-提供条件書「プラス Xi 割」-

●「プラス Xi 割」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。

「プラス Xi 割」は 2014 年 8 月 31 日をもって新規受付を終了しました。なお、2014 年 8 月 31 日以前にプラス Xi 割をお申込み
され、割引適用条件を満たしている場合、2014 年 9 月 1 日以降もプラス Xi 割を適用します。
１．サービス概要
iPhone・Xi スマートフォン・FOMA スマートフォン・i モードケータイをお持ちのお客様が、2 台目に Xi タブレット・Xi モバイル Wi-Fi
ルーター・Xi データカードなどをご利用の場合、Xi タブレット・Xi モバイル Wi-Fi ルーター・データカードなどをご利用の場合、Xi タブ
レット・Xi モバイル Wi-Fi ルーター・Xi データカードなどの毎月の定額料を割引するキャンペーンです。
２．提供条件
（１）お申込み期間
2012 年 5 月 1 日（火）～2014 年 8 月 31 日（日）
（２）割引適用期間
本キャンペーンをお申込み、かつ適用条件を満たす月から、適用条件を満たさなくなった月の前月まで適用します。
※代表回線または対象回線において下記の当社指定パケット定額サービス・料金プラン以外編変更をお申込み（予約お申
込みを含む）をされたときは、お申込日をもって適用対象外となります。
（３）割引適用条件
当社指定パケット定額サービスにご加入の代表回線（1 台目）と当社指定料金プランにご加入の対象回線（2 台目）のご
契約名義が同一かつ、本キャンペーンにお申込みいただいた場合「プラス Xi 割」を適用します。
回線種別

当社指定パケット定額サービス／料金プラン
「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」、「Xi パケ・ホーダイ ライト」、「Xi パケ・ホーダイ フラッ

Xi

ト」、「Xi パケ・ホーダイ ダブル」、「Xi パケ・ホーダイ for ジュニア」、「Xi らくらくパケ・ホーダ
イ」、「Xi パケ・ホーダイ for ビジネス」

代表回線
（1 台目）
FOMA

対象回線
（2 台目）

Xi

「パケ・ホーダイ フラット」、「パケ・ホーダイ ダブル 2」、「パケ・ホーダイ ダブル」、「らくらくパ
ケ・ホーダイ」

「Xi データプラン フラット にねん」、「Xi データプラン フラット」

※ここに記載の「代表回線」とは 1 台目の回線（音声通話が可能な Xi／FOMA 料金プランの回線）のことを、「対象回線」と
は、2 台目の回線（割引が適用される回線）のことをいいます。なお、契約の順序は問いません。
（４）割引金額
①代表回線（1 台目）が iPhone、Xi スマートフォンの場合
対象回線（2 台目）

代表回線
（1 台目）*1

利用機種

料金プラン

Xi データプラン

申込月から
5,700 円／月

5,700 円／月

(税込 6,270 円／月)

(税込 6,270 円／月)

▼

▼

2,839 円／月

3,791 円／月

(税込 3,122.9 円／月)

(税込 4,170.1 円／月)

7,100 円／月

7,100 円／月

(税込 7,810 円／月)

(税込 7,810 円／月)

▼

▼

4,239 円／月

5,191 円／月

(税込 4,662.9／月)

(税込 5,710.1 円／月)

フラット にねん
・Xi タブレット*2*3
Xi データプラン
フラット
・iPhone

26 カ月目以降

25 か月目まで*4

・Xi スマートフォン

5,700 円／月
Xi データプラン
フラット にねん

・iPad

▼
3,791 円／月
(税込 4,170.1 円／月)

・Xi モバイル Wi-Fi ルーター
・Xi データカードなど*7

(税込 6,270 円／月)

7,100 円／月
Xi データプラン
フラット

(税込 7,810 円／月)

▼
5,191 円／月
(税込 5,710.1 円／月)

②代表回線（1 台目）が FOMA スマートフォン、i モードケータイの場合
対象回線（2 台目）

代表回線
（1 台目）*1

利用機種

料金プラン

申込月以降
5,700 円／月

Xi データプラン
・FOMA スマート
フォン
・i モードケータイ

・iPad

フラット にねん

・Xi タブレット*3

▼
3,791 円／月
(税込 4,170.1 円／月)

・Xi モバイル Wi-Fi ルーター
・Xi データカードなど*5

(税込 6,270 円／月)

7,100 円／月
Xi データプラン
フラット

(税込 7,810 円／月)

▼
5,191 円／月
(税込 5,710.1 円／月)

*1

当社指定パケット定額サービスへのご加入が必要です。

*2

対象回線として Xi 対応の「ドコモタブレット」をご利用で、割引後の定額料が月々2,839 円(税込 3,122.9 円)の場合で
も、同月内に Xi タブレット以外の機種を一度でもご利用の場合（お申込み当月のご利用分含む）、定額料は「Xi データ
プラン フラット にねん︓3,791 円／月(税込 4,170 円／月)」、「Xi データプラン フラット︓5,191 円／月(税込 5,710

円／月)」、「Xi データプラン フラット+ハーティ割引︓3,291 円／月(税込 3,620.1 円／月)」になります。
*3

Xi 対応ドコモ タブレットに限ります。

*4

初回お申込みから 25 か月目まで適用。

*5

Xi 対応機種で「Xi データプラン フラット にねん」「Xi データプラン フラット」にご加入であれば、機種の指定はありません。

※「moperaU」、「sp モード」など本プラン対応プロバイダへのお申込み及び月額使用料が必要です。
（５）「プラス Xi 割」キャンペーン適用終了について
以下のいずれかが発生した月以降のご利用料金には、本キャンペーンの適用はされませんのでご注意ください。
●代表回線と対象回線が同一の名義で亡くなった場合
●代表回線の解約、電話番号保管、または対象回線の解約がなされた場合
●代表回線を「2in1」の B ナンバーとして利用される場合
●代表回線の料金プランを当社指定パケット定額サービスに適用する料金プラン以外に変更された場合
●代表回線の当社指定パケット定額サービスの廃止、または指定外のパケット定額サービスへ変更された場合
●対象回線の料金プランを「Xi データプラン フラット にねん」「Xi データプラン フラット」以外に変更をされた場合
3．重要事項（必ずご確認ください）
（１）適用・廃止時期について
●本キャンペーンをお申込みかつ適用条件を満たす月から、適用条件を満たさなくなった月の前月まで適用します。
※代表回線または対象回線において当社指定パケット定額サービス・料金プラン以外への変更をお申込み（予約お申込みを
含む）されたときは、お申込日をもって適用対象外となります。
●対象回線の定額料（基本使用料）が日割りとなる場合には、割引額も日割りされます。
●本キャンペーンは、お客さま指定の代表回線および対象回線（割引を適用する回線を指定いただきます）の組み合わせに
置いて、対象回線のご利用料金を割引するキャンペーンです。なお、1 つの代表回線に対し、複数の対象回線を組み合わせ
ることはできません。
（２）「ハーティ割引」について
●「Xi パケット定額サービス」（「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」「Xi パケ･ホーダイ ライト」「Xi パケ・ホーダイ フラット」「Xi パケ・
ホーダイ ダブル」「Xi パケ・ホーダイ for ジュニア」「Xi データプラン for ビジネス」いずれか）にご加入で、Xi データプラン フラッ
ト＋ハーティ割引をご契約のお客様は Xi タブレットをご利用の場合、定額料 2,339 円／月(税込 2,572.9 円／月)になり
ます。それ以外の組み合わせで、ハーティ割引をご契約の場合は定額料 3,291 円／月(税込 3,620.1 円／月)になります。
４．その他の注意事項
●当社は、「プラス Xi 割」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、
「プラス Xi 割」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、「プラス Xi 割」の全部が廃止された場合は、当該時
点をもって「プラス Xi 割」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「プラス Xi 割」の全部を廃止するときは、廃止の期日等を「プラス Xi 割」のご契約者へ通知します。
また、「プラス Xi 割」の一部又は全部を廃止したことにより「プラス Xi 割」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
2014 年 4 月 1 日

初版作成

2014 年 6 月 9 日

お申込み終了時期などを追記

2014 年 9 月 1 日

お申込み終了にともなう改版

2019 年 10 月 1 日

金額表記を税抜に統一

2020 年 3 月 25 日

民法改正に伴う改版

2021 年 4 月 1 日

金額の税込表記に伴う改版
提供条件書「プラス Xi 割」（2021 年 4 月 1 日版）

