込み者および契約者に対して、「みんなドコモ割」、「ドコモ光セット割」または
「home5G セット割」「home でんわ セット割」の割引額又は割引予定額の確認を目的として、「ビジネス通話割引」
の契約内容を開示することがあります。
⚫ 当社は、「ビジネス通話割引」の一部又は全部を廃止することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載す
る方法により、「ビジネス通話割引」のご契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、「ビジネス通話割引」の全
部が廃止された場合は、当該時点をもって「ビジネス通話割引」のご契約は自動的に終了するものとします。
⚫ 当社は、前項の規定により「ビジネス通話割引」の全部を廃止するときは、廃止の期日等を「ビジネス通話割引のご契
約者へ通知します。また、「ビジネス通話割引」の全部又は一部を廃止したことにより「ビジネス通話割引」のご契約者
に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。

□本提供条件書について
⚫ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変
更後の提供条件書の記載事項によります。
⚫ 本提供条件書の記載事項を変更する場合は、個別に通知する方法または当社のホームページに掲示する方
法により説明します。
⚫ 最新の提供条件書、および各契約約款、利用規約、ご利用規則は、当社のホームページに掲載しますので、ご
確認ください。
≪株式会社 NTT ドコモ ホームページ≫ https://www.nttdocomo.co.jp/
■更新履歴
2019 年 5 月 21 日 作 成
2019 年 10 月 1 日 「料金プラン（ギガホ 2 等）」の提供開始に伴う修正
2019 年 11 月 7 日 割引サービスのお申込みについて追記
2020 年 3 月 25 日 民法改正に伴う改版
2021 年 4 月 1 日 対象となる料金プランの追加に伴う改版
2021 年 8 月 27 日 「home 5G プラン」の提供開始に伴う修正
2022 年 2 月 28 日 解約金の廃止に伴う修正
2022 年 3 月 29 日 「home でんわ」提供開始に伴う修正

提供条件書「ビジネス通話割引」（2022 年 3 月 29 日版）

