
 
-提供条件書「LTE トランシーバプラン」- 

 
 
 
 
 
 
 
2021 年９⽉ 30 ⽇をもって「LTE トランシーバ割」は新規申込を終了いたしました。 
2021 年 10 ⽉１⽇より「LTE トランシーバプランダブル︓LTE トランシーバ割なし」は料⾦改定いたしました。 
2021 年 10 ⽉１⽇より「LTE トランシーバプラン︓LTE トランシーバ割なし」は料⾦改定いたしました。 
 
1. サービス概要 

「LTE トランシーバプラン」は「ドコモビジネストランシーバ」サービス専⽤プランです。 
2 段階の定額制の「LTE トランシーバプラン ダブル」と従量制の「LTE トランシーバプラン」のいずれかの料⾦プランからお選び
になれます。 

 
2. 提供条件 

(1) 料⾦について 
① 料⾦プラン⼀覧 

料⾦プラン⼀覧内の表⽰⾦額はすべて税込です。 
名称 LTE トランシーバプラン ダブル LTE トランシーバプラン 

LTE トランシーバ割※1  

なし 

あり 

2021 年 9 ⽉ 30 ⽇を 

もって、新規申込を終了 

 

なし 

あり 

2021 年 9 ⽉ 30 ⽇を

もって、新規申込を終了 

基本使⽤料※2 330 円／⽉ 330 円／⽉ 770 円／⽉ 770 円／⽉ 

無料通信分※2 27.5 円（10,000KB 相当） 371,250 円※3（375,000KB 相当） 

通信料⾦ １KB ごとに 0.00275 円加算 １KB ごとに 0.99 円加算 

通信料⾦上限額 660 円 なし 

通信速度※4 250,000KB/⽉まで LTE の通常速度 

250,000KB 超過後は当⽉末までの通信速度が送受

信最⼤ 128kbps 

LTE の通常速度 

※1 LTE トランシーバ割は、2 年間同⼀回線の継続利⽤をお約束頂いた場合に、基本使⽤料を 770 円（⽉額）割引くサー
ビスです。⽉途中での解約等の場合、割引額も⽇割り計算されます。料⾦プランの変更、契約変更または解約のお申出がな
い場合、2 年単位での⾃動更新になります。 

※2 トランシーバプラン等（「LTE トランシーバプランダブル」⼜は「LTE トランシーバプラン」をいいます。以下同じとします。）の基
本使⽤料および無料通信分については、⽇割りが適⽤されます。ただし、無料通信分を超えた分については⽇割りの適⽤はさ
れません。 

※3 「LTE トランシーバプラン」の無料通信分があまった場合、同⼀個⼈名義、同⼀法⼈名義かつ同⼀⼀括請求内の「LTE ト
ランシーバプラン」の無料通信分をわけあいます。なお「LTE トランシーバプラン」の無料通信分は「2 か⽉くりこし」を⾏いません。 

※4 「1GB 追加オプション」「スピードモード」「128kbps 通信解除」はご利⽤になれません。 

●「LTE トランシーバプラン」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。 

●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。 

●本提供条件書の表⽰⾦額はすべて税込です。 



 
 トランシーバプラン等をご利⽤になるには、「トランシーバサービス」のお申込みが必要です。 

トランシーバプラン等と同時にご利⽤可能なサービスは、「トランシーバサービス」と「ご利⽤料⾦管理サービス」に限ります。 
  1 パケット=128 バイト、1 キロバイト（KB）＝1,024 バイト、1 メガバイト（MB）＝1,024 キロバイトです。 
 「LTE トランシーバプラン」の請求書は、その他料⾦プランの請求書とは別になります。 

② トランシーバサービス（付加機能） 
⼀覧内の表⽰⾦額はすべて税込です。 

 「トランシーバサービス」 
トランシーバサービス割※1 なし あり 
付加機能使⽤料 2,530 円／⽉ 1,650 円／⽉ 

※1 「トランシーバサービス割」とはトランシーバプラン等の契約締結と同時にトランシーバサービスの提供を受けることとなったときに
は、付加機能使⽤料を 880 円（⽉額）割引サービスです。⽉途中での契約・解約等の場合、⽇割り計算されます。 

 「トランシーバサービス」をご利⽤になるには、トランシーバプラン等のお申込みが必要です。 
 トランシーバプラン等の解約があったときは「トランシーバサービス」も廃⽌になります。 

 
３．利⽤⽤途・利⽤機種について 

本料⾦プランは、機器の制御または監視などの⽤途と当社が認めた場合のみ、お申込みになれます。お申込みにあたり事前
にご利⽤⽤途・ご利⽤機種を確認します。なお確認の結果、本料⾦プランをお申込みになれない場合があります。 
 

4．重要事項（必ずご確認ください） 
(1) トランシーバプラン等について 

 他の料⾦プランからトランシーバプラン等への料⾦プランの変更を⾏うことができません。 
 「LTE トランシーバプラン︓LTE トランシーバ割あり」への料⾦プラン変更及び、トランシーバプラン等以外の料⾦プ

ランへの変更を⾏うことができません。 
 通話モード、64kb/s デジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードはご利⽤になれません。 
 海外ではご利⽤になれません。 
 LTE トランシーバプランダブルにおいて当⽉ 250,000KB（約 244.1MB）を超えた場合、当⽉末までの通信速

度が送受信最⼤ 128kbps となります。 
 LTE トランシーバプランにおいて当⽉ 375,000KB（約 366.2MB）を超えた場合、１KB あたり 0.99 円加算

されご利⽤いただく通信量によっては⾼額請求となる場合があります。 
 

(2) LTE トランシーバ割 
 LTE トランシーバ割とは、2 年間同⼀回線の継続利⽤をお約束頂いた場合に、基本使⽤料を 770 円割引くサ

ービスです。⽉途中での解約等の場合、割引額も⽇割り計算されます。 
 料⾦プランの変更、契約変更または解約のお申出がない場合、2 年単位での⾃動更新になります 

 
(3) トランシーバサービスについて 

 トランシーバサービスをご利⽤になるには、トランシーバプラン等のお申込みが必要となります。 
 トランシーバサービスに係る提供条件は、「トランシーバサービスご利⽤規約」に定めます。 
 本サービスの設備、各種ネットワークは確実な接続を保証するものではなく、混雑している場合トランシーバサービ

スを利⽤できない場合があります。 
 サービス中断を伴うシステムメンテナンス⼯事を実施する場合があります。 



(4) 料⾦プラン変更時の料⾦・適⽤／廃⽌時期について 
 トランシーバプラン等間の料⾦プラン変更は、同⽉内の料⾦プラン変更 3 回⽬から⼿数料 1,100 円がかかりま

す。 
 料⾦プラン変更は、申込当⽇若しくは翌⽉からの適⽤をお選びいただくことも可能です。当⽇適⽤の場合、変更

当⽉は、変更前、変更後それぞれのプランの料⾦がかかります。翌⽉からの適⽤の場合、申込当⽉は変更前の
プランの料⾦、申込翌⽉以降は変更後のプランの料⾦がかかります。 

 
5．その他の注意事項について 

 当社は、「LTEトランシーバプラン」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、「LTE トランシーバプラン」契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、「LTE トラ
ンシーバプラン」の全部が廃⽌された場合は、当該時点をもって利⽤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「LTE トランシーバプラン」の全部を廃⽌するときは、廃⽌の期⽇等をサービス契約者へ
通知します。また、「LTE トランシーバプラン」の全部⼜は⼀部を廃⽌したことにより「LTE トランシーバプラン」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。 

 

 
■更新履歴 
2020 年 3 ⽉ 25 ⽇ 初版作成 
2020 年 12 ⽉ 21 ⽇ 第 2 版作成 
2021 年 10 ⽉１⽇ 第 3 版作成 「LTE トランシーバプランダブル︓LTE トランシーバ割なし」「LTE トランシーバプラン︓LTE ト
ランシーバ割なし」料⾦改定および「LTE トランシーバ割」の新規受付終了に伴う改版 
2022 年 2 ⽉ 28 ⽇ 第 4 版作成 解約⾦の廃⽌に伴う改版 
 
                                                 提供条件書「LTE トランシーバプラン」(2022 年 2 ⽉ 28 ⽇版) 

□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≫ http://www.nttdocomo.co.jp/ 


