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提供条件書「LTE 上空利用プラン」

-

・
「LTE 上空利用プラン」は、Xi サービス契約約款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。
・
「LTE 上空利用プラン」は 、Xi サービス契約約款に定める Xi ユビキタス契約に係る料
金プランです。
・
「LTE 上空利用プラン」には、「LTE 上空利用予約サイト」が含まれており、セットで提
供されます。
・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。
本提供条件書では、
「LTE 上空利用プラン」
（以下、本料金プランといいます）及び「LTE
上空利用予約サイト」
（以下、本予約サイトといいます）の提供条件書について記載します。

1. サービス概要
本料金プランは、無人航空機（以下、ドローン）等に搭載している機器の制御、または監視
等の目的で、LTE を上空利用することを前提とした、ドローン用途向けの専用料金プラン
です。
本予約サイトは、本料金プランのご契約者が本料金プランのご利用前に、LTE 上空利用場
所※１や日時、台数、高度などを事前にご予約いただくサービスで、本料金プランとセット
で提供されます。
※１ LTE 上空利用場所：本料金プラン契約者が本予約サイトにて 1 ㎞メッシュ内の高さ
150m 未満で上空 LTE の利用場所を申込みし、当社が承諾したエリアをいいます。
（以下同
じとします。
）

2. 提供条件
(1) 料金プラン
金額はすべて税込を表記
名称

LTE 上空利用プラン

月額料金

49,800 円

利用可能データ量

120GB/月

通信速度

120GB/月まで LTE の通常速度
120GB 超過後は当月末まで送受信最大 1Mbps

別途「1GB 追加オプション」または「スピードモード」をお申
込みいただくことで通常速度でご利用いただけます（ご利用デ
ータ量 1GB ごとに 1,100 円が必要です）
通信可能エリア
利用

SMS

可 能 な 国際 SMS
通信

Xi エリアのみ（但し、3G・5G エリアでは利用不可）
利用可（国内・国際）
SMS 送信時は次項「SMS 送信料金」がかかります

データ通信 国内でのデータ通信

定期契約

なし

解約金

なし

(2) SMS 送信料金
1 回あたりの送信料
SMS 送信文字数

SMS（国内）
（税込み）

国際 SMS

1～70 文字(半角英数字のみの場合 1～160 文字)

3.3 円

50 円

71～134 文字(半角英数字のみの場合 161～306 文字)

6.6 円

100 円

135～201 文字(半角英数字のみの場合 307～459 文字)

9.9 円

150 円

202～268 文字(半角英数字のみの場合 460～612 文字)

13.2 円

200 円

269～335 文字(半角英数字のみの場合 613～765 文字)

16.5 円

250 円

336～402 文字(半角英数字のみの場合 766～918 文字)

19.8 円

300 円

403～469 文字(半角英数字のみの場合 919～1071 文字)

23.1 円

350 円

470～536 文字(半角英数字のみの場合 1072～1224 文字)

26.4 円

400 円

537～603 文字(半角英数字のみの場合 1225～1377 文字)

29.7 円

450 円

604～670 文字(半角英数字のみの場合 1378～1530 文字)

33 円

500 円

※ 国際 SMS には消費税は加算されません。
※ 電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合、当社の設備に蓄
積した SMS は、一定期間経過後、消去します。
※ 上記の他、利用の中止があったときは、既に蓄積されている SMS が消去されることが
あります。

※ 消去された SMS を復元することはできません。
※ SMS 送信できる文字数には当社が定める上限があります。
※ Xi サービス契約者は、指定した SMS の蓄積を行わないようにすることができます。

3. 利用用途・利用機種
本料金プランは、ドローン等に搭載している機器の制御、または監視などの用途での利用の
場合のみお申込みになれます。また、各メーカー提供のドコモが定める LTE 対応端末・LTE
モジュールを利用することができます。

4. 重要事項（必ずご確認ください）
(1) 「LTE 上空利用プラン」について


本料金プランにお申込みの場合、お申込み当日から本料金プランが適用されます。



本料金プランは「sp モード（月額使用料 330 円（税込）
）」のご契約が必須となります。
お申込み後、
「sp モード」の契約がない状態を当社が確認した場合は、その時点からお
申し出があったものとみなし、自動で sp モードが契約されます。
「sp モード」以外の
ISP はご利用いただけません。



上記「料金プラン」に記載の月額料金は、
「sp モード」の月額使用料（月額 330 円（税
込））を含んだ金額となります。



本料金プランの月額料金は、ご利用日数にかかわらず日割りで計算しません。ただし、
新規契約と同時にお申込みの場合に限り、お申込み月の月額料金は日割りされます。
（新規契約と同時のお申込みであっても、同月内に解約・廃止等された場合には日割り
で計算いたしません）
。



「sp モード」の月額使用料は、ご利用日数に応じた日割り計算となります。



使用されなかったデータ量の翌月への繰り越しはされません。



他の料金プランと本料金プラン間の変更はできません。



通話はご利用になれません。



海外ではご利用になれません。

(2) 「LTE 上空利用予約サイト」について


本予約サイトをご利用になるには、本料金プランのお申込みが必要となります。



本予約サイトは、当社が別途定めるｄアカウント規約に基づき当社が発行したｄアカ
ウント及びパスワード（以下総称して「ｄアカウント等」といいます）
、もしくはビジ
ネスｄアカウント規約に基づき当社が発行したビジネスｄアカウント及びパスワード
（以下総称して「ビジネスｄアカウント等」といいます）、並びに Xi ユビキタス契約に
基づき当社が提供する回線の電話番号及び暗証番号（以下「電話番号等」といいます）
が必要です。本予約サイトの利用に必要となるｄアカウント等及びビジネスｄアカウ

ント等の取扱いに関する条件は、ｄアカウント規約及びビジネスｄアカウント規約に
定めるところによります。


本予約サイト利用者は、ｄアカウント等もしくはビジネスｄアカウント等を、本予約サ
イトの認証手段として利用するものとし、当社は同ログイン画面においてこれらの入
力がされたときは、第三者が入力した場合であっても本予約サイト利用者自身がこれ
を入力したものとして扱います。



本予約サイトでは予め機体名や技術基準適合証明等をご登録後、ご利用日の 1 日前ま
でに、LTE 上空利用場所（離発着含む）を地図上から選択して頂いた上で上空利用の
予約をして頂きます。予約後は当社にて該当場所に対するご利用可否を確認の上、上空
利用予約履歴にてご回答いたします。（当日の利用予約はご利用できません。
）



本予約サイトで上空利用のご予約後、同日同時間、同場所での上空利用台数の上限に達
した場合は周囲の携帯電話に電波影響の恐れがあるため、その申込みを承諾しない場
合があります。



本予約サイトをご覧いただく際は、下記環境を推奨しております。
推奨環境下のご利用でも、OS とブラウザの組み合わせ・ブラウザの設定状況によって
は表示・機能に不具合が起こる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願
い致します。
OS/ブラウザ
画面解像度

Windows 10/Google Chrome 最新版
1280×720px 以上
※設定により一部表示できない場合がございます
JavaScript：ON

ブラウザの設定

※当サイトでは JavaScript を使用しております
正しくご利用いただくため、お使いのブラウザのメニュー設定で有効
にしていただきますようお願い致します



本予約サイトにおける LTE 上空利用予約は、本料金プランの上空利用に関するもので
あり、通信の品質及び強度を担保するものではありません。上空の高度や場所等、電波
の届かないところや電波の品質状況によっては、通信をご利用になれない場合や通信
速度が遅くなる場合があります。



本予約サイトの予約内容に変更がある場合は、直ちに内容変更もしくは再予約を行う
必要があります。



本予約サイトにおける予約内容および状況によっては「利用不可」となり、上空利用で
きない場合がありますが、それに伴う返金は行いません。



その他ドローンを飛行させる際に航空法等で定められている申請や届け出が必要な場
合は、別途お客様にて実施していただく必要があります。



ドローンの飛行にあたっては、飛行禁止区域に関する規定その他ドローンの飛行に関

する法令（航空法、小型無人機等の飛行禁止法、道路交通法、電波法等）を遵守する必
要があります。
(3) 本料金プラン及び本予約サイトにおける禁止行為について


当社もしくは第三者が不利益になる行為またそのおそれとなる以下の行為を禁止して
おります。以下に定める禁止行為の違反を確認した場合は Xi サービスの利用を停止す
ることがあります。Xi サービスの利用を停止したことにより利用者に損害が応じた場
合であっても、責任を負いません。
① 本料金プランを契約していない SIM で上空利用すること
② 電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、及び電気通信事業法に基づ
く端末機器の技術基準適合認定等を取得していない端末（技適マークの付されて
いない端末）で上空利用すること
③ 機器の制御又は監視等以外の用途で上空利用すること
④ 高度 150m 以上で上空利用すること
⑤ 本予約サイトでの事前予約なしに上空利用すること
⑥ 本予約サイトの予約内容（日時・場所等）と異なる内容で上空利用すること

(4) その他の注意事項について


ネットワークの混雑状況などによって、通信が遅くなる、または接続しづらくなること
があります。なお、一定時間内または 1 回の接続で大量のデータ通信があった場合や
長時間接続した場合、一定時間内に連続で接続した場合は、その通信を中断することが
あります。



通信速度が低下もしくは通信が中断した場合を想定し、フェイルセーフ機能等、十分に
安全に配慮した準備対応の上、ご利用いただくことを推奨いたします。通信速度の低下
や中断によって損害が生じた場合であっても、責任を負いません。



万が一、事故等発生した場合は、ドローンの飛行に関する法令（航空法、小型無人機等
の飛行禁止法、道路交通法、電波法等）に則り、関係省庁にご連絡ください。



電波が不安定な状況で通信を行うと、データの送受信を繰り返す場合があります。送受
信を繰り返したデータもデータ通信料の対象となりますので、電波の状態を確認のう
え、ご利用ください。



お使いの機器により、搭載するソフトウェアのバージョンアップやアプリケーション
のご利用、また、バックグラウンドで自動的に通信する機能などにより大容量のデータ
を送受信することがあります。



電話番号を通知しない場合、通信先に接続できない場合があります。



月をまたがる通信は、原則その通信を終了した月の利用分としての請求となります。



本料金プランは、当社法人営業部門、ドコモショップ経由でお申込みください。



同一名義での大量不正契約の防止を図るため、原則として、同一個人名義における
「LTE 上空利用プラン」、
「IoT プラン」
「IoT プラン HS」
「LPWA プラン SS」
「LPWA
プラン S」
「LTE ユビキタスプラン S」
「LTE ユビキタスプラン M」
「LTE ユビキタス
プランフラット」
「ドライバーズサポートプラン」
「ユビキタスプラン S」
「ユビキタス
プラン M」の契約回線数の合計には制限があります。詳しくはドコモ インフォメーシ
ョンセンターまでお問い合わせください。



お支払い期限日を過ぎた料金がある場合、ご注文によってはお申込みを受付けできま
せんのでご了承ください。



本料金プランのご契約者が第三者に対して損害を与えた場合、ご契約者は自己の費用
と責任をもって解決し当社に損害等を与えることをないものとします。



天変地異等の不可抗力、本料金プラン及び本予約サイトに係る設備の故障、保守などや
むを得えない事情が発生した場合、本料金プラン及び本予約サイトの全部または一部
提供を中止することがあります。本料金プラン及び本予約サイトの全部又は一部の提
供を中止する場合は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法で本料金プラン
のご契約者に周知し、又は通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこ
の限りではありません。



当社は、本料金プラン及び本予約サイト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、本料金プランのご契約者
に対してその旨を周知するものとします。なお、本料金プランの全部が廃止された場合
は、当該時点をもって本料金プランのご契約は自動的に終了するものとします。



当社は、前項の規定により本料金プランの全部を廃止するときは、廃止の期日等を本料
金プランのご契約者へ通知します。また、本料金プランの一部又は全部を廃止したこと
により本料金プラン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。



本料金プラン及び本予約サイトに関するお問い合わせ、ご意見等がある場合、本サービ
スサイト上にあるお問い合わせ窓口までご相談ください。お問い合わせ窓口の受付時
間については、本サービスサイトにてご確認ください。

※1KB=128 バイト、1MB=1,024KB=1,048,576 バイト、1GB=1,024MB=1,073,741,824 バ
イトです。
□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/

5. 更新履歴
2021 年 7 月 8 日 初版作成

