




用語 用語の意味

ケーブルスマホ
サービス

この約款に基づいて提供される当社サービスの総称。株式
会社NTTドコモ (以下「ドコモ」といいます)が提供するSC-
FDMA方式、OFDMA方式若しくはDS-CDM A方式による
伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網、又はKD
DI株式会社（以下「KDDI」といいます）が提供するSC -FD
MA方式若しくはOFDMA方式による伝送交換設備を用い
た移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネット
プロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕
様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。

回線区分 内容

 ドコモ回線

ドコモが提供するSC-FDMA方式、
OFDMA方式又はDS-CDMA方式に
よる伝送交換設備を用いた移動無
線通信に係る通信網を利用するも
の。

 au回線
KDDIが提供するSC-FDMA方式又
はOFDMA方式による伝送交換設
備を用いた移動無線通信に係る通
信網を利用するもの。

機能区分 内容

 データ通信
（SMS付き）機能

インターネットプロトコルによる
相互通信、並びに国内での送受信
及び国外への送信が可能なSMS
機能を利用できるSIMカードを当
社が貸与するもの 。この区分に該
当するSIMカードを「データ通信

（ SMS付き）SIMカード 」といい
ます。

音声通話機能

インターネットプロトコルによる
相互通信、国内及び国外での送受
信が可能なSMS機能ならびに音
声通話機能を利用できるSIMカー
ドを当社が貸与するもの。この区
分に該当するSIMカードを「音声
通話機能付きSIMカード」といい
ます。

バンドルクーポン

バンドルクーポンとは、毎月配ら
れる一定量のクーポン（契約者が、
当社が定める通信速度を超えてド
コモLTE及び3G網またはKDDIの
LTE網を利用した通信を行うため
に必要なものをいいます）のこと。

形状区分 内容

 標準SIMカード 形状を標準SIMとするSIMカード
を当社が貸与するもの。

 microSIMカード 形状をmicroSIMとするSIMカード
を当社が貸与するもの。

 nanoSIMカード 形状をnanoSIMとするSIMカード
を当社が貸与するもの。

 マルチSIMカード

形状をマルチSIM（契約者自身に
より加工することにより、SIMカ
ードの大きさを、標準、micro又は
nanoのいずれかにすることがで
きるもの）とするSIMカードを当
社が貸与するもの。

用語 用語の意味

 ケーブルスマホ
約款

 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契 
 約（以下「本契約」といいます）。

ケーブルスマホ
契約者

当社とケーブルスマホサービス契約を締結している者（以下
「契約者」といいます）。

ケーブルスマホ
利用者

当社が提供するケーブルスマホサービスを利用する者（以下
「利用者」といいます）。

特定事業者 ドコモ、KDDI等

利用者識別番号 利用者を識別するための番号であって、ケーブルスマホサー
ビス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。

MNP（携帯電話
番号ポータビリ

ティ）

電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音
声通話機能付きSIMカードの提供を受けられるもの。

回線名義人 MNPを利用する電話番号で電気通信事業者と契約している
者、または利用者識別番号の名義人。

移動無線装置
ケーブルスマホサービス契約に基づいて、陸上（河川、湖沼お
よびわが国の沿岸の海域を含みます。）において使用される
アンテナおよび無線送受信装置。

無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気
通信設備。

利用者回線 ケーブルスマホサービス契約に基づいて無線基地局設備と
当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。

SIMカード
利用者識別番号その他の情報を記 憶することが出来るカー
ドであって、ケーブルスマホサービスの提供の為に当社が
ケーブルスマホ契約者に貸与するもの。

パケット通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送
り、または受ける通信。

利用者回線等
利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接
続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要
に応じ設置する電気通信設備。

利用開始日 当社がSIMカードの開通をした日

課金開始日 利用開始日。ただし、一部の付加機能料金は翌月となるもの
があります。

課金開始月 課金開始日が属する月

最低利用期間
当社がケーブルスマホサービスのプラン毎に定める最低利
用期間であって、本サービスの課金開始日をその起算日とす
るもの。









データSIMコース 料金

0ギガ 968円（880円）

1ギガ 1,188円（1,080円）

3ギガ 1,518円（1,380円）

5ギガ 1,848円（1,680円）

8ギガ 2,178円（1,980円）

10ギガ 2,398円（2,180円）

20ギガ 2,618円（2,380円）

音声SIMコース 料金

0ギガ 1,298円（1,180円）

1ギガ 1,518円（1,380円）

3ギガ 1,848円（1,680円）

5ギガ 2,178円（1,980円）

8ギガ 2,508円（2,280円）

10ギガ 2,728円（2,480円）

20ギガ 2,948円（2,680円）

項目 料金

通話料金(国内)  22円（20円）/30秒

デジタル通信料金（国内）  ドコモ若しくはKDDIが定める契約約款において定められた額と同額

ケーブルスマホ割引通話料金
(国内)

・11円（10円）/30秒
・ケーブルスマホ 割引サービスを利用するには、プレフィックス番号(0037-691)を付けて発信
  する必要 があります。但し、音声通話ができるSIMでのみ使用可能です。

通話料（国際）  ドコモ若しくはKDDIが定める契約約款おいて国際通話料として定められた額と同額　※非課税

ケーブルスマホ割引通話料金
（国際）

・11円（10円）/30秒
・ケーブルスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス番号(0037-691)を付けて発信
  する必要があります。但し、音声通話ができるSIMでのみ使用可能です。
・オーストラリア、フランス、スペイン、ロシアについては利用を制限している番号帯があります。

国際ローミング料金  ドコモ若しくはKDDIが定める契約約款において国際ローミング利用料として定められた額と同額
 ※非課税

SMS送信料金  ドコモ若しくはKDDIが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として
 定められた額(SMS料金)と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません)

項目 料金

ユニバーサルサービス料 ユニバーサルサービス支援機関が公表する単価/1電話番号

項目 料金

電話リレーサービス料 電話リレーサービス支援機関が公表する単価／1電話番号



№ 項目 利用期間 手数料

1 契約解除料
1か月目～12か月目 10,450円

（9,500円）

13か月目～24か月目 3,300円
（3,000円）

№ 項目 料金 内容

1 新規契約手数料 3,300円
（3,000円） 新規契約

2 SIM再発行手数料 3,300円
（3,000円）

利用端末変更や紛失等に伴う
SIMの再発行

3 MNP転出手数料 0円（0円） 他社へのMNP転出

項目 料金

5分かけ放題※1
（音声SIMコースのみ） 550円（500円）

10分かけ放題※2
（音声SIMコースのみ） 825円（750円）

法人10分かけ放題※2
（音声SIMコースのみ） 1,650円（1,500円）

セキュリティーパック 440円（400円）

セキュリティー＋端末パック 660円（600円）

i-フィルター for マルチデバイス 330円（300円）

留守番電話
※音声SIMコースのみ 330円（300円）

割込電話着信
※音声SIMコースのみ 220円（200円）

迷惑電話撃退サービス
(au回線のみ) 110円（100円）

データ容量追加（1GB） 825円（750円）

№ 項目
請求額

当月料金の請求月
開始月 解約月

1 基本料 日割あり 
※1

日割なし 
※2 翌月

2 通話料 ご利用分 ご利用分 翌々月

3 ユニバーサルサービス料 無料 日割なし 
※2 翌月

4 電話リレーサービス料 請求あり 日割なし 
※2 翌月

5 付加機能（オプション）料金
（データ容量追加以外）

日割なし 
※2

日割なし 
※2 翌月

6 付加機能（オプション）料金
（データ容量追加）

日割なし 
※2

日割なし 
※2 翌々月

7 手数料 - - 翌月

８ 契約解除料 - - 当社が解約日を確認した日
の翌月

№ 項目 料金 内容

1 請求書発行手数料 110円
（100円）

請求書、利用明細などの発行、
郵送が対象となり、1通あたり

の料金です。

項目 割引額

セット割引 ▲220円（▲200円）







用語 用語の意味

 携帯端末   通信機能を備えた携帯機器

 リモートソフト

  本契約者の利用する携帯端末等にインストールし、
  本契約者の承諾に基づき当社オペレータがその携帯
  端末を遠隔操作することを可能とする機能を有した
  ソフトウェア

 リモートサポート

  リモートソフトがあらかじめインストールされた本
  契約者の携帯端末を、本契約者の要請に基づき当社
  オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決
  等を行うサービス

 本サービス取扱所   本サービスに関する業務を行う当社の事務所





サービス内容

 技術問合せ  端末の取扱い/操作に関する
 問合せ対応

 Gmailなどのメール設定支援

 APN設定支援

 各種アプリケーションのインストール支援

 WiFi接続支援

 端末基本操作支援

 SIMセットアップ支援

 セキュリティ問合せ  スマートフォンセキュリティに   
 関する問合せ対応

 インストール支援

 基本機能操作支援

 ①ウイルス検査

 ②Webセキュリティ

 ③紛失・盗難対策

 ④アプリ管理

 保証に関する問合せ  
 （注1）

 保証の内容に関する問合せ対応

 保証内容

 保証期間

 免責

 保証の手配に関する問合せ
 保証手配の受付

 保証の手配

セキュリティパック※

+440円（400円）



用語 用語の意味

 携帯端末  通信機能を備えた携帯機器

 メーカー保証  本サービスの対象携帯端末の製造者が行なう保証

 SIMカード  電話番号を特定するための固有ID番号が記録された
 ICカード

 本サービス取扱所  本サービスに関する業務を行う当社の事務所







セキュリティパック＋端末パック※

+660円(+600円)

№ 端末名 １回目 ２回目以降

1 当社提供端末 +5,500円(+5,000円) +11,000円(+10,000円)








