
 

 

-提供条件書「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」- 

 

 

 

 

「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」は 2014 年 8 月 31 日をもって新規受付を終了しました。 

１．サービス概要 

「Xi パケ・ホーダイfor iPhone」は、「タイプ Xi にねん」または「タイプ Xi」契約者のうち、iPhone 専用の Xi パケット定額サービス

です。 

 

２．提供条件 

（１）ご利用料金 

通信料金 ※1 定額料 5,200 円 (税込 5,720 円)※2 

※1 当月ご利用のデータ量が7GB を超えた場合、当月末まで通信速度が送受信時最大128kbps（非課金）になります。

なお、7GB 超過後であっても、2GB ごとに別途お申込み（2GB ごとに 2,500 円(税込 2,750 円)加算）いただくこと

で、通常速度にてご利用になれます。 

※2 Xi パケ・ホーダイ for iPhone をご契約の場合、iPhone 以外の機種を利用してのパケット通信（音声通話、国際ローミ

ング中のパケット通信などを除く）はご利用になれません。 

また、パケット通信を利用した次のサービスについてもご利用になれません。 

【ご利用になれないサービス】 

「災害用伝言版」「災害用音声お届けサービス」など 

※ 以下に該当する場合は 128kbps 通信解除をお申込みいただけない場合があります。また、未成年の方が 128kbps 通

信を解除する場合は、事前に親権者同意が必要となります。 

・128kbps 解除申込み回数が上限回数を超えるとき 

・当社に業務の遂行上著しい支障があるとき 

 

（２）対象となる料金プランと通信 

対象料金プラン 定額対象となる通信 定額対象外となる通信 

・タイプ Xi にねん 

・タイプ Xi 

 

パケット通信 

・国際ローミング中のパケット通信 ※3 

・ショートメッセージサービス ・音声通話 

・デジタル通信（テレビ電話・64K データ通信） など 

※3 「世界そのままギガ」「海外 1day パケ」および「世界ギガし放題」適用対象国・地域の通信事業者を利用したパケット通信を行う場

合は、それぞれの料金が適用されます。3．重要事項（必ずご確認ください） 

● （１）ご利用通信の制限についてXi パケ・ホーダイ for iPhone をご契約の場合、sp モード・ビジネス mopera インターネッ

 

●「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」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。 



 

 

ト・ビジネス mopera アクセスプロ・ビジネス mopera アクセスプレミアム以外の次のパケット通信はご利用になれません。 

[ご利用になれない通信] 

◎sp モード・ビジネス mopera インターネット・ビジネス mopera アクセスプロ・ビジネス mopera アクセスプレミアム以外の APN 

を利用した通信 など 

 

（２）ご利用料金について 

● パケット通信を実際に利用しない場合でも、Xi パケ・ホーダイ for iPhone の定額料がかかります。 

● Xi パケ・ホーダイ for iPhone の定額料は、無料通信分として使えません。 

● Xi パケ・ホーダイ for iPhone の定額料は、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（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。（新規契約と同時のお申込みであっても、同月内

に変更・解約・廃止等された場合には日割りで計算いたしません。） 

● Xi パケット定額サービスご契約の場合、2 か月くりこし、ファミリー割引、ビジネス通話割引内の共有はパケット通信料には適用

されません。ただし、国際ローミング中のパケット通信（「世界そのままギガ」「海外 1day パケ」および「世界ギガし放題」対象

事業者を利用したパケット通信料は除く）などには適用されます。 

●ご利用料金には、通信終了時の料金プラン・パケット定額サービスが適用されます。（Xi パケ・ホーダイ for iPhone を当月

末で廃止された場合、当月と翌月を跨る通信は Xi パケ・ホーダイ for iPhone の対象外となります。） 

●海外でのご利用について、自動的に通信する機能や大容量データの送受信により、通信料が高額になることがあるため、「世界

ギガし放題」のご利用を強くおすすめします。 

 

（３）適用・廃止時期について 

●「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」の廃止時期は次の通りとなります。 

「当月末での廃止」となります。 

※Xi パケ・ホーダイ for iPhone 廃止日当日から廃止日翌月にかけてネットワーク接続状態が維持される通信は Xi パケ・ホー

ダイ for iPhone の適用対象外となりますので、廃止日当日の 24 時前にご利用端末の再起動を必ず行ってください。 

●以下に該当する場合は「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」は廃止となります。 

・「タイプ Xi にねん」「タイプ Xi」以外の料金プランに変更した場合 

・電話番号保管をお申込みいただいた場合 

・ご契約回線を解約した場合 

 

（４）その他注意事項について 

● ネットワークの混雑状況等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

で大量のパケット通信があった場合、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、その通信が中断されること

があります。（Xi 契約で FOMA 端末をご利用の場合、直近 3 日間のデータ利用量が特に多いお客様（約 300 万パケット

以上）は、それ以外のお客様と比べて通信が遅くなることがあります。） 

●名義変更をお申込みの場合、Xi パケット定額サービスの契約は引き継がれます。この場合、名義変更当月の定額料・上限

額は 1 か月分となります。 

●「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」は、iPhone ご利用時のみご契約可能となります。iPhone 以外をご利用時はご契約できませ



 

 

□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.ne.jp/ 

ん。 

●「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」以外の Xi パケット定額サービスは iPhone 以外をご利用時のみご契約可能となります。 

iPhone ご利用時はご契約できません。 

●当社は、「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」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、「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」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、「Xi パケ・

ホーダイ for iPhone」の全部が廃止された場合は、当該時点をもって「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」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「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」の全部を廃止するときは、廃止の期日等を「Xi パケ・ホーダイ 

for iPhone」のご契約者へ通知します。また、「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」の一部又は全部を廃止したことにより「Xi パ

ケ・ホーダイ for iPhone」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。 

 

 

 

■更新履歴 

2013 年 9 月 20 日 新規作成 

2013 年 10 月 1 日 商号変更に伴う社名修正 

2014 年 4 月 1 日 消費税率変更に伴う表示金額の改定、日割り計算開始に伴う記載追加 

2014 年 12 月 22 日 直近 3 日間の利用データ量に応じた通信制限について記載を変更 

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 

2023 年 5 月 24 日           「世界そのままギガ」「世界ギガし放題」提供開始に伴う改版 

 

提供条件書「Xi パケ・ホーダイ for iPhone」（2023 年 5 月 24 日版） 

https://www.nttdocomo.ne.jp/

