料金表
通則
（料金の計算方法等）
１ 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区

分

（１） （２）以外のもの

計算方法
この料金表に規定する税抜額（消費税相当額
を加算しない額をいいます。以下同じとしま
す。）により行います。

（２） 海外ローミング機能に係るオプシ この料金表に規定する額により行います。
ョン機能使用料、プリペイド通話若
しくはａｕ国際通話に関する料金又
は他網公衆電話の電話機から契約者
回線への通話に係る料金
２ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金（プリペイド通話に関する料金を除きます。
以下第３項、第４項、第１８項及び第１９項において同じとします。）のうち、基本使用料等、通
話料、パケット通信料及びユニバーサルサービス料（プリペイド電話に関するものを除きま
す。）は料金月（その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料に
ついては、その通話を終了した日を含む料金月とします。）に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、
料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更すること
があります。
４ 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金につ
いては、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている基本使用
料の料金種別等の規定に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
５ 当社は、通話料及びパケット通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての
料金を合計した額により、請求を行います。
（基本使用料等の日割り）
６ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項に
おいて「月額料金」といいます。）をその利用日数に応じて日割りします。
（１） 料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったと
き。
（２） 料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
（３） 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契約
の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
（４） 料金月の起算日以外の日に、ａｕサービスの種類の変更（第１種ａｕデュアル又は第
２種ａｕデュアルと第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又
はＵＩＭサービスの間のものに限ります。）があったとき。
（５） 料金月の起算日以外の日に、月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加
又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
（６） 第７８条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき
（７） 第３項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
７ 前項第１号から第６号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数
により行います。この場合、第７８条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の１欄に
規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる２４時間をその開始時刻が属す
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る料金日とみなします。
８ 第６項第７号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行
います。
９ 当社は、定期前払ａｕ契約に係る基本使用料について、第７８条第２項第３号の表の規定に
該当する場合、定期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象期間を ３６５日として日割りを行いま
す。
（端数処理）
１０ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
（ＫＤＤＩ一括請求の取扱い）
１１ 当社は、ａｕ契約者から申込みがあったときは、そのａｕ契約者が指定したａｕサービス
（第２種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線に係る料金その他の債務を、当社が提供す
る他の電気通信サービス（当社が別に定める電気通信サービスであって、そのａｕ契約者が
指定したものに限ります。以下「統合対象サービス」といいます。）に係る料金等に合わせて、
一括して請求（以下「ＫＤＤＩ一括請求」といいます。）します。
１２ ａｕ契約者は、ＫＤＤＩ一括請求に係る申込みをするときは、当社所定の申込書を当社が
指定するサービス取扱所に提出していただきます。
１３ 当社は、次に該当する場合には、前項の申込みを承諾しません。
（１） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）以外で
あるとき。
（２） その契約者回線がそのａｕ契約者以外の者（そのａｕ契約者と相互に業務上密接な関
係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。）の用に供され、
それが業として行われるものと当社が認めるとき。
（３） そのａｕ契約者が統合対象サービスに係る契約を締結している者と異なるとき。
（４） そのａｕ契約者が、ＫＤＤＩ一括請求に係る料金等の支払いを現に怠り、又は怠るお
それがあるとき。
（５） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
１４ ａｕ契約者は、ａｕ一括請求グループ（料金その他の債務が一括して請求されるａｕサー
ビスの契約者回線からなるグループであって、当社が別に定めるところによりａｕ契約者が
指定したものをいいます。以下同じとします。）に関して、ＫＤＤＩ一括請求の取扱いを受け
るときは、そのａｕ一括請求グループに所属する全ての契約者回線について、その申込みを
行っていただきます。
１５ ａｕ契約者は、ＫＤＤＩ一括請求に係る料金等の支払方法を変更しようとするときは、当
社所定の書面を当社が指定するサービス取扱所に提出していただきます。
１６ 当社は、ＫＤＤＩ一括請求の取扱いを受けている契約者回線について、ａｕ契約者からこ
の取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、この取扱いを廃止し
ます。
（１） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（２） 契約者の地位の承継があったとき。
（３） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（４） ａｕ契約の解除があったとき。
（５） 統合対象サービスの指定がなくなったとき。
（６） 前項の規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。
（７） その他第１３項各号のいずれかに該当することとなったとき。
１７ ＫＤＤＩ一括請求に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
（料金等の支払い）
１８ 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス
取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
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１９ 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていた
だきます。
２０ 当社は、プリペイド通話に関する料金については、課金単位となる通話時間及びＣメール
送信の回数ごとに第８４条（プリペイド通話に係る前払い通話料の登録等）の規定に基づき登
録した前払い通話料の残高を減ずることとします。
（料金の一括後払い）
２１ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社
が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
（前受金）
２２ 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件
に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
（消費税相当額の加算）
２３ この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計
算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
（１） 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料
（２） プリペイド通話又はａｕ国際通話に関する料金
（３） 他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金
（注） 本項により計算された支払いを要する額は、この料金表に規定する税込額（消費税相当
額を加算した額をいいます。以下同じとします。）に基づき計算した結果と異なる場合があ
ります。
（料金の臨時減免）
２４ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定に
かかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
２５ 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示
する等の方法により、そのことを周知します。
（料金等の請求）
２６ ａｕ通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「ＷＥＢ
ｄｅ 請求書ご利用規約」（以下「ＷＥＢｄｅ請求書規約」といいます。）又は当社の「Ｋ
ＤＤＩまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
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第１表 ａｕ通信サービスに関する料金
第１ 基本使用料等
１ 適用
基本使用料等の適用については、第７８条（基本使用料等の支払義務）の規定によるほ
か、次のとおりとします。
基

本

使

用

料

等

の

適

用

（１） ａｕサービ ア ａｕサービスには、次の種類があります。
スの種類等
種
類
内

容

ａｕ電話

電話端末との間に電気通信回線を設定して
通話のために提供するもの

ａｕデュアル

デュアル端末との間に電気通信回線を設定
して通話及びパケット通信のために提供す
るもの

ａｕパケット

パケット端末との間に電気通信回線を設定
してパケット通信のために提供するもの

ＵＩＭサービス

ａｕＩＣカード対応端末（当社の貸与する
ａｕＩＣカードを装着したものに限ります
。）との間に電気通信回線を設定して通話又
はパケット通信のために提供するもの

イ ａｕデュアルには、次の種類があります。
種

類

内

容

第１種ａｕデュアル 第２種ａｕデュアル、第３種ａｕデュアル
、第４種ａｕデュアル又は第５種ａｕデュ
アル以外のもの
第２種ａｕデュアル 受信において最高１４４ｋｂｉｔ／ｓ の符号伝送が
可能な通信方式に対応したデュアル端末と
の間に電気通信回線を設定して提供するも
のであって、第３種ａｕデュアル、第４種
ａｕデュアル又は第５種ａｕデュアル以外
のもの
第３種ａｕデュアル 受信において最高２．４Ｍｂｉｔ／ｓ、最高３．１Ｍｂｉｔ
／ｓ又は最高９．２Ｍｂｉｔ／ｓ の符号伝送が可能な
通信方式に対応したデュアル端末との間に
電気通信回線を設定して提供するものであ
って、第４種ａｕデュアル又は第５種ａｕ
デュアル以外のもの
第４種ａｕデュアル 受信において最高２．４Ｍｂｉｔ／ｓ、最高３．１Ｍｂｉｔ
／ｓ又は最高９．２Ｍｂｉｔ／ｓ の符号伝送が可能な
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通信方式に対応したデュアル端末（ＷｉＭ
ＡＸ利用対応端末（別表１に規定するＷｉ
ＭＡＸ利用機能を利用することができる端
末設備をいいいます。以下同じとします。）
に限ります。）との間に電気通信回線を設定
して提供するものであって、第５種ａｕデ
ュアル以外のもの
第５種ａｕデュアル 受信において最高１４４ｋｂｉｔ／ｓ 、最高２．４Ｍｂｉ
ｔ／ｓ又は最高３．１Ｍｂｉｔ／ｓの符号伝送が可能な
通信方式に対応したデュアル端末（当社が
別に定める移動無線装置に限ります。）との
間に電気通信回線を設定して提供するもの
ウ ａｕパケットには、次の種類があります。
種

類

内

容

第１種ａｕパケット 第２種ａｕパケット、第３種ａｕパケット
、第４種ａｕパケット又は第５種ａｕパケ
ット以外のもの
第２種ａｕパケット 受信において最高１４４ｋｂｉｔ／ｓ の符号伝送が
可能な通信方式に対応したパケット端末と
の間に電気通信回線を設定して提供するも
のであって、第３種ａｕパケット、第４種
ａｕパケット又は第５種ａｕパケット以外
のもの
第３種ａｕパケット 受信において最高２．４Ｍｂｉｔ／ｓ、最高３．１Ｍｂｉｔ
／ｓ又は最高９．２Ｍｂｉｔ／ｓ の符号伝送が可能な
通信方式に対応したパケット端末との間に
電気通信回線を設定して提供するものであ
って、第４種ａｕパケット又は第５種ａｕ
パケット以外のもの
第４種ａｕパケット 受信において最高２．４Ｍｂｉｔ／ｓ、最高３．１Ｍｂｉｔ
／ｓ又は最高９．２Ｍｂｉｔ／ｓ の符号伝送が可能な
通信方式に対応したパケット端末（ＷｉＭ
ＡＸ利用対応端末に限ります。）との間に電
気通信回線を設定して提供するものであっ
て、第５種ａｕパケット以外のもの
第５種ａｕパケット 受信において最高２．４Ｍｂｉｔ／ｓ、最高３．１Ｍｂｉｔ
／ｓ又は最高９．２Ｍｂｉｔ／ｓ の符号伝送が可能な
通信方式に対応したパケット端末（ネット
ワーク負荷制御機能（当社の電気通信設備
に対する負荷の制御等に関して当社が別に
定める仕様に準拠した機能をいいます。以
下同じとします。）を具備したものに限りま
す。）との間に電気通信回線を設定して提供
するものであって、当社が別に定める接続
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先との間の通信に限り提供するもの
エ 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄のａｕサービ
スを提供します。この場合において、当社は、同表の右欄の種類の
うち、そのａｕ契約者から接続の請求があった端末設備に対応する
ａｕサービスを提供するものとします。
ａｕ契約の種別
一般ａｕ契約

ａｕサービスの種類
ａｕ電話
第１種ａｕデュアル
第２種ａｕデュアル
第３種ａｕデュアル
第４種ａｕデュアル
第５種ａｕデュアル
第１種ａｕパケット
第２種ａｕパケット
第３種ａｕパケット
第４種ａｕパケット
第５種ａｕパケット
ＵＩＭサービス

第１種定期ａｕ契約 ａｕ電話
第１種ａｕデュアル
第２種ａｕデュアル
第３種ａｕデュアル
第４種ａｕデュアル
第５種ａｕデュアル
第２種ａｕパケット
ＵＩＭサービス
第２種定期ａｕ契約 ａｕ電話
第１種ａｕデュアル
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第２種ａｕデュアル
第３種ａｕデュアル
第４種ａｕデュアル
第５種ａｕデュアル
ＵＩＭサービス
第３種定期ａｕ契約 ａｕ電話
第１種ａｕデュアル
第２種ａｕデュアル
第３種ａｕデュアル
第４種ａｕデュアル
第５種ａｕデュアル
ＵＩＭサービス
第４種定期ａｕ契約 ａｕ電話
第１種ａｕデュアル
第２種ａｕデュアル
第３種ａｕデュアル
第４種ａｕデュアル
第５種ａｕデュアル
第３種ａｕパケット
第４種ａｕパケット
第５種ａｕパケット
ＵＩＭサービス
オ 当社は、ａｕサービスの種類の変更（第２種ａｕパケットと第３
種ａｕパケット（その契約者回線が包括的管理の取扱いの適用を受
けるものに限ります。）の間のもの又は第５種ａｕパケットとそれ以
外のａｕサービスの間のものに限ります。）を伴う請求があった場合
は、その変更前に締結していたａｕ契約を解除して新たにａｕ契約
の申込みを行う場合と同様に取り扱います。
カ 当社は、ａｕサービスの種類の変更を伴う請求（包括的管理の取
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扱いの適用若しくは廃止を伴うもの又はオに規定するものを除きま
す。）があった場合は、その変更日から変更後のａｕサービスの種類
による料金を適用します。
ただし、別表１（オプション機能）５欄に規定するＥＺｗｅｂ機
能の種類の変更を伴う場合には、ＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通
信について、その変更があった時点から変更後のＥＺｗｅｂ機能の
種類に応じた料金を適用します。
キ 第１種ａｕパケットには、次の種類があり、第１種ａｕパケット
を利用するａｕ契約者は、そのいずれかを選択していただきます。
種

類

内

容

９．６ｋｂｉｔ／ｓ

９．６ｋｂｉｔ／ｓの符号伝送が可能なもの

１４．４ｋｂｉｔ／ｓ

９．６ｋｂｉｔ／ｓ又は１４．４ｋｂｉｔ／ｓの符号伝送が可
能なもの

ク ａｕ契約者は、第１種ａｕパケットの種類の変更の請求をするこ
とができます。この場合において、当社は、第９条（契約申込みの
承諾）の規定に準じて取り扱います。
ケ ローミングには、ａｕサービスと同一の種類があります。
コ 当社は、アからウに規定するａｕサービスの種類のうち、ａｕ電
話、第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第３種ａｕデュア
ル及び第１種ａｕパケット（以下、このコにおいて「対象サービス
」といいます。）については、ａｕ契約者からの新たな請求に基づく
提供を行いません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません
。
（ア） ａｕ契約を締結しようとする場合であって、そのａｕ契約に
係る契約者回線において当社が別に定める移動無線装置を利用
しようとするとき。
（イ） 対象サービス（第３種ａｕデュアルを除きます。）の提供を請
求する場合であって、その契約者回線において現に提供を受け
ているａｕサービスが対象サービス（第３種ａｕデュアルを除
きます。）であるとき。
（１）の２ ａｕサ ア ａｕサービス（ＵＩＭサービスに限ります。）には、料金その他の
ービスに係る
適用に関して、次のタイプ種別があります。
タイプ種別等
タイプ種別
内
容
タイプⅠ

タイプⅡ以外のもの

タイプⅡ

当社が別に定めるサービス取扱所において
別に定める方法によりａｕ契約の申込みが
あったもの

イ ａｕ契約者は、タイプ種別の変更の請求をすることはできません
。
（１）の３ タイプ ア ａｕサービス（ＵＩＭサービスであって、タイプⅡのものに限り
Ⅱに係るカテ
ます。）には、料金その他の適用に関して、次のカテゴリー種別があ
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ゴリー種別等

ります。
カテゴリー種別

内

容

カテゴリーⅠ

その契約者回線に関して、ＥＣナビケータ
イ（当社が別に定める移動無線装置をいい
ます。）の購入があったもの

カテゴリーⅡ

その契約者回線に関して、Ｔｉｇｅｒｓケ
ータイ（別に定める移動無線装置をいいま
す。）の購入があったもの

カテゴリーⅢ

その契約者回線に関して、ＪＡＬマイルフ
ォン（当社が別に定める移動無線装置をい
います。）の購入があったもの

カテゴリーⅣ

その契約者回線に関して、ＧＩＡＮＴＳケ
ータイ（当社が別に定める移動無線装置を
いいます。）の購入があったもの

イ ａｕ契約者は、カテゴリー種別の変更の請求をすることはできま
せん。
（１）の４ プリペ ア プリペイド電話には、次の種類があります。
イド電話の種
類等
種
類
内

容

プリペイド

デュアル端末との間に電気通信回線を設定
して通話のために提供するもの

プリペイドＵＩＭ

ａｕＩＣカード対応端末（当社の貸与する
ａｕＩＣカードを装着したものに限ります
。）との間に電気通信回線を設定して通話の
ために提供するもの

イ 当社は、アに規定するプリペイド電話の種類のうち、プリペイド
については、プリペイド電話契約者からの新たな請求に基づく提供
を行いません。
（２） コース種別 ア ａｕサービスには、料金その他の適用に関して、次のコース種別
の選択等
があります。
ただし、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るａ
ｕサービスについては、この限りでありません。
（ア） 第１種コース（関西支社）
（イ） 第２種コース（九州支社）
（ウ） 第３種コース（中国支社）
（エ） 第４種コース（東北支社）
（オ） 第５種コース（北海道支社）
（カ） 第６種コース（北陸支社）
（キ） 第７種コース（四国支社）
（ク） 第８種コース（関東・中部支社）
イ ａｕ契約者は、あらかじめコース種別を選択していただきます。
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ただし、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線について
は、この限りでありません。
ウ ａｕ契約者は、コース種別の変更の請求をすることができます。
エ ウの請求があったときは、当社は、電話番号その他の取扱いにつ
いて、この約款に別段の定めがある場合を除き、その変更前に締結
していたａｕ契約を解除して新たにａｕ契約を締結したものとみな
して取り扱います。
（３） 基本使用料 ア ａｕサービス（第１種ａｕパケット及び第２種ａｕパケットを除
の料金種別の
きます。）の基本使用料には、次の料金種別があります。
選択等
（ア） （イ）、（ウ）又は（エ）以外のもの
基本使用料の料金種別
プランＬＬ
プランＬ
プランＭ
プランＳ
プランＳＳ
デイタイムＬ
デイタイムＳ
プランＥ
プランＦ（ＩＳ）
プランＷ
プランＬＬシンプル
プランＬシンプル
プランＭシンプル
プランＳシンプル
プランＳＳシンプル
デイタイムＬシンプル
デイタイムＳシンプル
プランＥシンプル
プランＦ（ＩＳ）シンプル
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プランＷシンプル
プランＺシンプル
（イ） 第３種ａｕパケットに係るもの
基本使用料の料金種別
ＷＩＮシングルＬＬ
ＷＩＮシングルＬ
ＷＩＮシングルＭ
ＷＩＮシングルＳ
ＷＩＮシングルＳＳ
ＷＩＮシングル定額フルサポート
ＷＩＮシングル定額シンプル
ＷＩＮモジュール定額
（ウ） 第４種ａｕパケットに係るもの
基本使用料の料金種別
ＷＩＮシングルＬＬ ＷｉＭＡＸ フルサポート
ＷＩＮシングルＬ ＷｉＭＡＸ フルサポート
ＷＩＮシングルＭ ＷｉＭＡＸ フルサポート
ＷＩＮシングルＬＬ ＷｉＭＡＸ シンプル
ＷＩＮシングルＬ ＷｉＭＡＸ シンプル
ＷＩＮシングルＭ ＷｉＭＡＸ シンプル
ＷＩＮシングル定額 ＷｉＭＡＸ フルサポート
ＷＩＮシングル定額 ＷｉＭＡＸ シンプル
ビジネスＷＩＮシングル定額 ＷｉＭＡＸ フルサポート
ビジネスＷＩＮシングル定額 ＷｉＭＡＸ シンプル
（エ） 第５種ａｕパケットに係るもの
基本使用料の料金種別

[ ａｕ ー56ー ]

ＰＨＯＴＯ－Ｕプラン
ＷＮＤプラン
ｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプラン
イ ａｕ契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択していた
だきます。この場合、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回
線については、包括回線グループを単位として選択していただきま
す。
ウ シンプルプラン（プランＬＬシンプル、プランＬシンプル、プラ
ンＭシンプル、プランＳシンプル、プランＳＳシンプル、デイタイ
ムＬシンプル、デイタイムＳシンプル、プランＥシンプル、プラン
Ｆ（ＩＳ）シンプル、プランＷシンプル又はプランＺシンプルをい
います。以下同じとします。）については、ａｕサービス（ａｕパケ
ットを除きます。）の契約者回線（その契約者回線に関して、当社が
別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める端末設備（以
下「特定端末設備」といいます。）の購入があったものに限ります。）
に限り、選択することができます。
エ プランＬＬ、プランＬ、プランＭ、プランＳ、プランＳＳ、デイ
タイムＬ、デイタイムＳ、プランＥ、プランＦ（ＩＳ）又はプラン
Ｗについては、次のいずれかのａｕサービス（ａｕパケットを除き
ます。）の契約者回線に限り選択することができます。
（ア） そのａｕ契約の締結に際し、当社が別に定めるサービス取扱
所において特定端末設備の購入を伴わないもの
（イ） プランＬＬ、プランＬ、プランＭ、プランＳ、プランＳＳ、
デイタイムＬ、デイタイムＳ、プランＥ、プランＦ（ＩＳ）又
はプランＷの適用を受けているもの（その契約者回線に関して
、当社が別に定めるサービス取扱所においてした特定端末設備
の直近の購入に際し購入サポート（別記３７に定めるものをいい
ます。以下同じとします。）の適用を受けていないものを除きま
す。）
オ エの規定によるほか、ａｕサービスの種類の変更（ａｕパケット
（第１種ａｕパケット、第３種ａｕパケット（基本使用料の料金種
別としてＷＩＮシングルＬＬ、ＷＩＮシングルＬ、ＷＩＮシングル
Ｍ、ＷＩＮシングルＳ、ＷＩＮシングルＳＳ又はＷＩＮシングル定
額フルサポートを選択しているものに限ります。）又は第４種ａｕパ
ケット（基本使用料の料金種別としてＷＩＮシングルＷｉＭＡＸフ
ルサポート（ＷＩＮシングルＬＬＷｉＭＡＸフルサポート、ＷＩＮ
シングルＬＷｉＭＡＸフルサポート、ＷＩＮシングルＭＷｉＭＡＸ
フルサポート、ＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸフルサポート又はビ
ジネスＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸフルサポートをいいます。以
下同じとします。）を選択しているものに限ります。）であって包括的
管理の取扱いを受けるもの及びその契約者回線に関して、当社が別
に定めるサービス取扱所においてした特定端末設備の直近の購入に
際し購入サポートの適用を受けていないものを除きます。）からａｕ
パケット以外への変更に限ります。）に伴い基本使用料の料金種別を
選択することとなる場合であって、当社が別に定めるサービス取扱
所において特定端末設備の購入を伴わないときは、その契約者回線
については、プランＬＬ、プランＬ、プランＭ、プランＳ、プラン
ＳＳ、デイタイムＬ、デイタイムＳ、プランＥ、プランＦ（ＩＳ）
又はプランＷを選択することができます。
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カ ウ、エ及びオの規定によるほか、プランＥ、プランＦ（ＩＳ）、
プランＷ、プランＥシンプル、プランＦ（ＩＳ）シンプル、プラン
Ｗシンプル又はプランＺシンプルは、ａｕサービス（第３種ａｕデ
ュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサー
ビスに限ります。）の契約者回線に限り、選択することができます。
キ ＷＩＮシングルＷｉＭＡＸ（ＷＩＮシングルＷｉＭＡＸフルサポ
ート又はＷＩＮシングルＷｉＭＡＸシンプル（ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸシンプル、ＷＩＮシングルＬＷｉＭＡＸシンプル、ＷＩ
ＮシングルＭＷｉＭＡＸシンプル、ＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸ
シンプル又はビジネスＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸシンプルをい
います。以下同じとします。）をいいます。以下同じとします。）につ
いては、第４種ａｕパケットの契約者回線に限り、選択することが
できます。
ク 第４種ａｕパケットの契約者回線は、その基本使用料の料金種別
として 、ＷＩＮシングルＷｉＭＡＸを選択していただきます。
ケ ＷＩＮシングル定額（ＷＩＮシングル定額フルサポート又はＷＩ
Ｎシングル定額シンプルをいいます。以下同じとします。）について
は、第３種ａｕパケットの契約者回線（定額対応端末設備（当社が
別に定める移動無線装置をいいます。以下同じとします。）を利用す
るものに限ります。）に限り、選択することができます。
コ 第３種ａｕパケットの契約者回線（定額対応端末設備を利用する
ものに限ります。）は、その基本使用料の料金種別として、ＷＩＮシ
ングル定額のいずれかを選択していただきます。
サ ＷＩＮシングルＷｉＭＡＸ定額（ＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸ
フルサポート、ＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸシンプル、ビジネス
ＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸフルサポート又はビジネスＷＩＮシ
ングル定額ＷｉＭＡＸシンプルをいいます。以下同じとします。）に
ついては、第４種ａｕパケットの契約者回線（定額対応端末設備を
利用するものに限ります。）に限り、選択することができます。
シ 第４種ａｕパケットの契約者回線（定額対応端末設備を利用する
ものに限ります。）は、その基本使用料の料金種別として、ＷＩＮシ
ングルＷｉＭＡＸ定額のいずれかを選択していただきます。
ス キからシの場合において、ＷＩＮシングル定額シンプル又はＷＩ
ＮシングルＷｉＭＡＸシンプルについては、その契約者回線に関し
て、当社が別に定めるサービス取扱所において特定端末設備の購入
があったものに限り、選択することができます。
セ キからシの場合において、ＷＩＮシングル定額フルサポート又は
ＷＩＮシングルＷｉＭＡＸフルサポートについては、次のいずれか
の契約者回線に限り選択することができます。
（ア） そのａｕ契約の締結に際し当社が別に定めるサービス取扱所
において特定端末設備の購入を伴わないもの
（イ） ＷＩＮシングル定額フルサポート又はＷＩＮシングルＷｉＭ
ＡＸフルサポートの適用を受けているもの（その契約者回線に
関して、当社が別に定めるサービス取扱所においてした特定端
末設備の直近の購入に際し購入サポートの適用を受けていない
ものを除きます。）
ソ セの規定によるほか、次のいずれかに該当する場合であって、当
社が別に定めるサービス取扱所において特定端末設備の購入を伴わ
ないときは、その契約者回線については、ＷＩＮシングル定額フル
サポート又はＷＩＮシングルＷｉＭＡＸフルサポートを選択するこ
とができます。
ただし、そのａｕ契約者回線に関して、当社が別に定めるサービ
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ス取扱所においてした特定端末設備の直近の購入に際し購入サポー
トの適用を受けていない場合は、この限りでありません。
（ア） ａｕサービスの種類の変更（ａｕパケット以外のもの（基本
使用料の料金種別としてプランＬＬ、プランＬ、プランＭ、プ
ランＳ、プランＳＳ、デイタイムＬ、デイタイムＳ、プランＥ
、プランＦ（ＩＳ）又はプランＷを選択しているものに限りま
す。）又は第１種ａｕパケットから第３種ａｕパケット又は第４
種ａｕパケットへの変更に限ります。）に伴い基本使用料の料金
種別を選択することとなる場合。
（イ） ＷＩＮシングルＬＬ、ＷＩＮシングルＬ、ＷＩＮシングルＭ
、ＷＩＮシングルＳ、ＷＩＮシングルＳＳ、ＷＩＮシングル定
額フルサポート又はＷＩＮシングルＷｉＭＡＸフルサポートか
らその基本使用料の料金種別を変更しようとする場合。
タ ａｕ契約者は、基本使用料の料金種別の変更の請求をすることが
できます。この場合、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回
線に係る請求については、包括回線グループを単位として行ってい
ただきます。
チ ＷＩＮシングル定額フルサポート、ＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡ
Ｘフルサポート又はビジネスＷＩＮシングル定額ＷｉＭＡＸフルサ
ポートを選択した契約者回線（購入サポートの適用を受けたものに
限ります。）について、その購入サポートに係るフルサポート最小期
間が満了したときは、その基本使用料の料金種別をそれぞれ次表の
右欄のものに変更します。
ただし、その購入サポートに係るフルサポート最小期間が満了す
る料金月（以下このツにおいて「フルサポート満了月」といいます
。）の末日において、その契約者回線に係るａｕ契約の種別が第４種
定期ａｕ契約である場合（そのフルサポート満了月において、第４
種定期ａｕ契約の解除の申出があった場合を除きます。）は、この限
りでありません。
ＷＩＮシングル定額
フルサポート

ＷＩＮシングル定額
シンプル

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

ツ ＷＩＮモジュール定額については、第３種ａｕパケットの契約者
回線（当社が別に定める移動無線装置を利用する場合であって、そ
の端末設備に具備されたネットワーク負荷制御機能を作動させてい
るものに限ります。）以外の契約者回線は、選択することができませ
ん。
テ 第３種ａｕパケットの契約者回線（当社が別に定める移動無線装
置を利用する場合であって、その端末設備に具備されたネットワー
ク負荷制御機能を作動させているものに限ります。）については、そ
の基本使用料の料金種別として、ＷＩＮモジュール定額を適用しま
す。
ト 当社は、ＷＩＮモジュール定額の適用又は廃止を伴う請求があっ
た場合は、その変更前に締結していたａｕ契約を解除して新たにａ
ｕ契約の申込みを行う場合と同様に取り扱います。
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ナ 第５種ａｕパケットの契約者回線において選択することができる
基本使用料の料金種別は、その契約者回線に接続されている移動無
線装置により当社が別に定めるところによります。
二 当社は、第５種ａｕパケットの契約者回線について、その契約者
回線に接続されている移動無線装置の変更を伴う請求があった場合
は、その変更前に締結していたａｕ契約を解除して新たにａｕ契約
の申込みを行う場合と同様に取り扱います。
ヌ ウ、エ及びオの規定によるほか、デイタイムＬ、デイタイムＳ、
プランＷ、デイタイムＬシンプル、デイタイムＳシンプル又はプラ
ンＷシンプルについては、ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）
に限ります。）の契約者回線は、選択することができません。
ネ 基本使用料の料金種別の変更の請求があった場合、当社は、その
基本使用料の料金種別の変更の請求があった日を含む料金月の翌料
金月から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、その事由の生じた日か
ら変更後の料金種別による基本使用料を適用するものとします。
（ア） 契約者が、当社が別に定めるサービス取扱所において特定端
末設備を購入すると同時に、基本使用料の料金種別の変更の請
求等（タの規定に基づく請求をいいます。）を行った場合
（イ） 第３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケットの契約者回線に
ついて、現に定額対応端末設備以外の端末設備を接続している
契約者回線に定額対応端末設備を接続する請求に伴い基本使用
料の料金種別の変更の請求を行った場合又は定額対応端末設備
を接続している契約者回線に定額対応端末設備以外の端末設備
を接続する請求に伴い基本使用料の料金種別の変更の請求を行
った場合
（ウ） 第３種ａｕパケットの契約者回線について、現にＷｉＭＡＸ
通信対応端末設備以外の端末設備を接続している契約者回線に
ＷｉＭＡＸ通信対応端末設備を接続する請求に伴い基本使用料
の料金種別の変更の請求を行った場合
（エ） 第４種ａｕパケットの契約者回線について、現にＷｉＭＡＸ
利用対応端末設備を接続している契約者回線にＷｉＭＡＸ利用
対応端末設備以外の端末設備を接続する請求に伴い基本使用料
の料金種別の変更の請求を行った場合
（４） 第１種定期 ア 第１種定期ａｕ契約（第２種ａｕパケットに係るものを除きます
ａｕ契約に係
。）に係る基本使用料には、次の区別があり、第１種定期ａｕ契約者
る基本使用料
は、そのいずれかを選択していただきます。
の取扱い（年
ただし、学生用の基本使用料については、新たに選択することは
割、ガク割、
できません。
スマイルハー
ト割引、プラ
一般用
学生用又は障害者用以外のもの
イオリティ割
引）
学生用
その契約者が次のいずれかに該当する教育施設に在
学し教育を受けている者（単位制高等学校教育規程
第９条に規定する科目履修生、通信による教育を行
う学校の科目履修生及び聴講生その他の当社が別に
定める基準に適合しない者を除きます。以下「学生
」といいます。）であることを条件として適用するも
の
（ア） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に
規定する学校のうち、当社が別に定めるもの
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（イ） 学校教育法第１条に規定する学校以外の国公
立の学校又は学校教育法第１２４ 条若しくは第１３
４ 条の規定により成立した私立学校のうち、当
社が指定した学校
障害者用

その契約者が次のいずれかに該当する者（以下「障
害者」といいます。）であることを条件として適用す
るもの
（ア） 身体障害者（身体障害者福祉法（昭和２４年法
律第 ２８３号）第１５条第４項の規定により身体障
害者手帳の交付を受けている者をいいます。以
下同じとします。）
（イ） 知的障害者（療育手帳制度について（昭和４８
年厚生省発児第 １５６号厚生事務次官通知）によ
り定められた療育手帳制度要綱に規定する療育
手帳の交付を受けている者をいいます。以下同
じとします。）
（ウ） 精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律（昭和２５年法律第 １２３号）第４５条第
２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交
付を受けている者をいいます。以下同じとしま
す。）

イ 一般用の基本使用料の取扱いは、次のとおりとします。
（ア） 一般用の基本使用料については、この料金表に特段の規定が
ある場合を除き、基本使用料の料金種別及びそのａｕサービス
の利用月数に応じて、２－１－１の（２）に規定する料金額を適
用します。
この場合において、利用月数の取扱いについては、（５）に規
定するａｕサービスの利用月数と同様の方法で計算した月数と
します。
（イ） 一般用の基本使用料は、ａｕサービス（ａｕパケット及びＵ
ＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）を除きます。）の契約者回
線に限り、選択することができます。
（ウ） 一般用の基本使用料の適用の開始は、その申出を当社が承諾
した日を含む料金月の初日からとします。
（エ） 一般用の基本使用料の適用を廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区

分

一般用の基本使用料の適用

１ 第１種定期ａｕ その契約解除日の前日（一般ａｕ契約への
契約の解除があっ 契約変更の場合は、その契約解除日を含む
たとき。
料金月の末日、当社が別に定める態様によ
り、第１種定期ａｕ契約を解除すると同時
に新たにその他の定期ａｕ契約を締結した
場合は、その契約解除日を含む料金月の前
料金月の末日とします。）まで一般用の基本
使用料を適用します。
２ 契約者から障害 契約者から障害者用の基本使用料の適用に
者用の基本使用料 変更する申出があった日を含む料金月の前
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の適用に変更する 料金月の末日まで一般用の基本使用料を適
申出があったとき 用します。
。
ウ 学生用の基本使用料の取扱いは、次のとおりとします。
（ア） 学生用の基本使用料については、２－１－１の（２）の規定に
かかわらず、次表の料金額を適用します。
１契約ごとに月額
料金額
２－１－１の（１）に規定する料金額に０．５０を乗じて得た額
（イ） 削除
（ウ） 削除
（エ） 削除
（オ） 学生用の基本使用料の適用の開始は、その申出を当社が承諾
した日を含む料金月の初日からとします。
（カ） 学生用の基本使用料の適用を受けている契約者は、次のこと
を守っていただきます。
① 学生でなくなった場合、又はあらかじめ申し出た内容に変更
があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。
② 自己以外の者に不正に利用させないこと。
③ その他学生用の基本使用料に関する取扱いを適正に運用する
ために必要な限りにおいて当社が執る措置に従っていただくこ
と。
（キ） 当社は、学生用の基本使用料の適用を受けている契約者回線
について、その契約者から学生用の基本使用料の適用を廃止す
る申出があった場合のほか、次に該当する場合には、その適用
を廃止します。
① ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
② 契約者の地位の承継があったとき。
③ 第１種定期ａｕ契約の解除があったとき。
④ その契約者の契約者名義が既に学生用の基本使用料の適用を
受けていることが判明したとき。
⑤ その契約者が（カ）の規定に違反したとき。
⑥ 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュ
アル、ａｕパケット又はＵＩＭサービスへの種類の変更があっ
たとき。
⑦ シンプルプランへの料金種別の変更があったとき。
（ク） 学生用の基本使用料の適用を廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の４欄又は５欄の左
欄の規定により学生用の基本使用料の適用を廃止した後、１欄
、２欄又は３欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞ
れ１欄、２欄又は３欄の規定によるものとします。
区

分

学生用の基本使用料の適用

１ ２、３、４又は その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
５以外により学生 は契約者の地位の承継により学生用の基本
用の基本使用料の 使用料の適用を廃止したときは、その譲渡
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適用を廃止したと 承諾日又は地位の承継の届出日とします。）
き。
を含む料金月の前料金月の末日まで学生用
の基本使用料を適用します。
２ 第１種定期ａｕ
契約の解除があっ
たとき（ａｕサー
ビス利用権の譲渡
又は契約者の地位
の承継が同時にあ
った場合を含みま
す。）。

その契約解除日の前日（一般ａｕ契約への
契約変更の場合は、その契約解除日を含む
料金月の末日、当社が別に定める態様によ
り、第１種定期ａｕ契約を解除すると同時
に新たにその他の定期ａｕ契約を締結した
場合は、その契約解除日を含む料金月の前
料金月の末日とします。）まで学生用の基本
使用料を適用します。

３ 第３種ａｕデュ その種類の変更日又は料金種別の変更日の
アル、第４種ａｕ 前日まで学生用の基本使用料を適用します
デュアル、第５種 。
ａｕデュアル、ａ
ｕパケット若しく
はＵＩＭサービス
への種類の変更又
はシンプルプラン
への料金種別の変
更があったとき。
４ 契約者から一般 契約者から一般用の基本使用料の適用に変
用の基本使用料の 更する申出があった日を含む料金月の末日
適用に変更する申 まで学生用の基本使用料を適用します。
出があったとき。
５ 契約者から障害
者用の基本使用料
の適用に変更する
申出があったとき
。

契約者から障害者用の基本使用料の適用に
変更する申出があった日を含む料金月の前
料金月の末日まで学生用の基本使用料を適
用します。

エ 障害者用の基本使用料の取扱いは、次のとおりとします。
（ア） 障害者用の基本使用料については、２－１－１の（２）の規定
にかかわらず、次表の料金額を適用します。
① ②以外のもの
１契約ごとに月額
料金額
２－１－１の（１）に規定する料金額に０．５０を乗じて得た額
② 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（Ｉ
Ｓ）シンプルのもの
１契約ごとに月額
料金額
区

分
税抜額 （税込額）
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プランＦ（ＩＳ）

６，７４３円（７，０８０円）

プランＦ（ＩＳ）シンプル

５，９４３円（６，２４０円）

（イ） 障害者用の基本使用料は、その契約者名義が障害者であるａ
ｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回線であって
、次に該当しないものに限り、選択することができます。
① （７）の適用を受けているもの
② 第２（通話料）１（適用）の（１３）又は（１６）の適用を受けてい
るもの
（ウ） 障害者用の基本使用料の適用を受けようとする契約者は、あ
らかじめ当社所定の書面により申し出ていただきます。この場
合において、契約者は、その書面の記載内容を証明する書類を
提示していただきます。
（エ） 当社は、（ウ）の申出があったときは、その契約者名義が既に
障害者用の基本使用料の適用を受けている場合を除き、これを
承諾します。
（オ） 障害者用の基本使用料の適用の開始は、その申出を当社が承
諾した日を含む料金月の初日からとします。
（カ） 障害者用の基本使用料の適用を受けている契約者は、次のこ
とを守っていただきます。
① 障害者でなくなった場合、又はあらかじめ申し出た内容に変
更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。
② 自己以外の者に不正に利用させないこと。
③ その他障害者用の基本使用料に関する取扱いを適正に運用す
るために必要な限りにおいて当社が執る措置に従っていただく
こと。
（キ） 当社は、障害者用の基本使用料の適用を受けている契約者回
線について、その契約者から障害者用の基本使用料の適用を廃
止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、その
適用を廃止します。
① ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
② 契約者の地位の承継があったとき。
③ 第１種定期ａｕ契約の解除があったとき。
④ （エ）の規定に適合しないことが判明したとき。
⑤ その契約者が（カ）の規定に違反したとき。
⑥ ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（ク） 障害者用の基本使用料の適用を廃止する場合における取扱い
については、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の４欄の左欄の規定
により障害者用の基本使用料の適用を廃止した後、１欄、２欄
又は３欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ１欄
、２欄又は３欄の規定によるものとします。
区

分

１ ２、３又は４以
外により障害者用
の基本使用料の適
用を廃止したとき
。

障害者用の基本使用料の適用
その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
は契約者の地位の承継により障害者用の基
本使用料の適用を廃止したときは、その譲
渡承諾日又は地位の承継の届出日とします
。）を含む料金月の前料金月の末日まで障害
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者用の基本使用料を適用します。
２ 第１種定期ａｕ
契約の解除があっ
たとき（ａｕサー
ビス利用権の譲渡
又は契約者の地位
の承継が同時にあ
った場合を含みま
す。）。

その契約解除日の前日（一般ａｕ契約への
契約変更の場合は、その契約解除日を含む
料金月の末日、当社が別に定める態様によ
り、第１種定期ａｕ契約を解除すると同時
に新たにその他の定期ａｕ契約を締結した
場合は、その契約解除日を含む料金月の前
料金月の末日とします。）まで障害者用の基
本使用料を適用します。

３ ａｕパケットへ その種類の変更日の前日まで障害者用の基
の種類の変更があ 本使用料を適用します。
ったとき。
４ 契約者から一般 契約者から一般用の基本使用料の適用に変
用の基本使用料の 更する申出があった日を含む料金月の末日
適用に変更する申 まで障害者用の基本使用料を適用します。
出があったとき。

（４）の２ 第２種 ア 第２種定期ａｕ契約に係る契約者回線（（６）の適用を受けている
定期ａｕ契約
契約者回線を除きます。）に関する基本使用料については、基本使用
に係る基本使
料の料金種別及び第２種定期ａｕ契約の契約月数に応じて、２－１
用料の取扱い
－１の（３）に規定する料金額を適用します。
（２年割）
この場合において、契約月数の取扱いについては、その第２種定
期ａｕ契約の契約開始月からその料金月までの月数とします。
イ アに規定する料金額の適用は、第２種定期ａｕ契約に係るａｕサ
ービスの提供を開始した日を含む料金月の初日からとします。
ウ 第２種定期ａｕ契約の解除があったときは、その契約解除日の前
日（当社が別に定める態様により、第２種定期ａｕ契約を解除する
と同時に新たにその他のａｕ契約を締結した場合は、その契約解除
日を含む料金月の前料金月の末日とします。）まで第２種定期ａｕ契
約に係る基本使用料を適用します。
（４）の３ 第３種 ア 第３種定期ａｕ契約に係る契約者回線（（６）の適用を受けている
定期ａｕ契約
契約者回線を除きます。）に関する基本使用料については、基本使用
に係る基本使
料の料金種別に応じて、２－１－１の（４）に規定する料金額を適用
用料の取扱い
します。
（３年割）
イ 削除
ウ アに規定する料金額の適用は、第３種定期ａｕ契約に係るａｕサ
ービスの提供を開始した日を含む料金月の初日からとします。
エ 第３種定期ａｕ契約の解除があったときは、その契約解除日の前
日（当社が別に定める態様により、第３種定期ａｕ契約を解除する
と同時に新たにその他のａｕ契約を締結した場合は、その契約解除
日を含む料金月の前料金月の末日とします。）まで第３種定期ａｕ契
約に係る基本使用料を適用します。
（４）の４ 第４種 ア 第４種定期ａｕ契約に係る基本使用料については、その料金種別
定期ａｕ契約
に応じて、２－１－１の（５）又は２－１－２の（３）に規定する料金
に係る基本使
額を適用します。
用料の取扱い イ 第４種定期ａｕ契約に係る基本使用料の適用は、第４種定期ａｕ
[ ａｕ ー65ー ]

（誰でも割、
契約に係るａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の初日か
誰でも割シン
らとします。
グル、誰でも ウ 第４種定期ａｕ契約の解除があったときは、その契約解除日の前
割シングル（
日（当社が別に定める態様により、第４種定期ａｕ契約を解除する
特定機器）
と同時に新たにその他のａｕ契約を締結した場合は、その契約解除
日を含む料金月の末日とします。）まで第４種定期ａｕ契約に係る基
本使用料を適用します。
（４）の５ 定期前 ア 第７８条（基本使用料等の支払義務）第１項の規定にかかわらず、
払ａｕ契約に
定期前払ａｕ契約に係る基本使用料については、その定期前払ａｕ
係る基本使用
サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月の初日（当社
料の取扱い
が別に定める方法によりその定期前払ａｕサービスの提供を開始し
た日が料金月の初日である場合は、その料金月の初日とし、定期前
払ａｕ契約を更新した場合は、その定期前払ａｕ契約の更新日とし
ます。）から、その定期前払ａｕ契約の満了日までの期間（以下「定
期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象期間」といいます。）を単位と
して、２－１－３に規定する料金額を適用します。
この場合、定期前払ａｕ契約者は、その定期前払ａｕサービスの
提供の開始（その提供の開始が、当社が別に定めるところにより料
金月の初日に行われるものを除きます。）のあった日から、その日を
含む料金月の末日までの間（以下「定期前払ａｕ契約の基本使用料
免除期間」といいます。）については、基本使用料の支払いを要しま
せん。
イ その契約が定期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象期間に解除さ
れた場合であっても、その解除が当社の責に帰すべき事由によるも
のであるときを除き、契約者は、その期間に係る基本使用料の全額
を支払っていただきます。
（４）の６ 包括的 包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線について、契約変更を
管理の取扱い 伴う請求があったときは、その請求を承諾した日を含む料金月の翌料
の適用を受け 金月から、変更後の基本使用料を適用します。
る契約者回線
について契約
変更を行う場
合の基本使用
料等の取扱い
について
（５） 基本使用料 ア 基本使用料の長期利用割引（以下この欄において「本割引」とい
の長期利用割
います。）とは、基本使用料の料金種別としてプランＬＬ、プランＬ
引の適用（長
、プランＭ、プランＳ、プランＳＳ、デイタイムＬ、デイタイムＳ
期優待割引、
、プランＥ、プランＷ又はシンプルプラン（プランＦ（ＩＳ）シン
長期割引サー
プルを除きます。）を選択している契約者回線について、ａｕサービ
ビス）
スの利用月数に応じて、そのａｕサービス（ａｕパケットを除きま
す。）に係るその料金月の基本使用料について、次表に規定する額の
割引を行うことをいいます。
１契約ごとに
利用月数

割引額

１２か月を超え２４か月以内の場合 その料金月の基本使用料に０．０５
を乗じて得た額
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２４か月を超え４８か月以内の場合 その料金月の基本使用料に０．０７
を乗じて得た額
４８か月を超える場合

その料金月の基本使用料に０．１５
を乗じて得た額

備考 ａｕサービスの利用月数は、そのａｕサービスに係る利用
開始月からその料金月（契約解除があったときは、その契約解
除日の前日を含む料金月までとします。）までの月数（一時休止
日の前日を含む料金月の翌料金月から再利用開始日を含む料金
月の前料金月までの月数を除きます。以下この欄において同じ
とします。）を通算したもの（契約変更を行った場合は、契約変
更を行う前のａｕ契約により提供を受けていたａｕサービスに
係る利用開始月からその契約変更のあった日を含む料金月の前
料金月までの月数を、これに合算したものとします。）とします
。
イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線であって、次に該当しないものに限り、適用します。
（ア） 定期ａｕ契約に係るもの
（イ） （１０）の６の適用を受けているもの
（ウ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 次に該当する場合において、新たに契約を締結したａｕサービス
の利用月数は、同時に契約の解除があった電気通信サービス（第２
種ａｕパケット及び特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に規定
する第２種ａｕパケットを除きます。）を利用した月数に相当する期
間を加えて計算します。
（ア） 特定事業者との間に当社のａｕ契約に相当する契約を締結し
ていた者が、当社が別に定めるところにより、その契約を解除
すると同時に新たに当社とａｕ契約を締結したとき。
（イ） 当社が別に定める態様により、ａｕ契約を解除すると同時に
新たにその他のａｕ契約を締結したとき。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
（６） 複数回線複 ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）
合割引の適用
とは、割引選択回線群（本割引を選択する契約者回線又は特定事業
（家族割、法
者のａｕ通信サービス契約約款に定める複数回線複合割引若しくは
人割、マイフ
特定ＭＶＮＯ契約約款に定める複数回線複合割引（以下この欄にお
ァミリー割引
いて「特定割引」といいます。）を選択する他網契約者回線により構
）
成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を
構成する契約者回線（（４）に規定する学生用若しくは障害者用の基
本使用料の適用を受けているもの又は（４）の４の適用を受けている
ものを除きます。）に関する基本使用料として、次のいずれかを適用
することをいいます。
（ア） （イ）以外の場合
① ②以外のもの
その基本使用料（（５）の適用による場合は、適用した後の額
とします。以下この欄において同じとします。）に０．２５を乗じて
得た額の割引きを行うこと。
② 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（Ｉ
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Ｓ）シンプルのもの
２－１－１の（１）に規定する料金額から、次表に規定する割
引額を割引いた額を適用すること。
１契約ごとに
割引額
区

分
税抜額 （税込額）

プランＦ（ＩＳ）

７７２円（ ８１０円）

プランＦ（ＩＳ）シンプル

３７２円（ ３９０円）

（イ） その契約者回線に係るａｕ契約が定期ａｕ契約である場合
２－１－１の（２）、（３）又は（４）に規定する料金額に代え、
その基本使用料の料金種別及びその定期ａｕ契約の利用月数に
応じ、２－１－１の（１）に規定する料金額から、下表に規定す
る割引額を割引いた額を適用すること。
この場合において、利用月数の取扱いについては、（５）に規
定するａｕサービスの利用月数と同様の方法で計算した月数と
します。
１電話番号ごとに月額
区
料金
種別
プ
ラ
ン
Ｌ
Ｌ

プ
ラ
ン

分
利用月数

割引額
税抜額（税込額）

１２か月以内のもの

５，４７５円（５，７４８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５，７００円（５，９８５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５，９２５円（６，２２１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，１５０円（６，４５７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３７５円（６，６９３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，６００円（６，９３０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，８２５円（７，１６６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，０５０円（７，４０２円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，２００円（７，５６０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，３５０円（７，７１７円）

１２０か月を超えるもの

７，５００円（７，８７５円）

１２か月以内のもの

３，４６８円（３，６４１円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，６１０円（３，７９０円）
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Ｌ

プ
ラ
ン
Ｍ

プ
ラ
ン
Ｓ

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，７５３円（３，９４０円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８９５円（４，０８９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０３８円（４，２３９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，１８０円（４，３８９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，３２３円（４，５３９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，４６５円（４，６８８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，５６０円（４，７８８円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，６５５円（４，８８７円）

１２０か月を超えるもの

４，７５０円（４，９８７円）

１２か月以内のもの

２，４０９円（２，５２９円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，５０８円（２，６３３円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，６０７円（２，７３７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，７０６円（２，８４１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，８０５円（２，９４５円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，９０４円（３，０４９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，００３円（３，１５３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，１０２円（３，２５７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，１６８円（３，３２６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，２３４円（３，３９５円）

１２０か月を超えるもの

３，３００円（３，４６５円）

１２か月以内のもの

１，７１６円（１，８０１円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，７８６円（１，８７５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，８５７円（１，９４９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，９２７円（２，０２３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，９９８円（２，０９７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，０６８円（２，１７１円）
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プ
ラ
ン
Ｓ
Ｓ

デ
イ
タ
イ
ム
Ｌ

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，１３９円（２，２４５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２０９円（２，３１９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２５６円（２，３６８円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３０３円（２，４１８円）

１２０か月を超えるもの

２，３５０円（２，４６７円）

１２か月以内のもの

１，３１４円（１，３７９円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，３６８円（１，４３６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，４２２円（１，４９３円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，４７６円（１，５４９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，５３０円（１，６０６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，５８４円（１，６６３円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，６３８円（１，７１９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，６９２円（１，７７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，７２８円（１，８１４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，７６４円（１，８５２円）

１２０か月を超えるもの

１，８００円（１，８９０円）

１２か月以内のもの

３，４６８円（３，６４１円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，６１０円（３，７９０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，７５３円（３，９４０円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８９５円（４，０８９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０３８円（４，２３９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，１８０円（４，３８９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，３２３円（４，５３９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，４６５円（４，６８８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，５６０円（４，７８８円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，６５５円（４，８８７円）
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デ
イ
タ
イ
ム
Ｓ

プ
ラ
ン
Ｅ

プ
ラ
ン
Ｆ
（

１２０か月を超えるもの

４，７５０円（４，９８７円）

１２か月以内のもの

１，４６０円（１，５３３円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，５２０円（１，５９６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，５８０円（１，６５９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，６４０円（１，７２２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，７００円（１，７８５円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，７６０円（１，８４８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，８２０円（１，９１１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，８８０円（１，９７４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，９２０円（２，０１６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，９６０円（２，０５８円）

１２０か月を超えるもの

２，０００円（２，１００円）

１２か月以内のもの

１，１２７円（１，１８３円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，１７３円（１，２３１円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，２１９円（１，２７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，２６６円（１，３２９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，３１２円（１，３７７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，３５８円（１，４２５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４０５円（１，４７５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５１円（１，５２３円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４８２円（１，５５６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，５１３円（１，５８８円）

１２０か月を超えるもの

１，５４３円（１，６２０円）

１２か月以内のもの

１，１２７円（１，１８３円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，１７３円（１，２３１円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，２１９円（１，２７９円）
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Ｉ
Ｓ
）

プ
ラ
ン
Ｗ

プ
ラ
ン
Ｌ
Ｌ
シ
ン
プ
ル

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，２６６円（１，３２９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，３１２円（１，３７７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，３５８円（１，４２５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４０５円（１，４７５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５１円（１，５２３円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４８２円（１，５５６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，５１３円（１，５８８円）

１２０か月を超えるもの

１，５４３円（１，６２０円）

１２か月以内のもの

２，３０９円（２，４２４円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，４０４円（２，５２４円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，４９８円（２，６２２円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，５９３円（２，７２２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，６８８円（２，８２２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，７８３円（２，９２２円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，８７８円（３，０２１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，９７３円（３，１２１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，０３６円（３，１８７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，０９９円（３，２５３円）

１２０か月を超えるもの

３，１６２円（３，３２０円）

１２か月以内のもの

４，８９１円（５，１３５円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５，０９２円（５，３４６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５，２９３円（５，５５７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，４９４円（５，７６８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，６９５円（５，９７９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，８９６円（６，１９０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，０９７円（６，４０１円）
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８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，２９８円（６，６１２円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，４３２円（６，７５３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，５６６円（６，８９４円）

１２０か月を超えるもの

６，７００円（７，０３５円）

１２か月以内のもの

２，８８４円（３，０２８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，００２円（３，１５２円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，１２１円（３，２７７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，２３９円（３，４００円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，３５８円（３，５２５円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，４７６円（３，６４９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５９５円（３，７７４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，７１３円（３，８９８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，７９２円（３，９８１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，８７１円（４，０６４円）

１２０か月を超えるもの

３，９５０円（４，１４７円）

１２か月以内のもの

１，８２５円（１，９１６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，９００円（１，９９５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，９７５円（２，０７３円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，０５０円（２，１５２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，１２５円（２，２３１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，２００円（２，３１０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，２７５円（２，３８８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，３５０円（２，４６７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，４００円（２，５２０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，４５０円（２，５７２円）

１２０か月を超えるもの

２，５００円（２，６２５円）
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１２か月以内のもの

１，１３２円（１，１８８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，１７８円（１，２３６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，２２５円（１，２８６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，２７１円（１，３３４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，３１８円（１，３８３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，３６４円（１，４３２円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４１１円（１，４８１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５７円（１，５２９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４８８円（１，５６２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，５１９円（１，５９４円）

１２０か月を超えるもの

１，５５０円（１，６２７円）

１２か月以内のもの

６８２円（ ７１６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

７１０円（ ７４５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７３８円（ ７７４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７６６円（ ８０４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７９４円（ ８３３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

８２２円（ ８６３円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

８５０円（ ８９２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

８７８円（ ９２１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

８９７円（ ９４１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

９１６円（ ９６１円）

１２０か月を超えるもの

９３４円（ ９８０円）

１２か月以内のもの

２，８８４円（３，０２８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，００２円（３，１５２円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，１２１円（３，２７７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，２３９円（３，４００円）
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４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，３５８円（３，５２５円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，４７６円（３，６４９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５９５円（３，７７４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，７１３円（３，８９８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，７９２円（３，９８１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，８７１円（４，０６４円）

１２０か月を超えるもの

３，９５０円（４，１４７円）

１２か月以内のもの

８７６円（ ９１９円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

９１２円（ ９５７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

９４８円（ ９９５円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

９８４円（１，０３３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，０２０円（１，０７１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，０５６円（１，１０８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，０９２円（１，１４６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，１２８円（１，１８４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，１５２円（１，２０９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，１７６円（１，２３４円）

１２０か月を超えるもの

１，２００円（１，２６０円）

１２か月以内のもの

５４３円（ ５７０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５６５円（ ５９３円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５８７円（ ６１６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６１０円（ ６４０円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６３２円（ ６６３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６５４円（ ６８６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６７７円（ ７１０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６９９円（ ７３３円）
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９６か月を超え１０８か月以内のもの

７１４円（ ７４９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７２９円（ ７６５円）

１２０か月を超えるもの

７４３円（ ７８０円）

１２か月以内のもの

５４３円（ ５７０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５６５円（ ５９３円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５８７円（ ６１６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６１０円（ ６４０円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６３２円（ ６６３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６５４円（ ６８６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６７７円（ ７１０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６９９円（ ７３３円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７１４円（ ７４９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７２９円（ ７６５円）

１２０か月を超えるもの

７４３円（ ７８０円）

１２か月以内のもの

１，７２５円（１，８１１円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，７９６円（１，８８５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，８６６円（１，９５９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，９３７円（２，０３３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，００８円（２，１０８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，０７９円（２，１８２円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，１５０円（２，２５７円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２２１円（２，３３２円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２６８円（２，３８１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３１５円（２，４３０円）

１２０か月を超えるもの

２，３６２円（２，４８０円）

１２か月以内のもの
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１２か月を超え ２４か月以内のもの

７１０円（ ７４５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７３８円（ ７７４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７６６円（ ８０４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７９４円（ ８３３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

８２２円（ ８６３円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

８５０円（ ８９２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

８７８円（ ９２１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

８９７円（ ９４１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

９１６円（ ９６１円）

１２０か月を超えるもの

９３４円（ ９８０円）

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます
。
（ア） （１０）の６の適用を受けているもの
（イ） 第２（通話料）１（適用）の（２６）又は（２８）の適用を受けてい
るもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当
社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合
を除いて、これを承諾します。
（ア） 指定した割引選択回線群を構成する契約者回線及び他網契約
者回線の数が２以上１０以下でないとき。
（イ） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（ウ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（エ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契
約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線及
び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に
定める基準に適合する場合を除きます。）。
（オ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 当社は、１の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る契約者
名義が異なる場合であっても、通信料明細内訳書の発行その他の取
扱いについて、同一の契約者名義とみなして取り扱います。
キ 本割引の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位で行い
ます。
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ク 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日を
含む料金月からとします。
ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について契約者か
ら本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する
場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オの（ア）から（オ）のいずれかに該当することとなった
とき。
コ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までの基本使用料につい
て、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 の前日までの基本使用料について、本割引
ａｕ契約の解除又 の適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。
サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線に
ついて、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割
引、（７）、（８）若しくは（１０）又は第２（通話料）１（適用）の（１６）
若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金
月の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対象とし
ます。
シ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
ス 本割引の適用を受けている契約者回線について、（３）の規定に基
づきその基本使用料の料金種別の変更があった場合は、基本使用料
の料金種別ごとにアに規定する割引額の日割りを行います。
セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
ソ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社
が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求
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額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。）又はそ
の目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな
いことがあります。
タ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者又は特定ＭＶＮＯ事業者がその割引選択回線群を
構成する他網契約者回線について特定割引の適用の可否を判断する
ために、その割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特
定割引の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者又は
特定ＭＶＮＯ事業者に通知することを承諾していただきます。
（７） 契約者を単 ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この欄において「本
位とする基本
割引」といいます。）とは、割引選択回線群（本割引を選択する契約
使用料割引Ⅰ
者回線又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める契約者
の適用（グル
を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この欄において「特定割引」
ープディスカ
といいます。）を選択する他網契約者回線により構成される回線群を
ウント）
いいます。以下この欄において同じとします。）を構成する契約者回
線（（６）の適用を受けているものを除きます。）に関する基本使用料
（（５）の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄
において同じとします。）について、次表に規定する額の割引を行う
ことをいいます。
（ア） （イ）以外のもの
１契約ごとに
その料金月の割引選択回線群を構成
する契約者回線（（６）の適用を受け
ているものを除きます。）及び他網契
約者回線の数

割引額

２以上４以下の場合

その料金月の基本使用料に
０．１５を乗じて得た額

５以上４９以下の場合

その料金月の基本使用料に
０．２０を乗じて得た額

５０以上９９９以下の場合

その料金月の基本使用料に
０．２５を乗じて得た額

１０００以上の場合

その料金月の基本使用料に
０．２８を乗じて得た額

（イ） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（Ｉ
Ｓ）シンプルであって、そのａｕ契約が一般ａｕ契約であるも
の
１契約ごとに
割引額
区

分
税抜額 （税込額）

プランＦ（ＩＳ）
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７７２円（ ８１０円）

プランＦ（ＩＳ）シンプル

３７２円（ ３９０円）

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます
。
（ア） 学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けているもの
（イ） （１０）の６の適用を受けているもの
（ウ） 第４種定期ａｕ契約に係るもの
（エ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当
社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当
する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） 指定した割引選択回線群を構成する契約者回線及び他網契約
者回線の数が２以上でないとき。
（イ） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（ウ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（エ） その申出のあった契約者回線が、第２（通話料）１（適用）
の（１６）又は（２２）を選択する場合であって、その契約者回線と割
引選択回線群を構成する他の契約者回線及び他網契約者回線が
、契約者を単位とする通話料の月極割引又は特定加入電話から
の通話に係る通話料の割引における同一の割引選択回線群に属
さないとき。
（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契
約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線及
び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に
定める基準に適合する場合を除きます。）。
（カ） ２年割グループ又は３年割グループを構成する契約者回線に
よりその割引選択回線群が構成される場合は、その割引選択回
線群を構成することとなる全ての契約者回線及び他網契約者回
線と、その２年割グループ又は３年割グループを構成する全て
の契約者回線及び他網契約者回線が同一でないとき。
（キ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位で行い
ます。
キ 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日を
含む料金月からとします。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
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（カ） その他オの（ア）から（キ）のいずれかに該当することとなった
とき。
ケ クの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までの基本使用料につい
て、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 の前日までの基本使用料について、本割引
ａｕ契約の解除又 の適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。
コ ケの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線に
ついて、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割
引、（６）、（８）若しくは（１０）又は第２（通話料）１（適用）の（１６）
若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金
月の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対象とし
ます。
サ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
シ 本割引の適用を受けている契約者回線について、（３）の規定に基
づきその基本使用料の料金種別の変更があった場合は、基本使用料
の料金種別ごとにアの（イ）に規定する割引額の日割りを行います。
ス 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
セ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社
が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求
額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。）又はそ
の目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな
いことがあります。
ソ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回
線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必要な範
囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾してい
ただきます。
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（８） 契約者を単 ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅱ（以下この欄において「本
位とする基本
割引」といいます。）とは、割引選択回線群（本割引を選択する契約
使用料割引Ⅱ
者回線又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める契約者
の適用（シン
を単位とする基本使用料割引Ⅱ（以下この欄において「特定割引」
グル大口回線
といいます。）を選択する他網契約者回線により構成される回線群を
割引）
いいます。以下この欄において同じとします。）を構成する契約者回
線に関する基本使用料について、次表に規定する額の割引を行うこ
とをいいます。
１契約ごとに
その料金月の割引選択回線
群を構成する契約者回線及
び他網契約者回線の数

割引額

５０以上１４９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．１０を
乗じて得た額

１５０以上２４９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．１５を
乗じて得た額

２５０以上４９９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．２０を
乗じて得た額

５００以上９９９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．３０を
乗じて得た額

１０００以上の場合

その料金月の基本使用料に０．４０を
乗じて得た額

イ 本割引は、ａｕサービス（第１種ａｕパケットに限ります。）の契
約者回線であって、（１０）の６の適用を受けていないものに限り、選
択することができます。
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当
社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当
する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（イ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（ウ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契
約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線及
び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき。
（エ） その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき
。
（オ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
[ ａｕ ー82ー ]

カ 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日を
含む料金月からとします。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 第１種ａｕパケット以外の種類への変更があったとき。
（カ） その他オの（ア）から（オ）のいずれかに該当することとなった
とき。
ク キの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。

区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までの基本使用料につい
て、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 の前日までの基本使用料について、本割引
ａｕ契約の解除又 の適用の対象とします。
は第１種ａｕパケ
ット以外の種類へ
の変更があったと
き。
ケ クの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線に
ついて、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割
引、（６）、（７）若しくは（１０）又は第２（通話料）１（適用）の（１６）
若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金
月の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対象とし
ます。
コ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
シ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社
が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求
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額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。）又はそ
の目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな
いことがあります。
ス 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回
線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必要な範
囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾してい
ただきます。
（９） 包括回線グ ア 包括回線グループを単位とする基本使用料割引（以下この欄にお
ループを単位
いて「本割引」といいます。）とは、あらかじめ契約者が選択した包
とする基本使
括回線グループ（第２種ａｕパケットの契約者回線により構成され
用料割引の適
るものに限ります。以下この欄において同じとします。）を構成する
用（シングル
契約者回線に係る基本使用料について、包括回線グループを単位と
大口回線割引
して次表に規定する額の割引を行うことをいいます
）
１契約ごとに
その料金月の包括回線グル
ープに係る契約者回線の数

割引額

５０以上１４９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．１０を
乗じて得た額

１５０以上２４９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．１５を
乗じて得た額

２５０以上４９９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．２０を
乗じて得た額

５００以上９９９以下の場合

その料金月の基本使用料に０．３０を
乗じて得た額

１０００以上の場合

その料金月の基本使用料に０．４０を
乗じて得た額

イ 当社は、本割引の適用の申出があったときは、次のいずれかに該
当する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、包括回線グループに係る料金その他の債務の
支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
（イ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（ウ） その契約者回線が（１０）の６の適用を受けているとき。
（エ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
ウ 本割引の適用の開始は、イの規定により本割引の申出を当社が承
諾した日を含む料金月からとします。
エ 当社は、契約者から、本割引の適用を受けている包括回線グルー
プを構成する全ての契約者回線について、一括して本割引の適用を
廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引
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の適用を廃止します。
（ア） ａｕ契約の解除があったとき。
（イ） イの（ア）から（エ）のいずれかに該当することとなったとき。
オ エの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日を含む料金月の末日までの基本
割引の適用を廃止 使用料について、本割引の適用の対象とし
したとき。
ます。
２ ａｕ契約の解除 その契約解除日の前日までの基本使用料に
があったとき。
ついて、本割引の適用の対象とします。
カ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
（１０） 契約者を単 ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ（以下この欄において「本
位とする基本
割引」といいます。）とは、割引選択回線群（本割引を選択する契約
使用料割引Ⅲ
者回線（（１０）の３の適用を受けているものを除きます。以下この欄
の適用（シン
において同じとします。）又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約
グル大口回線
款に定める契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ（以下この欄にお
割引）
いて「特定割引」といいます。）を選択する他網契約者回線（特定事
業者のａｕ通信サービス契約約款に定める複数回線の利用を条件と
する第３種ａｕパケットに関する基本使用料の減額適用を受けてい
るものを除きます。以下この欄において同じとします。）により構成
される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構
成する契約者回線及び他網契約者回線の数が３０以上である場合に、
その割引選択回線群を構成する契約者回線に関する基本使用料につ
いて、その料金月の基本使用料に０．０２を乗じて得た額の割引を行う
ことをいいます。
イ 本割引は、第３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケットの契約者
回線（包括的管理の取扱いの適用を受けているもの又は当社が別に
定める移動無線装置を利用しているものを除きます。）であって、次
に該当しないものに限り、選択することができます。
（ア） （１０）の６の適用を受けているもの
（イ） 第４種定期ａｕ契約に係るもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当
社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当
する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（イ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（ウ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契
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約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線及
び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき。
（エ） その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき
。
（オ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日を
含む料金月からとします。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 第３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケット以外へのａｕサ
ービスの種類の変更があったとき。
（カ） その他オの（ア）から（オ）のいずれかに該当することとなった
とき。
ク キの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までの基本使用料につい
て、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 の前日までの基本使用料について、本割引
ａｕ契約の解除（ の適用の対象とします。
第４種定期ａｕ契
約への契約変更の
場合は除きます。）
又は第３種ａｕパ
ケット若しくは第
４種ａｕパケット
以外へのａｕサー
ビスの種類の変更
があったとき。
ケ クの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線に
ついて、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割
引、（６）、（７）若しくは（８）又は第２（通話料）１（適用）の（１６）
若しくは（２２）の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金
月の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対象とし
ます。
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コ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
シ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社
が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求
額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。）又はそ
の目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな
いことがあります。
ス 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回
線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必要な範
囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾してい
ただきます。
（１０）の２ 複数回 ア 定期前払ａｕ契約者が、当社との間にａｕ契約（ａｕパケットに
線の利用を条
係るものを除きます。）を締結している、特定事業者との間にａｕ契
件とする定期
約（ａｕパケットに係るものを除きます。）を締結している、又は特
前払ａｕサー
定ＭＶＮＯ事業者との間に特定ＭＶＮＯ契約を締結している場合、
ビスに関する
２－１－３に定める料金額に代えて、下表に定める料金額を適用す
基本使用料の
る取扱い（以下この欄において「本減額適用」といいます。）を行い
減額適用
ます。
１電話番号あたり定期前払ａｕ契約の
基本使用料課金対象期間ごとに
区
基本使用料

分

料 金 額
税抜額 １０，０００円（税込額 １０，５００円）

イ 当社は、定期前払ａｕサービスの契約者回線に限り、本減額適用
を行います。
ウ 定期前払ａｕ契約者は、本減額適用を受ける場合、あらかじめ減
額適用グループ（１の減額対象回線（本減額適用を受ける定期前払
ａｕサービスの契約者回線をいいます。以下この欄において同じと
します。）及び１の判定用回線（その契約者が当社との間で締結して
いるａｕ契約に基づき提供を受けているａｕサービス（ａｕパケッ
トを除きます。）の契約者回線、特定事業者との間で締結しているａ
ｕ契約に基づき提供を受けているａｕサービス（ａｕパケットを除
きます。）の他網契約者回線又は特定ＭＶＮＯ事業者との間で締結し
ている特定ＭＮＶＯ契約に基づき提供を受けている特定ＭＶＮＯ通
信サービスの他網契約者回線をいいます。以下この欄において同じ
とします。）により構成される組合せをいいます。以下この欄におい
て同じとします。）を指定して、当社が別に定めるサービス取扱所に
申し出ていただきます。
エ 本減額適用は、その申出を次の各号に定める期限までに行ってい
ただくことにより、その定期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象期
間について、実施します。
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（ア） 定期前払ａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の末
日（当社が別に定める方法により料金月の開始と同時に定期前
払ａｕサービスの提供を開始する場合は、その料金月の末日の
前々日）。
（イ） 定期前払ａｕ契約を更新した場合、その定期前払ａｕ契約の
更新日を含む料金月の末日の前々日。
オ 当社は、ウの申し出があったときは、次のいずれかに該当する場
合を除いて、これを承諾します。
（ア） ウにより定期前払ａｕ契約者が指定する契約者回線又は他網
契約者回線が、他の減額適用グループを構成しているとき。
（イ） 判定用回線として指定した契約者回線又は他網契約者回線の
契約名義人が、その定期前払ａｕ契約者でないとき。
（ウ） 判定用回線に係るａｕサービスについて利用の一時休止が行
われているとき。
（エ） 判定用回線に係るａｕサービスの種類がａｕパケットである
とき。
（オ） その契約者が、減額適用グループを構成する契約者回線及び
他網契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、
又は怠るおそれがあるとき。
（カ） その契約者以外の者の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。
（キ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本減額適用を受けている定期前払ａｕ契約者は、当社が別に定め
る期日までに、当社が別に定めるサービス取扱所に申し出ることに
より、判定用回線の指定を変更することができます。
この場合、当社は、その承諾については、オに準じて取り扱いま
す。
キ 本減額適用は、次の各号のいずれかに該当する場合、その定期前
払ａｕ契約の基本使用料課金対象期間の満了をもって廃止するもの
とします。
（ア） 定期前払ａｕ契約者から本減額適用の廃止の請求があったと
き。
（イ） 判定用回線（カによりその指定を変更する場合は、当社が別
に定める期日までに変更の申し出があったものに限ります。）に
ついて、そのａｕ契約の解除若しくは特定ＭＶＮＯ契約の解除
、ａｕサービスの利用の一時休止、ａｕサービス利用権の譲渡
又はａｕパケットへの種類の変更があったとき。
ク 定期前払ａｕ契約者は、キの各号のいずれかに該当する事由が生
じた場合、下表に定める本減額適用廃止料の支払いを要します。
ただし、満了日を含む料金月にその事由が生じた場合は、この限
りでありません。
１の定期前払ａｕ契約ごとに
本減額適用廃止料
税抜額 ５，０００円（税込額 ５，２５０円）
ケ 減額適用グループを構成する判定用回線として他網契約者回線を
指定する定期前払ａｕ契約者は、当社がオ又はカによりその承諾の
可否を判断するために、必要な範囲で、その契約者に係る情報につ
いて特定事業者又は特定ＭＶＮＯ事業者との間で相互に開示し照会
することを承諾していただきます。
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（１０）の３ 複数回 ア 第３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケットに係るａｕ契約者が
線の利用を条
、当社との間にａｕ電話、ａｕデュアル（第５種ａｕデュアルを除
件とする第３
きます。）若しくはＵＩＭサービスに係るａｕ契約を締結している、
種ａｕパケッ
特定事業者との間にａｕ電話、ａｕデュアル（第５種ａｕデュアル
ト又は第４種
を除きます。）若しくはＵＩＭサービスに係るａｕ契約を締結してい
ａｕパケット
る、又は特定ＭＶＮＯ事業者との間に特定ＭＶＮＯ契約を締結して
に関する基本
いる場合において、その契約者からの申出により、その第３種ａｕ
使用料の減額
パケット又は第４種ａｕパケットの契約者回線（その基本使用料の
適用（ＷＩＮ
料金種別がＷＩＮモジュール定額のものを除きます。）について、２
シングルセッ
－１－２に定める料金額に代えて、下表に定める料金額を適用する
ト割）
取扱い（以下この欄において「本減額適用」といいます。）を行いま
す。
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

第３種 ＷＩＮシングルＬＬ
ａｕパ
ケット ＷＩＮシングルＬ

７，８００円（ ８，１９０円）
５，６００円（ ５，８８０円）

ＷＩＮシングルＭ

３，９００円（ ４，０９５円）

ＷＩＮシングルＳ

１，９００円（ １，９９５円）

ＷＩＮシングルＳＳ

１，０００円（ １，０５０円）

第４種 ＷＩＮシングル定額
ａｕパ フルサポート
ケット
ＷＩＮシングル定額
シンプル

２，５００円（ ２，６２５円）

１，６００円（ １，６８０円）

ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート

８，２００円（ ８，６１０円）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート

６，０００円（ ６，３００円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸフルサポート

４，３００円（ ４，５１５円）

ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

７，３００円（ ７，６６５円）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

５，１００円（ ５，３５５円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸシンプル

３，４００円（ ３，５７０円）
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ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート
ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

１，８３４円（ １，９２５円）

９３４円（

９８０円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

４，６９１円（ ４，９２５円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

３，７９１円（ ３，９８０円）

イ 当社は、第３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケットの契約者回
線（包括的管理の取扱いの適用を受けているもの又は当社が別に定
める移動無線装置を利用しているものを除きます。）であって、次に
該当しないものに限り、本減額適用を行います。
（ア） （１０）の６の適用を受けているもの
（イ） 第４種定期ａｕ契約に係るもの
ウ 本減額適用の申込みは、あらかじめ１の減額対象回線（本減額適
用を受ける第３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケットの契約者回
線をいいます。以下この欄において同じとします。）及び１の判定用
回線（当社が提供するａｕ電話、ａｕデュアル（第５種ａｕデュア
ルを除きます。）若しくはＵＩＭサービスの契約者回線、特定事業者
が提供するａｕ電話、ａｕデュアル（第５種ａｕデュアルを除きま
す。）若しくはＵＩＭサービスの他網契約者回線又は特定ＭＶＮＯ事
業者が提供する特定ＭＶＮＯ通信サービスの他網契約者回線をいい
ます。以下この欄において同じとします。）を指定して、当社が別に
定めるサービス取扱所に行っていただきます。
エ 当社は、ウに規定する申込みがあったときは、次のいずれかに該
当する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） ウにより判定用回線として指定された契約者回線が、他の第
３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケットの契約者回線に本減
額適用を行うための判定用回線として指定されたものであると
き。
（イ） 判定用回線として指定した契約者回線又は他網契約者回線に
係る契約者名義が、減額対象回線に係る契約者名義と異なると
き。
（ウ） 判定用回線に係るａｕサービスの利用の一時休止が行われて
いるとき。
（エ） その契約者が、判定用回線又は減額対象回線に係る料金その
他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
（オ） その契約者以外の者の用に供され、それが業として行われる
ものと当社が認めるとき。
（カ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
オ 本減額適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金
月からとします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、その料金月におけるａ
ｕサービス（第３種ａｕパケット又は第４種ａｕパケットに限りま
す。）の利用日数に応じてアの表に規定する料金額を日割りして適用
します。。
（ア） 減額適用回線について、そのａｕサービスの提供を開始した
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日を含む料金月に、本減額適用の申込みを受け、当社がこれを
承諾した場合。
（イ） 減額適用回線について、第３種ａｕパケット又は第４種ａｕ
パケットへのａｕサービスの種類の変更があった日を含む料金
月に、本減額適用の申込みを受け、当社がこれを承諾した場合
。
カ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本減額適用を廃
止し、その該当する事由が生じた日を含む料金月の前料金月の末日
までの基本使用料について、本減額適用の対象とします。
（ア） 契約者から本減額適用の廃止の申出があったとき。
（イ） 判定用回線又は減額対象回線に係るａｕ契約の解除又は特定
ＭＶＮＯ契約の解除があったとき。
（ウ） 判定用回線又は減額対象回線に係るａｕサービスの利用の一
時休止があったとき。
（エ） 判定用回線又は減額対象回線に係るａｕサービス利用権の譲
渡があったとき。
（オ） 判定用回線又は減額対象回線に係る契約者又は特定ＭＶＮＯ
契約者の地位の承継があったとき。
（カ） 減額対象回線について、第３種ａｕパケット又は第４種ａｕ
パケット以外へのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（キ） 判定用回線について、ａｕパケットへの種類の変更があった
とき。
キ 次の各号のいずれかに該当する場合、本減額適用は、オ又はカの
規定にかかわらず、それぞれ各号の規定によります。
（ア） 判定用回線のａｕサービスの利用の一時休止があった日を含
む料金月に、そのａｕサービスの再利用が開始された場合であ
って、その再利用を開始した後、同一料金月内に本減額適用の
申込みを受け当社が承諾したときは、当社は、その料金月につ
いて本減額適用を行います。
（イ） 減額対象回線のａｕサービスの利用の一時休止を行った日を
含む料金月内にそのａｕサービスの再利用が開始された場合で
あって、その再利用を開始した後、同一料金月内に本減額適用
の申込みを受け当社が承諾したときは、その料金月のうちａｕ
サービスの利用の一時休止期間を除く期間に係る日数に応じて
、アの表に規定する料金額を日割りして適用します。
（ウ） 本減額適用の申込みを受け当社がこれを承諾した日を含む料
金月に、カに定める事由が生じた場合は、本減額適用は行いま
せん。
ク 判定用回線として他網契約者回線を指定する契約者は、当社がエ
によりその承諾の可否を判断するために必要な範囲で、その契約者
に係る情報について特定事業者又は特定ＭＶＮＯ事業者との間で相
互に開示し照会することを承諾していただきます。
（１０）の４ 特定サ
ービス等の電
気通信回線へ
の通話に係る
料金に応じた
通話料の割引
に係る基本使
用料の取扱い

第２（通話料）１（適用）（２４）の適用を受けている場合において、グ
ループ内通話割引額が同欄に定める通話料の月間累計額を上回るとき
は、その差額を、基本使用料（（７）の適用による場合は、適用した後
の額とします。）から減額して適用します。
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（１０）の５ 削除

削除

（１０）の６ 契約者 ア 契約者を単位とする金額指定割引（以下この欄において「本割引
を単位とする
」といいます。）とは、（ア）に規定する定額料を支払った場合に、割
金額指定割引
引選択回線群（本割引を選択する契約者回線又は特定事業者のａｕ
の適用（まる
通信サービス契約約款に定める契約者を単位とする金額指定割引（
ごとビジネス
以下この欄において「特定割引」といいます。）を選択する他網契約
割引）
者回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同
じとします。）を構成する全ての契約者回線（第５種ａｕパケットに
係るもの又は基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）、プランＦ
（ＩＳ）シンプル、プランＺシンプル、ＷＩＮシングル定額若しく
はＷＩＮシングルＷｉＭＡＸ定額のものを除きます。）に関する基本
使用料について、契約者からあらかじめ申出のあった指定期間及び
指定金額（（イ）に規定するものをいい、割引選択回線群ごとに指定
するものとします。以下この欄において同じとします。）に応じて、
（イ）に規定する割引率を乗じて得た額（以下この欄において「本割
引に係る基本使用料割引額」といいます。）の割引を行うことをいい
ます。
（ア） 定額料
１割引選択回線群ごとに月額
料

金

額

税抜額 １，０００円 （税込額 １，０５０円）
（イ） 割引率
区
指定期間

分
指定金額

割引率

税抜額（税込額）
１年

２年

５０，０００円 （

５２，５００円）

２８％

３００，０００円 （

３１５，０００円）

３０％

１，０００，０００円 （ １，０５０，０００円）

３６％

５，０００，０００円 （ ５，２５０，０００円）

３７％

１０，０００，０００円 （１０，５００，０００円）

３８％

３０，０００，０００円 （３１，５００，０００円）

３９％

５０，０００，０００円 （５２，５００，０００円）

４０％

５０，０００円 （

５２，５００円）

４０％

３００，０００円 （

３１５，０００円）

４１％

１，０００，０００円 （ １，０５０，０００円）

４２％
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３年

５，０００，０００円 （ ５，２５０，０００円）

４３％

１０，０００，０００円 （１０，５００，０００円）

４４％

３０，０００，０００円 （３１，５００，０００円）

４５％

５０，０００，０００円 （５２，５００，０００円）

４６％

５０，０００円 （

５２，５００円）

４２％

３００，０００円 （

３１５，０００円）

４３％

１，０００，０００円 （ １，０５０，０００円）

４４％

５，０００，０００円 （ ５，２５０，０００円）

４５％

１０，０００，０００円 （１０，５００，０００円）

４６％

３０，０００，０００円 （３１，５００，０００円）

４７％

５０，０００，０００円 （５２，５００，０００円）

４８％

イ 本割引は、ａｕサービス（第２種ａｕパケットを除きます。）の契
約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することがで
きます。
（ア） 定期ａｕ契約に係るもの
（イ） 基本使用料の料金種別がＷＩＮモジュール定額のもの
（ウ） （６）、（７）、（８）、（９）、（１０）又は（１０）の３の適用を受けて
いるもの
（エ） 第２（通話料）１（適用）（１３）、（１６）、（２２）又は（２４）の適用
を受けているもの
（オ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 当社は、その契約者回線が当社が別に定める移動無線装置を利用
しているものである場合、本割引に係る基本使用料割引額について
、割引選択回線群を単位として計算するものとします。
オ 当社は、その契約者回線が別記３６に定める包括的管理の取扱いの
適用を受けている場合、本割引に係る基本使用料割引額について、
包括回線グループを単位として計算するものとします。
カ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当
社に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成する
申出であるときは、１の割引選択回線群について１の割引選択代表
回線（本割引又は特定割引の規定により定額料の支払いを要する１
の契約者回線又は他網契約者回線をいいます。以下この欄において
同じとします。）を指定して、当社に申し出ていただきます。
キ 当社は、カに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当
する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める
ものを含みます。）でないとき。
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（イ） その申出が新たに割引対象回線群を構成する申出であって、
指定した割引選択回線群を構成する契約者回線及び他網契約者
回線の数が２以上でないとき。
（ウ） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（エ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契
約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線及
び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に
定める基準に適合する場合を除きます。）。
（カ） エの適用を受ける契約者回線又は他網契約者回線とその適用
を受けない契約者回線又は他網契約者回線とが同一の割引選択
回線群に含まれることとなるとき。
（キ） 包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線又は他網
契約者回線と、その適用を受けない契約者回線又は他網契約者
回線とが同一の割引割引選択回線群に含まれることとなるとき
。
（ク） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
ク 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、その割引選
択回線群を構成する全ての契約者回線に関するその料金月における
基本使用料の合計額並びに第２（通話料）１（適用）（２５）のアに定
める月間累計額、その割引選択回線群を構成する契約者回線（基本
使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）、プランＦ（ＩＳ）シンプル
又はプランＺシンプルのものに限ります。）からの通話に関する料金
の月間累計額（第２（通話料）１（適用）（２５）のアに定める月間累
計額に相当するものをいいます。）、第３（パケット通信料）１（適
用）（１０）のアに定める月間累計額及びその割引選択回線群を構成す
る契約者回線（基本使用料の料金種別がプランＺシンプルのものに
限ります。）からのパケット通信に関する料金の月間累計額（第３（
パケット通信料）１（適用）（１０）のアに定める月間累計額に相当す
るものをいいます。）の総合計額（以下この欄において「契約者回線
群割引前月間累計額」といいます。）に特定事業者のａｕ通信サービ
ス契約約款に定める契約者回線群割引前月間累計額（その割引選択
回線群を構成する他網契約者回線に係るものに限ります。）を加算し
た額（以下、この欄、第２（通話料）１（適用）（２５）及び第３（パ
ケット通信料）１（適用）（１０）において「月間利用額」といいます
。）が、契約者からあらかじめ申出のあった指定金額に満たないとき
は、その指定金額から月間利用額を減じて得た額（以下この欄にお
いて「未達額」といいます。）に、あらかじめ申出のあった指定期間
及び指定金額に応じて定まるアの（イ）の表に規定する割引率を乗じ
て得た額を未達額から減じて得た額を支払っていただきます。
ただし、本割引又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款の規
定に基づいて、その割引選択回線群が初めて構成された日（以下、
この欄、第２（通話料）１（適用）（２５）及び第３（パケット通信料
）１（適用）（１０）において「割引選択回線群構成日」といいます。）
を含む料金月については、この限りでありません。
ただし、本割引又は特定事業者のａｕ通信サービス契約約款の規
定に基づいて、その割引選択回線群が初めて構成された日（以下、
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この欄、第２（通話料）１（適用）（２５）及び第３（パケット通信料
）１（適用）（１０）において「割引選択回線群構成日」といいます。）
を含む料金月については、この限りでありません。
ケ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
コ 本割引の適用の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した日を
含む料金月の初日からとします。
サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケット（第２種ａｕパケットに限ります。）への種類の
変更があったとき。
（カ） その他キの（ア）から（ク）のいずれか（（イ）を除きます。）に該
当することとなったとき。
シ サの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代表
回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選択代
表回線を指定していただきます。
ス サの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までの基本使用料につい
て、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 の前日までの基本使用料について、本割引
ａｕ契約の解除又 の適用の対象とします。
はａｕパケット（
第２種ａｕパケッ
トに限ります。）へ
の種類の変更があ
ったとき。
セ スの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線に
ついて、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割
引、（６）、（７）、（８）、（９）、（１０）若しくは（１０）の３又は第２（通
話料）１（適用）（１３）、（１６）、（２２）若しくは（２４）の適用の申込みを
したときは、その申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料
について、本割引の適用の対象とします。
ソ サの規定によるほか、当社は、割引選択回線群構成日を含む料金
月から起算して、あらかじめ申出のあった指定期間が経過すること
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となる料金月の末日をもって、その割引選択回線群を構成する全て
の契約者回線について、本割引の適用を廃止します。
タ 当社は、ソの規定により本割引の適用を廃止したときは、その全
ての契約者回線について、廃止日の翌日に、廃止前に適用を受けて
いたものと同じ指定期間及び指定金額を指定して、新たに本割引の
適用の申出があったものとみなして取り扱います。
ただし、廃止日を含む料金月の翌料金月中に、契約者から新たに
本割引の適用を選択しない旨の申出があった場合は、この限りであ
りません。
チ 契約者は、アに規定する指定期間又は指定金額の変更（指定期間
を変更する場合は変更前の指定期間より長期のものへの、指定金額
を変更する場合は変更前の指定金額より高額のものへの変更に限り
ます。）を行うことができます。
この場合において、変更後の区分は、その申出があった日を含む
料金月の翌料金月から適用します。
ツ 本割引が適用される料金月において、契約者回線又は他網契約者
回線に係るａｕサービスの利用の一時中断又は利用中止があった場
合でも、ア及びクの規定を適用します。
テ 割引選択代表回線が他網契約者回線である場合は、アの規定にか
かわらず、定額料の支払いを要しません。
ト 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話又はパ
ケット通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期
間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線につい
て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ
たって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電
気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、こ
の限りでありません。
ナ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
ニ 定額料については、日割りは行いません。
ヌ 契約者は、割引選択回線群構成日を含む料金月から起算して、あ
らかじめ申出のあった指定期間が経過することとなる料金月の末日
が到来する前に、割引選択回線群を構成する全ての契約者回線に係
る本割引の適用の廃止（その割引選択回線群を構成する他網契約者
回線の数が１以上となる場合を除きます。以下このヌにおいて「割
引選択回線群の廃止」といいます。）があったときは、その指定期間
に応じて、次表に規定する額を支払っていただきます。
１割引選択回線群ごとに
支払いを要する額
指定期間

割引選択回線群構成日を含む料金月から起算し
て割引選択回線群の廃止があった日を含む料金
月までの本割引に係る基本使用料割引額（特定
事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める本
割引に係る基本使用料割引額（その割引選択回
線群に係るものに限ります。）を含みます。）、第
２（通話料）１（適用）（２５）のアに定める本割
引に係る通話料割引額（特定事業者のａｕ通信
サービス契約約款に定める本割引に係る通話料
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割引額（その割引選択回線群に係るものに限り
ます。）を含みます。）及び第３（パケット通信料
）１（適用）（１０）のアに定める本割引に係るパ
ケット通信料割引額（特定事業者のａｕ通信サ
ービス契約約款に定める本割引に係るパケット
通信料割引額（その割引選択回線群に係るもの
に限ります。）を含みます。）の合計額に次の率を
乗じて得た額
１年

７５％

２年

７３％

３年

７１％

ネ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
ノ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
ハ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回
線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必要な範
囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾してい
ただきます。
（１１） 海外ローミ ア 当社は、海外ローミング機能について、その種類、２（料金額）
ング機能に係
に規定する国又は地域（その移動無線装置が接続されている外国事
るオプション
業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事
機能使用料の
業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用
適用
地域」といいます。）及び別表１（オプション機能）１２欄の（３）に規
定する利用形態に応じて、オプション機能使用料を適用します。
イ 着信通話利用に係る料金額として、２（料金額）に規定する料金
額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料のほ
か、当社の電話サービス等契約約款に定める国際ローミング着信自
動通話に係る通話料を含みます。
ウ 海外ローミング機能（タイプⅡに限ります。）の利用に係るオプシ
ョン機能使用料（国際ＥＺｗｅｂ利用（別表１（オプション機能）
１２欄に規定する国際ＥＺｗｅｂブラウザ閲覧利用及び国際ＥＺｗｅ
ｂ電子メール利用をいいます。以下同じとします。）又は国際ＰＣサ
イトビューアー利用に係るものに限ります。）については、２（料金
額）に規定する５０課金対象パケットまでの部分の料金額と５０課金対
象パケットを超える部分の料金額を合算した額の支払を要します。
エ 当社が別に定める番号をダイヤルして外国事業者の電気通信サー
ビスを利用した場合については、２（料金額）の規定にかかわらず
、次表に規定する料金額を適用します。
１の利用につき利用時間１分までごとに
海外利用地域
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料 金 額

大韓民国

５００円

ニュージーランド

６００円

（１１）の２ 海外ロ ア 当社は、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料（国際
ーミング機能
ＥＺｗｅｂ利用、国際ＰＣサイトビューア利用、国際ＢＲＥＷ．Ｎ
に係るオプシ
ＥＴ利用、国際ａｕ．ＮＥＴ利用又は国際ＩＳ ＮＥＴ利用（別表
ョン機能使用
３に規定する外国事業者の電気通信サービスによるものに限ります
料への２段階
。以下この（１１）の２において「海外定額対象利用」といいます。）に
定額制の適用
係るものに限ります。以下「特定海外ローミング機能使用料」とい
（海外ダブル
います。）について、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定
定額）
する料金額を適用する取扱い（以下「海外ローミング機能２段階定
額制」といいます。）を行います。
１契約ごとに日額
２（料金額）に規定する料金額によ
り算定した特定海外ローミング機能
使用料の１日あたりの合計額
０円以上１，９８０円以下の場合

１，９８１円以上４０，０００円以下の場合
４０，００１円以上４１，０００円以下の場合

４１，００１円以上の場合

料 金 額

２（料金額）に規定する料
金額により算定した額
１，９８０円
２（料金額）に規定する料
金額により算定した額から
４０，０００円を差し引いた額に
１，９８０円を加算した額
２，９８０円

備考 この表に規定する１日とは、本邦の時刻の午前０時００分００
秒から午後１１時５９分５９秒までの間をいいます。
イ 海外ローミング機能２段階定額制は、ａｕサービス（第３種ａｕ
デュアル、第４種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスに限ります。）の
契約者回線であって、海外定額対象利用が行われた日において、次
のいずれかを満たすものに限り、適用します。
（ア） 基本使用料の料金種別がプランＥ、プランＦ（ＩＳ）、プラ
ンＥシンプル又はプランＦ（ＩＳ）シンプルであるもの。
（イ） 第３（パケット通信料）１（適用）の（８）又は（８）の２の適
用を受けているもの。
（１２） オプション 高速パケット通信機能とＥＺｗｅｂ機能を同時に利用している場合は
機能使用料の 、２（料金額）に規定するオプション機能使用料の合計額から下表の
減額適用
料金額を減額して適用します。
１契約ごとに月額
区

分
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控 除 額

タイプⅠに係るもの

（１３） ａｕ．ＮＥ
Ｔ機能に係る
オプション機
能使用料の適
用

３００円

ａｕ．ＮＥＴ機能に係るオプション機能使用料については、その契約
者回線とａｕ．ＮＥＴ機能に係る電気通信設備との間でパケット通信
（特定事業者が提供するローミングに係るものを含みます。）を行った
料金月において適用します。この場合において、当社は、通則第６項
の規定にかかわらず、そのオプション機能使用料の日割りを行いませ
ん。

（１４） ａｕ．ＮＥ ア 当社は、ａｕ契約者からの申込みがあった契約者回線に係るオプ
Ｔ機能に係る
ション機能使用料（ａｕ．ＮＥＴ機能に係るものに限ります。）につ
オプション機
いて、その料金月において、判定対象回線群（その契約者（当社が
能使用料の減
別に定める基準に適合する、その契約者以外の者を含みます。以下
額適用（ａｕ
この欄において「その契約者等」といいます。）名義のａｕサービス
．ＮＥＴビジ
（第２種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線（当社が別に定め
ネス割引）
る移動無線装置を利用しているものを除きます。）であって、その契
約者が指定したもの（その料金月の全ての日において、そのａｕサ
ービスの利用の一時休止が行われているものを除きます。以下この
欄において「判定対象契約者回線」といいます。）及び特定事業者の
他網契約者回線（判定対象契約者回線に相当するものに限ります。）
により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとし
ます。）を構成する契約者回線及び他網契約者回線の数の合計が３０以
上である場合に、２－２－１の（２）に規定する料金額に代えて、下
表に定める料金額を適用する取扱い（以下この欄において「本割引
」といいます。）を行います。
１契約ごとに月額
区

分

料 金 額

ａｕ．ＮＥＴ機能

税抜額 ３００円（税込額 ３１５円）

イ 本割引は、第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａ
ｕデュアル若しくはＵＩＭサービス（タイプⅠに限ります。）の契約
者回線又は第３種ａｕパケット若しくは第４種ａｕパケットの契約
者回線（当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り
ます。）に限り、選択することができます。
ウ 当社は、アに規定する申込みがあったときは、次のいずれかに該
当する場合を除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者回線に係る契約者名義が、法人（法人に相当する
ものと当社が認めるものを含みます。）でないとき。
（イ） その契約者が、その契約者回線に係る料金その他の債務の支
払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
（ウ） その契約者回線が、その契約者以外の者（その契約者と相互
に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基
準に適合する者を除きます。）の用に供され、それが業として行
われるものと当社が認めるとき。
（エ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
エ 本割引の適用の開始は、アに規定する申込みを当社が承諾した日
を含む料金月からとします。
オ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれ
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かに該当することとなった場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） イの規定に反することとなるとき。
（カ） その他ウの（ア）から（エ）のいずれかに該当することとなった
とき。
カ オの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までのオプション機能使
用料について、本割引の適用の対象としま
す。
２ オの（ウ）から
オの（ウ）から（カ）に該当することとなった
（カ）に該当するこ 日の前日までのオプション機能使用料につ
ととなったとき。 いて、本割引の適用の対象とします。
キ 契約者は、判定対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその判定対象回線群を構成する他網契約者回線
について本割引に相当する割引の適用の可否を判断するために、そ
の判定対象回線群を構成する契約者回線に係る情報（本割引に相当
する割引の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事業者に
通知することを承諾していただきます。
（１５） 削除

削除

（１６） 番号変換機 ア 別表１（オプション機能）２４欄に規定する番号変換機能の提供を
能に係るオプ
受けている契約者回線の契約者は、第７８条（基本使用料等の支払義
ション機能使
務）第１項の規定にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始し
用料の適用
た日の翌日（その番号変換機能の提供を開始した日とその契約者回
線が所属するユーザグループ（同欄に規定するユーザグループをい
います。以下同じとします。）が構成された日（以下この欄において
「構成日」といいます。）とが同日の場合は、その番号変換機能の提
供を開始した日とします。）から起算してその番号変換機能の廃止が
あった日までの期間中の料金月の末日（その料金月において番号変
換機能の廃止（そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線
（同欄に規定するユーザグループ構成回線をいいます。以下同じと
します。）の数が０となるものに限ります。）があったときは、その廃
止日（以下「ユーザグループ廃止日」といいます。）とします。）にお
いてユーザグループ代表者（同欄に規定するユーザグループ代表者
をいいます。以下同じとします。）である場合、そのユーザグループ
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に係る番号変換機能に係るその料金月のオプション機能使用料（そ
の料金月において、その契約者回線が所属するユーザグループが構
成された場合又はユーザグループに係るユーザグループ構成回線の
数が０となった場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期
間に係る日数に応じて日割りした額とします。）について、２（料金
額）に規定する料金の支払いを要します
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、その
契約者回線が所属するユーザグループが構成さ
れた場合は、その構成日の翌日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、その
契約者回線が所属するユーザグループに係るユ
ーザグループ構成回線の数が０となった場合は
、そのユーザグループ廃止日）

イ 番号変換機能に係るオプション機能使用料については、第７８条第
２項の規定中、「ａｕ通信サービスを全く利用することができない
状態」を「所属するユーザグループに係る全てのユーザグループ構
成回線から内線番号（別表１（オプション機能）２４欄に規定する内
線番号をいいます。）による通話の発信ができない状態」に読み替え
るものとし、その他については同項の規定のとおりとします。
（１６）の２ 保留転 ア 別表１（オプション機能）２４の２欄に規定する保留転送機能の提
送機能に係る
供を受けている契約者回線の契約者は、第７８条（基本使用料等の支
オプション機
払義務）第１項の規定にかかわらず、その保留転送機能の提供を開
能使用料の適
始した日の翌日から起算してその保留転送機能の廃止があった日（
用
料金月の末日以外の日にａｕ契約の解除があった場合は、その契約
解除日の前日）までの期間について、２（料金額）に規定する料金
の支払いを要します
イ 保留転送機能に係るオプション機能使用料については、その料金
月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表者
である者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、保
留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、そのオプシ
ョン機能使用料その他の債務に係る支払義務を免れるものではあり
ません。
（１６）の３ 番号変 ア 別表１（オプション機能）２４の４欄に規定する番号変換文字メッ
換文字メッセ
セージ受信機能に係るオプション機能使用料は、その料金月の初日
ージ受信機能
に登録されているログインＩＤ（別表１（オプション機能）２４の４
に係るオプシ
欄の備考（５）に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係
ョン機能使用
るログインＩＤ利用者（そのログインＩＤにより特定される特定固
料の適用
定サービスの電気通信回線に係る契約を締結している者をいいます
。以下同じとします。）に、当社が指定する方法により請求します。
この場合、番号変換文字メッセージ受信機能の提供を受けている契
約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その他の債務に係
る支払義務を免れるものではありません。
イ 当社は、通則第６項の規定にかかわらず、そのオプション機能使
用料の日割りを行いません。
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（１７） ＥＺｗｅｂ ア 別表１（オプション機能）５欄に規定するＥＺｗｅｂ機能の提供
機能に係るオ
を受けている契約者回線の契約者は、同欄に規定するｗｅｂフィル
プション機能
タリング・カスタマイズ機能を利用する場合、２（料金額）に規定
使用料の適用
するｗｅｂフィルタリング・カスタマイズ機能の利用に係る加算額
の支払いを要します。
イ ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに限ります。）とＩＳ ＮＥＴ機能の提
供を同時に受けている契約者回線の契約者は、２（料金額）に規定
するＥＺｗｅｂ機能に係るオプション機能使用料（アに規定する加
算額を除きます。）の支払いを要しません。
ただし、その料金月において、ＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケット
通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含みます。）が
行われなかった場合は、この限りでありません。
（１８） 特定料金種 ア 特定料金種別（第２（通話料）１（適用）（９）の２に定めるもの
別の海外ロー
をいいます。以下同じとします。）を選択しているａｕ契約者は、基
ミング機能に
本使用料の料金種別及び区別ごとに、その契約者回線の海外ローミ
係るオプショ
ング機能に係るオプション機能使用料（国際ＥＺｗｅｂ利用、国際
ン機能使用料
ＰＣサイトビューア利用、国際ａｕ．ＮＥＴ利用又は国際ＩＳ Ｎ
の取扱いⅠ
ＥＴ利用に係るものを除きます。）について、その契約者回線に係る
、第２（通話料）１（適用）（９）の２に定める国際通話料控除可能
額から国際通話料控除額を差し引いた額を上限とする額（以下「海
外ローミング通話料金控除可能額」といいます。）の支払いを要しま
せん。
イ 当社は、特定料金種別の適用を受けているａｕデュアル又はＵＩ
Ｍサービスの契約者回線について、基本使用料の料金種別及び区別
ごとに、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以
下「海外ローミング通話料金控除額」といいます。）が海外ローミン
グ通話料金控除可能額に満たない場合は、（１９）に規定する取扱いを
行います。
（１９） 特定料金種
別の海外ロー
ミング機能に
係るオプショ
ン機能使用料
の取扱いⅡ

特定料金種別を選択しているａｕ契約者は、基本使用料の料金種別及
び区別ごとに、そのａｕサービス（ａｕデュアル又はＵＩＭサービス
に限ります。）の契約者回線の海外ローミング機能の利用（（１１）の２の
適用を受けるものを除きます。）に係るオプション機能使用料（国際Ｅ
Ｚｗｅｂ利用、国際ＰＣサイトビューア利用、国際ａｕ．ＮＥＴ利用
又は国際ＩＳ ＮＥＴ利用に係るものに限ります。）について、その契
約者回線に係る、海外ローミング通話料金控除可能額から海外ローミ
ング通話料金控除額を差し引いた額を上限とする額（以下「海外ロー
ミングパケット料金控除可能額」といいます。）の支払いを要しません
。

（２０） 繰越控除可 ア ａｕ契約者は、その契約者回線の海外ローミング機能に係るオプ
能額に係る海
ション機能使用料（国際ＥＺｗｅｂ利用、国際ＰＣサイトビューア
外ローミング
利用、国際ａｕ．ＮＥＴ利用又は国際ＩＳ ＮＥＴ利用に係るもの
機能に係るオ
を除き、（１８）の適用による場合は、適当した後の料金とします。）に
プション機能
ついて、その契約者回線に係る、第２（通話料）１（適用）（１０）の
使用料の取扱
３に定める国際通話料繰越控除可能額から国際通話料繰越控除額を
いⅠ
差し引いた額を上限とする額（以下「海外ローミング通話料金繰越
控除可能額」といいます。）の支払いを要しません。
イ 当社は、ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの契約者回線について
、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下「海
外ローミング通話料金繰越控除額」といいます。）が海外ローミング
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通話料金繰越控除可能額に満たない場合は、（２１）に規定する取扱い
を行います。
（２１） 繰越控除可
能額に係る海
外ローミング
機能に係るオ
プション機能
使用料の取扱
いⅡ

ａｕ契約者は、そのａｕサービス（ａｕデュアル又はＵＩＭサービス
に限ります。）の契約者回線の海外ローミング機能の利用（（１１）の２の
適用を受けるものを除きます。）に係るオプション機能使用料（国際Ｅ
Ｚｗｅｂ利用、国際ＰＣサイトビューア利用、国際ａｕ．ＮＥＴ利用
又は国際ＩＳ ＮＥＴ利用に係るものに限り、（１９）の適用による場合
は、適当した後の料金とします。）について、その契約者回線に係る、
海外ローミング通話料金繰越控除可能額から海外ローミング通話料金
繰越控除額を差し引いた額を上限とする額（以下「海外ローミングパ
ケット料金繰越控除可能額」といいます。）の支払いを要しません。

（２２） ＩＳ ＮＥ
Ｔ機能に係る
オプション機
能使用料の適
用

ＩＳ ＮＥＴ機能に係るオプション機能使用料については、ＩＳ Ｎ
ＥＴ機能に係るパケット通信（特定事業者が提供するローミングに係
るものを含みます。）を行った料金月において適用します。この場合に
おいて、当社は、通則第６項の規定にかかわらず、そのオプション機
能使用料の日割りを行いません。

（２３） ＷｉＭＡＸ ア ＷｉＭＡＸ利用機能に係るオプション機能使用料については、そ
利用機能に係
の契約者回線（第４種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスに係るもの
るオプション
に限ります。）においてＷｉＭＡＸ利用機能を利用した料金月におい
機能使用料の
て適用します。この場合において、当社は、通則第６項の規定にか
適用
かわらず、そのオプション機能使用料の日割りを行いません。
イ ａｕ契約者は、当社が別に定めるサービス取扱所において端末設
備（当社が別に定めるもの限ります。）の購入があった場合は、その
購入があった日を含む料金月及びその翌料金月のＷｉＭＡＸ利用機
能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。
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２ 料金額
２－１ 基本使用料
２－１－１ ２－１－２又は２－１－３以外のもの
（１） （２）から（５）以外のもの
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

プランＬＬ

１５，０００円（１５，７５０円）

プランＬ

９，５００円（ ９，９７５円）

プランＭ

６，６００円（ ６，９３０円）

プランＳ

４，７００円（ ４，９３５円）

プランＳＳ

３，６００円（ ３，７８０円）

デイタイムＬ

９，５００円（ ９，９７５円）

デイタイムＳ

４，０００円（ ４，２００円）

プランＥ

３，０８６円（ ３，２４０円）

プランＦ（ＩＳ）

８，２８６円（ ８，７００円）

プランＷ

６，３２４円（ ６，６４０円）

プランＬＬシンプル

１３，４００円（１４，０７０円）

プランＬシンプル

７，９００円（ ８，２９５円）

プランＭシンプル

５，０００円（ ５，２５０円）

プランＳシンプル

３，１００円（ ３，２５５円）

プランＳＳシンプル

１，８６８円（ １，９６１円）

デイタイムＬシンプル

７，９００円（ ８，２９５円）

デイタイムＳシンプル

２，４００円（ ２，５２０円）

プランＥシンプル

１，４８６円（ １，５６０円）

プランＦ（ＩＳ）シンプル

６，６８６円（ ７，０２０円）

プランＷシンプル

４，７２４円（ ４，９６０円）
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プランＺシンプル

１，８６８円（ １，９６１円）

（２） 第１種定期ａｕ契約に係るもの
ア イ以外の場合
１契約ごとに月額
区
料金種別
プランＬＬ

プランＬ

分

料 金 額
利用月数

税抜額（税込額）

１２か月以内のもの

１２，７５０円（１３，３８７円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１２，６００円（１３，２３０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１２，４５０円（１３，０７２円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１２，３００円（１２，９１５円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１２，１５０円（１２，７５７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１２，０００円（１２，６００円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１１，８５０円（１２，４４２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１１，７００円（１２，２８５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１１，５５０円（１２，１２７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１１，４００円（１１，９７０円）

１２０か月を超えるもの

１１，２５０円（１１，８１２円）

１２か月以内のもの

８，０７５円（ ８，４７８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

７，９８０円（ ８，３７９円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７，８８５円（ ８，２７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，５０５円（ ７，８８０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，３１５円（ ７，６８０円）
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プランＭ

プランＳ

プランＳＳ

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

１２０か月を超えるもの

７，１２５円（ ７，４８１円）

１２か月以内のもの

５，６１０円（ ５，８９０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５，５４４円（ ５，８２１円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５，４７８円（ ５，７５１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，４１２円（ ５，６８２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，３４６円（ ５，６１３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，２８０円（ ５，５４４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

５，２１４円（ ５，４７４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，１４８円（ ５，４０５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，０８２円（ ５，３３６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，０１６円（ ５，２６６円）

１２０か月を超えるもの

４，９５０円（ ５，１９７円）

１２か月以内のもの

３，９９５円（ ４，１９４円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，９４８円（ ４，１４５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，９０１円（ ４，０９６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８５４円（ ４，０４６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，８０７円（ ３，９９７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，７６０円（ ３，９４８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，７１３円（ ３，８９８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，６６６円（ ３，８４９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６１９円（ ３，７９９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５７２円（ ３，７５０円）

１２０か月を超えるもの

３，５２５円（ ３，７０１円）

１２か月以内のもの

３，０６０円（ ３，２１３円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，０２４円（ ３，１７５円）
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デイタイムＬ

デイタイムＳ

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，９８８円（ ３，１３７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，９５２円（ ３，０９９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，９１６円（ ３，０６１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，８４４円（ ２，９８６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，８０８円（ ２，９４８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，７７２円（ ２，９１０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，７３６円（ ２，８７２円）

１２０か月を超えるもの

２，７００円（ ２，８３５円）

１２か月以内のもの

８，０７５円（ ８，４７８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

７，９８０円（ ８，３７９円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７，８８５円（ ８，２７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，５０５円（ ７，８８０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，３１５円（ ７，６８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

１２０か月を超えるもの

７，１２５円（ ７，４８１円）

１２か月以内のもの

３，４００円（ ３，５７０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，３６０円（ ３，５２８円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，３２０円（ ３，４８６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，２８０円（ ３，４４４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，２４０円（ ３，４０２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，２００円（ ３，３６０円）
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プランＥ

プランＦ（ＩＳ）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，１６０円（ ３，３１８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，１２０円（ ３，２７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，０８０円（ ３，２３４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，０４０円（ ３，１９２円）

１２０か月を超えるもの

３，０００円（ ３，１５０円）

１２か月以内のもの

２，６２３円（ ２，７５４円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，５９２円（ ２，７２１円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，５６１円（ ２，６８９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，５３０円（ ２，６５６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４９９円（ ２，６２３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４６８円（ ２，５９１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，４３７円（ ２，５５８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，４０７円（ ２，５２７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，３７６円（ ２，４９４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３４５円（ ２，４６２円）

１２０か月を超えるもの

２，３１４円（ ２，４２９円）

１２か月以内のもの

７，８２３円（ ８，２１４円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

７，７９２円（ ８，１８１円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７，７６１円（ ８，１４９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，７３０円（ ８，１１６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９９円（ ８，０８３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６６８円（ ８，０５１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，６３７円（ ８，０１８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，６０７円（ ７，９８７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，５７６円（ ７，９５４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，５４５円（ ７，９２２円）
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プランＷ

プランＬＬシンプル

プランＬシンプル

１２０か月を超えるもの

７，５１４円（ ７，８８９円）

１２か月以内のもの

５，３７５円（ ５，６４３円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５，３１２円（ ５，５７７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５，２４８円（ ５，５１０円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，１８５円（ ５，４４４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，１２２円（ ５，３７８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，０５９円（ ５，３１１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，９９５円（ ５，２４４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，９３２円（ ５，１７８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，８６９円（ ５，１１２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，８０６円（ ５，０４６円）

１２０か月を超えるもの

４，７４３円（ ４，９８０円）

１２か月以内のもの

１１，３９０円（１１，９５９円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１１，２５６円（１１，８１８円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１１，１２２円（１１，６７８円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１０，９８８円（１１，５３７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１０，８５４円（１１，３９６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１０，７２０円（１１，２５６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１０，５８６円（１１，１１５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１０，４５２円（１０，９７４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１０，３１８円（１０，８３３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１０，１８４円（１０，６９３円）

１２０か月を超えるもの

１０，０５０円（１０，５５２円）

１２か月以内のもの

６，７１５円（ ７，０５０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

６，６３６円（ ６，９６７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

６，５５７円（ ６，８８４円）

[ ａｕ ー109ー ]

プランＭシンプル

プランＳシンプル

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，２４１円（ ６，５５３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，０８３円（ ６，３８７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

１２０か月を超えるもの

５，９２５円（ ６，２２１円）

１２か月以内のもの

４，２５０円（ ４，４６２円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

４，２００円（ ４，４１０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

４，１５０円（ ４，３５７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

４，１００円（ ４，３０５円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０５０円（ ４，２５２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，０００円（ ４，２００円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，９５０円（ ４，１４７円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，９００円（ ４，０９５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，８５０円（ ４，０４２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，８００円（ ３，９９０円）

１２０か月を超えるもの

３，７５０円（ ３，９３７円）

１２か月以内のもの

２，６３５円（ ２，７６６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，６０４円（ ２，７３４円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，５７３円（ ２，７０１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，５４２円（ ２，６６９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，５１１円（ ２，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４８０円（ ２，６０４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，４４９円（ ２，５７１円）
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プランＳＳシンプル

デイタイムＬシンプル

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，４１８円（ ２，５３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，３８７円（ ２，５０６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３５６円（ ２，４７３円）

１２０か月を超えるもの

２，３２５円（ ２，４４１円）

１２か月以内のもの

１，５８７円（ １，６６６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，５６９円（ １，６４７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，５５０円（ １，６２７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４７５円（ １，５４８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４３８円（ １，５０９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

１２０か月を超えるもの

１，４０１円（ １，４７１円）

１２か月以内のもの

６，７１５円（ ７，０５０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

６，６３６円（ ６，９６７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

６，５５７円（ ６，８８４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，２４１円（ ６，５５３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，０８３円（ ６，３８７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

１２０か月を超えるもの

５，９２５円（ ６，２２１円）
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デイタイムＳシンプル

プランＥシンプル

プランＦ（ＩＳ）シンプ
ル

１２か月以内のもの

２，０４０円（ ２，１４２円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，０１６円（ ２，１１６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，９９２円（ ２，０９１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，９６８円（ ２，０６６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，９４４円（ ２，０４１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，９２０円（ ２，０１６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，８９６円（ １，９９０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，８７２円（ １，９６５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，８４８円（ １，９４０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，８２４円（ １，９１５円）

１２０か月を超えるもの

１，８００円（ １，８９０円）

１２か月以内のもの

１，２６３円（ １，３２６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，２４８円（ １，３１０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，２３３円（ １，２９４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，２１８円（ １，２７８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，２０３円（ １，２６３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，１８８円（ １，２４７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，１７３円（ １，２３１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，１５９円（ １，２１６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，１４４円（ １，２０１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，１２９円（ １，１８５円）

１２０か月を超えるもの

１，１１４円（ １，１６９円）

１２か月以内のもの

６，４６３円（ ６，７８６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

６，４４８円（ ６，７７０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

６，４３３円（ ６，７５４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，４１８円（ ６，７３８円）
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プランＷシンプル

プランＺシンプル

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，４０３円（ ６，７２３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３８８円（ ６，７０７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，３７３円（ ６，６９１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，３５９円（ ６，６７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，３４４円（ ６，６６１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，３２９円（ ６，６４５円）

１２０か月を超えるもの

６，３１４円（ ６，６２９円）

１２か月以内のもの

４，０１５円（ ４，２１５円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，９６８円（ ４，１６６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，９２０円（ ４，１１６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８７３円（ ４，０６６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，８２６円（ ４，０１７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，７７９円（ ３，９６７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，７３１円（ ３，９１７円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，６８４円（ ３，８６８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６３７円（ ３，８１８円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５９０円（ ３，７６９円）

１２０か月を超えるもの

３，５４３円（ ３，７２０円）

１２か月以内のもの

１，５８７円（ １，６６６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，５６９円（ １，６４７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，５５０円（ １，６２７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４７５円（ １，５４８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）
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９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４３８円（ １，５０９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

１２０か月を超えるもの

１，４０１円（ １，４７１円）

イ １（適用）（７）の適用を受けることとなるもの
１契約ごとに月額
区
料金種別
プランＬＬ

プランＬ

分

料 金 額
利用月数

税抜額（税込額）

１２か月以内のもの

１２，７５０円（１３，３８７円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１２，６００円（１３，２３０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１２，３００円（１２，９１５円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１２，１５０円（１２，７５７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１２，０００円（１２，６００円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１１，７００円（１２，２８５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１１，４００円（１１，９７０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１１，１００円（１１，６５５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１０，８００円（１１，３４０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１０，５００円（１１，０２５円）

１２０か月を超えるもの

１０，２００円（１０，７１０円）

１２か月以内のもの

８，０７５円（ ８，４７８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

７，９８０円（ ８，３７９円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，０３０円（ ７，３８１円）
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プランＭ

プランＳ

プランＳＳ

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８４０円（ ７，１８２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，６５０円（ ６，９８２円）

１２０か月を超えるもの

６，４６０円（ ６，７８３円）

１２か月以内のもの

５，６１０円（ ５，８９０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５，５４４円（ ５，８２１円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５，４１２円（ ５，６８２円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，３４６円（ ５，６１３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，２８０円（ ５，５４４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，１４８円（ ５，４０５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

５，０１６円（ ５，２６６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，８８４円（ ５，１２８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，７５２円（ ４，９８９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，６２０円（ ４，８５１円）

１２０か月を超えるもの

４，４８８円（ ４，７１２円）

１２か月以内のもの

３，９９５円（ ４，１９４円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，９４８円（ ４，１４５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，８５４円（ ４，０４６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８０７円（ ３，９９７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，７６０円（ ３，９４８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，６６６円（ ３，８４９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５７２円（ ３，７５０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，４７８円（ ３，６５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，３８４円（ ３，５５３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，２９０円（ ３，４５４円）

１２０か月を超えるもの

３，１９６円（ ３，３５５円）

１２か月以内のもの

３，０６０円（ ３，２１３円）
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デイタイムＬ

デイタイムＳ

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，０２４円（ ３，１７５円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，９５２円（ ３，０９９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，９１６円（ ３，０６１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，８０８円（ ２，９４８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，７３６円（ ２，８７２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，６６４円（ ２，７９７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，５９２円（ ２，７２１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，５２０円（ ２，６４６円）

１２０か月を超えるもの

２，４４８円（ ２，５７０円）

１２か月以内のもの

８，０７５円（ ８，４７８円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

７，９８０円（ ８，３７９円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，０３０円（ ７，３８１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８４０円（ ７，１８２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，６５０円（ ６，９８２円）

１２０か月を超えるもの

６，４６０円（ ６，７８３円）

１２か月以内のもの

３，４００円（ ３，５７０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，３６０円（ ３，５２８円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，２８０円（ ３，４４４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，２４０円（ ３，４０２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，２００円（ ３，３６０円）
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プランＥ

プランＦ（ＩＳ）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，１２０円（ ３，２７６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，０４０円（ ３，１９２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，９６０円（ ３，１０８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，８００円（ ２，９４０円）

１２０か月を超えるもの

２，７２０円（ ２，８５６円）

１２か月以内のもの

２，６２３円（ ２，７５４円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，５９２円（ ２，７２１円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，５３０円（ ２，６５６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，４９９円（ ２，６２３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４６８円（ ２，５９１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４０７円（ ２，５２７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，３４５円（ ２，４６２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２８３円（ ２，３９７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２２１円（ ２，３３２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，１６０円（ ２，２６８円）

１２０か月を超えるもの

２，０９８円（ ２，２０２円）

１２か月以内のもの

７，１５９円（ ７，５１６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

７，１１３円（ ７，４６８円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

７，０６７円（ ７，４２０円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，０２０円（ ７，３７１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，９７４円（ ７，３２２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，９２８円（ ７，２７４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，８８１円（ ７，２２５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，８３５円（ ７，１７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８０４円（ ７，１４４円）
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プランＷ

プランＬＬシンプル

プランＬシンプル

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，７７３円（ ７，１１１円）

１２０か月を超えるもの

６，７４３円（ ７，０８０円）

１２か月以内のもの

５，３７５円（ ５，６４３円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

５，３１２円（ ５，５７７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

５，１８５円（ ５，４４４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，１２２円（ ５，３７８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，０５９円（ ５，３１１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，９３２円（ ５，１７８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，８０６円（ ５，０４６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，６７９円（ ４，９１２円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，５５３円（ ４，７８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，４２６円（ ４，６４７円）

１２０か月を超えるもの

４，３００円（ ４，５１５円）

１２か月以内のもの

１１，３９０円（１１，９５９円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１１，２５６円（１１，８１８円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１０，９８８円（１１，５３７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１０，８５４円（１１，３９６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１０，７２０円（１１，２５６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１０，４５２円（１０，９７４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１０，１８４円（１０，６９３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

９，９１６円（１０，４１１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

９，６４８円（１０，１３０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

９，３８０円（ ９，８４９円）

１２０か月を超えるもの

９，１１２円（ ９，５６７円）

１２か月以内のもの

６，７１５円（ ７，０５０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

６，６３６円（ ６，９６７円）
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プランＭシンプル

プランＳシンプル

２４か月を超え ３６か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，８４６円（ ６，１３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，６８８円（ ５，９７２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，５３０円（ ５，８０６円）

１２０か月を超えるもの

５，３７２円（ ５，６４０円）

１２か月以内のもの

４，２５０円（ ４，４６２円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

４，２００円（ ４，４１０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

４，１００円（ ４，３０５円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

４，０５０円（ ４，２５２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０００円（ ４，２００円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，９００円（ ４，０９５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，８００円（ ３，９９０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，７００円（ ３，８８５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６００円（ ３，７８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５００円（ ３，６７５円）

１２０か月を超えるもの

３，４００円（ ３，５７０円）

１２か月以内のもの

２，６３５円（ ２，７６６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，６０４円（ ２，７３４円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

２，５４２円（ ２，６６９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，５１１円（ ２，６３６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４８０円（ ２，６０４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４１８円（ ２，５３８円）
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プランＳＳシンプル

デイタイムＬシンプル

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，３５６円（ ２，４７３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２９４円（ ２，４０８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２３２円（ ２，３４３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，１７０円（ ２，２７８円）

１２０か月を超えるもの

２，１０８円（ ２，２１３円）

１２か月以内のもの

１，５８７円（ １，６６６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，５６９円（ １，６４７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，３８２円（ １，４５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，３４４円（ １，４１１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，３０７円（ １，３７２円）

１２０か月を超えるもの

１，２７０円（ １，３３３円）

１２か月以内のもの

６，７１５円（ ７，０５０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

６，６３６円（ ６，９６７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，８４６円（ ６，１３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，６８８円（ ５，９７２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，５３０円（ ５，８０６円）
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デイタイムＳシンプル

プランＥシンプル

プランＦ（ＩＳ）シンプ
ル

１２０か月を超えるもの

５，３７２円（ ５，６４０円）

１２か月以内のもの

２，０４０円（ ２，１４２円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

２，０１６円（ ２，１１６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，９６８円（ ２，０６６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，９４４円（ ２，０４１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，９２０円（ ２，０１６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，８７２円（ １，９６５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，８２４円（ １，９１５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，７７６円（ １，８６４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，７２８円（ １，８１４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，６８０円（ １，７６４円）

１２０か月を超えるもの

１，６３２円（ １，７１３円）

１２か月以内のもの

１，２６３円（ １，３２６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，２４８円（ １，３１０円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，２１８円（ １，２７８円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，２０３円（ １，２６３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，１８８円（ １，２４７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，１５９円（ １，２１６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，１２９円（ １，１８５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，０９９円（ １，１５３円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，０６９円（ １，１２２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，０４０円（ １，０９２円）

１２０か月を超えるもの

１，０１０円（ １，０６０円）

１２か月以内のもの

６，１４３円（ ６，４５０円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

６，１２１円（ ６，４２７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

６，０９９円（ ６，４０３円）
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プランＷシンプル

プランＺシンプル

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，０７６円（ ６，３７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，０５４円（ ６，３５６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，０３２円（ ６，３３３円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００９円（ ６，３０９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，９８７円（ ６，２８６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，９７２円（ ６，２７０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，９５７円（ ６，２５４円）

１２０か月を超えるもの

５，９４３円（ ６，２４０円）

１２か月以内のもの

４，０１５円（ ４，２１５円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

３，９６８円（ ４，１６６円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

３，８７３円（ ４，０６６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８２６円（ ４，０１７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，７７９円（ ３，９６７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，６８４円（ ３，８６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５９０円（ ３，７６９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，４９５円（ ３，６６９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，４０１円（ ３，５７１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，３０６円（ ３，４７１円）

１２０か月を超えるもの

３，２１２円（ ３，３７２円）

１２か月以内のもの

１，５８７円（ １，６６６円）

１２か月を超え ２４か月以内のもの

１，５６９円（ １，６４７円）

２４か月を超え ３６か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）
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８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，３８２円（ １，４５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，３４４円（ １，４１１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，３０７円（ １，３７２円）

１２０か月を超えるもの

１，２７０円（ １，３３３円）

（３） 第２種定期ａｕ契約に係るもの
ア イ以外の場合
１契約ごとに月額
区
料金種別
プランＬＬ

プランＬ

分

料 金 額
利用月数

税抜額（税込額）

３６か月以内のもの

１２，４５０円（１３，０７２円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１２，３００円（１２，９１５円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１２，１５０円（１２，７５７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１２，０００円（１２，６００円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１１，８５０円（１２，４４２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１１，７００円（１２，２８５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１１，５５０円（１２，１２７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１１，４００円（１１，９７０円）

１２０か月を超えるもの

１１，２５０円（１１，８１２円）

３６か月以内のもの

７，８８５円（ ８，２７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，５０５円（ ７，８８０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，３１５円（ ７，６８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）
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プランＭ

プランＳ

プランＳＳ

１２０か月を超えるもの

７，１２５円（ ７，４８１円）

３６か月以内のもの

５，４７８円（ ５，７５１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，４１２円（ ５，６８２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，３４６円（ ５，６１３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，２８０円（ ５，５４４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

５，２１４円（ ５，４７４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，１４８円（ ５，４０５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，０８２円（ ５，３３６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，０１６円（ ５，２６６円）

１２０か月を超えるもの

４，９５０円（ ５，１９７円）

３６か月以内のもの

３，９０１円（ ４，０９６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８５４円（ ４，０４６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，８０７円（ ３，９９７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，７６０円（ ３，９４８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，７１３円（ ３，８９８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，６６６円（ ３，８４９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６１９円（ ３，７９９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５７２円（ ３，７５０円）

１２０か月を超えるもの

３，５２５円（ ３，７０１円）

３６か月以内のもの

２，９８８円（ ３，１３７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，９５２円（ ３，０９９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，９１６円（ ３，０６１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，８４４円（ ２，９８６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，８０８円（ ２，９４８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，７７２円（ ２，９１０円）
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デイタイムＬ

デイタイムＳ

プランＥ

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，７３６円（ ２，８７２円）

１２０か月を超えるもの

２，７００円（ ２，８３５円）

３６か月以内のもの

７，８８５円（ ８，２７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，５０５円（ ７，８８０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，３１５円（ ７，６８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

１２０か月を超えるもの

７，１２５円（ ７，４８１円）

３６か月以内のもの

３，３２０円（ ３，４８６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，２８０円（ ３，４４４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，２４０円（ ３，４０２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，２００円（ ３，３６０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，１６０円（ ３，３１８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，１２０円（ ３，２７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，０８０円（ ３，２３４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，０４０円（ ３，１９２円）

１２０か月を超えるもの

３，０００円（ ３，１５０円）

３６か月以内のもの

２，５６１円（ ２，６８９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，５３０円（ ２，６５６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４９９円（ ２，６２３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４６８円（ ２，５９１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，４３７円（ ２，５５８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，４０７円（ ２，５２７円）
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プランＦ（ＩＳ）

プランＷ

プランＬＬシンプル

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，３７６円（ ２，４９４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３４５円（ ２，４６２円）

１２０か月を超えるもの

２，３１４円（ ２，４２９円）

３６か月以内のもの

７，７６１円（ ８，１４９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，７３０円（ ８，１１６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９９円（ ８，０８３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６６８円（ ８，０５１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，６３７円（ ８，０１８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，６０７円（ ７，９８７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，５７６円（ ７，９５４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，５４５円（ ７，９２２円）

１２０か月を超えるもの

７，５１４円（ ７，８８９円）

３６か月以内のもの

５，２４８円（ ５，５１０円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，１８５円（ ５，４４４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，１２２円（ ５，３７８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，０５９円（ ５，３１１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，９９５円（ ５，２４４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，９３２円（ ５，１７８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，８６９円（ ５，１１２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，８０６円（ ５，０４６円）

１２０か月を超えるもの

４，７４３円（ ４，９８０円）

３６か月以内のもの

１１，１２２円（１１，６７８円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１０，９８８円（１１，５３７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１０，８５４円（１１，３９６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１０，７２０円（１１，２５６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１０，５８６円（１１，１１５円）
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プランＬシンプル

プランＭシンプル

プランＳシンプル

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１０，４５２円（１０，９７４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１０，３１８円（１０，８３３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１０，１８４円（１０，６９３円）

１２０か月を超えるもの

１０，０５０円（１０，５５２円）

３６か月以内のもの

６，５５７円（ ６，８８４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，２４１円（ ６，５５３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，０８３円（ ６，３８７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

１２０か月を超えるもの

５，９２５円（ ６，２２１円）

３６か月以内のもの

４，１５０円（ ４，３５７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

４，１００円（ ４，３０５円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０５０円（ ４，２５２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，０００円（ ４，２００円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，９５０円（ ４，１４７円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，９００円（ ４，０９５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，８５０円（ ４，０４２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，８００円（ ３，９９０円）

１２０か月を超えるもの

３，７５０円（ ３，９３７円）

３６か月以内のもの

２，５７３円（ ２，７０１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，５４２円（ ２，６６９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，５１１円（ ２，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４８０円（ ２，６０４円）
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プランＳＳシンプル

デイタイムＬシンプル

デイタイムＳシンプル

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，４４９円（ ２，５７１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，４１８円（ ２，５３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，３８７円（ ２，５０６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３５６円（ ２，４７３円）

１２０か月を超えるもの

２，３２５円（ ２，４４１円）

３６か月以内のもの

１，５５０円（ １，６２７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４７５円（ １，５４８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４３８円（ １，５０９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

１２０か月を超えるもの

１，４０１円（ １，４７１円）

３６か月以内のもの

６，５５７円（ ６，８８４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，２４１円（ ６，５５３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，０８３円（ ６，３８７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

１２０か月を超えるもの

５，９２５円（ ６，２２１円）

３６か月以内のもの

１，９９２円（ ２，０９１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，９６８円（ ２，０６６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，９４４円（ ２，０４１円）
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プランＥシンプル

プランＦ（ＩＳ）シンプ
ル

プランＷシンプル

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，９２０円（ ２，０１６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，８９６円（ １，９９０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，８７２円（ １，９６５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，８４８円（ １，９４０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，８２４円（ １，９１５円）

１２０か月を超えるもの

１，８００円（ １，８９０円）

３６か月以内のもの

１，２３３円（ １，２９４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，２１８円（ １，２７８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，２０３円（ １，２６３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，１８８円（ １，２４７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，１７３円（ １，２３１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，１５９円（ １，２１６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，１４４円（ １，２０１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，１２９円（ １，１８５円）

１２０か月を超えるもの

１，１１４円（ １，１６９円）

３６か月以内のもの

６，４３３円（ ６，７５４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，４１８円（ ６，７３８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，４０３円（ ６，７２３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３８８円（ ６，７０７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，３７３円（ ６，６９１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，３５９円（ ６，６７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，３４４円（ ６，６６１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，３２９円（ ６，６４５円）

１２０か月を超えるもの

６，３１４円（ ６，６２９円）

３６か月以内のもの

３，９２０円（ ４，１１６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８７３円（ ４，０６６円）
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プランＺシンプル

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，８２６円（ ４，０１７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，７７９円（ ３，９６７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，７３１円（ ３，９１７円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，６８４円（ ３，８６８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６３７円（ ３，８１８円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５９０円（ ３，７６９円）

１２０か月を超えるもの

３，５４３円（ ３，７２０円）

３６か月以内のもの

１，５５０円（ １，６２７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４７５円（ １，５４８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４３８円（ １，５０９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

１２０か月を超えるもの

１，４０１円（ １，４７１円）

イ １（適用）（７）の適用を受けることとなるもの
１契約ごとに月額
区
料金種別
プランＬＬ

分

料 金 額
利用月数

税抜額（税込額）

３６か月以内のもの

１２，３００円（１２，９１５円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１２，１５０円（１２，７５７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１２，０００円（１２，６００円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１１，７００円（１２，２８５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１１，４００円（１１，９７０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１１，１００円（１１，６５５円）
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プランＬ

プランＭ

プランＳ

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１０，８００円（１１，３４０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１０，５００円（１１，０２５円）

１２０か月を超えるもの

１０，２００円（１０，７１０円）

３６か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，０３０円（ ７，３８１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８４０円（ ７，１８２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，６５０円（ ６，９８２円）

１２０か月を超えるもの

６，４６０円（ ６，７８３円）

３６か月以内のもの

５，４１２円（ ５，６８２円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，３４６円（ ５，６１３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，２８０円（ ５，５４４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，１４８円（ ５，４０５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

５，０１６円（ ５，２６６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，８８４円（ ５，１２８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，７５２円（ ４，９８９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，６２０円（ ４，８５１円）

１２０か月を超えるもの

４，４８８円（ ４，７１２円）

３６か月以内のもの

３，８５４円（ ４，０４６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８０７円（ ３，９９７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，７６０円（ ３，９４８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，６６６円（ ３，８４９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５７２円（ ３，７５０円）
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プランＳＳ

デイタイムＬ

デイタイムＳ

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，４７８円（ ３，６５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，３８４円（ ３，５５３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，２９０円（ ３，４５４円）

１２０か月を超えるもの

３，１９６円（ ３，３５５円）

３６か月以内のもの

２，９５２円（ ３，０９９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，９１６円（ ３，０６１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，８０８円（ ２，９４８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，７３６円（ ２，８７２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，６６４円（ ２，７９７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，５９２円（ ２，７２１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，５２０円（ ２，６４６円）

１２０か月を超えるもの

２，４４８円（ ２，５７０円）

３６か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，０３０円（ ７，３８１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８４０円（ ７，１８２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，６５０円（ ６，９８２円）

１２０か月を超えるもの

６，４６０円（ ６，７８３円）

３６か月以内のもの

３，２８０円（ ３，４４４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，２４０円（ ３，４０２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，２００円（ ３，３６０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，１２０円（ ３，２７６円）
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プランＥ

プランＦ（ＩＳ）

プランＷ

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，０４０円（ ３，１９２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，９６０円（ ３，１０８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，８００円（ ２，９４０円）

１２０か月を超えるもの

２，７２０円（ ２，８５６円）

３６か月以内のもの

２，５３０円（ ２，６５６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，４９９円（ ２，６２３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４６８円（ ２，５９１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４０７円（ ２，５２７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，３４５円（ ２，４６２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２８３円（ ２，３９７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２２１円（ ２，３３２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，１６０円（ ２，２６８円）

１２０か月を超えるもの

２，０９８円（ ２，２０２円）

３６か月以内のもの

７，０６７円（ ７，４２０円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

７，０２０円（ ７，３７１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，９７４円（ ７，３２２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，９２８円（ ７，２７４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，８８１円（ ７，２２５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，８３５円（ ７，１７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８０４円（ ７，１４４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，７７３円（ ７，１１１円）

１２０か月を超えるもの

６，７４３円（ ７，０８０円）

３６か月以内のもの

５，１８５円（ ５，４４４円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

５，１２２円（ ５，３７８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，０５９円（ ５，３１１円）
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プランＬＬシンプル

プランＬシンプル

プランＭシンプル

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，９３２円（ ５，１７８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，８０６円（ ５，０４６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，６７９円（ ４，９１２円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，５５３円（ ４，７８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，４２６円（ ４，６４７円）

１２０か月を超えるもの

４，３００円（ ４，５１５円）

３６か月以内のもの

１０，９８８円（１１，５３７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１０，８５４円（１１，３９６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１０，７２０円（１１，２５６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１０，４５２円（１０，９７４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１０，１８４円（１０，６９３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

９，９１６円（１０，４１１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

９，６４８円（１０，１３０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

９，３８０円（ ９，８４９円）

１２０か月を超えるもの

９，１１２円（ ９，５６７円）

３６か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，８４６円（ ６，１３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，６８８円（ ５，９７２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，５３０円（ ５，８０６円）

１２０か月を超えるもの

５，３７２円（ ５，６４０円）

３６か月以内のもの

４，１００円（ ４，３０５円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

４，０５０円（ ４，２５２円）
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プランＳシンプル

プランＳＳシンプル

デイタイムＬシンプル

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０００円（ ４，２００円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，９００円（ ４，０９５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，８００円（ ３，９９０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，７００円（ ３，８８５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６００円（ ３，７８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５００円（ ３，６７５円）

１２０か月を超えるもの

３，４００円（ ３，５７０円）

３６か月以内のもの

２，５４２円（ ２，６６９円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

２，５１１円（ ２，６３６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４８０円（ ２，６０４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４１８円（ ２，５３８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，３５６円（ ２，４７３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２９４円（ ２，４０８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２３２円（ ２，３４３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，１７０円（ ２，２７８円）

１２０か月を超えるもの

２，１０８円（ ２，２１３円）

３６か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，３８２円（ １，４５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，３４４円（ １，４１１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，３０７円（ １，３７２円）

１２０か月を超えるもの

１，２７０円（ １，３３３円）

３６か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）
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デイタイムＳシンプル

プランＥシンプル

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，８４６円（ ６，１３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，６８８円（ ５，９７２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，５３０円（ ５，８０６円）

１２０か月を超えるもの

５，３７２円（ ５，６４０円）

３６か月以内のもの

１，９６８円（ ２，０６６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，９４４円（ ２，０４１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，９２０円（ ２，０１６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，８７２円（ １，９６５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，８２４円（ １，９１５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，７７６円（ １，８６４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，７２８円（ １，８１４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，６８０円（ １，７６４円）

１２０か月を超えるもの

１，６３２円（ １，７１３円）

３６か月以内のもの

１，２１８円（ １，２７８円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，２０３円（ １，２６３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，１８８円（ １，２４７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，１５９円（ １，２１６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，１２９円（ １，１８５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，０９９円（ １，１５３円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，０６９円（ １，１２２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，０４０円（ １，０９２円）

１２０か月を超えるもの

１，０１０円（ １，０６０円）
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プランＦ（ＩＳ）シンプ
ル

プランＷシンプル

プランＺシンプル

３６か月以内のもの

６，０９９円（ ６，４０３円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

６，０７６円（ ６，３７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，０５４円（ ６，３５６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，０３２円（ ６，３３３円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００９円（ ６，３０９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，９８７円（ ６，２８６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，９７２円（ ６，２７０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，９５７円（ ６，２５４円）

１２０か月を超えるもの

５，９４３円（ ６，２４０円）

３６か月以内のもの

３，８７３円（ ４，０６６円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

３，８２６円（ ４，０１７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，７７９円（ ３，９６７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，６８４円（ ３，８６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５９０円（ ３，７６９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，４９５円（ ３，６６９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，４０１円（ ３，５７１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，３０６円（ ３，４７１円）

１２０か月を超えるもの

３，２１２円（ ３，３７２円）

３６か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

３６か月を超え ４８か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，３８２円（ １，４５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，３４４円（ １，４１１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，３０７円（ １，３７２円）
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１２０か月を超えるもの

１，２７０円（ １，３３３円）

（４） 第３種定期ａｕ契約に係るもの
ア イ以外の場合
１契約ごとに月額
区
料金種別
プランＬＬ

プランＬ

プランＭ

分

料 金 額
利用月数

税抜額（税込額）

４８か月以内のもの

１２，３００円（１２，９１５円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１２，１５０円（１２，７５７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１２，０００円（１２，６００円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１１，８５０円（１２，４４２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１１，７００円（１２，２８５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１１，５５０円（１２，１２７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１１，４００円（１１，９７０円）

１２０か月を超えるもの

１１，２５０円（１１，８１２円）

４８か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，５０５円（ ７，８８０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，３１５円（ ７，６８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

１２０か月を超えるもの

７，１２５円（ ７，４８１円）

４８か月以内のもの

５，４１２円（ ５，６８２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，３４６円（ ５，６１３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，２８０円（ ５，５４４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

５，２１４円（ ５，４７４円）
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プランＳ

プランＳＳ

デイタイムＬ

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，１４８円（ ５，４０５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，０８２円（ ５，３３６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，０１６円（ ５，２６６円）

１２０か月を超えるもの

４，９５０円（ ５，１９７円）

４８か月以内のもの

３，８５４円（ ４，０４６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，８０７円（ ３，９９７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，７６０円（ ３，９４８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，７１３円（ ３，８９８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，６６６円（ ３，８４９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６１９円（ ３，７９９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５７２円（ ３，７５０円）

１２０か月を超えるもの

３，５２５円（ ３，７０１円）

４８か月以内のもの

２，９５２円（ ３，０９９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，９１６円（ ３，０６１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，８４４円（ ２，９８６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，８０８円（ ２，９４８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，７７２円（ ２，９１０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，７３６円（ ２，８７２円）

１２０か月を超えるもの

２，７００円（ ２，８３５円）

４８か月以内のもの

７，７９０円（ ８，１７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，５０５円（ ７，８８０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，３１５円（ ７，６８０円）
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デイタイムＳ

プランＥ

プランＦ（ＩＳ）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

１２０か月を超えるもの

７，１２５円（ ７，４８１円）

４８か月以内のもの

３，２８０円（ ３，４４４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，２４０円（ ３，４０２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，２００円（ ３，３６０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，１６０円（ ３，３１８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，１２０円（ ３，２７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，０８０円（ ３，２３４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，０４０円（ ３，１９２円）

１２０か月を超えるもの

３，０００円（ ３，１５０円）

４８か月以内のもの

２，５３０円（ ２，６５６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４９９円（ ２，６２３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４６８円（ ２，５９１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，４３７円（ ２，５５８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，４０７円（ ２，５２７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，３７６円（ ２，４９４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３４５円（ ２，４６２円）

１２０か月を超えるもの

２，３１４円（ ２，４２９円）

４８か月以内のもの

７，７３０円（ ８，１１６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６９９円（ ８，０８３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，６６８円（ ８，０５１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，６３７円（ ８，０１８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，６０７円（ ７，９８７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

７，５７６円（ ７，９５４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

７，５４５円（ ７，９２２円）

１２０か月を超えるもの

７，５１４円（ ７，８８９円）
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プランＷ

プランＬＬシンプル

プランＬシンプル

プランＭシンプル

４８か月以内のもの

５，１８５円（ ５，４４４円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，１２２円（ ５，３７８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，０５９円（ ５，３１１円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，９９５円（ ５，２４４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，９３２円（ ５，１７８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，８６９円（ ５，１１２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，８０６円（ ５，０４６円）

１２０か月を超えるもの

４，７４３円（ ４，９８０円）

４８か月以内のもの

１０，９８８円（１１，５３７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１０，８５４円（１１，３９６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１０，７２０円（１１，２５６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１０，５８６円（１１，１１５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１０，４５２円（１０，９７４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１０，３１８円（１０，８３３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１０，１８４円（１０，６９３円）

１２０か月を超えるもの

１０，０５０円（１０，５５２円）

４８か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，２４１円（ ６，５５３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，０８３円（ ６，３８７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

１２０か月を超えるもの

５，９２５円（ ６，２２１円）

４８か月以内のもの

４，１００円（ ４，３０５円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０５０円（ ４，２５２円）
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プランＳシンプル

プランＳＳシンプル

デイタイムＬシンプル

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，０００円（ ４，２００円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，９５０円（ ４，１４７円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，９００円（ ４，０９５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，８５０円（ ４，０４２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，８００円（ ３，９９０円）

１２０か月を超えるもの

３，７５０円（ ３，９３７円）

４８か月以内のもの

２，５４２円（ ２，６６９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，５１１円（ ２，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４８０円（ ２，６０４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，４４９円（ ２，５７１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，４１８円（ ２，５３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，３８７円（ ２，５０６円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，３５６円（ ２，４７３円）

１２０か月を超えるもの

２，３２５円（ ２，４４１円）

４８か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４７５円（ １，５４８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４３８円（ １，５０９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

１２０か月を超えるもの

１，４０１円（ １，４７１円）

４８か月以内のもの

６，４７８円（ ６，８０１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，２４１円（ ６，５５３円）
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デイタイムＳシンプル

プランＥシンプル

プランＦ（ＩＳ）シンプ
ル

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，０８３円（ ６，３８７円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

１２０か月を超えるもの

５，９２５円（ ６，２２１円）

４８か月以内のもの

１，９６８円（ ２，０６６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，９４４円（ ２，０４１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，９２０円（ ２，０１６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，８９６円（ １，９９０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，８７２円（ １，９６５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，８４８円（ １，９４０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，８２４円（ １，９１５円）

１２０か月を超えるもの

１，８００円（ １，８９０円）

４８か月以内のもの

１，２１８円（ １，２７８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，２０３円（ １，２６３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，１８８円（ １，２４７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，１７３円（ １，２３１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，１５９円（ １，２１６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，１４４円（ １，２０１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，１２９円（ １，１８５円）

１２０か月を超えるもの

１，１１４円（ １，１６９円）

４８か月以内のもの

６，４１８円（ ６，７３８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，４０３円（ ６，７２３円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，３８８円（ ６，７０７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，３７３円（ ６，６９１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，３５９円（ ６，６７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，３４４円（ ６，６６１円）
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プランＷシンプル

プランＺシンプル

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，３２９円（ ６，６４５円）

１２０か月を超えるもの

６，３１４円（ ６，６２９円）

４８か月以内のもの

３，８７３円（ ４，０６６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，８２６円（ ４，０１７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，７７９円（ ３，９６７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，７３１円（ ３，９１７円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，６８４円（ ３，８６８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６３７円（ ３，８１８円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５９０円（ ３，７６９円）

１２０か月を超えるもの

３，５４３円（ ３，７２０円）

４８か月以内のもの

１，５３１円（ １，６０７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４７５円（ １，５４８円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，４３８円（ １，５０９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

１２０か月を超えるもの

１，４０１円（ １，４７１円）

イ １（適用）（７）の適用を受けることとなるもの
１契約ごとに月額
区
料金種別
プランＬＬ

分

料 金 額
利用月数

税抜額（税込額）

４８か月以内のもの

１２，１５０円（１２，７５７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１２，０００円（１２，６００円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１１，７００円（１２，２８５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１１，４００円（１１，９７０円）
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プランＬ

プランＭ

プランＳ

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１１，１００円（１１，６５５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１０，８００円（１１，３４０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１０，５００円（１１，０２５円）

１２０か月を超えるもの

１０，２００円（１０，７１０円）

４８か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，０３０円（ ７，３８１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８４０円（ ７，１８２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，６５０円（ ６，９８２円）

１２０か月を超えるもの

６，４６０円（ ６，７８３円）

４８か月以内のもの

５，３４６円（ ５，６１３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，２８０円（ ５，５４４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

５，１４８円（ ５，４０５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

５，０１６円（ ５，２６６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，８８４円（ ５，１２８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，７５２円（ ４，９８９円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，６２０円（ ４，８５１円）

１２０か月を超えるもの

４，４８８円（ ４，７１２円）

４８か月以内のもの

３，８０７円（ ３，９９７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，７６０円（ ３，９４８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，６６６円（ ３，８４９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５７２円（ ３，７５０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，４７８円（ ３，６５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，３８４円（ ３，５５３円）
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プランＳＳ

デイタイムＬ

デイタイムＳ

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，２９０円（ ３，４５４円）

１２０か月を超えるもの

３，１９６円（ ３，３５５円）

４８か月以内のもの

２，９１６円（ ３，０６１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，８０８円（ ２，９４８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，７３６円（ ２，８７２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，６６４円（ ２，７９７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，５９２円（ ２，７２１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，５２０円（ ２，６４６円）

１２０か月を超えるもの

２，４４８円（ ２，５７０円）

４８か月以内のもの

７，６９５円（ ８，０７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

７，６００円（ ７，９８０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

７，４１０円（ ７，７８０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

７，２２０円（ ７，５８１円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

７，０３０円（ ７，３８１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８４０円（ ７，１８２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，６５０円（ ６，９８２円）

１２０か月を超えるもの

６，４６０円（ ６，７８３円）

４８か月以内のもの

３，２４０円（ ３，４０２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，２００円（ ３，３６０円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，１２０円（ ３，２７６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，０４０円（ ３，１９２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，９６０円（ ３，１０８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，８８０円（ ３，０２４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，８００円（ ２，９４０円）

１２０か月を超えるもの

２，７２０円（ ２，８５６円）
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プランＥ

プランＦ（ＩＳ）

プランＷ

プランＬＬシンプル

４８か月以内のもの

２，４９９円（ ２，６２３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４６８円（ ２，５９１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４０７円（ ２，５２７円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，３４５円（ ２，４６２円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２８３円（ ２，３９７円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２２１円（ ２，３３２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，１６０円（ ２，２６８円）

１２０か月を超えるもの

２，０９８円（ ２，２０２円）

４８か月以内のもの

７，０２０円（ ７，３７１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，９７４円（ ７，３２２円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，９２８円（ ７，２７４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，８８１円（ ７，２２５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

６，８３５円（ ７，１７６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

６，８０４円（ ７，１４４円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

６，７７３円（ ７，１１１円）

１２０か月を超えるもの

６，７４３円（ ７，０８０円）

４８か月以内のもの

５，１２２円（ ５，３７８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

５，０５９円（ ５，３１１円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

４，９３２円（ ５，１７８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

４，８０６円（ ５，０４６円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

４，６７９円（ ４，９１２円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

４，５５３円（ ４，７８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

４，４２６円（ ４，６４７円）

１２０か月を超えるもの

４，３００円（ ４，５１５円）

４８か月以内のもの

１０，８５４円（１１，３９６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１０，７２０円（１１，２５６円）
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プランＬシンプル

プランＭシンプル

プランＳシンプル

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１０，４５２円（１０，９７４円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１０，１８４円（１０，６９３円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

９，９１６円（１０，４１１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

９，６４８円（１０，１３０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

９，３８０円（ ９，８４９円）

１２０か月を超えるもの

９，１１２円（ ９，５６７円）

４８か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，８４６円（ ６，１３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，６８８円（ ５，９７２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，５３０円（ ５，８０６円）

１２０か月を超えるもの

５，３７２円（ ５，６４０円）

４８か月以内のもの

４，０５０円（ ４，２５２円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

４，０００円（ ４，２００円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，９００円（ ４，０９５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，８００円（ ３，９９０円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，７００円（ ３，８８５円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，６００円（ ３，７８０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，５００円（ ３，６７５円）

１２０か月を超えるもの

３，４００円（ ３，５７０円）

４８か月以内のもの

２，５１１円（ ２，６３６円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

２，４８０円（ ２，６０４円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

２，４１８円（ ２，５３８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

２，３５６円（ ２，４７３円）
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プランＳＳシンプル

デイタイムＬシンプル

デイタイムＳシンプル

８４か月を超え ９６か月以内のもの

２，２９４円（ ２，４０８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

２，２３２円（ ２，３４３円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

２，１７０円（ ２，２７８円）

１２０か月を超えるもの

２，１０８円（ ２，２１３円）

４８か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，３８２円（ １，４５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，３４４円（ １，４１１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，３０７円（ １，３７２円）

１２０か月を超えるもの

１，２７０円（ １，３３３円）

４８か月以内のもの

６，３９９円（ ６，７１８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，３２０円（ ６，６３６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，１６２円（ ６，４７０円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００４円（ ６，３０４円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，８４６円（ ６，１３８円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，６８８円（ ５，９７２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，５３０円（ ５，８０６円）

１２０か月を超えるもの

５，３７２円（ ５，６４０円）

４８か月以内のもの

１，９４４円（ ２，０４１円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，９２０円（ ２，０１６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，８７２円（ １，９６５円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，８２４円（ １，９１５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，７７６円（ １，８６４円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，７２８円（ １，８１４円）
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プランＥシンプル

プランＦ（ＩＳ）シンプ
ル

プランＷシンプル

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，６８０円（ １，７６４円）

１２０か月を超えるもの

１，６３２円（ １，７１３円）

４８か月以内のもの

１，２０３円（ １，２６３円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，１８８円（ １，２４７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，１５９円（ １，２１６円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，１２９円（ １，１８５円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，０９９円（ １，１５３円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，０６９円（ １，１２２円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，０４０円（ １，０９２円）

１２０か月を超えるもの

１，０１０円（ １，０６０円）

４８か月以内のもの

６，０７６円（ ６，３７９円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

６，０５４円（ ６，３５６円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

６，０３２円（ ６，３３３円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

６，００９円（ ６，３０９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

５，９８７円（ ６，２８６円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

５，９７２円（ ６，２７０円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

５，９５７円（ ６，２５４円）

１２０か月を超えるもの

５，９４３円（ ６，２４０円）

４８か月以内のもの

３，８２６円（ ４，０１７円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

３，７７９円（ ３，９６７円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

３，６８４円（ ３，８６８円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

３，５９０円（ ３，７６９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

３，４９５円（ ３，６６９円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

３，４０１円（ ３，５７１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

３，３０６円（ ３，４７１円）

１２０か月を超えるもの

３，２１２円（ ３，３７２円）
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プランＺシンプル

４８か月以内のもの

１，５１３円（ １，５８８円）

４８か月を超え ６０か月以内のもの

１，４９４円（ １，５６８円）

６０か月を超え ７２か月以内のもの

１，４５７円（ １，５２９円）

７２か月を超え ８４か月以内のもの

１，４１９円（ １，４８９円）

８４か月を超え ９６か月以内のもの

１，３８２円（ １，４５１円）

９６か月を超え１０８か月以内のもの

１，３４４円（ １，４１１円）

１０８か月を超え１２０か月以内のもの

１，３０７円（ １，３７２円）

１２０か月を超えるもの

１，２７０円（ １，３３３円）

（５） 第４種定期ａｕ契約に係るもの
１電話番号ごとに月額
区

分
料金種別

料 金 額
税抜額（税込額）

プランＬＬ

７，５００円（ ７，８７５円）

プランＬ

４，７５０円（ ４，９８７円）

プランＭ

３，３００円（ ３，４６５円）

プランＳ

２，３５０円（ ２，４６７円）

プランＳＳ

１，８００円（ １，８９０円）

デイタイムＬ

４，７５０円（ ４，９８７円）

デイタイムＳ

１，８００円（ １，８９０円）

プランＥ

１，５４３円（ １，６２０円）

プランＦ（ＩＳ）

６，７４３円（ ７，０８０円）

プランＷ

３，１６２円（ ３，３２０円）

プランＬＬシンプル

６，７００円（ ７，０３５円）

プランＬシンプル

３，９５０円（ ４，１４７円）

プランＭシンプル

２，５００円（ ２，６２５円）

プランＳシンプル

１，５５０円（ １，６２７円）
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プランＳＳシンプル

９３４円（

９８０円）

デイタイムＬシンプル

３，９５０円（ ４，１４７円）

デイタイムＳシンプル

１，２００円（ １，２６０円）

プランＥシンプル

７４３円（

７８０円）

プランＦ（ＩＳ）シンプル

５，９４３円（ ６，２４０円）

プランＷシンプル

２，３６２円（ ２，４８０円）

プランＺシンプル

９３４円（ ９８０円）
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２－１－２ ａｕパケットに係るもの
（１） 一般ａｕ契約に係るもの
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

第１種ａｕパケット

９．６ｋｂｉｔ／ｓ

５００円（

５２５円）

１４．４ｋｂｉｔ／ｓ

９００円（

９４５円）

９００円（

９４５円）

第２種ａｕパケット
第３種ａｕパケット ＷＩＮシングルＬＬ

１１，８００円（１２，３９０円）

ＷＩＮシングルＬ

８，０００円（ ８，４００円）

ＷＩＮシングルＭ

５，５００円（ ５，７７５円）

ＷＩＮシングルＳ

２，５００円（ ２，６２５円）

ＷＩＮシングルＳＳ

１，５００円（ １，５７５円）

ＷＩＮシングル定額フルサポート

３，０００円（ ３，１５０円）

ＷＩＮシングル定額シンプル

２，１００円（ ２，２０５円）

ＷＩＮモジュール定額

２，１００円（ ２，２０５円）

第４種ａｕパケット ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート

１２，２００円（１２，８１０円）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート

８，４００円（ ８，８２０円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸフルサポート

５，９００円（ ６，１９５円）

ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

１１，３００円（１１，８６５円）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

７，５００円（ ７，８７５円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸシンプル

５，０００円（ ５，２５０円）

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

２，８３４円（ ２，９７５円）
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ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

１，９３４円（ ２，０３０円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

５，６９１円（ ５，９７５円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

４，７９１円（ ５，０３０円）

第５種ａｕパケット ＰＨＯＴＯ－Ｕプラン

１，３７２円（ １，４４０円）

ＷＮＤプラン

１，０００円（ １，０５０円）

ｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプラン

１，５００円（ １，５７５円）

（２） 第１種定期ａｕ契約に係るもの
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

第２種ａｕパケット

４４０円（

４６２円）

（３） 第４種定期ａｕ契約に係るもの
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

第３種ａｕパケット ＷＩＮシングルＬＬ

７，８００円（ ８，１９０円）

ＷＩＮシングルＬ

５，６００円（ ５，８８０円）

ＷＩＮシングルＭ

３，９００円（ ４，０９５円）

ＷＩＮシングルＳ

１，９００円（ １，９９５円）

ＷＩＮシングルＳＳ

１，０００円（ １，０５０円）

ＷＩＮシングル定額フルサポート

２，５００円（ ２，６２５円）

ＷＩＮシングル定額シンプル

１，６００円（ １，６８０円）

第４種ａｕパケット ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート
ＷＩＮシングルＬ
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８，２００円（ ８，６１０円）

６，０００円（ ６，３００円）

ＷｉＭＡＸフルサポート
ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸフルサポート

４，３００円（ ４，５１５円）

ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

７，３００円（ ７，６６５円）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

５，１００円（ ５，３５５円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸシンプル

３，４００円（ ３，５７０円）

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

１，８３４円（ １，９２５円）

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

９３４円（

９８０円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

４，６９１円（ ４，９２５円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

３，７９１円（ ３，９８０円）

第５種ａｕパケット ＰＨＯＴＯ－Ｕプラン

３７２円（

３９０円）

ＷＮＤプラン

５００円（

５２５円）

ｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプラン

５００円（

５２５円）
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２－１－３ 定期前払ａｕサービスに係るもの
１電話番号あたり定期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象期間ごとに
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

基本使用料

２０，０００円（２１，０００円）
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２－２ オプション機能使用料
２－２－１ ２－２－２以外のもの
（１） （２）以外のもの
各単位ごとに月額
料金額
区

分

単 位
税抜額
（税込額）

ＥＺｗｅｂ機能（ＥＺｗｅｂ）

１契約ごとに

ｗｅｂフィルタリング・カスタマ １契約ごとに
イズ機能の利用に係る加算額
三者通話機能（三者通話サービス）

（

３００円
３１５円）

（

１００円
１０５円）

（

２００円
２１０円）

（

２００円
２１０円）

（

１００円
１０５円）

１契約ごとに

割込通話機能（割込通話サービス）

１契約ごとに

迷惑電話拒否機能（迷惑電話撃退サービス）

１契約ごとに

着信短縮ダイヤ １の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ
ル機能（クイッ 行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに
クダイヤル）
信を許容する地域を当社が別に定
める地域のうち複数の地域内とす
る場合

２８，０００円
（２９，４００円）

１の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ
行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに
信を許容する地域を当社が別に定
める地域のうちいずれか１の地域
内に限定する場合

２２，０００円
（２３，１００円）

高速パケット通信機能（高速パケットサービス）

呼出音設定機能（ＥＺ待ちうた）

１契約ごとに
（

３００円
３１５円）

（

１００円
１０５円）

１契約ごとに

番号変換機能
（ＫＤＤＩ ビジネスコールダイレクト）

１ユーザグループ
ごとに

２，０００円
（ ２，１００円）

保留転送機能

１契約者回線ごと
に

３００円
（ ３１５円）

番号変換文字メッセージ受信機能

１ログインＩＤご

３００円
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とに

（

３１５円）

（２） 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル、第３種ａ
ｕパケット、第４種ａｕパケット又はＵＩＭサービスに係るもの
各単位ごとに月額
料金額
区

分

単 位
税抜額
（税込額）

ＥＺｗｅｂ機能（ＥＺｗｅｂ）

１契約ごとに

ｗｅｂフィルタリング・カスタマ １契約ごとに
イズ機能の利用に係る加算額
三者通話機能（三者通話サービス）

（

３００円
３１５円）

（

１００円
１０５円）

（

２００円
２１０円）

（

１００円
１０５円）

１契約ごとに

迷惑電話拒否機能（迷惑電話撃退サービス）

１契約ごとに

着信短縮ダイヤ １の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ
ル機能（クイッ 行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに
クダイヤル）
信を許容する地域を当社が別に定
める地域のうち複数の地域内とす
る場合

２８，０００円
（２９，４００円）

１の着信短縮ダイヤル番号により １着信短縮ダイヤ
行う通話について、その通話の発 ル番号ごとに
信を許容する地域を当社が別に定
める地域のうちいずれか１の地域
内に限定する場合

２２，０００円
（２３，１００円）

ａｕ．ＮＥＴ機能

１契約ごとに

呼出音設定機能（ＥＺ待ちうた）

（

５００円
５２５円）

（

１００円
１０５円）

１契約ごとに

番号変換機能
（ＫＤＤＩ ビジネスコールダイレクト）

１ユーザグループ
ごとに

２，０００円
（ ２，１００円）

保留転送機能

１契約者回線ごと
に

３００円
（ ３１５円）

番号変換文字メッセージ受信機能

１ログインＩＤご
とに

３００円
３１５円）

Ｗｉ－Ｆｉ ＷＩＮ機能

１契約ごとに
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（

５００円

（

５２５円）

ＩＳ ＮＥＴ機能

１契約ごとに

３００円
（ ３１５円）

ＷｉＭＡＸ利用機能

１契約ごとに

５００円
５２５円）

（
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２－２－２ 海外ローミング機能
（１） タイプⅠのもの
① ②、③又は④以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る１の利用につき利用時間１分までごとに
区 分 及 び 料 金 額
海外利用地域

国内通話利用

国際通話利用
日本着信

大韓民国

着信通話利用

日本着信以外

５０円

１２５円

２６５円

７０円

アメリカ合衆国
（ハワイを除きます。）

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

カナダ

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

ニュージーランド

８０円

１８０円

２８０円

８０円

中華人民共和国（香港及び
マカオを含みます。）

７０円

１７５円

２６５円

１４５円

グアム

８０円

１４０円

２１０円

１３０円

サイパン

８０円

１４０円

２１０円

１３０円

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

タイ王国

７０円

１７５円

２６５円

１５５円

台湾

７０円

１７５円

２６５円

１４５円

インドネシア共和国

７０円

２６０円

２８０円

１５５円

プエルト・リーコ

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

アメリカ領ヴァージン諸島

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

ハワイ
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メキシコ合衆国

７０円

２３０円

２８０円

１８０円

イスラエル国

７０円

２６０円

２８０円

１４０円

インド

７０円

１８０円

２８０円

１８０円

ベトナム社会主義共和国

７０円

１９５円

２８０円

８０円

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

７０円

１８０円

２８０円

１８０円

バハマ国

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

ベネズエラ・ボリバル共和
国

１３０円

３３０円

３３０円

３３０円

バミューダ諸島

バングラデシュ人民共和国

② 国際Ｃメール利用に係るもの
料 金 額
１送信ごとに１００円

③ 国際ＥＺｗｅｂ利用、国際ＰＣサイトビューアー利用又は国際ＢＲＥＷ．ＮＥ
Ｔ利用に係るもの
料 金 額
１課金対象パケットごとに０．３５円

④ 国際ａｕ．ＮＥＴ利用又は国際ＩＳ ＮＥＴ利用に係るもの
料 金 額
１課金対象パケットごとに０．２円

（２） タイプⅡのもの
① ②、③又は④以外のもの
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外国事業者の電気通信サービスに係る１の利用につき利用時間１分までごとに
区 分 及 び 料 金 額
海外利用地域の区分

国内通話利用

国際通話利用
日本着信

着信通話利用

日本着信以外

アジア１

７０円

１７５円

２６５円

１４５円

アジア２

７５円

１７５円

２６５円

１５５円

アジア３

７０円

１７５円

２６５円

１５５円

アジア４

７５円

１７５円

２６５円

８０円

アジア５

７０円

２６０円

２８０円

１５５円

アジア６

９５円

２８０円

２８０円

１８０円

アジア７

８０円

２８０円

２８０円

１６０円

アジア８

７０円

１９５円

２８０円

８０円

アジア９

８０円

２８０円

２８０円

８０円

アジア１０

７５円

３８０円

３８０円

８０円

アジア１１

８０円

３８０円

３８０円

１４０円

アジア１２

７０円

１８０円

２８０円

１８０円

アジア１３

８０円

１８０円

２８０円

１８０円

アジア１４

８０円

３８０円

３８０円

１８０円

アジア１５

８０円

３００円

３００円

２２０円

アジア１６

８０円

１８０円

２８０円

１４０円

アジア１７

８０円

２５０円

２８０円

１４０円

アジア１８

７０円

２６０円

２８０円

１４０円

アジア１９

８０円

２８０円

２８０円

１４０円

アジア２０

８０円

１８０円

２８０円

１１０円

アジア２１

５０円

１２５円

２６５円

７０円

オセアニア１

８０円

１８０円

２８０円

８０円
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オセアニア２

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

オセアニア３

８０円

１４０円

２１０円

１３０円

オセアニア４

８０円

２８０円

２８０円

８０円

オセアニア５

４８０円

８８０円

８８０円

５６０円

オセアニア６

１３０円

５８０円

５８０円

２１０円

アメリカ１

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

アメリカ２

７０円

２３０円

２８０円

１８０円

アメリカ３

８０円

３８０円

３８０円

１９０円

アメリカ４

１２０円

１４０円

２１０円

１６５円

アメリカ５

１３０円

２５０円

２８０円

１９０円

アメリカ６

１５５円

２５０円

２８０円

１９０円

アメリカ７

８０円

２５０円

２８０円

１００円

アメリカ８

８０円

１８０円

２８０円

１９０円

アメリカ９

８０円

２８０円

２８０円

１９０円

アメリカ１０

１５５円

３３０円

３３０円

１９０円

アメリカ１１

８０円

２８０円

２８０円

１４０円

アメリカ１２

１３０円

３３０円

３３０円

１４０円

アメリカ１３

７０円

２３０円

２８０円

１４０円

アメリカ１４

８０円

１８０円

２８０円

１４０円

アメリカ１５

１３０円

３８０円

３８０円

２７０円

アメリカ１６

８０円

２８０円

２８０円

１００円

ヨーロッパ１

８０円

１８０円

２８０円

１１０円

ヨーロッパ２

８０円

２８０円

２８０円

１１０円

ヨーロッパ３

１００円

２５０円

２８０円

１１０円

ヨーロッパ４

１００円

２８０円

２８０円

１４０円

ヨーロッパ５

１００円

３８０円

３８０円

１４０円
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ヨーロッパ６

８０円

２８０円

２８０円

１４０円

ヨーロッパ７

８０円

３８０円

３８０円

１１０円

ヨーロッパ８

８０円

３８０円

３８０円

１８０円

ヨーロッパ９

１００円

４５０円

４５０円

１８０円

アフリカ１

８０円

２８０円

２８０円

１６０円

アフリカ２

８０円

１８０円

２８０円

１６０円

アフリカ３

８０円

３８０円

３８０円

１６０円

アフリカ４

８０円

２８０円

２８０円

１８０円

アフリカ５

１００円

２８０円

２８０円

１８０円

アフリカ６

１００円

３８０円

３８０円

１８０円

アフリカ７

１３０円

３８０円

３８０円

１６０円

アフリカ８

１８０円

４８０円

４８０円

１６０円

航空機内

６５０円

６５０円

６５０円

８００円

備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表２（海外ローミング
機能の海外利用地域）の（２）の①に定めるところによります。

② 国際Ｃメール利用に係るもの
料 金 額
１送信ごとに１００円

③ 国際ＥＺｗｅｂ利用、国際ＰＣサイトビューアー利用又は国際ＢＲＥＷ．ＮＥ
Ｔ利用に係るもの
区

分

５０課金対象パケットまでの部分
５０課金対象パケットを超える部分

料 金 額
課金対象パケットの情報量によらず５０円
１課金対象パケットごとに０．２円

④ 国際ａｕ．ＮＥＴ利用又は国際ＩＳ ＮＥＴ利用に係るもの
料 金 額
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１課金対象パケットごとに０．２円
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第２ 通話料
１ 適用
通話料の適用については、第７９条（通話料及びパケット通信料の支払義務）及び第１
０８条（電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等）によるほか、次のとおりとしま
す。
通

話

料

の

適

用

（１） 在圏区分及 ア 当社は、通話料を適用するため、在圏地域（その通話を行った契
び通話区分の
約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する都道府県をいい
適用
ます。以下同じとします。）及び通話を次のとおり区分します。
（ア） 在圏区分
① ②以外のもの
在圏区分

在圏地域の範囲

北海道地区

北海道

東北地区

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
、福島県、新潟県

北陸地区

富山県、石川県、福井県

関東・中部地区

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城
県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、静
岡県、愛知県、三重県、岐阜県

関西地区

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
、和歌山県

中国地区

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地区

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州地区

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
、宮崎県、鹿児島県

② 相互接続点からの通話に係るもの
在圏区分

在圏地域の範囲

北海道地区

北海道

東北地区

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
、福島県、新潟県

北陸地区

富山県、石川県、福井県

関東地区

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城
県、栃木県、群馬県、山梨県

中部地区

長野県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
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関西地区

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
、和歌山県

中国地区

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地区

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州地区

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
、宮崎県、鹿児島県

（イ） 通話区分
通話区分

適用する通話

地 県内通話
域
内
・
地
域
隣 県間通話
接
県
通
話

その通話の相手側の電気通信設備に係る通
話地域間距離測定のための起算点（以下「
相手側起算点」といいます。）が、その移動
無線装置に係る在圏地域と同一の都道府県
内となる通話

地域隣接県外通話

地域内・地域隣接県通話以外の通話

その通話の相手側起算点が、その移動無線
装置に係る在圏区分と同一の在圏区分に区
分された都道府県内又はそれらに隣接する
都道府県内となる通話であって、県内通話
以外のもの

イ アに規定する区分は、移動無線装置が接続されている無線基地局
設備の所在する場所又は協定事業者の電気通信回線設備の終端の所
在する場所に基づき、当社が別に定めるところにより適用します。
ウ アに規定する区分は、通話を開始した時点の区分を適用し、その
通話が終了するまで変更しません。
エ 当社が別に定める地域又は電気通信設備へ行った通話については
、アの規定にかかわらず、当社が定める通話区分を適用します。
（２） 昼間、夜間 ア 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。
、深夜・早朝
ただし、土曜日・日曜日・祝日の時間帯区分があるものについて
及び土曜日・
は、その部分を除いた時間帯をいいます。
日曜日・祝日
の時間帯区分
時間帯区分
時間帯
の適用
昼間
午前８時から午後７時までの間
夜間

午後７時から午後１１時までの間

深夜・早朝

午前０時から午前８時まで及び午後１１時か
ら午後１２時までの間

イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。
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時間帯区分

時間帯

土曜日・日曜日・祝 土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関
日
する法律（昭和２３年法律第 １７８号）の規定
により休日とされた日並びに１月２日及び
１月３日をいいます。）における午前８時か
ら午後１１時までの間

（３） プリペイド
通話に係る前
払い通話料の
残高の取り扱
い

プリペイド通話に係る前払い通話料の残高が、料金表第１表第２（通
話料）２（料金額）に規定するプリペイド通話に係る通話料それぞれ
の課金単位あたりの料金額に満たない場合において、通話又は文字メ
ッセージ送信が行われたときは、その残高を、その通話又は文字メッ
セージ送信に係る１の課金単位あたりの料金額とみなして取り扱いま
す。

（４） ａｕ国際通 ａｕ国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、
話に係る通話 ２－３に規定する料金額を適用します。
料の適用
（５） ローミング ア ローミング（特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に規定する
の通話料の適
ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の提供を受けているもの
用
に限ります。）の契約者回線から行った通話については、特定事業者
の料金表に規定する各料金種別の料金額と同額を適用します。
イ ローミング（特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に規定する
プリペイド電話の提供を受けているものに限ります。）の契約者回線
から行った通話については、特定事業者のａｕ通信サービス契約薬
科料金表に規定するプリペイド電話に関する料金額と同額を適用し
ます。
ウ 相互接続点からローミングの契約者回線への通話に係る料金つい
ては、２－４に規定する料金額を適用します。
（６） Ｃメール機 ア Ｃメール送信に関する料金については、Ｃメール送信を通話とみ
能を利用した
なして２－１－３（Ｃメール機能に係るもの）又は２－２－３（Ｃ
通信に係る通
メール機能に係るもの）に規定する料金額を適用します。
話料の適用
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかのＣメール送信については
、２－１－３に規定する料金額の支払いを要しません。
（ア） 第１（基本使用料等）１（適用）（６）に規定する割引選択回
線群を構成する契約者回線からその割引を受けるために契約者
が選択した割引選択回線群を構成する他の契約者回線及び他網
契約者回線へのＣメール送信
（イ） （２７）に規定する特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適用
を受けている契約者回線からその割引を受けるために契約者が
指定した特定電話番号に係る契約者回線又は他網契約者回線へ
のＣメール送信
（ウ） 基本使用料の料金種別としてプランＷ、プランＷシンプル又
はプランＺシンプルを選択している契約者回線から契約者回線
又は他網契約者回線（特定事業者が提供するａｕ通信サービス
のものに限ります。）へのＣメール送信
（６）の２ 削除

削除
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（６）の３ テレビ ア テレビ電話通信に関する料金については、テレビ電話通信を通話
電話機能を利
とみなして次に規定する料金額を適用します。
用した通信に
（ア） 契約者回線からのテレビ電話通信に係るもの
係る通話料の
２－１－５に規定する料金額
適用
（イ） 特定加入契約者回線（別表１（オプション機能）２２欄に規定
するものをいいます。以下同じとします。）からのテレビ電話通
信に係るもの
２－４に規定する料金額と同額
イ アの（イ）の場合において、そのテレビ電話通信を行った契約者回
線に接続されている移動無線装置は東京都に在圏するものとして取
り扱います。
（６）の４ 削除

削除

（６）の５ 番号変 ア 番号変換機能を利用して行われた通話（保留転送機能を利用して
換機能を利用
行われた通話又は番号変換文字メッセージ送信機能を利用して行わ
して行われた
れた文字メッセージ送信を含みます。以下同じとします。）に関する
通話に係る通
料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以
話料の適用
下この欄において同じとします。）については、２（料金額）の規定
にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。
１契約者回線ごとに月額
区 分
定額料

料

金

額

税抜額 ９００円 （税込額 ９４５円）

イ 番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、番号変
換機能を利用した通話の有無にかかわらず、その番号変換機能の提
供を開始した日の翌日から起算してその番号変換機能の廃止があっ
た日（料金月の末日以外の日にａｕ契約の解除があった場合は、そ
の契約解除日の前日）までの期間について、アに規定する定額料の
支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての
日にわたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に
係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用
できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じた場合
は、この限りでありません。
ウ アに規定する定額料については、その料金月の末日又はユーザグ
ループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指
定する方法により請求します。この場合、番号変換機能の提供を受
けている契約者回線の契約者は、その定額料その他の債務に係る支
払義務を免れるものではありません。
エ 当社は、アに規定する定額料の支払いを要する期間が１の料金月
に満たない場合は、その提供日数に応じて日割りします。
（６）の６ Ｓｋｙ
ｐｅ－ＧＷ機
能に関する通
話に係る通話
料の適用

その通話の発信及び着信に係る契約者回線の契約者は、Ｓｋｙｐｅ通
話（別表１（オプション機能）２８欄に規定するアプリケーションを利
用して行われた、契約者回線と同欄に規定するメディアゲートウェイ
との間の通話をいいます。以下同じとします。）について、２（料金額
）に規定する料金の支払いを要します。

（７） 特定データ ア データ通信（当社が別に定める方法によりａｕサービス又はロー
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通信Ⅰに係る
通話料の適用
（モバイルレ
ート、Ｄレー
ト）

ミング（特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に規定するａｕサ
ービスの提供を受けているものに限ります。以下この欄において同
じとします。）の契約者回線から行った通話以外の通信（パケット通
信を除きます。）をいいます。以下この欄及び（７）の２において同じ
とします。）のうち、（７）の２の適用を受けているデータ通信以外の
データ通信であって、イの規定に該当するもの（以下「特定データ
通信Ⅰ」といいます。）に限り、２ー１－１の規定に代えて、次に規
定する料金額を適用します。
（ア） 基本使用料の料金種別がプランＬＬ、プランＬ、プランＭ、
デイタイムＬ、デイタイムＳ、プランＬＬシンプル、プランＬ
シンプル、プランＭシンプル、デイタイムＬシンプル又はデイ
タイムＳシンプルのもの
区

分

通話料

料 金 額
１分までごとに税抜額１２円（税込額１２．６円）

（イ） 基本使用料の料金種別がプランＳ、プランＳＳ、プランＳシ
ンプル又はプランＳＳシンプルのもの
区

分

通話料

料 金 額
１分までごとに税抜額１５円（税込額１５．７５円）

イ アに規定する料金額は、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第
４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスを除き
ます。）の契約者回線又はローミング（特定事業者のａｕ通信サービ
ス契約約款に定める第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第
５種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスに係るものを除きます。）の契
約者回線からのデータ通信（当社が別に定める短桁の番号をダイヤ
ルして行ったものを除きます。）のうち、次のデータ通信に限り適用
します。
（ア） 契約者回線又は携帯電話事業者が提供する携帯電話サービス
（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが提供する衛星電話サー
ビス（第２種衛星電話に限ります。）を除きます。）の他網契約者
回線へのデータ通信
（イ） 加入電話事業者が提供する加入電話サービスの他網契約者回
線へのデータ通信
（ウ） ＩＰ電話事業者が提供するＩＰ電話サービスの他網契約者回
線へのデータ通信
（７）の２ 特定デ
ータ通信Ⅱに
係る通話料の
適用（スーパ
ーモバイルレ
ート）

ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａ
ｕデュアル又はＵＩＭサービスを除きます。）の契約者回線又はローミ
ング（特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める第３種ａｕデ
ュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサービ
スに係るものを除きます。）の契約者回線から行うデータ通信であって
、当社が提供するインターネット接続サービス（ＩＰ電話サービスに
係るものを除きます。）又はデータ送受信サービスの電気通信回線への
データ通信（当社が別に定める方法により行なうものに限ります。）又
はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る事業者識
別番号（００３５に限ります。）を使用して行ったデータ通信（以下「特定
データ通信Ⅱ」といいます。）について、２－１－１の規定に代えて、
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次に規定する料金額を適用します。
（ア） 基本使用料の料金種別がプランＬＬ、プランＬ、プランＭ、
デイタイムＬ、デイタイムＳ、プランＬＬシンプル、プランＬ
シンプル、プランＭシンプル、デイタイムＬシンプル又はデイ
タイムＳシンプルのもの
区

分

通 話 料

料 金 額
１分までごとに税抜額１０円（税込額１０．５円）

（イ） 基本使用料の料金種別がプランＳ、プランＳＳ、プランＳシ
ンプル又はプランＳＳシンプルのもの
区

分

通 話 料

（８） プランＷ、
プランＷシン
プル又はプラ
ンＺシンプル
の契約者回線
に係る通話料
の適用

料 金 額
１分までごとに税抜額１５円（税込額１５．７５円）

基本使用料の料金種別がプランＷ、プランＷシンプル又はプランＺシ
ンプルの契約者回線の契約者は、２（料金額）の規定にかかわらず、
次表に定める時間帯におけるその契約者回線から特定電気通信回線（
当社が提供するａｕサービス若しくはプリペイド電話又は特定事業者
が提供するａｕサービス若しくはプリペイド電話の電気通信回線をい
います。）への通話（Ｃメール送信、テレビ電話通信、番号変換機能を
利用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます
。以下この欄において同じとします。）に関する料金（特定事業者が提
供するローミングに係るものを含みます。）の支払いを要しません。
支払いを要しない時間帯
午前１時から午後９時までの間

（９） 基本使用料 ア 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別（以下「特定料金種
の料金種別に
別Ⅰ」といいます。）を選択しているａｕ契約者は、その契約者回線
よる通話料の
からの通話（その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通
減額適用
話、番号変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａ
ｕ国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。）に関す
る料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含み、（２６）
に規定する定額対象部分及び（２８）に規定する定額対象部分を除きま
す。以下この欄において同じとします。）の月間累計額（（１１）、（１２）
、（１３）、（１７）、（２６）、（２７）又は（２８）のアの（ア）の適用による場合は
、適用した後の額とします。）のうち、同表の右欄に規定する料金額
の支払いを要しません。
（ア） （イ）以外のもの
１契約ごとに月額
支払いを要しない額
基本使用料の料金種別
税 抜 額
（税 込 額）
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プランＬＬ

０円から１２，０００円までの部分
（ ０円から１２，６００円までの部分）

プランＬ

０円から ６，３００円までの部分
（０円から ６，６１５円までの部分）

プランＭ

０円から ４，０５０円までの部分
（０円から ４，２５２円までの部分）

プランＳ

０円から ２，０００円までの部分
（０円から ２，１００円までの部分）

プランＳＳ

０円から １，０００円までの部分
（０円から １，０５０円までの部分）

デイタイムＬ

０円から ５，２００円までの部分
（０円から ５，４６０円までの部分）

プランＬＬシンプル

０円から１２，０００円までの部分
（ ０円から１２，６００円までの部分）

プランＬシンプル

０円から ６，３００円までの部分
（０円から ６，６１５円までの部分）

プランＭシンプル

０円から ４，０５０円までの部分
（０円から ４，２５２円までの部分）

プランＳシンプル

０円から ２，０００円までの部分
（０円から ２，１００円までの部分）

プランＳＳシンプル

０円から １，０００円までの部分
（０円から １，０５０円までの部分）

デイタイムＬシンプル

０円から ５，２００円までの部分
（０円から ５，４６０円までの部分）

（イ） 学生用の基本使用料の適用を受けているもの
１契約ごとに月額
支払いを要しない額
基本使用料の料金種別
税 抜 額
（税 込 額）
プランＬＬ

０円から ６，０００円までの部分
（ ０円から ６，３００円までの部分）

プランＬ

０円から ３，１５０円までの部分
（０円から ３，３０７円までの部分）

プランＭ

０円から ２，０２５円までの部分
（０円から ２，１２６円までの部分）
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プランＳ

０円から １，０００円までの部分
（０円から １，０５０円までの部分）

プランＳＳ

０円から
（０円から

デイタイムＬ

０円から ２，６００円までの部分
（０円から ２，７３０円までの部分）

５００円までの部分
５２５円までの部分）

イ 削除
ウ 通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別及び区別
ごとに、料金月単位で行います。
エ 当社は、基本使用料の料金種別及び区別ごとに、その料金月にお
ける基本使用料の支払いを要する日数が１の料金月の日数に満たな
いときは、その支払いを要する日数に応じて、アに規定する支払い
を要しない額（以下「控除可能額」といいます。）を日割りします。
オ エの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、
その端数を切り上げます。
カ 当社は、特定料金種別Ⅰの適用を受けているａｕデュアル又はＵ
ＩＭサービスの契約者回線について、基本使用料の料金種別及び区
別ごとに、アからオの規定により支払いを要しないこととされた料
金額（以下「通話料控除額」といいます。）が控除可能額に満たない
場合は、第３（パケット通信料）１（適用）（３）に規定する取扱い
を行います。
キ 当社は、特定料金種別Ⅰの適用を受けているａｕ電話の契約者回
線について、基本使用料の料金種別及び区別ごとに、通話料控除額
が控除可能額に満たない場合は、（９）の２及び当社の電話サービス
等契約約款料金表第２（通話等料金）１（適用）（１４）に規定する取
扱いを行います。
（９）の２ 特定料 ア 特定料金種別（特定料金種別Ⅰ、プランＷ又はプランＷシンプル
金種別のａｕ
をいいます。以下同じとします。）を選択しているａｕ契約者は、基
国際通話に係
本使用料の料金種別及び区別ごとに、その契約者回線からのａｕ国
る通話料の取
際通話に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金
扱い
を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額のう
ち、次表に規定する料金額（以下「ａｕ国際通話料控除可能額」と
いいます。）の支払いを要しません。
（ア） （イ）以外のもの
支払いを要しない額
その契約者回線に係る控除可能額から通話料控除額及びパケット
通信料控除額を差し引いた額にａｕ国際通話充当比率を乗じて得
た額を上限とする額。
この場合において、ａｕ国際通話充当比率は、その契約者回線か
らのａｕ国際通話に関する料金の月間累計額を、その契約者回線
からのａｕ国際通話に関する料金の月間累計額と当社の電話サー
ビス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話に関する料金の月
間累積通話等料金の額を合算した額で除して得た値とします。以
下この（９）の２及び（１０）の３において同じとします。
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（イ） 基本使用料の料金種別がプランＷ又はプランＷシンプルのも
の
支払いを要しない額
２，４８０円（ウの規定により日割りした場合はその額とします。）に
ａｕ国際通話充当比率を乗じて得た額を上限とする額
イ ａｕ国際通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別
及び区分ごとに、料金月単位で行います。
ウ 当社は、プランＷ及びプランＷシンプルについて、基本使用料の
料金種別及び区分ごとに、その料金月における基本使用料の支払い
を要する日数が１の料金月の日数に満たないときは、その支払を要
する日数に応じて、アに規定する ２，４８０円を日割りします。
エ ウの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、
その端数を切り上げます。
オ 当社は、特定料金種別の適用を受けている契約者回線について、
基本使用料の料金種別及び区分ごとに、アからエの規定により支払
いを要しないこととされた料金額（以下「ａｕ国際通話料控除額」
といいます。）と当社の電話サービス等契約約款に定める特定携帯国
際自動通話料控除額を合算した額（以下「国際通話料控除額」とい
いいます。）が、ａｕ国際通話料控除可能額と同契約約款に定める特
定携帯国際自動通話料控除可能額を合算した額（以下「国際通話料
控除可能額」といいます。）に満たない場合は、第１（基本使用料等
）１（適用）（１８）に規定する取扱いを行います。
（１０） 複数回線複 ア 当社は、第１（基本使用料等）１（適用）（６）に規定する割引選
合割引の通話
択回線群を構成する契約者回線（この取扱いの適用を選択している
料の取扱い（
ものに限ります。以下この欄において同じとします。）からの通話（
家族割、法人
その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換
割、マイファ
機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を
ミリー割引）
除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金（特定
事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄に
おいて同じとします。）の月間累計額（（８）、（９）、（１１）、（１３）、（１
７）又は（２７）の適用による場合は、適用した後の額とします。以下こ
の欄において同じとします。）について、次表に規定する額を控除す
る取扱い（以下この欄において「本取扱い」といいます。）を行いま
す。
控除額
１の契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額（その料金
月において学生用の基本使用料の適用を受けた期間がある場合は
、その期間に係る額を除きます。以下この欄において同じとしま
す。）に、充当比率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合
は、その端数を切り上げます。）。
この場合において、充当比率は、その割引選択回線群を構成する
契約者回線に係る充当可能額（控除可能額（その料金月において
学生用の基本使用料の適用を受けた期間がある場合は、その期間
に係る額を除きます。）から料金控除額（通話料控除額、第３（パ
ケット通信料）１（適用）（３）に規定するパケット通信料控除額
、国際通話料控除額、海外ローミング通話料金控除額及び第１（
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基本使用料等）１（適用）（１９）の規定により支払いを要しないこ
ととされた料金額（以下「海外ローミングパケット料金控除額」
といいます。）を合算した額をいい、その料金月において学生用の
基本使用料の適用を受けた期間がある場合は、その期間に係る額
を除きます。以下同じとします。）を減じて得た額をいいます。以
下同じとします。）の合計額（その割引選択回線群に他網契約者回
線が含まれる場合は、特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に
定める複数回線複合割引の通話料の取扱い（以下この欄において
「特定割引」といいます。）の規定に基づく他網契約者回線に係る
充当可能額を加算した額とします。）及び繰越控除余剰額（（１０）の
２に規定する前料金月からの繰越控除可能額から、料金繰越控除
額（（１０）の２に規定する通話料繰越控除額、第３（パケット通信
料）１（適用）（３）の４に規定するパケット通信料繰越控除額、
国際通話料繰越控除額、海外ローミング通話料金繰越控除額及び
第１（基本使用料等）１（適用）（２１）の規定により支払いを要し
ないこととされた料金額（以下「海外ローミングパケット料金繰
越控除額」といいます。）を合算した額をいいます。以下同じとし
ます。）を減じて得た額をいいます。以下同じとします。）の合計額
（その割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合は、特定
割引の規定に基づく他網契約者回線に係る繰越控除余剰額を加算
した額とします。）を合算して得た額を、その割引選択回線群を構
成する契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額の合計額
（その割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合は、特定
割引の規定に基づく他網契約者回線に係る料金の月間累計額（こ
の（１０）に定める月間累計額に相当するものをいいます。）を加算し
た額とします。）で除して得た値（１を超える場合は、１とします
。）とします。
イ 本取扱いは、ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）以外の契約
者回線に限り、選択することができます。
ウ 本取扱いの適用を選択する契約者は、当社に申し出ていただきま
す。
エ 当社は、特定料金種別Ⅰ以外の料金種別の適用を受けている契約
者回線（タイプⅡに係るものを除きます。）について、その契約者か
ら第１（基本使用料等）１（適用）（６）を選択する旨の申出があっ
た場合、併せてウの申出があったものとみなして取り扱います。
オ 本取扱いの適用を開始する場合は、イに規定する申出を当社が承
諾した日を含む料金月の翌料金月以降の通話に関する料金について
、本取扱いの適用の対象とします。
ただし、エに規定する場合又はａｕ契約の締結（契約変更に係る
ものを除きます。）と同時にイに規定する申出があった場合は、その
申出を当社が承諾した日を含む料金月以降の通話に関する料金につ
いて、本取扱いの適用の対象とします。
カ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約
者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、第１（
基本使用料等）１（適用）（６）の適用が廃止された場合、本取扱い
の適用を廃止します。
キ カの規定により本取扱いの適用を廃止した場合、その通話料につ
いては、次表のとおりとします。
区

分
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本取扱いの適用

１ ２以外により本 その廃止日を含む料金月の末日までの通話
取扱いの適用を廃 に関する料金について、本取扱いの適用の
止したとき。
対象とします。
２ 第１（基本使用
料等）１（適用）
（６）の適用の廃止
により本取扱いの
適用を廃止したと
き。

第１（基本使用料等）１（適用）（６）のケ
又はコの規定によりその基本使用料が複数
回線複合割引の適用の対象とされる日まで
、本取扱いの適用の対象とします。

ク 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
（１０）の２ 繰越控 ア ａｕ契約者は、その契約者回線からの通話（その通話の料金を着
除可能額に係
信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行わ
る通話料の減
れた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この
額適用
欄において同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するロ
ーミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします
。）の月間累計額（（９）、（９）の２、（１１）、（１２）、（１３）、（１７）、（２６）
、（２７）又は（２８）のアの（ア）の適用による場合は、適用した後の額と
します。以下この欄において同じとします。）のうち、その契約者回
線に係る前料金月からの繰越控除可能額（前料金月において、エの
規定により算出された翌料金月への繰越控除可能額をいいます。以
下同じとします。）を上限とする額の支払いを要しません。
ただし、その契約者回線の基本使用料の料金種別がプランＷ又は
プランＷシンプルである場合は、この限りでありません。
イ 当社は、ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの契約者回線について
、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下「通
話料繰越控除額」といいます。）が前料金月からの繰越控除可能額に
満たない場合は、第３（パケット通信料）１（適用）（３）の４に規
定する取扱いを行います。
ウ 当社は、ａｕ電話の契約者回線について、通話料繰越控除額が前
料金月からの繰越控除可能額に満たない場合は、（１０）の３及び当社
の電話サービス等契約約款料金表第２（通話等料金）１（適用）（１
５）に規定する取扱いを行います。
エ 翌料金月への繰越控除可能額は、充当可能額及び前料金月からの
繰越控除可能額（料金繰越控除額を減じて得た額とします。）の合計
額とします。
ただし、その合計額が、下表に定める繰越上限額を超える場合は
、繰越上限額を翌料金月への繰越控除可能額とします。この場合に
おいて、その繰越上限額は、その料金月の末日において適用されて
いる料金種別によります。
繰越上限額
料金種別
税抜額（税込額）
プランＬＬ

３６，０００円（３７，８００円）

プランＬ

２０，０００円（２１，０００円）

プランＭ

１５，０００円（１５，７５０円）
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プランＳ

１０，０００円（１０，５００円）

プランＳＳ

５，０００円（ ５，２５０円）

デイタイムＬ

１６，０００円（１６，８００円）

プランＬＬシンプル

３６，０００円（３７，８００円）

プランＬシンプル

２０，０００円（２１，０００円）

プランＭシンプル

１５，０００円（１５，７５０円）

プランＳシンプル

１０，０００円（１０，５００円）

プランＳＳシンプル

５，０００円（ ５，２５０円）

デイタイムＬシンプル

１６，０００円（１６，８００円）

オ エの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する契約者回線につ
いては、その契約者回線に係る翌料金月への繰越控除可能額を０円
とします。
（ア） その料金月の末日において、特定料金種別Ⅰを選択していな
いもの
（イ） その料金月の末日において、学生用の基本使用料の適用を受
けているもの
（ウ） その料金月の末日において、（１０）の適用を受けているもの
（エ） その料金月の末日において、そのａｕサービスの利用の一時
休止が行われているもの
カ ａｕ契約が解除された場合、その契約者回線に係る翌料金月への
繰越控除可能額は、無効とします。
キ 通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別及び区別
ごとに、料金月単位で行います。
（１０）の３ 繰越控 ア ａｕ契約者は、その契約者回線からのａｕ国際通話に関する料金
除可能額に係
（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下こ
るａｕ国際通
の欄において同じとします。）の月間累計額（（９）の２の適用による
話料の減額適
場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとしま
用
す。）のうち、次表に規定する料金（以下「ａｕ国際通話料繰越控除
可能額」といいます。）の支払いを要しません。
支払いを要しない額
その契約者回線に係る前月からの繰越控除可能額から通話料繰越
控除額及びパケット通信料繰越控除額を差し引いた額にａｕ国際
通話充当比率を乗じて得た額を上限とする額。
イ ａｕ国際通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別
及び区分ごとに、料金月単位で行います。
ウ 当社は、ａｕサービスの契約者回線について、アの規定により支
払いを要しないこととされた料金額（以下「ａｕ国際通話料繰越控
除額」といいます。）と当社の電話サービス等契約約款に定める特定
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携帯国際自動通話料繰越控除額を合算した額（以下「国際通話料繰
越控除額」といいます。）が、ａｕ国際通話料繰越控除可能額と同契
約約款に定める特定携帯国際自動通話料繰越控除可能額を合算した
額（以下「国際通話料繰越控除可能額」といいます。）に満たない場
合は、第１（基本使用料等）１（適用）（２０）に規定する取扱いを行
います。
（１１） 割引選択回 ア 割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引（以下こ
線群を構成す
の欄において「本割引」といいます。）とは、第１（基本使用料等）
る契約者相互
１（適用）（６）に規定する割引選択回線群を構成する契約者回線（
間の通話料の
学生用の基本使用料の適用を受けているものを除きます。）からその
割引の適用（
割引を受けるために契約者が指定した割引選択回線群を構成する他
家族割、法人
の契約者回線及び他網契約者回線への通話（（２７）の適用を受けた通
割、マイファ
話、Ｃメール送信、特定データ通信Ⅰ、テレビ電話通信（タイプⅡ
ミリー割引）
に係るものに限ります。）、番号変換機能を利用して行われた通話、
プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄において
同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに
係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累
計額（（８）の適用による場合は、適用した後の額とします。以下こ
の欄において同じとします。）について、次表に規定する額の割引を
行うことをいいます。
ただし、（ア）の場合において、（１３）の適用を併せて受ける通話に
ついては、この規定にかかわらず、（１３）に定めるところによります
。
（ア） （イ）以外の場合
割

引

額

その通話に関する料金の月間累計額に０．３０を乗じて得た額
（イ） 障害者用の基本使用料の適用を受けている契約者回線からの
通話、第４種定期ａｕ契約に係る契約者回線からの通話又は一
般用の基本使用料の適用を受けている契約者回線であってその
ａｕサービスの利用月数が１２０ヶ月を超えるものからの通話の
場合
区

分

１ ２以外の通話

割引額
左欄の通話に関する料金の月間累
計額

２ テレビ電話通信（タイプ 左欄の通話に関する料金の月間累
Ⅰに係るもの）
計額に０．６０を乗じて得た額
イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第１（基本使用料等）
１（適用）（６）に規定する複数回線複合割引の適用の開始及び廃止
の場合に準じて取り扱います。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
（１２） 学生又は障 ア 学生又は障害者であることを条件とする通話料の月極割引（以下
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害者であるこ
とを条件とす
る通話料の月
極割引の適用
（ガク割、ス
マイルハート
割引、プライ
オリティ割引
）

この欄において「本割引」といいます。）とは、学生用又は障害者用
の基本使用料の適用を受けている契約者回線からの通話（（１７）の適
用を受けた通話（同欄のアに規定する区分（ウ）に係るものに限りま
す。）、（２７）の適用を受けた通話、その通話の料金を着信者に課金す
る取扱いを受けた通話、特定データ通信Ⅰ、特定データ通信Ⅱ、番
号変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際
通話を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金
（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含み、電話番号案
内料を除きます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額
（（８）の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄
において同じとします。）について、次表に規定する額の割引を行う
ことをいいます。
ただし、本割引のほか（６）のイの（ア）の規定に該当する通話又は
（１１）のアの（イ）の規定に該当する通話の取扱いについては、この規
定にかかわらず、それぞれ（６）のイ又は（１１）に定めるところにより
ます。
１契約ごとに
区

分

割引額

１ 契約者回線又は加入電話 左欄の通話に関する料金の月間累
サービス、ＩＰ電話サービ 計額に０．５０を乗じて得た額
ス若しくは特定事業者が提
供するａｕ通信サービスに
係る他網契約者回線への通
話（当社が別に定めるもの
に限ります。）
２ １以外の通話

左欄の通話に関する料金の月間累
計額に０．２０を乗じて得た額

イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第１（基本使用料等）
１（適用）（４）に規定する学生用又は障害者用の基本使用料の適用
の開始及び廃止の場合に準じて取り扱います。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
（１３） 特定電話番 ア 特定電話番号への通話料の月極割引（以下この欄において「本割
号への通話料
引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、
の月極割引の
特定電話番号（契約者があらかじめ指定した当社が提供するａｕサ
適用（指定割
ービス若しくはプリペイド電話、特定事業者が提供するａｕサービ
）
ス若しくはプリペイド電話、特定ＭＶＮＯ事業者が提供する特定Ｍ
ＶＮＯ通信サービス又は加入電話事業者若しくはＩＰ電話事業者が
提供する電気通信サービスの電話番号（当社が別に定めるものに限
ります。）をいいます。以下この欄において同じとします。）に係る契
約者回線等への通話（（１７）の適用を受けた通話（同欄のアに規定す
る区分（ウ）に係るものに限ります。）、（２６）に規定する定額対象通話
、（２８）に規定する定額対象通話、Ｃメール送信、特定データ通信Ⅰ
、テレビ電話通信（タイプⅡに係るものに限ります。）、番号変換機
能を利用して行われた通話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除
きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金（特定事
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業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄にお
いて同じとします。）の月間累計額（（８）の適用による場合は、適用
した後の額とします。以下この欄において同じとします。）について
、同表に規定する額の割 引を行うことをいいます。
ただし、（１１）のアの（イ）の適用の対象となる通話については、こ
の規定にかかわらず、（１１）に定めるところによります。
１契約ごとに月額
定額料

割

税抜額 ３００円 １ （１１）の
（税込額 ３１５円）
アの（ア）
の適用の
対象とな
る通話

引

額

特定電話番号に係る契約者回線等
への通話（左欄の通話に限ります
。）に関する料金の月間累計額に０．
６０を乗じて得た額

２ １以外 特定電話番号に係る契約者回線等
の通話
への通話（左欄の通話に限ります
。）に関する料金の月間累計額に０．
５０を乗じて得た額
イ 特定電話番号の数は、１の契約について３以内とします。
ウ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線（学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けているものを除
きます。）であって、次に該当しないものに限り、選択することがで
きます。
（ア） 第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６の適用を受けてい
るもの
（イ） （２７）の適用を受けているもの
エ 特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する料金の月間累
計は、料金月単位で行います。
オ 本割引の適用を開始する場合は、その申込日（契約者回線の提供
を開始するときは、その提供開始日とします。）を含む料金月の翌料
金月以降の通話に関する料金について、本割引の適用の対象としま
す。
ただし、本割引の申込みが、その契約者回線に係るａｕ契約の申
込みと同時に行われた場合であって、その申込日を含む料金月から
本割引の適用を受けたい旨の要請があり、当社の業務の遂行上支障
がないときは、そのａｕサービスの提供を開始した日から本割引の
適用を開始します。
カ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
キ カの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当する場合
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が生じたときは、２欄又は３欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までの特定
より本割引の適用 電話番号に係る契約者回線等への通話に関
を廃止したとき。 する料金について、本割引の適用の対象と
します。
２ ａｕサービスの
利用の一時休止、
ａｕ契約の解除又
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。

その一時休止日、契約解除日又は種類の変
更日までの特定電話番号に係る契約者回線
等への通話に関する料金について、本割引
の適用の対象とします。

３ ａｕサービス利
用権の譲渡又は契
約者の地位の承継
があったとき。

その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日を
含む料金月の前料金月の末日までの特定電
話番号に係る契約者回線等への通話に関す
る料金について、本割引の適用の対象とし
ます。

ク 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合
には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線等への通話に関する
料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月
の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者回線等への通話に
関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む
料金月の翌料金月以降、本割引の適用の対象とします。
ケ 本割引を選択した契約者は、通話の有無にかかわらず又は１の料
金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料
の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての
日にわたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に
係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用
できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたとき
は、この限りでありません。
コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
サ 定額料については、日割りは行いません。
シ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
（１４） 削除

削除

（１５） 削除

削除

（１６） 契約者を単 ア 契約者を単位とする通話料の月極割引（以下この欄において「本
位とする通話
割引」といいます。）とは、（ア）に規定する定額料を支払った場合に
料の月極割引
、割引選択回線群（本割引を選択する契約者回線又は特定事業者の
の適用（コー
ａｕ通信サービス契約約款に定める契約者を単位とする通話料の月
ルワイド）
極割引（以下この欄において「特定割引」といいます。）を選択する
他網契約者回線により構成される回線群をいいます。以下この欄に
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おいて同じとします。）を構成する契約者回線（（１３）若しくは（２７）の
適用を受けているもの又は第１（基本使用料等）１（適用）（６）の
適用を受けているものを除きます。以下（イ）において同じとします
。）からの通話（その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた
通話、番号変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話及び
ａｕ国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。）に関
する料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含み、（２
６）に規定する定額対象部分を除きます。以下この欄において同じと
します。）の月間累計額（（８）、（９）、（１０）の２又は（２６）の適用によ
る場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとし
ます。）について、（イ）に規定する割引率を乗じて得た額の割引を行
うことをいいます。
（ア） 定額料
１割引選択回線群ごとに月額
料

金

額

税抜額 ３，０００円 （税込額 ３，１５０円）
（イ） 割引率
その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線から
の通話に関する料金の月間累計額の合計額（その割引
選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合は、特定
割引の規定に基づく他網契約者回線に係る月額累計額
を加算した額とします。）

割引率

２０万円未満の場合

１５％

２０万円以上１００万円未満の場合

２０％

１００万円以上３００万円未満の場合

２５％

３００万円以上５００万円未満の場合

２８％

５００万円以上の場合

３０％

イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます
。
（ア） 学生用又は障害者用の基本使用料の適用を受けているもの
（イ） 第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６の適用を受けてい
るもの
（ウ） 第４種定期ａｕ契約に係るもの
（エ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して当社
に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成する
申出であるときは、１の割引選択回線群について１の割引選択代表
回線（本割引又は特定割引の規定により定額料の支払いを要する１
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の契約者回線又は他網契約者回線をいいます。以下この欄において
同じとします。）を指定して、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を
除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（イ） その申出のあった契約者回線が、（２２）又は第１（基本使用料
等）１（適用）（７）を選択する場合であって、その契約者回線
と割引選択回線群を構成する他の契約者回線及び他網契約者回
線が、特定加入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者
を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群
に属さないとき。
（ウ） その申出のあった契約者回線が、（２２）を選択する場合であっ
て、その契約者回線が指定した割引選択代表回線が、特定加入
電話からの通話に係る通話料の割引における割引選択代表回線
と同一でないとき。
（エ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契
約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線及
び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に
定める基準に適合する場合を除きます。）。
（カ） ２年割グループ又は３年割グループを構成する契約者回線に
よりその割引選択回線群が構成される場合は、その割引選択回
線群を構成することとなる全ての契約者回線及び他網契約者回
線と、その２年割グループ又は３年割グループを構成する全て
の契約者回線及び他網契約者回線が同一でないとき。
（キ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
キ 本割引の適用を開始する場合は、エに規定する申出を当社が承諾
した日を含む料金月以降の通話に関する料金について、本割引の適
用の対象とします。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オの（ア）から（キ）のいずれかに該当することとなった
とき。
ケ クの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代表
回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選択代
表回線を指定していただきます。
コ クの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
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ときは、１欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までの通話に関する料金
について、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 までの通話に関する料金について、本割引
ａｕ契約の解除又 の適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。
サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線に
ついて、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割
引若しくは（２２）又は第１（基本使用料等）の（６）、（７）、（８）若し
くは（１０）の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金月の
前料金月までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象と
します。
シ 割引選択代表回線が他網契約者回線である場合は、アの規定にか
かわらず、定額料の支払いを要しません。
ス 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の有無
にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であって
も、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線につい
て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ
たって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電
気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、こ
の限りでありません。
セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
ソ 定額料については、日割りは行いません。
タ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
チ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
ツ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社
が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求
額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。）又はそ
の目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな
いことがあります。
テ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
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いて、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回
線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必要な範
囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾してい
ただきます。
（１７） 自宅加入電 ア 自宅加入電話への通話料の月極割引（以下この欄において「本割
話への通話料
引」といいます。）とは、自宅加入電話番号（ａｕ契約者の住所又は
の月極割引の
居所において利用される加入電話サービス又はＩＰ電話サービスの
適用（ａｕ→
電話番号であって、その料金月の当社が別に定める日において、当
自宅割、マイ
社に登録されているものをいいます。以下この欄において同じとし
ホーム割引）
ます。）に係る他網契約者回線について、前料金月の末日（次表の（
エ）については、その料金月の開始時とします。）において、同表の
左欄のいずれかに該当する場合に、その自宅加入電話番号に係る他
網契約者回線への通話（（１２）、（１３）及び（１６）の適用を受けた通話、
（２６）に規定する定額対象通話、（２８）に規定する定額対象通話、特定
データ通信Ⅰ、番号変換機能を利用して行われた通話並びにプリペ
イド通話を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する
料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以
下この欄において同じとします。）の月間累計額に同表の右欄に規定
する割引率を乗じて得た額の割引を行うことをいいいます。
１ ２以外の通話
区分

割引率

（ア） 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株
式会社の電話サービス契約約款又は総合ディジタ
ル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱
いにおける電話会社固定の区分により、次の各号
のいずれかの通話等区分で当社の事業者識別番号
が指定されている場合であって、（エ）以外のとき
。
① 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国
際通話
② 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話
③ 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話
④ 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国
際通信
⑤ 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信
⑥ 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信

５０％

（イ） 当社のインターネット接続サービス契約約款に
定める第１種ＡＤＳＬ接続サービス（タイプⅠ（
共用型のものに限ります。）又はタイプⅡ（共用型
のものに限ります。）のものに限ります。）に係る他
社接続回線としての提供が行われているとき。

５０％

（ウ） 当社が提供するＩＰ電話サービス（当社のイン
ターネット接続サービス契約約款に定める第１種
ＡＤＳＬ接続サービス（タイプⅡのものに限りま
す。）、第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅠ（
タイプⅡのものに限ります。）のものに限ります。）

１００％
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、フレッツ対応サービス（タイプⅡ（プランⅡの
ものに限ります。）のものに限ります。）、ＩＰ電話
サービスⅠ若しくはＩＰ電話サービスⅡ、当社の
総合オープン通信網サービス契約約款に定める音
声通信サービスⅢ（当社が付与した電気通信番号
を利用するものに限ります。）に限ります。）、当社
のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電
話サービス、当社のメタルプラス電話サービス契
約約款に定めるメタルプラス電話サービス（一般
メタルプラス電話であって、その利用種別が住宅
用のものに限ります。）、当社のケーブルプラス電
話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話
サービス（一般ケーブルプラス電話に限ります。）
、特定事業者のＦＴＴＨサービス契約約款に定め
るＦＴＴＨ電話サービス、中部テレコミュニケー
ション株式会社の光電話サービス契約約款に定め
る光電話サービス、同社の光ネットサービス契約
約款に定める第１種ＩＰ電話サービス、同社の光
電話集合単体サービス契約約款に定める光電話集
合単体サービス又は別記４１に定める電気通信サー
ビスの他網契約者回線（当社が別に定めるものを
除きます。）であるとき。
（エ） 当社の電話サービス等契約約款に定める特定選
択料金制サービスⅥの適用を受けている他網契約
者回線であるとき。

１００％

２ テレビ電話通信（タイプⅠに係るもの）
区分

割引率

（ア） 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株
式会社の電話サービス契約約款又は総合ディジタ
ル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱
いにおける電話会社固定の区分により、次の各号
のいずれかの通話等区分で当社の事業者識別番号
が指定されている場合であって、（イ）以外のとき
。
① 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国
際通話
② 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話
③ 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話
④ 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国
際通信
⑤ 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信
⑥ 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信

５０％

（イ） 当社の電話サービス等契約約款に定める特定選
択料金制サービスⅥの適用を受けている他網契約
者回線であるとき。

５０％

イ アの規定に関わらず、次に該当する契約者回線については、本割
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引の適用を行いません。
（ア） 第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６の適用を受けてい
るもの。
（イ） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める
ものを含みます。）であるもの。
ウ 本割引の適用を受けている契約者回線について、自宅加入電話番
号に係る他網契約者回線の変更があった場合、その変更があった時
点から変更後の区分に応じた割引率を適用します。
エ 自宅加入電話番号に係る他網契約者回線への通話に関する料金の
月間累計は、アの表に規定する区分ごとに、料金月単位で行います
。
オ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
（１８） 削除

削除

（１９） 削除

削除

（２０） 削除

削除

（２１） 削除

削除

（２２） 特定加入電 ア 特定加入電話からの通話に係る通話料の割引（以下この欄におい
話からの通話
て「本割引」といいます。）とは、（ア）に規定する定額料を支払った
に係る通話料
場合に、特定加入電話サービス（当社が別に定める加入電話サービ
の割引の適用
スをいいます。以下この欄において同じとします。）に係る他網契約
（ａｕ着信ビ
者回線から割引選択回線群（本割引を選択する契約者回線又は特定
ジネスレート
事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める特定加入電話からの通
）
話に係る通話料の割引（以下この欄において「特定割引」といいま
す。）を選択する他網契約者回線により構成される回線群をいいます
。以下この欄において同じとします。）を構成する契約者回線への通
話（この約款において当社がその料金を定めている通話に限ります
。）について、２－４の（１）の規定に代えて、（イ）に規定する料金額
を適用することをいいます。
ただし、（イ）に定めのない時間帯区分に係る通話の料金額につい
ては、２（料金額）に定めるところによります。
（ア） 定額料
１割引選択回線群ごとに月額
料

金

額

税抜額 ２，０００円 （税込額 ２，１００円）
（イ） 料金額
（１） （２）以外の通話に係るもの
① ②以外の場合
区

分

通 話 料

料 金 額
次の秒数までごとに
税抜額１０円（税込額１０．５円）
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昼 間

夜 間

土曜日・日
曜日・祝日

地域内・地域隣接
県通話

３０秒

３０秒

３０秒

地域隣接県外通話

２３秒

２３秒

２３秒

② 中国地区又は北海道地区に在圏する移動無線装置への通話の
場合
区

分

通 話 料

料

金

額

次の秒数までごとに
税抜額１０円（税込額１０．５円）
昼 間

夜 間

土曜日・
日曜日・
祝日

深夜・
早朝

地域内・地域隣接
県通話

３０秒

３０秒

３０秒

３０秒

地域隣接県外通話

２３秒

２３秒

２３秒

２５秒

（２） テレビ電話通信（タイプⅠに係るもの）に係るもの
（１）の①に規定する料金額と同額
イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます
。
（ア） 第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６の適用を受けてい
るもの
（イ） 第４種定期ａｕ契約に係るもの
（ウ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して当社
に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たに割引選択回線群を構成する
申出であるときは、１の割引選択回線群について１の割引選択代表
回線（本割引又は特定割引の規定により定額料の支払いを要する１
の契約者回線又は他網契約者回線をいいます。以下この欄において
同じとします。）を指定して、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を
除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（イ） その申出のあった契約者回線が、（１６）又は第１（基本使用料
等）１（適用）（７）を選択する場合であって、その契約者回線
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と割引選択回線群を構成する他の契約者回線及び他網契約者回
線が、契約者を単位とする通話料の月極割引又は契約者を単位
とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属さ
ないとき。
（ウ） その申出のあった契約者回線が、（１６）を選択する場合であっ
て、その契約者回線が指定した割引選択代表回線が、契約者を
単位とする通話料の月極割引における割引選択代表回線と同一
でないとき。
（エ） その申出のあった契約者回線が、その契約者以外の者（その
契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が
別に定める基準に適合する者を除きます。）の用に供され、それ
が業として行われるものと当社が認めるとき。
（オ） 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る契
約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の契約者回線及
び他網契約者回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に
定める基準に適合する場合を除きます。）。
（カ） ２年割グループ又は３年割グループを構成する契約者回線に
よりその割引選択回線群が構成される場合は、その割引選択回
線群を構成することとなる全ての契約者回線及び他網契約者回
線と、その２年割グループ又は３年割グループを構成する全て
の契約者回線及び他網契約者回線が同一でないとき。
（キ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の適用を開始する場合は、当社の交換設備への登録が完了
した時点からの通話に関する料金について、本割引の適用の対象と
します。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オの（ア）から（キ）のいずれかに該当することとなった
とき。
ク キの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代表
回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選択代
表回線を指定していただきます。
ケ キの規定により本割引の適用を廃止した場合は、当社の交換設備
への登録が完了した時点までの通話に関する料金について、本割引
の適用の対象とします。
コ 割引選択代表回線が他網契約者回線である場合は、アの規定にか
かわらず、定額料の支払いを要しません。
サ 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の有無
にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であって
も、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線につい
て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ
たって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電
気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、こ
の限りでありません。
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シ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
ス 定額料については、日割りは行いません。
セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
ソ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社
が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求
額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。）又はそ
の目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できな
いことがあります。
タ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回
線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の適用に必要な範
囲に限ります。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾してい
ただきます。
チ ア（イ）の（２）の①の場合において、そのテレビ電話通信を行った
契約者回線に接続されている移動無線装置は東京都に在圏するもの
として取り扱います。
（２３） ＫＤＤＩ一
括請求の取扱
いを行った場
合の割引の適
用（ＫＤＤＩ
一括請求割引
）

当社は、（２２）に規定する割引選択代表回線について、ＫＤＤＩ一括請
求の取扱いを行っている場合であって、そのＫＤＤＩ一括請求に係る
料金等が下表に規定する割引条件Ⅰ、割引条件Ⅱ及び割引条件Ⅲのい
ずれも満たしているときは、（２２）に規定する定額料（その請求日を含
む料金月の前料金月に債権が生じたものに限ります。）の支払いを免除
します。
区

分

割引の適用条件

割引条件Ⅰ

次に定める料金等（その請求日を含む料金月の
前料金月に債権が生じたものに限ります。以下
「ａｕ判定料金」といいます。）が生じているこ
と。
（ア） 料金表第１表から第４表に規定する料金
等（特定事業者が提供するローミングに係
る料金を含み、消費税相当額を除きます。）
（イ） 当社の電話サービス等契約約款に規定す
る特定第２種一般電話契約に係る通話に関
する料金
（ウ） 当社の電話サービス等契約約款に規定す
る国際ローミング着信自動通話に関する料
金

割引条件Ⅱ

当社の電話サービス等契約約款に規定する電話
判定料金の合計額が１，０００円以上 であること又
は総合オープン通信網サービス契約約款に規定
するインターネット判定料金が生じていること
。
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割引条件Ⅲ

ａｕ判定料金、当社の電話サービス等契約約款
に規定する電話判定料金及び総合オープン通信
網サービス契約約款に規定するインターネット
判定料金の合計額が２０，０００円以上であること。

（２４） 特定サービ ア 当社は、ａｕ契約者からの申込みにより、特定サービス等の電気
ス等の電気通
通信回線への通話に係る料金に応じた通話料の割引の適用（（ア）に
信回線への通
規定する定額料を支払った場合に、割引対象回線群（特定サービス
話に係る料金
等の電気通信回線への通話に係る料金に応じた通話料の割引（以下
に応じた通話
この欄において「本割引」といいます。）を選択する契約者回線、特
料の割引の適
定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める特定サービス等の電
用（グループ
気通信回線への通話に係る料金に応じた通話料の割引（以下この欄
内通話割引）
において「特定割引」といいます。）を選択する他網契約者回線又は
（イ）に規定する特定サービスの電気通信回線により構成される回線
群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成する契約
者回線からの通話（（２７）の適用を受けた通話、テレビ電話通信（タ
イプⅡに係るものに限ります。）、その通話の料金を着信者に課金す
る取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話、プ
リペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。）に関する料金（特定事
業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄にお
いて同じとします。）の月間累計額（（８）、（９）、（１０）の２、（１３）、
（１６）又は（１７）の適用による場合は、適用した後の額とします。以下
この欄において同じとします。）から、その契約者回線から同一の割
引対象回線群を構成する契約者回線、特定事業者の他網契約者回線
又は特定サービスの電気通信回線に係る電話番号（当社が別に定め
る方法により登録されたものに限ります。以下この欄において「割
引対象電話番号」といいます。）への通話（テレビ電話通信（タイプ
Ⅱに係るものに限ります。）、（１３）、（１７）及び（２７）の適用を受けた通
話、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号
変換機能を利用して行われた通話、プリペイド通話並びにａｕ国際
通話を除きます。）に関する料金のその料金月における累計額に ０．１
を乗じて得た額（以下「グループ内通話割引額」といいます。）の割
引を行う取扱いをいいます。以下同じとします。）を行います。この
場合において、グループ内通話割引額が月間累計額を上回るときは
、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の４に定めるところにより
ます。
ただし、その料金月の末日における割引対象回線群を構成する割
引対象電話番号の数が２に満たない場合は、この限りでありません
。
（ア） 定額料
１割引対象回線群ごとに月額
料 金 額
割引対象電話番号の数
税抜額（税込額）
２以上 １００未満の場合

１，０００円（ １，０５０円）

１００以上 ２００未満の場合

２，０００円（ ２，１００円）
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２００以上 ３００未満の場合

３，０００円（ ３，１５０円）

３００以上 ４００未満の場合

４，０００円（ ４，２００円）

４００以上 ５００未満の場合

５，０００円（ ５，２５０円）

５００以上 ６００未満の場合

６，０００円（ ６，３００円）

６００以上 ７００未満の場合

７，０００円（ ７，３５０円）

７００以上 ８００未満の場合

８，０００円（ ８，４００円）

８００以上 ９００未満の場合

９，０００円（ ９，４５０円）

９００以上１０００未満の場合

１０，０００円（１０，５００円）

備考 定額料の算定において用いる割引対象電話番号の数につい
ては、その料金月において本割引の適用を受ける契約者回線
及び特定事業者の他網契約者回線に係る電話番号の数並びに
前料金月の末日において割引対象回線群を構成するものとし
て指定されている特定サービスの電気通信回線に係る電話番
号（当社が別に定める方法により登録されたものに限ります
。）の数を合算したものとします。
（イ） 特定サービス
当社の総合オープン通信網サービス契約約款に定める音声通信サ
ービスⅠ、デジタルデータサービス契約約款に定める音声通信サ
ービス、イーサネット通信サービス契約約款に定める音声通信サ
ービス、光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電
話サービス、イントラネットＩＰ電話サービス契約約款に定める
イントラネットＩＰ電話サービス及びメタルプラス電話サービス
契約約款に定める一般メタルプラス電話（その利用種別が事務用
のものに限ります。）であって、サービスが現に提供されているも
の
イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます
。
（ア） （２６）又は（２８）の適用を受けているもの
（イ） 第１（基本使用料）１（適用）（１０）の６の適用を受けている
もの
（ウ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 割引対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の割引対象回線群を指定して当社
に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たに割引対象回線群を構成する
申出であるときは、１の割引対象回線群について１の割引対象代表
回線（本割引又は特定割引の規定により定額料の支払いを要する１
の契約者回線又は特定事業者の他網契約者回線をいいます。以下こ
の欄において同じとします。）を指定して、当社に申し出ていただき
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ます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を
除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める
ものを含みます。）でないとき。
（イ） その申出が新たに割引対象回線群を構成する申出であるとき
。
（ウ） その契約者が、割引対象回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（エ） その申出のあった契約者回線が（１６）、（２２）又は第１（基本使
用料等）１（適用）（７）を選択する場合であって、その契約者
回線並びに割引対象回線群を構成する他の契約者回線及び他網
契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引、特定加
入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする
基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属さないと
き。
（オ） （エ）に定める場合において、その割引対象回線群が属する契
約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通話
に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ
に係る割引選択回線群において、割引対象回線群の数と（２６）に
定める定額対象回線群の数を合算した合計が、当社が別に定め
る数を超えるとき。
（カ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（キ） その契約者回線に係る契約者名義が、その割引対象回線群を
構成する他の契約者回線、他網契約者回線及び特定サービスの
電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定め
る基準に適合する場合を除きます。）。
（ク） ２年割グループ又は３年割グループを構成する契約者回線に
よりその割引選択回線群が構成される場合は、その割引対象回
線群を構成することとなる契約者回線及び特定事業者の他網契
約者回線と同一の２年割グループ又は３年割グループを構成す
るものでないとき。
（ケ） その申出により、割引対象電話番号の数が１０００以上となると
き。
（コ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ （２６）に規定する定額対象電話番号として登録された特定サービス
の電気通信回線に係る電話番号については、割引対象電話番号とし
て登録することはできません。
キ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
ク 本割引の適用を開始する場合は、エに規定する申出を当社が承諾
した日を含む料金月以降の通話に関する料金について、本割引の適
用の対象とします。
ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
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（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オの（ア）から（コ）のいずれか（（イ）を除きます。）に該
当することとなったとき。
コ ケの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引対象代表
回線であるときは、その割引対象回線群の中から新たに割引対象代
表回線を指定していただきます。
サ ケの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。

区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引の適用
したとき。
を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地
位の承継の届出日とします。）を含む料金月
の前料金月の末日までの通話に関する料金
について、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 までの通話に関する料金について、本割引
ａｕ契約の解除又 の適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。
シ 割引対象代表回線が他網契約者回線である場合は、アの規定にか
かわらず、定額料の支払いを要しません。
ス 割引対象代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の有無
にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であって
も、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その割引対象回線群を構成する全ての契約者回線につい
て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ
たって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電
気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、こ
の限りでありません。
セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
ソ 定額料については、日割りは行いません。
タ グループ内通話割引額の計算において、その計算結果に１円未満
の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
チ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引対象回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引対象回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
ツ 契約者は、割引対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
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いて、特定事業者がその割引対象回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引対象回
線群を構成する契約者回線及び特定サービスの電気通信回線に係る
情報（特定割引の適用に必要な範囲に限ります。）を、当社が特定事
業者に通知することを承諾していただきます。
（２５） 契約者を単 ア 契約者を単位とする金額指定割引の適用を受けている契約者回線
位とする金額
に係る通話料の月極割引（以下この欄において「本割引」といいま
指定割引の適
す。）とは、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６に規定する割引
用を受けてい
選択回線群を構成する全ての契約者回線（基本使用料の料金種別が
る契約者回線
プランＦ（ＩＳ）、プランＦ（ＩＳ）シンプル又はプランＺシンプ
に係る通話料
ルのものを除きます。）からの通話（その通話の料金を着信者に課金
の月極割引の
する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話、
適用（まるご
プリペイド通話及びａｕ国際通話を 除きます。以下この欄におい
とビジネス割
て同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミング
引）
に係る料金を含み、（２６）に規定する定額対象部分を除きます。以下
この欄において同じとします。）の月間累計額（（８）、（９）、（１０）の
２、（２６）又は（２７）の適用による場合は、適用した後の額とします。
以下この欄において同じとします。）について、その月間累計額に契
約者を単位とする金額指定割引に係る割引額の算定に用いた割引率
を乗じて得た額（以下この欄において「本割引に係る通話料割引額
」といいます。）の割引を行うことをいいます。
イ アの規定にかかわらず、その割引選択回線群に係る月間利用額が
、契約者からあらかじめ申出のあった指定金額に満たない場合の取
扱いについては、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６のクに
定めるところによります。
ウ 割引選択回線群構成日を含む料金月から起算して、第１（基本使
用料等）１（適用）（１０）の６の規定によりあらかじめ申出のあった
指定期間が経過することとなる日が到来する前に、割引選択回線群
を構成する全ての契約者回線について本割引の適用が廃止された場
合の取扱いについては、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６
のヌに定めるところによります。
エ 上記のほか、本割引に係る通話料割引額の計算等、本割引の適用
については、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６の規定に準
じて取り扱います。）。
（２６） 特定の契約 ア 当社は、ａｕ契約者からの申込みにより、特定の契約者回線等へ
者回線等への
の通話に対する定額料の適用（（ア）に規定する定額料を支払った場
通話に対する
合に、（イ）に規定する定額対象回線群を構成する契約者回線から行
定額料の適用
われる、（エ）に規定する定額対象電話番号への通話（（２７）の適用を
（ビジネス通
受けた通話、特定データ通信Ⅰ、特定データ通信Ⅱ、テレビ電話通
話定額）
信（タイプⅡに係るものに限ります。）、その通話の料金を着信者に
課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通
話、プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄にお
いて「定額対象通話」といいます。）に関する料金（特定事業者が提
供するローミングに係る料金を含みます。）の月間累計額（（８）の適
用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同
じとします。）について、２（料金額）の規定にかかわらず、（ア）に
規定する額の割引を行う取扱いをいいます。以下この欄において「
本定額適用」といいます。）を行います。
ただし、その料金月の末日における定額対象電話番号の数が２に
満たない場合は、この限りでありません。
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（ア） 定額料及び割引額
１契約ごとに月額
定額料

割

引

額

税抜額 ９００円 １ ２以外 定額対象電話番号に係る電気通信
（税込額 ９４５円）
の通話
回線への通話（左欄の通話に限り
ます。）に関する料金（別記１７の規
定により測定した通話時間がその
通話を開始した時点から９０分以内
の部分に係るものに限ります。以
下この（２６）において「定額対象部
分」とします。）の月間累計額
２ テレビ
電話通信
（タイプ
Ⅰに係る
もの）

定額対象電話番号に係る電気通信
回線への通話（左欄の通話に限り
ます。）に関する料金の月間累計額
に０．６０を乗じて得た額

（イ） 定額対象回線群
以下の電気通信回線により構成される回線群
① 本定額適用を選択する契約者回線
② 特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に定める特定の契約
者回線等への通話に対する定額料の適用（以下この（２６）におい
て「特定定額適用」といいます。）を選択する他網契約者回線
③ クの規定に基づき電話番号が登録された（ウ）に定める特定サ
ービスの電気通信回線
（ウ） 特定サービス
当社が提供するＩＰ電話サービス（当社の総合オープン通信網サ
ービス契約約款に定める音声通信サービスⅠ若しくは音声通信サ
ービスⅢ（当社が付与した電気通信番号を利用するものに限りま
す。）、デジタルデータサービス契約約款に定める音声通信サービ
ス、イーサネット通信サービス契約約款に定める音声通信サービ
ス、光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電話サ
ービス、イントラネットＩＰ電話サービス契約約款に定めるイン
トラネットＩＰ電話サービス又はインターネット接続サービス契
約約款に定める第１種ＡＤＳＬ接続サービス（タイプⅡのものに
限ります。）、第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅠ（タイプⅡ
のものに限ります。）のものに限ります。）、フレッツ対応サービス
（タイプⅡ（プランⅡのものに限ります。）のものに限ります。）、
ＩＰ電話サービスⅠ若しくはＩＰ電話サービスⅡに限ります。以
下この欄において同じとします。）、メタルプラス電話サービス契
約約款に定める一般メタルプラス電話、ＦＴＴＨサービス契約約
款に定めるＦＴＴＨ電話サービス、ケーブルプラス電話サービス
契約約款に定めるケーブルプラス電話サービス（一般ケーブルプ
ラス電話に限ります。）及び特定事業者のＦＴＴＨサービス契約約
款に定めるＦＴＴＨ電話サービスであって、サービスが現に提供
されているもの
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（エ） 定額対象電話番号
① その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する他の契約
者回線に係る電話番号
② その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する他網契約
者回線に係る電話番号
③ その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する特定サー
ビスの電気通信回線に係る電話番号（当社が別に定める方法に
より登録されるものであって、（２４）の適用を受けないものに限
ります。）
イ 本定額適用は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約
者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することができ
ます。
（ア） 第１（基本使用料等）１（適用）（６）の適用を受けているも
の
（イ） （２４）又は（２８）の適用を受けているもの
（ウ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本定額適用を選択する契約者は、１の定額対象回線群を指定して
当社に申し出ていただきます。
この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定め
る方法により本定額適用の利用態様を申告していただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を
除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める
ものを含みます。）でないとき。
（イ） その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、
その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が２以上でな
いとき。
（ウ） その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（エ） その申出のあった契約者回線が（１６）、（２２）又は第１（基本使
用料等）１（適用）（７）を選択する場合であって、その契約者
回線並びに定額対象回線群を構成する他の契約者回線及び他網
契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引、特定加
入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする
基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属さないと
き。
（オ） （エ）に定める場合において、その定額対象回線群が属する契
約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通話
に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ
に係る割引選択回線群において、定額対象回線群の数、（２４）に
定める割引対象回線群の数と（２８）に定める定額対象回線群の数
を合算した合計が、当社が別に定める数を超えるとき。
（カ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
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（キ） その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を
構成する他の契約者回線、他網契約者回線及び特定サービスの
電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定め
る基準に適合する場合を除きます。）。
（ク） その契約者がエの規定により申告した本定額適用の利用態様
により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じ
ると当社が判断したとき。
（ケ） その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が１００１以上
となるとき。
（コ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本定額適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に係
る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。
この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成する他網契約者
回線が代表回線として指定されている場合を除き、定額対象回線群
を構成する契約者回線のうちいずれか１の契約者回線を、代表回線
として指定していただきます。
キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号
を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に
定める方法により申し出ていただきます。
ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定
サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構
成する契約者回線又は他網契約者回線の契約者名義と同一の場合に
限り、承諾します。
ケ 削除
コ 本定額適用を受けるａｕ契約者は、エの規定により申し出た内容
に変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し出
て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をオ
の規定に準じて取扱います。
サ 本定額適用の計算は、料金月単位で行います。
シ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月以降
の通話に関する料金について、本定額適用の対象とします。
ス 当社は、本定額適用を受けている契約者回線について、契約者か
ら本定額適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場
合には、本定額適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（カ） その他オの（ア）から（コ）のいずれか（（イ）を除きます。）に該
当することとなったとき。
セ スの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であ
るとき、又はスに相当する特定事業者のａｕ通信サービス契約約款
の規定に基づき、その定額対象回線群を構成する他網契約者回線（
代表回線のものに限ります。）について、特定定額適用の廃止があっ
たときは、その定額対象回線群を構成するいずれか１の契約者回線
を新たに代表回線として指定していただきます。
ただし、特定定額適用に係る特定事業者のａｕ通信サービス契約
約款の規定に基づき、その定額対象回線群を構成するいずれか１の
他網契約者回線が代表回線として指定される場合は、この限りであ
りません。
ソ スの規定により本定額適用を廃止した場合における取扱いについ
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ては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本定額適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じたと
きは、１欄の規定によるものとします。

区

分

定額制の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
定額適用を廃止し は契約者の地位の承継により本定額適用を
たとき。
廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位
の承継の届出日とします。）を含む料金月の
前料金月の末日までの定額対象通話に関す
る料金について、本定額適用の対象としま
す。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日又は種類の変更日
利用の一時休止、 までの通話に関する料金について、本定額
ａｕ契約の解除又 適用の対象とします。
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。
タ 本定額適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又は
１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する
定額料の支払いを要します。
ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線につい
て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ
たって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電
気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、こ
の限りでありません。
チ 削除
ツ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
テ アに規定する定額料については、日割りは行いません。
ト 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により
契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で
発生する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障
が生じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線
群を構成する全て又は一部の契約者回線について、本定額適用を廃
止することがあります。
この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知し
ます。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
ナ 当社は、本定額適用を受けている契約者が定額対象回線群を構成
する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払
期日を経過してもなお支払わないときは、その定額対象回線群を構
成する全て又は一部の契約者回線について本定額適用を廃止するこ
とがあります。
ニ 契約者は、定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその定額対象回線群を構成する他網契約者回線
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について特定定額適用の可否等を判断するために必要な範囲で、そ
の定額対象回線群を構成する契約者回線及び特定サービスの電気通
信回線に係る情報（利用状況その他の情報を含みます。）を、当社が
特定事業者に通知することを承諾していただきます。
（２７） 特定電話番 ア 特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱ（以下この欄において「本
号への通話料
割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支払った場合に
の月極割引Ⅱ
、特定電話番号（契約者があらかじめ指定した当社が提供するａｕ
の適用（指定
サービス若しくはプリペイド電話、特定事業者が提供するａｕサー
通話定額）
ビス若しくはプリペイド電話又は特定ＭＶＮＯ事業者が提供する特
定ＭＶＮＯ通信サービスの電話番号をいいます。以下この欄におい
て同じとします。）に係る契約者回線又は他網契約者回線への通話（
Ｃメール送信、特定データ通信Ⅰ、テレビ電話通信（タイプⅡに係
るものに限ります。）、番号変換機能を利用して行われた通話、プリ
ペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄において同じ
とします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る
料金を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額
（（８）の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄
において同じとします。）について、同表に規定する額の割引を行う
ことをいいます。
１契約ごとに月額
定額料

割

引

額

税抜額 ３７２円 １ ２以外 特定電話番号に係る契約者回線又
（税込額 ３９０円）
の通話
は他網契約者回線への通話（左欄
の通話に限ります。）に関する料金
の月間累計額
２ テレビ
電話通信
（タイプ
Ⅰに係る
もの）

特定電話番号に係る契約者回線又
は他網契約者回線への通話（左欄
の通話に限ります。）に関する料金
の月間累計額に０．６０を乗じて得た
額

イ 特定電話番号の数は、１の契約について３以内とします。
ウ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線であって、（１３）の適用を受けていないものに限り、選択すること
ができます。
エ 特定電話番号に係る契約者回線又は他網契約者回線への通話に関
する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
オ 本割引の適用を開始する場合は、その申込日（契約者回線の提供
を開始するときは、その提供開始日とします。）を含む料金月の翌料
金月以降の通話に関する料金について、本割引の適用の対象としま
す。
ただし、本割引の申込みが、その契約者回線に係るａｕ契約の申
込みと同時に行われた場合であって、その申込日を含む料金月から
本割引の適用を受けたい旨の要請があり、当社の業務の遂行上支障
がないときは、そのａｕサービスの提供を開始した日から本割引の
適用を開始します。
カ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
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る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
キ カの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当する場合
が生じたときは、２欄又は３欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までの特定
より本割引の適用 電話番号に係る契約者回線又は他網契約者
を廃止したとき。 回線への通話に関する料金について、本割
引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの
利用の一時休止、
ａｕ契約の解除又
はａｕパケットへ
の種類の変更があ
ったとき。

その一時休止日、契約解除日又は種類の変
更日までの特定電話番号に係る契約者回線
又は他網契約者回線への通話に関する料金
について、本割引の適用の対象とします。

３ ａｕサービス利
用権の譲渡又は契
約者の地位の承継
があったとき。

その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日を
含む料金月の前料金月の末日までの特定電
話番号に係る契約者回線又は他網契約者回
線への通話に関する料金について、本割引
の適用の対象とします。

ク 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合
には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線又は他網契約者回線
への通話に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾し
た日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者
回線又は他網契約者回線への通話に関する料金については、その変
更の申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月以降、本割引
の適用の対象とします。
ケ 本割引を選択した契約者は、通話の有無にかかわらず又は１の料
金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料
の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての
日にわたって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に
係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用
できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたとき
は、この限りでありません。
コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
サ 定額料については、日割りは行いません。
シ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
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（２８） 第４種定期 ア 第４種定期ａｕ契約に係る通話料の割引の適用（以下この欄にお
ａｕ契約に係
いて「本割引」といいます。）とは、第４種定期ａｕ契約者からの申
る通話料の割
込みにより、（ア）に規定する定額料を支払った場合に、その契約者
引の適用（法
回線からの通話に関する料金について、（ア）から（イ）の取扱いを行
人通話・パケ
うことをいいます。
ット割）
（ア） 定額対象回線群（本割引を選択する契約者回線、特定事業者
のａｕ通信サービス契約約款に定める第４種定期ａｕ契約に係
る通話料の割引の適用（以下この欄及び（２９）において「特定割
引」といいます。）を選択する他網契約者回線又はクの規定に基
づき電話番号が登録された①に定める特定サービスの電気通信
回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において
同じとします。）を構成する契約者回線から行われる、②に定め
る定額対象電話番号への通話（（２７）の適用を受けた通話、テレ
ビ電話通信（タイプⅡに係るものに限ります。）、特定データ通
信Ⅰ、特定データ通信Ⅱ、その通話の料金を着信者に課金する
取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話、
プリペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄及び
（２９）において「定額対象通話」といいます。）に関する料金（特
定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下こ
の欄において同じとします。）の月間累計額（（８）の適用による
場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じと
します。）について、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に
規定する額の割引を行う取扱い。
１契約ごとに月額
定額料

割

引

額

税抜額 ９００円 １ ２以外 定額対象電話番号に係る電気通信
（税込額 ９４５円）
の通話
回線への通話（左欄の通話に限り
ます。）に関する料金（別記１７の規
定により測定した通話時間がその
通話を開始した時点から９０分以内
の部分に係るものに限ります。以
下この（２８）及び（２９）において「定
額対象部分」とします。）の月間累
計額
２ テレビ
電話通信
（タイプ
Ⅰに係る
もの）

定額対象電話番号に係る電気通信
回線への通話（左欄の通話に限り
ます。）に関する料金の月間累計額
に０．６０を乗じて得た額

① 特定サービス
当社が提供するＩＰ電話サービス（当社の総合オープン通信網サ
ービス契約約款に定める音声通信サービスⅠ若しくは音声通信サ
ービスⅢ（当社が付与した電気通信番号を利用するものに限りま
す。）、デジタルデータサービス契約約款に定める音声通信サービ
ス、イーサネット通信サービス契約約款に定める音声通信サービ
ス、イントラネットＩＰ電話サービス契約約款に定めるイントラ
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ネットＩＰ電話サービス又はインターネット接続サービス契約約
款に定める第１種ＡＤＳＬ接続サービス（タイプⅡのものに限り
ます。）、第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅠ（タイプⅡのも
のに限ります。）のものに限ります。）、フレッツ対応サービス（タ
イプⅡ（プランⅡのものに限ります。）のものに限ります。）、ＩＰ
電話サービスⅠ若しくはＩＰ電話サービスⅡに限ります。以下こ
の欄において同じとします。）、メタルプラス電話サービス契約約
款に定める一般メタルプラス電話（同契約約款に定める特定事業
者の用に供するものを除きます。）又は特別メタルプラス電話に限
ります。）、ＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サー
ビス、光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電話
サービス、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブ
ルプラス電話サービス（一般ケーブルプラス電話に限ります。）及
び特定事業者のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話
サービスであって、サービスが現に提供されているもの
② 定額対象電話番号
１ その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する他の契約
者回線に係る電話番号
２ その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する他網契約
者回線に係る電話番号
３ その契約者回線と同一の定額対象回線群を構成する特定サー
ビスの電気通信回線に係る電話番号（当社が別に定める方法に
より登録されるものであって、（２４）の適用を受けないものに限
ります。）
（イ） 定額対象回線群を構成する契約者回線からの通話（その通話
の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能
を利用して行われた通話及びプリペイド通話を除きます。以下
この欄において同じとします。）に関する料金（特定事業者が提
供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において
同じとします。）の月間累計額（（ア）、（９）、（１０）の２、（１３）、
（１７）、（２７）又は（２９）の適用による場合は、適用した後の額とし
ます。以下この欄において同じとします。）に０．２０を乗じて得た
額の割引を行う取扱い。
イ 本割引は、ａｕサービス（ａｕパケットを除きます。）の契約者回
線（第４種定期ａｕ契約に係るものに限ります。）であって、次に該
当しないものに限り、選択することができます。
（ア） 第１（基本使用料等）１（適用）（６）又は（１０）の６の適用を
受けているもの
（イ） （２４）又は（２６）の適用を受けているもの
（ウ） ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務に
ついては、当社が指定する方法により請求します。
エ 本割引を選択する契約者は、１の定額対象回線群を指定して当社
に申し出ていただきます。
この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定め
る方法により、本割引の利用態様を申告していただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を
除いて、これを承諾します。
（ア） その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める
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ものを含みます。）でないとき。
（イ） その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、
その定額対象回線群に係る定額対象電話番号（アの②の表の３
に係るものを除きます。）の数が２以上でないとき。
（ウ） その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る
料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある
とき。
（エ） その申出のあった契約者回線が（１６）、（２２）又は第１（基本使
用料等）１（適用）（７）を選択する場合であって、その契約者
回線並びに定額対象回線群を構成する他の契約者回線及び他網
契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引、特定加
入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする
基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属さないと
き。
（オ） （エ）に定める場合において、その定額対象回線群が属する契
約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通話
に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ
に係る割引選択回線群において、定額対象回線群の数、（２４）に
定める割引対象回線群の数と（２６）に定める定額対象回線群の数
を合算した合計が、当社が別に定める数を超えるとき。
（カ） その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係
を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除
きます。）の用に供され、それが業として行われるものと当社が
認めるとき。
（キ） その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を
構成する他の契約者回線、他網契約者回線及び特定サービスの
電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定め
る基準に適合する場合を除きます。）。
（ク） その契約者がエの規定により申告した本割引の利用態様によ
り、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると
当社が判断したとき。
（ケ） その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が１００１以上
となるとき。
（コ） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に
係る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。
この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成する他網契約者
回線が代表回線として指定されている場合を除き、定額対象回線群
を構成する契約者回線のうちいずれか１の契約者回線を、代表回線
として指定していただきます。
キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号
を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に
定める方法により申し出ていただきます。
ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定
サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構
成する契約者回線又は他網契約者回線の契約者名義と同一の場合に
限り、承諾します。
ケ 本割引の適用を受ける契約者は、エの規定により申し出た内容に
変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て
当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をオの
規定に準じて取扱います。
コ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
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サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月以降
の通話に関する料金について、本割引の対象とします。
シ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者
から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す
る場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 一般ａｕ契約又は他の種別の定期ａｕ契約への契約変更があ
ったとき。
（カ） ａｕパケットへの種類の変更があったとき。
（キ） その他オの（ア）から（コ）のいずれか（（イ）を除きます。）に該
当することとなったとき。
ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であ
るとき、又はシに相当する特定事業者のａｕ通信サービス契約約款
の規定に基づき、その定額対象回線群を構成する他網契約者回線（
代表回線のものに限ります。）について、特定割引の適用の廃止があ
ったときは、その定額対象回線群を構成するいずれか１の契約者回
線を新たに代表回線として指定していただきます。
ただし、特定割引に係る特定事業者のａｕ通信サービス契約約款
の規定に基づき、その定額対象回線群を構成するいずれか１の他網
契約者回線が代表回線として指定される場合は、この限りでありま
せん。
セ シの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じた
ときは、１欄の規定によるものとします。
区

分

本割引の適用

１ ２以外により本 その廃止日（ａｕサービス利用権の譲渡又
割引の適用を廃止 は契約者の地位の承継により本割引を廃止
したとき。
したときは、その譲渡承諾日又は地位の承
継の届出日とします。）を含む料金月の前料
金月の末日までの通話に関する料金につい
て、本割引の適用の対象とします。
２ ａｕサービスの 一時休止日、契約解除日、契約変更日又は
利用の一時休止、 種類の変更日までの通話に関する料金につ
ａｕ契約の解除、 いて、本割引の適用の対象とします。
一般ａｕ契約若し
くは他の種別の定
期ａｕ契約への契
約変更又はａｕパ
ケットへの種類の
変更があったとき
。
ソ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
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タ 本割引の適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又
は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定す
る定額料の支払いを要します。
ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線につい
て、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわ
たって、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電
気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、こ
の限りでありません。
チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。
ツ 当社は、その契約者回線が属する定額対象回線群に係る定額対象
電話番号（アの②の表の３に係るものを除きます。以下このツにお
いて「控除対象電話番号」といいます。）の数に応じて、アに規定す
る定額料について、次表に規定する額を控除します。
１契約ごとに月額
その料金月の末日に
おける控除対象電話
番号の数

控除額

１以上３０以下の場合 アに規定する定額料の額
３１以上の場合

アに規定する定額料の料金額に３０を乗じて
得た額を、その料金月の末日における控除
対象電話番号の数で除して得た額

テ アに規定する割引額及びツに規定する控除額の計算において、そ
の計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ
ます。
ト 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により
契約者が申告した本割引の利用態様から著しく乖離する態様で発生
する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生
じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について、本割引の適用を廃止
することがあります。
この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知し
ます。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
ナ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が定額対象回線群を構
成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支
払期日を経過してもなお支払わないときは、その定額対象回線群を
構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止す
ることがあります。
ニ 契約者は、定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合にお
いて、特定事業者がその定額対象回線群を構成する他網契約者回線
について特定割引の適用の可否を判断するために必要な範囲で、そ
の定額対象回線群を構成する契約者回線及び特定サービスの電気通
信回線に係る情報（利用状況その他の情報を含みます。）を、当社が
特定事業者に通知することを承諾していただきます。
（２９） 第４種定期 ア 当社は、（２８）に規定する定額対象回線群を構成する契約者回線（
ａｕ契約に係
この取扱いの適用を選択しているものに限ります。以下この欄にお
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る通話料の適
用（法人通話
・パケット割
）

いて同じとします。）からの通話（その通話の料金を着信者に課金す
る取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話、プ
リペイド通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄において同
じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係
る料金を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計
額（（８）、（９）、（１３）、（１７）、（２７）又は（２８）のアの（ア）の適用によ
る場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとし
ます。）について、次表に規定する額を控除する取扱い（以下この欄
において「本取扱い」といいます。）を行います。
控除額
１の契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額に、充当比
率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数を
切り上げます。）。
この場合において、充当比率は、その定額対象回線群を構成する
契約者回線に係る充当可能額の合計額（その定額対象回線群に他
網契約者回線が含まれる場合は、特定割引の規定に基づく他網契
約者回線に係る充当可能額を加算した額とします。）を、その定額
対象回線群を構成する契約者回線からの通話に関する料金の月間
累計額及びパケット通信に関する料金の月間累計額（第３（パケ
ット通信料）１（適用）（１２）に定めるものをいいます。）の合計額
（その定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合は、特定
割引の規定に基づく他網契約者回線に係る料金の月間累計額（こ
の（２９）及び第３（パケット通信料）１（適用）（１２）に定める月間
累計額に相当するものをいいます。）を加算した額とします。）で除
して得た値（１を超える場合は、１とします。）とします。
イ 本取扱いは、（２８）の適用を受けている契約者回線に限り、選択す
ることができます。
ウ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。
エ 当社は、ウに規定する申出があったときは、その申出のあった契
約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約者回線、他網
契約者回線及び特定サービスの電気通信回線について、本取扱いの
適用を受けている場合に限り、これを承諾します。
オ 本取扱いの適用を開始する場合は、イに規定する申出を当社が承
諾した日を含む料金月以降の通話に関する料金について、本取扱い
の適用の対象とします。
カ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約
者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、（２８）の
適用が廃止された場合、本取扱いの適用を廃止します。
キ カの規定により本取扱いの適用を廃止した場合、その通話料につ
いては、次表のとおりとします。
区

分

本取扱いの適用

１ ２以外により本 その廃止日を含む料金月の前料金月の末日
取扱いの適用を廃 までの通話に関する料金について、本取扱
止したとき。
いの適用の対象とします。
２ （２８）の適用の廃 （２８）のセの規定によりその通話料が第４種
止により本取扱い 定期ａｕ契約に係る通話料の割引の適用の
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の適用を廃止した 対象とされる日まで、本取扱いの適用の対
とき。
象とします。
ク 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
（３０） 電話番号案 ア 当社は、第１（基本使用料等）１（適用）（４）に規定する障害者
内接続に係る
用の基本使用料の適用を受けている契約者回線からの通話（電話番
通話料の取扱
号案内接続に係るものに限ります。）については、２（料金額）に規
い
定する電話番号案内料及び通話料の支払いを免除します。
イ アの規定によるほか、電話番号案内料、通話料の支払い免除者の
取扱い及び支払いを要しない場合並びにその他の提供条件について
は、電話番号案内事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います
。
（３１） 通話料の減 次の通話については、その料金の支払いを要しません。
免
ア 電気通信番号規則第１１条に規定する緊急通報に関する電気通信番
号を用いた通話
イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれ
ぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備
であって、当社が指定したものへの通話
ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求等のために協定事業
者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定し
たものへの通話
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２ 料金額
２－１ 通常通話（Ｓｋｙｐｅ通話を除きます。）に係るもの
２－１－１ ２－１－２から２－１－６以外のもの
（１） 基本使用料の料金種別がプランＬＬのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

１分までごとに税抜額１５円（税込額１５．７５円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＬのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額１２円（税込額１２．６円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＭのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額１４円（税込額１４．７円）

（４） 基本使用料の料金種別がプランＳのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額１６円（税込額１６．８円）

（５） 基本使用料の料金種別がプランＳＳのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（６） 基本使用料の料金種別がデイタイムＬのもの
ア イ以外のもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

夜

間
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土曜日・日曜日
・祝日

深夜・早朝

１５円（１５．７５円）

３０円（３１．５円）

３０円（３１．５円）

３０円（３１．５円）

イ 当社が提供するａｕ通信サービス又は特定事業者が提供するａｕ通信サービ
スに係る移動無線装置等（当社が別に定める電気通信設備を含みます。）への通
話に係るもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

１０円（１０．５円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

３０円（３１．５円）

３０円（３１．５円）

深夜・早朝

３０円（３１．５円）

（７） 基本使用料の料金種別がデイタイムＳのもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

２０円（２１円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

４８円（５０．４円）

４８円（５０．４円）

（８） 基本使用料の料金種別がプランＥのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（９） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）のもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（１０） 基本使用料の料金種別がプランＷのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（１１） 基本使用料の料金種別がプランＬＬシンプルのもの
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深夜・早朝

４８円（５０．４円）

区

分

料

通 話 料

金

額

１分までごとに税抜額１５円（税込額１５．７５円）

（１２） 基本使用料の料金種別がプランＬシンプルのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額１２円（税込額１２．６円）

（１３） 基本使用料の料金種別がプランＭシンプルのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額１４円（税込額１４．７円）

（１４） 基本使用料の料金種別がプランＳシンプルのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額１６円（税込額１６．８円）

（１５） 基本使用料の料金種別がプランＳＳシンプルのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（１６） 基本使用料の料金種別がデイタイムＬシンプルのもの
ア イ以外のもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

１５円（１５．７５円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

３０円（３１．５円）

３０円（３１．５円）

深夜・早朝

３０円（３１．５円）

イ 当社が提供するａｕ通信サービス又は特定事業者が提供するａｕ通信サービ
スに係る移動無線装置等（当社が別に定める電気通信設備を含みます。）への通
話に係るもの
料
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金

額

区

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

１０円（１０．５円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

３０円（３１．５円）

３０円（３１．５円）

深夜・早朝

３０円（３１．５円）

（１７） 基本使用料の料金種別がデイタイムＳシンプルのもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

２０円（２１円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

４８円（５０．４円）

４８円（５０．４円）

（１８） 基本使用料の料金種別がプランＥシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（１９） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）シンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（２０） 基本使用料の料金種別がプランＷシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（２１） 基本使用料の料金種別がプランＺシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２０円（税込額２１円）

（２２） 定期前払ａｕサービスの契約者回線からの通話に係るもの
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深夜・早朝

４８円（５０．４円）

区

分

通 話 料

料

金

額

１分までごとに税抜額７０円（税込額７３．５円）
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２－１－２ 電話番号案内接続に係るもの
区

分

料

金

額

電話番号案内料

１の電話番号の案内ごとに税抜額１００円（税込額１０５円）

通 話 料

２－１－１に規定する各料金種別の料金額（加入電話事業者が提供す
る加入電話サービスに係る他網契約者回線へ通話した場合における県
内通話又は地域内・地域隣接県通話の料金額とします。）と同額

２－１－３ Ｃメール機能に係るもの
区

分

通 話 料

料

金

額

１送信ごとに税抜額３円（税込額３．１５円）

２－１－４ 削除

２－１－５ テレビ電話通信に係るもの
（１） 基本使用料の料金種別がプランＬＬのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

１分までごとに税抜額２７円（税込額２８．３５円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＬのもの
区

分

通話料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２１円（税込額２２．０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＭのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２５円（税込額２６．２５円）

（４） 基本使用料の料金種別がプランＳのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２８円（税込額２９．４円）
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（５） 基本使用料の料金種別がプランＳＳのもの
区

分

料

通 話 料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）

（６） 基本使用料の料金種別がデイタイムＬのもの
ア イ以外のもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

２７円（２８．３５円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

５４円（５６．７円）

５４円（５６．７円）

深夜・早朝

５４円（５６．７円）

イ 当社が提供するａｕ通信サービス（特定ＭＶＮＯ事業者がその特定ＭＶＮＯ
通信サービスを提供するために利用するものを含みます。）又は特定事業者が提
供するａｕ通信サービスに係る移動無線装置への通信に係るもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

１８円（１８．９円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

５４円（５６．７円）

５４円（５６．７円）

深夜・早朝

５４円（５６．７円）

（７） 基本使用料の料金種別がデイタイムＳのもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

３６円（３７．８円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

８６円（９０．３円）

８６円（９０．３円）

深夜・早朝

８６円（９０．３円）

（８） 基本使用料の料金種別がプランＥのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）
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（９） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）のもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）

（１０） 基本使用料の料金種別がプランＷのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）

（１１） 基本使用料の料金種別がプランＬＬシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

１分までごとに税抜額２７円（税込額２８．３５円）

（１２） 基本使用料の料金種別がプランＬシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２１円（税込額２２．０５円）

（１３） 基本使用料の料金種別がプランＭシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２５円（税込額２６．２５円）

（１４） 基本使用料の料金種別がプランＳシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額２８円（税込額２９．４円）

（１５） 基本使用料の料金種別がプランＳＳシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）

（１６） 基本使用料の料金種別がデイタイムＬシンプルのもの
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ア イ以外のもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

２７円（２８．３５円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

５４円（５６．７円）

５４円（５６．７円）

深夜・早朝

５４円（５６．７円）

イ 当社が提供するａｕ通信サービス（特定ＭＶＮＯ事業者がその特定ＭＶＮＯ
通信サービスを提供するために利用するものを含みます。）又は特定事業者が提
供するａｕ通信サービスに係る移動無線装置への通信に係るもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

１８円（１８．９円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

５４円（５６．７円）

５４円（５６．７円）

深夜・早朝

５４円（５６．７円）

（１７） 基本使用料の料金種別がデイタイムＳシンプルのもの
料
区

金

額

分
１分までごとに税抜額（税込額）

通 話 料

昼

間

３６円（３７．８円）

夜

間

土曜日・日曜日
・祝日

８６円（９０．３円）

８６円（９０．３円）

深夜・早朝

８６円（９０．３円）

（１８） 基本使用料の料金種別がプランＥシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）

（１９） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）シンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）
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（２０） 基本使用料の料金種別がプランＷシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）

（２１） 基本使用料の料金種別がプランＺシンプルのもの
区

分

通 話 料

料

金

額

３０秒までごとに税抜額３６円（税込額３７．８円）
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２－２ プリペイド通話に係るもの
２－２－１ ２－２－２から２－２－４以外のもの
（１） （２）以外のもの
区

分

通 話 料

料

金

額

１５秒までごとに１０円

（２） プリペイド電話の契約者回線から行ったもの
区

分

通 話 料

料

金

額

６秒までごとに１０円

２－２－２ 当社が提供するインターネット接続サービス（ＩＰ電話サービスに係る
ものを除きます。）に係る電気通信回線への通話に係るもの
区

分

通 話 料

料

金

額

５０秒までごとに２０円

２－２－３ Ｃメール機能に係るもの
区

分

通 話 料

料

金

額

１送信ごとに５円

２－２－４ 特定プリペイド通話サービスに係るもの
区

分

通 話 料

料

金

額

１５秒までごとに１０円
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２－３ ａｕ国際通話に係るもの

区

通

分

通

話

料

話

先

区

料

金

額

１分までごとに次の料金額
分

（１） （２）以外 （２） 基本使用
のもの
料の料金種
別がプラン
Ｗ又はプラ
ンＷシンプ
ルのもの

大韓民国

６９円

３９円

香港

８５円

３０円

マカオ

８５円

８５円

中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。）

７４円

２４円

台湾

７４円

３３円

シンガポール共和国

９５円

９５円

フィリピン共和国

８８円

５０円

インドネシア共和国

８９円

３２円

タイ王国

８８円

３４円

マレーシア

８９円

４７円

ブルネイ・ダルサラーム国

９０円

９０円

東ティモール

１４０円

１４０円

ベトナム社会主義共和国

１２５円

１１０円

ミャンマー連邦共和国

１４０円

１４０円

カンボジア王国

９０円

９０円

モンゴル国

９０円

９０円

ラオス人民民主共和国

９０円

９０円

朝鮮民主主義人民共和国

１３０円

１３０円

インド

１５５円

６０円
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ネパール王国

１５５円

７３円

スリランカ民主社会主義共和国

１５５円

３２円

パキスタン・イスラム共和国

１５５円

２８円

バングラデシュ人民共和国

１５５円

２６円

ブータン王国

１５５円

１５５円

モルディブ共和国

１５５円

１５５円

アラブ首長国連邦

１５５円

４３円

イエメン共和国

１５５円

１５５円

イスラエル国

１５５円

１５５円

イラク共和国

１５５円

１５５円

イラン・イスラム共和国

１５５円

３６円

オマーン国

１５５円

１５５円

カタール国

１５５円

１５５円

クウェート国

１５５円

１５５円

キプロス共和国

１５５円

１５５円

サウジアラビア王国

１５５円

４０円

ヨルダン・ハシェミット王国

１５５円

１５５円

シリア・アラブ共和国

１５５円

１５５円

バーレーン国

１５５円

１５５円

レバノン共和国

１５５円

１５５円

アフガニスタン・イスラム共和国

１５５円

１５５円

グアム

７５円

７５円

サイパン

７５円

７５円

ハワイ

４４円

４４円

オーストラリア

９０円

９０円

ニュージーランド

９５円

９５円
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米領サモア

１０５円

１０５円

バヌアツ共和国

１４０円

１４０円

キリバス共和国

１４０円

１４０円

クック諸島

１０５円

１０５円

ソロモン諸島

１７０円

１７０円

ツバル

１０５円

１０５円

トンガ王国

１０５円

１０５円

ナウル共和国

１０５円

１０５円

ニウエ

１７０円

１７０円

サモア独立国

１０５円

１０５円

ニュー・カレドニア

１０５円

１０５円

ノーフォーク島

１４０円

１４０円

パプアニューギニア共和国

１０５円

１０５円

パラオ共和国

１０５円

１０５円

フィジー共和国

１０５円

１０５円

フランス領ポリネシア

１０５円

１０５円

マーシャル諸島共和国

１０５円

１０５円

トケラウ諸島

１７０円

１７０円

ミクロネシア連邦

９５円

９５円

クリスマス島

９５円

９５円

ココス・キーリング諸島

９５円

９５円

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）

４４円

４４円

アラスカ

４４円

４４円

カナダ

７５円

７５円

メキシコ合衆国

９５円

９５円

サンピエール島・ミクロン島

９５円

９５円
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バミューダ諸島

９５円

９５円

アメリカ領ヴァージン諸島

１５５円

１５５円

アルバ

１５５円

１５５円

アンギラ

１５５円

１５５円

アンティグア・バーブーダ

１５５円

１５５円

オランダ領アンティール

１５５円

１５５円

キューバ共和国

１５５円

１５５円

グァデルーベ

１５５円

１５５円

グレート・ブリテン領ヴァージン諸島

１５５円

１５５円

グレナダ

１５５円

１５５円

ケイマン諸島

１５５円

１５５円

ジャマイカ

１５５円

１５５円

セントクリストファー・ネイビス

１５５円

１５５円

セントビンセント及びグレナディーン諸島

１５５円

１５５円

セントルシア

１５５円

１５５円

タークス・カイコス諸島

１５５円

１５５円

ドミニカ共和国

１５５円

１５５円

ドミニカ国

１５５円

１５５円

トリニダード・トバゴ共和国

１５５円

１５５円

ハイチ共和国

１６５円

１６５円

バハマ国

１５５円

１５５円

バルバドス

１５５円

１５５円

プエルト・リーコ

１５５円

１５５円

マルティニク

１５５円

１５５円

モンセラット

１６５円

１６５円

エルサルバドル共和国

１７５円

１７５円

[ ａｕ ー223ー ]

グアテマラ共和国

１５５円

１５５円

コスタリカ共和国

１５５円

１５５円

ニカラグア共和国

１７５円

１７５円

パナマ共和国

１５５円

１５５円

ベリーズ

１７５円

１７５円

ホンジュラス共和国

１５５円

１５５円

ブラジル連邦共和国

１４５円

３９円

ペルー共和国

１５５円

４５円

アルゼンチン共和国

１５５円

５２円

ウルグアイ東方共和国

１７５円

１７５円

ベネズエラ・ボリバル共和国

１７５円

１７５円

エクアドル共和国

１７５円

１７５円

ガイアナ共和国

１５５円

１５５円

コロンビア共和国

１５５円

４５円

スリナム共和国

１７５円

１７５円

チリ共和国

１７５円

１７５円

パラグアイ共和国

１５５円

６４円

フォークランド諸島

１７５円

１７５円

フランス領ギアナ

１５５円

１５５円

ボリビア共和国

１７５円

５９円

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国

１０５円

１０５円

ドイツ連邦共和国

１１０円

１１０円

フランス共和国

１１０円

１１０円

アンドラ公国

１２０円

１２０円

モナコ公国

１２０円

１２０円

イタリア共和国

１３０円

１３０円
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バチカン市国

１３０円

１３０円

オランダ王国

１３０円

１３０円

サンマリノ共和国

１３０円

１３０円

スイス連邦

１３０円

１３０円

ベルギー王国

１３０円

１３０円

リヒテンシュタイン公国

１３０円

１３０円

ルクセンブルグ大公国

１３０円

１３０円

アイスランド共和国

１３０円

１３０円

アイルランド

１３０円

１３０円

アゾールス諸島

１３０円

１３０円

オーストリア共和国

１３０円

１３０円

カナリア諸島

１３０円

１３０円

ギリシャ共和国

１３０円

１３０円

グリーンランド

１３０円

１３０円

ジブラルタル

１３０円

１３０円

スウェーデン王国

１３０円

１３０円

スペイン

１３０円

１３０円

スペイン領北アフリカ

１３０円

１３０円

デンマーク王国

１３０円

１３０円

トルコ共和国

１３０円

１３０円

ノルウェー王国

１３０円

１３０円

フェロー諸島

１３０円

１３０円

フィンランド共和国

１３０円

１３０円

ポルトガル共和国

１３０円

１３０円

マディラ諸島

１３０円

１３０円

マルタ共和国

１３０円

１３０円
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アゼルバイジャン共和国

１３０円

１３０円

アルバニア共和国

１３０円

１３０円

アルメニア共和国

１３０円

１３０円

ウクライナ

１３０円

６３円

ウズベキスタン共和国

１３０円

１３０円

エストニア共和国

１３０円

１３０円

カザフスタン共和国

１３０円

１３０円

キルギス共和国

１３０円

１３０円

グルジア

１３０円

１３０円

クロアチア共和国

１３０円

１３０円

スロバキア共和国

１３０円

１３０円

スロベニア共和国

１３０円

１３０円

セルビア共和国

１３０円

１３０円

タジキスタン共和国

１３０円

１３０円

チェコ共和国

１３０円

１３０円

トルクメニスタン

１３０円

１３０円

ハンガリー共和国

１３０円

１３０円

ブルガリア共和国

１３０円

１３０円

ベルラーシ共和国

１３０円

１３０円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

１３０円

１３０円

ポーランド共和国

１３０円

１３０円

マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国

１３０円

１３０円

モルドバ共和国

１３０円

１３０円

モンテネグロ共和国

１３０円

１３０円

ラトビア共和国

１３０円

１３０円

リトアニア共和国

１３０円

１３０円
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ルーマニア

１３０円

６５円

ロシア連邦

１３０円

２２円

アセンション島

１７５円

１７５円

アルジェリア民主人民共和国

１７５円

１７５円

アンゴラ共和国

１７５円

１７５円

ウガンダ共和国

１７５円

１７５円

エジプト・アラブ共和国

１７５円

１７５円

エチオピア連邦民主共和国

１７５円

１７５円

エリトリア国

１７５円

１７５円

ガーナ共和国

１７５円

５８円

カーボベルデ共和国

１７５円

１７５円

ガボン共和国

１７５円

１７５円

カメルーン共和国

１７５円

１７５円

ガンビア共和国

１７５円

１７５円

ギニア共和国

１７５円

１７５円

ギニアビサウ共和国

２６０円

２６０円

ケニア共和国

１７５円

１７５円

コートジボワール共和国

１７５円

１７５円

コモロ連合

１７５円

１７５円

コンゴ共和国

２５０円

２５０円

コンゴ民主共和国

１７５円

１７５円

サントメ・プリンシペ民主共和国

１８７円

１８７円

ザンビア共和国

１７５円

１７５円

シエラレオネ共和国

１７５円

１７５円

ジブチ共和国

１７５円

１７５円

社会主義人民リビア・アラブ国

１７５円

１７５円
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ジンバブエ共和国

１７５円

１７５円

スーダン共和国

１７５円

１７５円

スワジランド王国

１７５円

１７５円

セーシェル共和国

１８７円

１８７円

赤道ギニア共和国

１７５円

１７５円

セネガル共和国

１７５円

１７５円

セントヘレナ島

１７５円

１７５円

ソマリア共和国

１７５円

１７５円

タンザニア連合共和国

１７５円

１７５円

チャド共和国

２５０円

２５０円

中央アフリカ共和国

１７５円

１７５円

チュニジア共和国

１７５円

１７５円

トーゴ共和国

１７５円

１７５円

ナイジェリア連邦共和国

１７５円

７０円

ナミビア共和国

１７５円

１７５円

ニジェール共和国

１７５円

１７５円

ブルキナファソ

１７５円

１７５円

ブルンジ共和国

１７５円

１７５円

ボツワナ共和国

１７５円

１７５円

マイヨット島

１７５円

１７５円

ペナン共和国

１７５円

１７５円

マダガスカル共和国

１７５円

１７５円

マラウイ共和国

１７５円

１７５円

マリ共和国

１７５円

１７５円

南アフリカ共和国

１７５円

１７５円

モーリシャス共和国

１７５円

１７５円
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モザンビーク共和国

１７５円

１７５円

モーリタニア・イスラム共和国

１７５円

１７５円

モロッコ王国

１７５円

１７５円

リベリア共和国

１７５円

１７５円

ルワンダ共和国

１７５円

１７５円

レソト国

１７５円

１７５円

レユニオン

１７５円

１７５円

ディエゴ・ガルシア

１８７円

１８７円

特定衛星携帯電話１（スラーヤ）

２７５円

２７５円

特定衛星携帯電話２（イリジウム）

３８０円

３８０円

インマルサットＢ型

３８０円

３８０円

インマルサットＭ型

４５０円

４５０円

インマルサットミニＭ型、インマルサットＦ型、イ
ンマルサットＢＧＡＮ型又はインマルサットＦＢ型
（その通話の相手先が６４ｋｂｉｔ／ｓＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅａｃｈモード
以外の場合）

２６０円

２６０円

インマルサットミニＭ型、インマルサットＦ型、イ
ンマルサットＢＧＡＮ型又はインマルサットＦＢ型
（その通話の相手先が６４ｋｂｉｔ／ｓＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅａｃｈモード
の場合）

８４０円

８４０円
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２－４ 相互接続点からの通話に係るもの
（１） （２）以外のもの
区

通

分

話

料

東北地区

北陸地区

関東地区

中部地区

関西地区

中国地区

四国地区

九州地区

額

次の秒数までごとに
税抜額１０円（税込額１０．５円）

料

昼 間

北海道地区

金

夜 間

土曜日・
日曜日・
祝日

深夜・
早朝

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

２７．５秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

３０秒

地域隣接県外通話

１５秒

２０秒

２０秒

３０秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

３０秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

３０．５秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

３０．５秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

３０秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

２７．５秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

３０秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒

地域内・地域隣接県通話

２０秒

２０秒

２０秒

３０秒

地域隣接県外通話

１５秒

１７秒

１７秒

２５秒
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（２） 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電
話の電話機から行った通話に係るもの
区
通

分
話

料

料

東北地区

北陸地区

関東地区

中部地区

関西地区

中国地区

四国地区

九州地区

額

次の秒数までごとに１０円
昼 間

北海道地区

金

夜 間

土曜日・
日曜日・
祝日

深夜・
早朝

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２０．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２０．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒

地域内・地域隣接県通話

１２秒

１５秒

１５秒

２２．５秒

地域隣接県外通話

１０秒

１５秒

１５秒

１８．５秒
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２－５ Ｓｋｙｐｅ通話に係るもの
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第３ パケット通信料
１ 適用
パケット通信料の適用については、第７９条（通話料及びパケット通信料の支払義務）
の規定によるほか、次のとおりとします。
パ ケ ッ ト 通 信 料 の 適 用
（１） パケット通 パケット通信料の適用は、以下のとおりとします。
信料の適用
ア イからケ以外のもの
（ア） （イ）以外のもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイトま
でごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料
金額を適用します。
（イ） 特定携帯情報端末通信のもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイトま
でごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料
金額を適用します。
イ ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
（ア） （イ）以外のもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイトま
でごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料
金額を適用します。
（イ） 特定携帯情報端末通信のもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイトま
でごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料
金額を適用します。
ウ ＥＺｗｅｂ機能に係るもの
次表の区分ごとの１料金月の課金対象パケットの総情報量につい
て １２８バイトまでごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）
に規定する料金額を適用します。
区

分

タイプⅠに係る （ア） （イ）から（エ） 標準タイムに係るもの
もの
以外のもの
お得タイムに係るもの
（イ） ＥＺｗｅｂ電子メールに係るもの
（ウ） 位置算出機能に係る通信及びＳＳＬ通信
等（当社が別に定めるプロトコルを用いて
暗号化された通信等、当社がＵＲＬを特定
できない通信をいいます。以下同じとしま
す。）に係るもの
（エ） ＢＲＥＷダウンロードサーバとの間の通
信に係るもの
タイプⅡに係る （ア） （イ）以外のもの
もの
（イ） ＥＺｗｅｂ電子メールに係るもの
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備考 お得タイムに係る情報量は、次のとおり区分します。
区 分

情 報 量

レベル１

ＵＲＬごとの１の情報閲覧に係る情報量のう
ち １２８００バイトまでの部分

レベル２

ＵＲＬごとの１の情報閲覧に係る情報量のう
ち １２８００バイトを超える部分

エ 第１種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能及び第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に
係るもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイトまで
ごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料金額
を適用します。
オ ＰＣサイト閲覧機能に係るもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイトまで
ごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料金額
を適用します。
カ 削除
キ マルチキャスト情報受信機能（タイプⅠに限ります。）に係るパケ
ット通信に関する料金については、２（料金額）の規定によらず、
１の料金月ごとに税抜額 ３００円（税込額 ３１５円）とします。この場
合において、契約者は、この機能によるパケット通信の有無若しく
は受信した情報の総情報量にかかわらず又は１の料金月の日数に満
たない期間の利用であっても、この料金額の支払いを要します。
ただし、この機能の利用に係る請求を行った日を含む料金月につ
いては、その請求がその機能を廃止した後に再び利用するためのも
のでない場合に限り、その支払いを要しません。
ク マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡに限ります。）に係るパケ
ット通信（当社が別に定める情報の受信に関するものを除きます。）
に関する料金については、２（料金額）の規定によらず、１の料金
月ごとに税抜額 ２５０円（税込額 ２６２円）とします。この場合におい
て、契約者は、この機能によるパケット通信の有無若しくは受信し
た情報の総情報量にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期
間の利用であっても、この料金額の支払いを要します。
ただし、この機能の利用に係る請求を行った日を含む料金月につ
いては、その支払いを要しません。
ケ ＩＳ ＮＥＴ機能に係るもの
１料金月の課金対象パケットの総情報量について １２８バイトまで
ごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規定する料金額
を適用します。
（２） 標準タイム ア 標準タイム及びお得タイムとは、次の時間帯をいいます。
及びお得タイ
ムの適用
区
分
時間帯
標準タイム

午前０時から午前１時まで及び午後５時から
午後１２時までの間

お得タイム

午前１時から午後５時までの間
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イ 標準タイム及びお得タイムの適用は、ＵＲＬごとの１の情報閲覧
に係る情報の取得を開始した時刻によります。
（２）の２ ローミ
ングのパケッ
ト通信料の適
用

ローミング（特定事業者のａｕ通信サービス契約約款に規定するａｕ
サービス（ａｕ電話を除きます。）の提供を受けているものに限ります
。）の契約者回線に係るパケット通信については、特定事業者の料金表
に規定する料金額と同額を適用します。

（３） 特定料金種 ア 特定料金種別Ⅰを選択している契約者（ａｕデュアル又はＵＩＭ
別Ⅰのパケッ
サービスの契約者回線に係るものに限ります。）は、基本使用料の料
ト通信料の取
金種別及び区別ごとに、その契約者回線からのパケット通信に係る
扱い
料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以
下この欄において同じとします。）の月間累計額のうち、その契約者
回線に係る、控除可能額から通話料控除額を差し引いた額を上限と
する額（以下「パケット通信料控除可能額」といいます。）の支払い
を要しません。
ただし、（４）、（６）、（８）又は（８）の２の適用を受けているとき
は、この限りでありません。
イ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 当社は、特定料金種別Ⅰの適用を受けているａｕデュアル又はＵ
ＩＭサービスの契約者回線について、基本使用料の料金種別及び区
別ごとに、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額（
以下「パケット通信料控除額」といいます。）がパケット通信料控除
可能額に満たない場合は、第２（通話料）１（適用）（９）の２及び
当社の電話サービス等契約約款料金表第２（通話等料金）１（適用
）（１４）に規定する取扱いを行います。
（３）の２ 基本使 ア 第３種ａｕパケット、第４種ａｕパケット又は第５種ａｕパケッ
用料の料金種
トに係る基本使用料の料金種別として、下表の左欄に規定するもの
別によるパケ
を選択しているａｕ契約者は、その契約者回線からのパケット通信
ット通信料の
に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含み
減額適用
ます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額のうち、同
表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。
１契約ごとに月額
支払いを要しない額
基本使用料の料金種別
税 抜 額
（税 込 額）
ＷＩＮシングルＬＬ

０円から３６，０００円までの部分
（０円から３７，８００円までの部分）

ＷＩＮシングルＬ

０円から２２，５００円までの部分
（０円から２３，６２５円までの部分）

ＷＩＮシングルＭ

０円から１１，２５０円までの部分
（０円から１１，８１２円までの部分）

ＷＩＮシングルＳ

０円から １，０００円までの部分
（０円から １，０５０円までの部分）
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ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート

０円から３６，０００円までの部分
（０円から３７，８００円までの部分）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート

０円から２２，５００円までの部分
（０円から２３，６２５円までの部分）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸフルサポート

０円から１１，２５０円までの部分
（０円から１１，８１２円までの部分）

ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

０円から３６，０００円までの部分
（０円から３７，８００円までの部分）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

０円から２２，５００円までの部分
（０円から２３，６２５円までの部分）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸシンプル

０円から１１，２５０円までの部分
（０円から１１，８１２円までの部分）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

０円から８４，０００円までの部分
（０円から８８，２００円までの部分）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

０円から８４，０００円までの部分
（０円から８８，２００円までの部分）

ＰＨＯＴＯ－Ｕプラン

０円から
（０円から

３７２円までの部分
３９０円までの部分）

ｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプラ
ン

０円から
（０円から

５００円までの部分
５２５円までの部分）

イ パケット通信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別
及び区別ごとに料金月単位で行います。
ウ 当社は、基本使用料の料金種別及び区別ごとに、その料金月にお
ける基本使用料の支払いを要する日数が１の料金月の日数に満たな
いときは、その支払いを要する日数に応じて、アに規定する支払い
を要しない額を日割りします。
エ ウの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、
その端数を切り上げます。
（３）の３ 定期前
払ａｕサービ
スの契約者回
線に係るパケ
ット通信料の
減額適用

定期前払ａｕ契約者は、その定期前払ａｕサービスの契約者回線のパ
ケット通信に係る料金（特定事業者が提供するローミングに関する料
金を含みます。）の月間累計額のうち、 ５，０００課金対象パケットに相当
する料金額の支払いを要しません。

（３）の４ 繰越控 ア 契約者は、その契約者回線（ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの
除可能額に係
契約者回線に係るものに限ります。）からのパケット通信に係る料金
るパケット通
（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下こ
信料の減額適
の欄において同じとします。）の月間累計額（（３）を適用した後の額
用
とします。）のうち、その契約者回線に係る、前料金月からの繰越控
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除可能額から通話料繰越控除額を差し引いた額を上限とする額（以
下「パケット通信料繰越控除可能額」といいます。）の支払いを要し
ません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません
。
（ア） （４）、（６）、（８）又は（８）の２の適用を受けているとき。
（イ） その契約者回線の基本使用料の料金種別がプランＥ、プラン
Ｆ（ＩＳ）、プランＥシンプル、プランＷ、プランＦ（ＩＳ）
シンプル又はプランＷシンプルであるとき。
イ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 当社は、ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの契約者回線について
、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下「パ
ケット通信料繰越控除額」といいます。）がパケット通信料繰越控除
可能額に満たない場合は、第２（通話料）１（適用）（１０）の３及び
当社の電話サービス等契約約款料金表第２（通話等料金）１（適用
）（１５）に規定する取扱いを行います。
（３）の５ ＷＩＮ ア 第３種ａｕパケットの契約者回線（基本使用料の料金種別がＷＩ
シングル定額
Ｎシングル定額のものに限ります。）に係るパケット通信料について
又はＷＩＮモ
は、その契約者回線からのパケット通信に関する料金（特定事業者
ジュール定額
が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において
の契約者回線
同じとします。）の月間累計額が、次表の上限定額料（イの規定によ
に係るパケッ
り上限定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄にお
ト通信料の適
いて同じとします。）を超える場合、２（料金額）の規定にかかわら
用
ず、上限定額料の料金額を適用します。
１契約ごとに月額
区

分

上限定額料

料金額
税抜額３，６００円（税込額３，７８０円）

イ 第１（基本使用料等）１（適用）（３）の規定に基づき、その基本
使用料の料金種別としてＷＩＮシングル定額が選択された場合若し
くはＷＩＮシングル定額の料金種別の変更があった場合（ＷＩＮシ
ングル定額以外への料金種別の変更があった場合を含みます。以下
このイにおいて同じとします。）、ａｕサービスの一時休止があった
場合又はａｕ契約の解除があった場合は、次表の適用開始日から適
用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料の料金種別ご
とにアに規定する上限定額料の日割りを行います。
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、第１
（基本使用料等）１（適用）（３）の規定により
基本使用料の料金種別としてＷＩＮシングル定
額が選択された場合は、その適用を開始した日
）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第１
（基本使用料等）１（適用）（３）の規定により
基本使用料の料金種別についてＷＩＮシングル
定額の料金種別の変更があった場合、ａｕサー
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ビスの一時休止があった場合又はａｕ契約の解
除があった場合は、その事由が生じた日の前日
）
ウ ア及びイの規定は、第３種ａｕパケットの契約者回線（基本使用
料の料金種別がＷＩＮモジュール定額のものに限ります。）に係るパ
ケット通信料について準用します。この場合において、ア及びイの
規定中、「ＷＩＮシングル定額」とあるのは「ＷＩＮモジュール定
額」と、イの規定中、「その基本使用料の料金種別としてＷＩＮシ
ングル定額が選択された場合」とあるのは「その基本使用料の料金
種別としてＷＩＮモジュール定額が適用されることとなる場合」と
それぞれ読み替えるものとします。
（３）の６ プラン
Ｅ又はプラン
Ｅシンプルの
契約者回線に
係るパケット
通信料の適用
Ⅰ

第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又は
ＵＩＭサービスの契約者回線（基本使用料の料金種別がプランＥ又は
プランＥシンプルのものに限ります。）の契約者は、２（料金額）の規
定にかかわらず、その契約者回線からのパケット通信（別表１（オプ
ション機能）５欄に規定するＥＺｗｅｂ電子メールに係るものに限り
ます。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係るものを
含みます。）の支払いを要しません。

（３）の７ プラン ア 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル
Ｅ又はプラン
又はＵＩＭサービスの契約者回線（基本使用料の料金種別がプラン
Ｅシンプルの
Ｅ又はプランＥシンプルのものに限ります。）からのパケット通信（
契約者回線に
特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、別表１（オプ
係るパケット
ション機能）５欄に規定するＥＺｗｅｂ電子メールに係るもの及び
通信料の適用
通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除
Ⅱ
きます。以下この欄において同じとします。）について、（ア）、（イ）
及び（ウ）に規定する額を合計した額を適用する取扱い（以下この欄
において「本取扱い」といいます。）を行います。
（ア） ＥＺｗｅｂ機能及び第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に係るパケ
ット通信について２（料金額）に規定する料金額により算定し
た額並びにマルチキャスト情報受信機能（タイプⅠに限ります
。）に係るパケット通信について（１）に規定する料金額の合計額
（次表に規定するＥＺｗｅｂ機能等上限額（キの規定によりＥ
Ｚｗｅｂ機能等上限額を日割りした場合はその額とします。以
下この欄において同じとします。）以上となる場合、ＥＺｗｅｂ
機能等上限額をその額とします。）に、ＰＣサイト閲覧機能及び
ＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケット通信並びに特定携帯情報端末
通信について２（料金額）に規定する料金額により算定した額
を合算した額（次表に規定するＰＣサイト閲覧機能等上限額（
キの規定によりＰＣサイト閲覧機能等上限額を日割りした場合
はその額とします。以下この欄において同じとします。）以上と
なる場合、ＰＣサイト閲覧機能等上限額をその額とします。）に
、ネットワーク負荷制御機能を具備する端末設備を利用する場
合であってその機能により制御を受けることとなるパケット通
信（ＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケット通信及び特定携帯情報端
末通信を除きます。以下「負荷制御通信」といいます。）につい
て２（料金額）に規定する料金額により算定した額を合算した
額（次表に規定するＰＣ等接続通信上限額（キの規定によりＰ
Ｃ等接続通信上限額を日割りした場合はその額とします。以下
この欄において同じとします。）以上となる場合、ＰＣ等接続通
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信上限額をその額とします。）
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

ＥＺｗｅｂ機能等上限額

４，２００円（４，４１０円）

ＰＣサイト閲覧機能等上限額

５，７００円（５，９８５円）

ＰＣ等接続通信最大上限額

９，９００円（１０，３９５円）

（イ） ＥＺｗｅｂ機能、第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、ＰＣサイト
閲覧機能、マルチキャスト情報受信機能及びＩＳ ＮＥＴ機能
に係るパケット通信、特定携帯情報端末通信並びに負荷制御通
信以外のパケット通信について、２（料金額）規定する料金額
により算定した額
（ウ） マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡに限ります。）に係る
パケット通信について（１）に規定する料金額
イ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 本取扱いの適用の開始は、その契約者回線においてプランＥ又は
プランＥシンプルの適用を開始した日からとします。
エ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、次に
該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。
（ア） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時休止
日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。）。
（イ） ａｕ契約の解除があったとき。
（ウ） 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュ
アル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変更が
あったとき。
（エ） プランＥ又はプランＥシンプル以外への料金種別の変更があ
ったとき。
オ エの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱い
については、次表のとおりとします。
ｋ
区

分

本取扱いの適用

１ ａｕサービスの その一時休止日又は契約解除日までのパケ
利用の一時休止又 ット通信料について、本取扱いの適用の対
はａｕ契約の解除 象とします。
があったとき。
２ 第３種ａｕデュ
アル、第４種ａｕ
デュアル、第５種
ａｕデュアル若し
くはＵＩＭサービ
ス以外へのａｕサ
ービスの種類の変
更又はプランＥ若
しくはプランＥ以

そのａｕサービスの種類の変更日の前日又
は料金種別の変更日の前日までのパケット
通信料について、本取扱いの適用の対象と
します。
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外への料金種別の
変更があったとき
。
備考 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変
更を行うとともに本取扱いの適用を廃止する場合、ＥＺｗｅ
ｂ機能若しくはＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケット通信又は特
定携帯情報端末通信について、そのａｕサービスの種類を変
更した時点まで本取扱いを適用するものとします。
カ 本取扱いの適用を受ける契約者回線の契約者は、キに規定する場
合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たな
い期間の利用であっても、ＥＺｗｅｂ機能等上限額、ＰＣサイト閲
覧機能等上限額又はＰＣ等接続通信上限額の支払いを要します。
キ ウの規定により本取扱いの適用を開始した場合又はエの各号のい
ずれかの規定により本取扱いの適用を廃止した場合は、次表の適用
開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、ＥＺｗｅｂ
機能等上限額、ＰＣサイト閲覧機能等上限額及びＰＣ等接続通信上
限額の日割りを行います。
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、ウの
規定により本取扱いの適用を開始した場合は、
その適用を開始した日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、エの
各号のいずれかの規定により本取扱いの適用を
廃止した場合は、その事由が生じた日の前日）

（３）の８ ＰＨＯ ア 第５種ａｕパケットの契約者回線（基本使用料の料金種別がＰＨ
ＴＯ－Ｕプラ
ＯＴＯ－Ｕプランのものに限ります。）に係るパケット通信料につい
ンの契約者回
ては、その契約者回線からのパケット通信（当社が別に定める接続
線に係るパケ
先との間のものに限ります。）に関する料金（特定事業者が提供する
ット通信料の
ローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとしま
適用
す。）の月間累計額（（３）の２の適用による場合は、適用した後の額
とします。）が、次表の上限定額料（イの規定により上限定額料を日
割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします
。）を超える場合、２（料金額）の規定にかかわらず、上限定額料の
料金額を適用します。
１契約ごとに月額
区

分

上限定額料

料金額
税抜額 ３７１円（税込額３８９円）

イ 第１（基本使用料等）１（適用）（３）の規定に基づき、その基本
使用料の料金種別としてＰＨＯＴＯ－Ｕプランが選択された場合又
はａｕ契約の解除があった場合は、次表の適用開始日から適用終了
日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する上限定額料の日割
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りを行います。
区 分

（３）の９ ＷＮＤ
プランの契約
者回線に係る
パケット通信
料の適用

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、第１
（基本使用料等）１（適用）（３）の規定により
基本使用料の料金種別としてＰＨＯＴＯ－Ｕプ
ランが選択された場合は、その適用を開始した
日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、ａｕ
契約の解除があった場合は、その解除があった
日の前日）

第５種ａｕパケットの契約者回線（基本使用料の料金種別がＷＮＤプ
ラランのものに限ります。）の契約者は、２（料金額）の規定にかかわ
らず、その契約者回線からのパケット通信（当社が別に定める接続先
との間のものに限ります。）に関する料金（特定事業者が提供するロー
ミングに係るものを含みます。）の支払いを要しません。

（３）の１０ ｂｉｂ ア 第５種ａｕパケットの契約者回線（基本使用料の料金種別がｂｉ
ｌｉｏ Ｌｅ
ｂｌｉｏ Ｌｅａｆプランのものに限ります。）の契約者は、その契
ａｆプランの
約者回線からのパケット通信（当社が別に定める接続先との間のも
契約者回線に
のに限ります。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに
係るパケット
係る料金を含み、（３）の２の適用による場合は、適用した後のもの
通信料の適用
とします。以下この欄において同じとします。）について、当社又は
当社が別に定める第三者がこれを負担することを承諾していただき
ます。
イ 契約者は、アの規定により当社又は当社が別に定める第三者が負
担することを承諾した料金の支払いを要しません。
（３）の１１ ＷＩＮ ア 第４種ａｕパケットの契約者回線（基本使用料の料金種別がＷＩ
シングルＷｉ
ＮシングルＷｉＭＡＸ定額のものに限ります。）に係るパケット通信
ＭＡＸ定額の
料については、その契約者回線からのパケット通信に関する料金（
契約者回線に
特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この
係るパケット
欄において同じとします。）の月間累計額（（３）の２の適用による場
通信料の適用
合は、適用した後の額とします。）が、次表の上限定額料（ウの規定
により上限定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄
において同じとします。）を超える場合、２（料金額）の規定にかか
わらず、上限定額料の料金額を適用します。
１契約ごとに月額
上限定額料
基本使用料の料金種別
税抜額（税込額）
ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

４，５４３円（ ４，７７０円）

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

４，５４３円（ ４，７７０円）
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ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

２，４７６円（ ２，５９９円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

２，４７６円（ ２，５９９円）

イ パケット通信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別
ごとに料金月単位で行います。
ウ 第１（基本使用料等）１（適用）（３）の規定に基づき、その基本
使用料の料金種別としてアに定める料金種別が選択された場合若し
くはアに定める料金種別の変更があった場合（アに定めるもの以外
への料金種別の変更があった場合を含みます。以下このウにおいて
同じとします。）、ａｕサービスの一時休止があった場合又はａｕ契
約の解除があった場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの
期間に係る日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとにアに規定す
る上限定額料の日割りを行います。
区 分

（３）の１２ プラン
Ｆ（ＩＳ）又
はプランＦ（
ＩＳ）シンプ
ルの契約者回
線に係るパケ
ット通信料の
適用Ⅰ

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、第１
（基本使用料等）１（適用）（３）の規定により
基本使用料の料金種別としてアに定める料金種
別が選択された場合は、その適用を開始した日
）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第１
（基本使用料等）１（適用）（３）の規定により
基本使用料の料金種別についてアに定めるもの
以外への料金種別の変更があった場合、ａｕサ
ービスの一時休止があった場合又はａｕ契約の
解除があった場合は、その事由が生じた日の前
日）

第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又は
ＵＩＭサービスの契約者回線（基本使用料の料金種別がプランＦ（Ｉ
Ｓ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルのものに限ります。）の契約者は、
２（料金額）の規定にかかわらず、その契約者回線からのパケット通
信（次表に定めるものに限ります。）に関する料金（特定事業者が提供
するローミングに係るものを含みます。）の支払いを要しません。
支払いを要しないパケット通信
ＥＺｗｅｂ機能、第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、マルチキャスト
情報受信機能（タイプⅠに限ります。）及びＩＳ ＮＥＴ機能に係
るパケット通信並びに特定携帯情報端末通信

（３）の１３ プラン ア 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル
Ｆ（ＩＳ）又
又はＵＩＭサービスの契約者回線（基本使用料の料金種別がプラン
はプランＦ（
Ｆ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルのものに限ります。）から
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ＩＳ）シンプ
ルの契約者回
線に係るパケ
ット通信料の
適用Ⅱ

のパケット通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含
み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたもの
を除きます。以下この欄において同じとします。）について、（ア）、
（イ）及び（ウ）に規定する額を合計した額を適用する取扱い（以下こ
の欄において「本取扱い」といいます。）を行います。
（ア） ＰＣサイト閲覧機能に係るパケット通信について２（料金額
）に規定する料金額により算定した額（次表に規定するＰＣサ
イト閲覧機能上限額（キの規定によりＰＣサイト閲覧機能上限
額を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同
じとします。）以上となる場合、ＰＣサイト閲覧機能上限額をそ
の額とします。）に、負荷制御通信について２（料金額）に規定
する料金額により算定した額を合算した額（次表に規定するＰ
Ｃ等接続通信上限額（キの規定によりＰＣ等接続通信上限額を
日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じと
します。）以上となる場合、ＰＣ等接続通信上限額をその額とし
ます。）
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

ＰＣサイト閲覧機能上限額
ＰＣ等接続通信上限額

５００円（ ５２５円）
４，７００円（ ４，９３５円）

（イ） ＥＺｗｅｂ機能、第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、ＰＣサイト
閲覧機能、マルチキャスト情報受信機能及びＩＳ ＮＥＴ機能
に係るパケット通信、特定携帯情報端末通信並びに負荷制御通
信以外のパケット通信について、２（料金額）に規定する料金
額により算定した額
（ウ） マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡに限ります。）に係る
パケット通信について（１）に規定する料金額
イ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 本取扱いの適用の開始は、その契約者回線においてプランＦ（Ｉ
Ｓ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの適用を開始した日からとしま
す。
エ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、次に
該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。
（ア） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時休止
日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。）。
（イ） ａｕ契約の解除があったとき。
（ウ） 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュ
アル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変更が
あったとき。
（エ） プランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプル以外への料
金種別の変更があったとき。
オ エの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱い
については、次表のとおりとします。
区

分
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本取扱いの適用

１ ａｕサービスの その一時休止日又は契約解除日までのパケ
利用の一時休止又 ット通信料について、本取扱いの適用の対
はａｕ契約の解除 象とします。
があったとき。
２ 第３種ａｕデュ
アル、第４種ａｕ
デュアル、第５種
ａｕデュアル若し
くはＵＩＭサービ
ス以外へのａｕサ
ービスの種類の変
更又はプランＦ（
ＩＳ）若しくはプ
ランＦ（ＩＳ）シ
ンプル以外への料
金種別の変更があ
ったとき。

そのａｕサービスの種類の変更日の前日又
は料金種別の変更日の前日までのパケット
通信料について、本取扱いの適用の対象と
します。

備考 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変
更を行うとともに本取扱いの適用を廃止する場合、ＥＺｗｅ
ｂ機能若しくはＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケット通信又は特
定携帯情報端末通信について、そのａｕサービスの種類を変
更した時点まで本取扱いを適用するものとします。
カ 本取扱いの適用を受ける契約者回線の契約者は、キに規定する場
合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たな
い期間の利用であっても、ＰＣサイト閲覧機能上限額又はＰＣ等接
続通信上限額の支払いを要します。
キ ウの規定により本取扱いの適用を開始した場合又はエの各号のい
ずれかの規定により本取扱いの適用を廃止した場合は、次表の適用
開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、ＰＣサイト
閲覧機能上限額及びＰＣ等接続通信上限額の日割りを行います。
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、ウの
規定により本取扱いの適用を開始した場合は、
その適用を開始した日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、エの
各号のいずれかの規定により本取扱いの適用を
廃止した場合は、その事由が生じた日の前日）

（４） 定額料の支 ア 定額料の支払いを条件とするパケット通信料の月極割引Ⅰ（以下
払いを条件と
この欄において「本割引」といいます。）とは、契約者の選択により
するパケット
、次表に規定する定額料を支払った場合に、２（料金額）の規定に
通信料の月極
より算定したパケット通信（通信の料金をその通信の相手先に課金
割引Ⅰ（Ｐａ
する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において同じとし
ｃｋｅｔＯｎ
ます。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金
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ｅミドルパッ
ク、Ｐａｃｋ
ｅｔＯｎｅス
ーパーパック
）

を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額に代
えて、その月間累計額から同表に規定する割引可能額（シ及びスの
規定により日割りした場合はその額）を控除して得た額（月間累計
額が割引可能額に満たない場合は、０円とします。）に、同表に規定
する超過分係数を乗じて得た額を料金額として適用することをいい
ます。
この場合、本割引には同表の２種類があり、あらかじめいずれか
１つを選択していただきます。
１契約ごとに月額
種 類

定 額 料

割引可能額

超過分
係数

ミドルパック

税抜額 ２，４００円
税抜額１０，０００円
（税込額 ２，５２０円） （税込額１０，５００円）

０．３０

スーパーパック

税抜額 ８，５００円
税抜額４５，０００円
（税込額 ８，９２５円） （税込額４７，２５０円）

０．２０

イ 本割引は、ａｕサービス（第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュ
アル、第１種ａｕパケット又は第２種ａｕパケットに限ります。）の
契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することが
できます。
（ア） 第１種定期ａｕ契約に基づき提供される第２種ａｕパケット
に係るもの
（イ） （６）の適用を受けているもの
ウ 第２種ａｕパケットに係る本割引の申込み（本割引の種類の変更
の申込みを含みます。）は、包括回線グループを単位として行ってい
ただきます。
エ 当社は、本割引の適用を受けている包括回線グループに追加され
た契約者回線については、その追加の請求を本割引の申込みとみな
して取り扱います。
オ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
カ 本割引の適用の開始は、その申込日を含む料金月の翌料金月から
とします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日
からとします。
区

分

本割引の適用の開始

１ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの提供を開始
約者回線に係るａｕ契約の申 した日
込みと同時に行われた場合
２ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの再利用を開
約者回線に係るａｕサービス 始した日
の再利用の請求と同時に行わ
れた場合
３ 本割引の申込みが、第１種 その変更後のａｕサービスの提
ａｕデュアル、第２種ａｕデ 供を開始した日
ュアル、第１種ａｕパケット
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又は第２種ａｕパケットへの
ａｕサービスの種類の変更に
係る請求と同時に行われた場
合
４ １から３以外の場合であっ
て、その申込日を含む料金月
から本割引の適用を受けたい
旨の要請があり、当社の業務
の遂行上支障がないとき

本割引の申込日を含む料金月の
初日（その料金月において、本
割引の申込日以前にａｕサービ
スの提供若しくは再利用を開始
した場合又は第１種ａｕデュア
ル、第２種ａｕデュアル、第１
種ａｕパケット若しくは第２種
ａｕパケットへのａｕサービス
の種類の変更を行った場合は、
その開始日又は変更日のうち、
本割引の申込日から直近の日）

備考 第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパ
ケット又は第２種ａｕパケットへのａｕサービス種類の変更
を行った日から本割引の適用を開始する場合は、ＥＺｗｅｂ
機能に係るパケット通信について、そのａｕサービスの種類
を変更した時点から本割引の適用を開始するものとします。
キ 契約者が、本割引を選択している場合であって、その種類を変更
するときは、その変更の申込日を含む料金月の翌料金月以降のパケ
ット通信料について、変更後の種類を適用します。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次に該
当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） その契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき（
第２種ａｕパケットに係る契約者回線については、その包括回
線グループを単位とする廃止の申出があったときに限ります。）
。
（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時休止
日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。）。
（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） 第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパケ
ット又は第２種ａｕパケット以外へのａｕサービスの種類の変
更があったとき
ケ クの規定により、本割引の適用を廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当する場合
が生じたときは、それぞれ２欄又は３欄の規定によるものとします
。
区

分

本割引の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までのパケ
より本割引の適用 ット通信料について、本割引の適用の対象
を廃止したとき。 とします。
２ ａｕサービスの その一時休止日、契約解除日又は種類の変
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利用の一時休止、 更日までのパケット通信料について、本割
ａｕ契約の解除又 引の適用の対象とします。
はａｕ電話への種
類の変更があった
とき。
３ 第１種ａｕデュ その種類の変更日の前日までのパケット通
アル、第２種ａｕ 信料について、本割引の適用の対象としま
デュアル、第１種 す。
ａｕパケット又は
第２種ａｕパケッ
ト以外へのａｕサ
ービスの種類の変
更があったとき。
備考 第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパ
ケット又は第２種ａｕパケット以外へのａｕサービスの種類
の変更を行うとともに本割引の適用を廃止する場合、ＥＺｗ
ｅｂ機能に係るパケット通信については、そのａｕサービス
の種類を変更した時点まで本割引の適用の対象とします。
コ 本割引を選択した契約者は、サに規定する場合を除き、通信の有
無にかからわず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっ
ても、アに規定する定額料の支払いを要します。
サ カの表の規定により本割引の適用を開始した場合又は第１種ａｕ
デュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパケット若しくは第２
種ａｕパケット以外へのａｕサービスの種類の変更により本割引の
適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期
間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、カの
表の規定により本割引の適用を開始した場合は
、その適用を開始した日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第１
種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種
ａｕパケット又は第２種ａｕパケット以外への
ａｕサービスの種類の変更により本割引を廃止
した場合は、その種類を変更した日の前日）

シ サの規定により定額料を日割りする場合は、その日数に応じて、
アに定める割引可能額を日割りします。
ス シの場合において、その計算結果に１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げます。
セ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわた
って、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気
通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、その
契約者は、定額料の支払いを要しません。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金
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が既に支払われているときは、その料金を返還します。
（５） 着信課金用 ア 着信課金用ドメイン名に係るパケット通信料の割引（以下この欄
ドメイン名に
において「本割引」といいます。）とは、ＣＰＡ利用回線（当社のリ
係るパケット
モートアクセスサービス等契約約款に規定するリモートアクセスサ
通信料の割引
ービス（タイプⅡのものに限ります。）の利用契約回線をいいます。
の適用
以下この欄において同じとします。）の契約者（以下この欄において
「ＣＰＡ契約者」といいます。）が下表に規定する定額料を支払った
場合に、着信課金用ドメイン名（当社のリモートアクセスサービス
等契約約款に規定する着信課金用ドメイン名であって、そのＣＰＡ
契約者があらかじめ指定したものをいいます。以下この欄において
同じとします。）によるパケット通信（９．６ ｋｂｉｔ／ｓの第１種ａｕパケ
ットに係る契約者回線との間のパケット通信に限ります。以下この
欄において同じとします。）について、２ー２－１の規定に代えて、
同表に規定する適用額を適用することをいいます。
この場合において、同表に規定する定額料は、特定事業者のａｕ
通信サービス契約約款に規定する着信課金用ドメイン名に係るパケ
ット通信料の割引（以下この欄において「特定割引」といいます。）
の定額料と合わせた額とします。
区

分

料

金

額

定額料

１着信課金用ドメイン名ごとに月額
税抜額１，０００円（税込額１，０５０円）

適用額

１課金対象パケットごとに
税抜額０．１５円（税込額０．１５７５円）

イ 本割引の申込みは、１の着信課金用ドメイン名ごとに、その特定
割引の申込みと合わせて、当社のリモートアクセスサービス等契約
約款に規定するリモートアクセスサービス等取扱所に行っていただ
きます。
ウ 当社は、イに規定する申込みがあったときは、次に該当する場合
を除いて、これを承諾します。
（ア） そのＣＰＡ契約者が、当社の電気通信サービスに係る料金そ
の他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
（イ） その着信課金用ドメイン名に係る特定割引の申込みの承諾が
得られないとき。
エ 本割引の適用を開始する場合は、その申込みに係る登録完了日（
当社の機器への登録に要する期間が経過する日をいいます。以下こ
の欄において同じとします。）を含む料金月（当社のリモートアクセ
スサービス等契約約款に規定する料金月とします。以下この欄にお
いて同じとします。）の翌料金月以降の着信課金用ドメイン名による
パケット通信に関する料金について、本割引の適用の対象とします
。
ただし、そのＣＰＡ契約者から特に要請があり、当社の業務の遂
行上支障がないときは、その申込みに係る登録完了日を含む料金月
の当社が指定する日から本割引の適用を開始します。
オ 当社は、本割引の適用を受けている着信課金用ドメイン名につい
て、そのＣＰＡ契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場
合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） そのＣＰＡ利用回線に係る契約の解除があったとき。
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（イ） 特定割引の廃止があったとき。
（ウ） その他ウの（ア）から（イ）のいずれかに該当することとなった
とき。
カ オの規定により本割引の適用を廃止した場合は、その廃止に係る
登録完了日を含む料金月の末日（ＣＰＡ利用回線に係る契約の解除
の場合は、その契約解除日）までの着信課金用ドメイン名によるパ
ケット通信に関する料金について、本割引の適用の対象とします。
キ 本割引を選択したＣＰＡ契約者は、パケット通信の有無にかかわ
らず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに
規定する定額料の支払いを要します。
ただし、ＣＰＡ契約者の責めによらない理由により、１料金月の
全ての日にわたって、その着信課金用ドメイン名によるパケット通
信が全く利用できない状態（その通信に著しい支障が生じ、全く利
用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたと
きは、この限りでありません。
ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。
ケ 定額料については、日割りは行いません。
（６） 定額料の支 ア 定額料の支払いを条件とするパケット通信料の月極割引Ⅱ（以下
払いを条件と
この欄において「本割引」といいます。）とは、（ア）に規定する定額
するパケット
料を支払った場合に、その契約者回線からのパケット通信（特定事
通信料の月極
業者が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通
割引Ⅱの適用
信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄
（パケット割
において同じとします。）について、２（料金額）の規定に代えて、
）
（イ）に規定する適用額により算定した額から、（ア）に規定する割引
可能額（サ及びシの規定により割引可能額を日割りした場合はその
額）を控除して得た額（適用額により算定した額が割引可能額に満
たない場合は、０円とします。）を適用することをいいます。
（ア） 定額料及び割引可能額
１契約ごとに月額
区

分

料

金

額

定 額 料

税抜額１，０００円（税込額１，０５０円）

割引可能額

税抜額１，０００円（税込額１，０５０円）

（イ） 適用額
１課金対象パケットごとに
区

分

料

適 用 額

金

額

税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

イ 本割引は、ａｕサービス（第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュ
アル、第１種ａｕパケット又は第２種ａｕパケットに限ります。）の
契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することが
できます。
（ア） 第１種定期ａｕ契約に基づき提供される第２種ａｕパケット
に係るもの
（イ） （４）の適用を受けているもの
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ウ 第２種ａｕパケットに係る本割引の申込みは、包括回線グループ
を単位として行っていただきます。
エ 当社は、本割引の適用を受けている包括回線グループに追加され
た契約者回線については、その追加の請求を本割引の申込みとみな
して取り扱います。
オ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
カ 本割引の適用の開始は、その申込日を含む料金月の翌料金月から
とします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日
からとします。
区

分

本割引の適用の開始

１ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの提供を開始
約者回線に係るａｕ契約の申 した日
込みと同時に行われた場合
２ 本割引の申込みが、その契 そのａｕサービスの再利用を開
約者回線に係るａｕサービス 始した
の再利用の請求と同時に行わ
れた場合
３ 本割引の申込みが、第１種 その変更後のａｕサービスの提
ａｕデュアル、第２種ａｕデ 供を開始した日
ュアル、第１種ａｕパケット
又は第２種ａｕパケットへの
ａｕサービスの種類の変更に
係る請求と同時に行われた場
合
４ １から３以外の場合であっ
て、その申込日を含む料金月
から本割引の適用を受けたい
旨の要請があり、当社の業務
の遂行上支障がないとき

本割引の申込日を含む料金月の
初日（その料金月において、本
割引の申込日以前にａｕサービ
スの提供若しくは再利用を開始
した場合又は第１種ａｕデュア
ル、第２種ａｕデュアル、第１
種ａｕパケット若しくは第２種
ａｕパケットへのａｕサービス
の種類の変更を行った場合は、
その開始日又は変更日のうち、
本割引の申込日から直近の日）

備考 第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパ
ケット又は第２種ａｕパケットへのａｕサービス種類の変更
を行った日から本割引の適用を開始する場合は、ＥＺｗｅｂ
機能に係るパケット通信について、そのａｕサービスの種類
を変更した時点から本割引の適用を開始するものとします。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次に該
当する場合には、本割引の適用を廃止します。
（ア） その契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき（
第２種ａｕパケットに係る契約者回線については、その包括回
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線グループを単位とする廃止の申出があったときに限ります。）
。
（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時休止
日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。）。
（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） 第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパケ
ット又は第２種ａｕパケット以外へのａｕサービスの種類の変
更があったとき。
ク キの規定により、本割引の適用を廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ
り本割引の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左欄に該当する場合
が生じたときは、それぞれ２欄又は３欄の規定によるものとします
。
区

分

本割引の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までのパケ
より本割引の適用 ット通信料について、本割引の適用の対象
を廃止したとき。 とします。
２ ａｕサービスの その一時休止日、契約解除日又は種類の変
利用の一時休止、 更日までのパケット通信料について、本割
ａｕ契約の解除又 引の適用の対象とします。
はａｕ電話への種
類の変更があった
とき。
３ 第１種ａｕデュ その種類の変更日の前日までのパケット通
アル、第２種ａｕ 信料について、本割引の適用の対象としま
デュアル、第１種 す。
ａｕパケット又は
第２種ａｕパケッ
ト以外へのａｕサ
ービスの種類の変
更があったとき。
備考 第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパ
ケット又は第２種ａｕパケット以外へのａｕサービスの種類
の変更を行うとともに本割引の適用を廃止する場合、ＥＺｗ
ｅｂ機能に係るパケット通信については、アの（イ）の表に規
定する適用額を、そのａｕサービスの種類を変更した時点ま
で適用するものとします。
ケ 本割引を選択した契約者は、コに規定する場合を除き、通信の有
無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっ
ても、アに規定する定額料の支払いを要します。
コ カの表の規定により本割引の適用を開始した場合又は第１種ａｕ
デュアル、第２種ａｕデュアル、第１種ａｕパケット若しくは第２
種ａｕパケット以外へのａｕサービスの種類の変更により本割引の
適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期
間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。
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区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、カの
表の規定により本割引の適用を開始した場合は
、その適用を開始した日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第１
種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第１種
ａｕパケット又は第２種ａｕパケット以外への
ａｕサービスの種類の変更により本割引を廃止
した場合は、その種類を変更した日の前日）

サ コの規定により定額料を日割りする場合は、その日数に応じてア
に定める割引可能額を日割りします。
シ サの場合において、その計算結果に１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げます。
ス 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわた
って、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気
通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、その
契約者は、定額料の支払いを要しません。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金
が既に支払われているときは、その料金を返還します。
（７） 削除

削除

（８） 特定のパケ ア 当社は、ａｕ契約者からの申込みにより、そのａｕサービス（第
ット通信への
３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又は
２段階定額制
ＵＩＭサービスに限ります。）の契約者回線からのパケット通信（特
の適用（ダブ
定事業者が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をそ
ル定額スーパ
の通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下こ
ーライト、ダ
の欄において同じとします。）について、（ア）、（イ）及び（ウ）に規定
ブル定額ライ
する額を合計した額（その合計した額が次表に規定する最小定額料
ト、ダブル定
に満たない場合は最小定額料（コの規定により最小定額料を日割り
額、パケット
した場合はその額とします。以下この欄において同じとします。）と
割ＷＩＮミド
します。）を適用する取扱い（以下「特定パケット通信２段階定額制
ル、パケット
」といいます。）を行います。
割ＷＩＮスー
この場合、特定パケット通信２段階定額制には、次表に規定する
パー）
４種類があり、あらかじめいずれか１つを選択していただきます。
１契約ごとに月額
最小定額料
種

類
税抜額（税込額）

ダブル定額スーパーライト

３７２円（ ３９０円）

ダブル定額ライト

１，０００円（１，０５０円）

ダブル定額

２，０００円（２，１００円）
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パケット割ＷＩＮミドル

４，０００円（４，２００円）

パケット割ＷＩＮスーパー

７，５００円（７，８７５円）

（ア） ＥＺｗｅｂ機能及び第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に係るパケ
ット通信について２（料金額）の規定に代えて①の表に規定す
る適用額により算定した額並びにマルチキャスト情報受信機能
（タイプⅠに限ります。）に係るパケット通信について（１）に規
定する料金額の合計額（②に規定するＥＺｗｅｂ機能等最大定
額料（コの規定によりＥＺｗｅｂ機能等最大定額料を日割りし
た場合はその額とします。以下この欄において同じとします。）
以上となる場合、ＥＺｗｅｂ機能等最大定額料をその額としま
す。）に、ＰＣサイト閲覧機能及びＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケ
ット通信並びに特定携帯情報端末通信について２（料金額）の
規定に代えて①の表に規定する適用額により算定した額を合算
した額（②に規定するＰＣサイト閲覧機能等最大定額料（コの
規定によりＰＣサイト閲覧機能等最大定額料を日割りした場合
はその額とします。以下この欄において同じとします。）以上と
なる場合、ＰＣサイト閲覧機能等最大定額料をその額とします
。）に、負荷制御通信について２（料金額）の規定に代えて①の
表に規定する適用額により算定した額を合算した額（②に規定
するＰＣ等接続通信最大定額料（コの規定によりＰＣ等接続通
信最大定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄
において同じとします。）以上となる場合、ＰＣ等接続通信最大
定額料をその額とします。）
① 適用額
１課金対象パケットごとに
適 用 額
種

類
税抜額（税込額）

ダブル定額スーパーライト

０．１ 円（０．１０５ 円）

ダブル定額ライト

０．０８ 円（０．０８４ 円）

ダブル定額

０．０５ 円（０．０５２５ 円）

パケット割ＷＩＮミドル

０．０２５円（０．０２６２５円）

パケット割ＷＩＮスーパー

０．０１５円（０．０１５７５円）

② 最大定額料
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

ＥＺｗｅｂ機能等最大定額料

４，２００円（４，４１０円）

ＰＣサイト閲覧機能等最大定額料

５，７００円（５，９８５円）
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ＰＣ等接続通信最大定額料

９，９００円（１０，３９５円）

（イ） ＥＺｗｅｂ機能、第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、ＰＣサイト
閲覧機能、マルチキャスト情報受信機能及びＩＳ ＮＥＴ機能
に係るパケット通信、特定携帯情報端末通信並びに負荷制御通
信以外のパケット通信について、２（料金額）の規定に代えて
、次表に規定する適用額により算定した額
１課金対象パケットごとに
適 用 額
種

類
税抜額（税込額）

ダブル定額スーパーライト

０．１ 円（０．１０５ 円）

ダブル定額ライト

０．０８ 円（０．０８４ 円）

ダブル定額

０．０５ 円（０．０５２５ 円）

パケット割ＷＩＮミドル

０．０２５円（０．０２６２５円）

パケット割ＷＩＮスーパー

０．０１５円（０．０１５７５円）

（ウ） マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡに限ります。）に係る
パケット通信について（１）に規定する料金額
イ 特定パケット通信２段階定額制は、ａｕサービス（第３種ａｕデ
ュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサー
ビスに限ります。）の契約者回線であって、次に該当しないものに限
り選択することができます。
ただし、パケット割ＷＩＮミドル及びパケット割ＷＩＮスーパー
については、ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）の契約者回線
は、選択することができません。
（ア） 基本使用料の料金種別がパケット定額プラン（プランＥ、プ
ランＦ（ＩＳ）、プランＥシンプル又はプランＦ（ＩＳ）シン
プルをいいます。以下この欄において同じとします。）のもの。
（イ） （８）の２の適用を受けているもの。
ウ 当社は、特定パケット通信２段階定額制の適用の申込みがあった
場合は、当社が別に定める基準に適合する端末設備がその契約者回
線に接続されているときに限り、これを承諾します。
エ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
オ 特定パケット通信２段階定額制の適用の開始は、その申込日を含
む料金月の翌料金月からとします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日
からとします。
区

分

特定パケット通信２段階定額制
の適用の開始

１ 特定パケット通信２段階定 そのａｕサービスの提供を開始
額制の申込みが、その契約者 した日
回線に係るａｕ契約の申込み
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と同時に行われた場合
２ 特定パケット通信２段階定 そのａｕサービスの再利用を開
額制の申込みが、その契約者 始した日
回線に係るａｕサービスの再
利用の請求と同時に行われた
場合
３ 特定パケット通信２段階定 その変更後のａｕサービスの提
額制の申込みが、第３種ａｕ 供を開始した日
デュアル、第４種ａｕデュア
ル、第５種ａｕデュアル又は
ＵＩＭサービスへのａｕサー
ビスの種類の変更に係る請求
と同時に行われた場合
４ 特定パケット通信２段階定 パケット定額プランからの料金
額制の申込みが、基本使用料 種別の変更があった日
の料金種別の変更（パケット
定額プランからの変更に限り
ます。）に係る請求と同時行わ
れた場合
５ １から４以外の場合であっ
て、その申込日を含む料金月
から特定パケット通信２段階
定額制の適用を受けたい旨の
要請があり、当社の業務の遂
行上支障がないとき

特定パケット通信２段階定額制
の申込日を含む料金月の初日（
その料金月において、特定パケ
ット通信２段階定額制の申込日
以前にａｕサービスの提供若し
くは再利用を開始した場合又は
第３種ａｕデュアル、第４種ａ
ｕデュアル、第５種ａｕデュア
ル若しくはＵＩＭサービスへの
ａｕサービスの種類の変更若し
くはパケット定額プランからの
料金種別の変更を行った場合は
、その開始日又は変更日のうち
、特定パケット通信２段階定額
制の申込日から直近の日）

備考 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービスへのａｕサービスの種類の変更を
行った日から特定パケット通信２段階定額制の適用を開始す
る場合は、ＥＺｗｅｂ機能若しくはＩＳ ＮＥＴ機能に係る
パケット通信又は特定携帯情報端末通信について、そのａｕ
サービスの種類を変更した時点から特定パケット通信２段階
定額制の適用を開始するものとします。
カ 契約者が、特定パケット通信２段階定額制を選択している場合で
あって、その種類を変更するときは、その変更の申込日を含む料金
月の翌料金月以降のパケット通信料について、変更後の種類を適用
します。
キ 当社は、特定パケット通信２段階定額制の適用を受けている契約
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者回線について、次に該当する場合には、特定パケット通信２段階
定額制の適用を廃止します。
（ア） その契約者から特定パケット通信２段階定額制の適用を廃止
する申出があったとき。
（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時休止
日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。）。
（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュ
アル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変更が
あったとき。。
（オ） パケット定額プランへの料金種別の変更があったとき。
（カ） （８）の２の適用の申込みがあったとき。
（キ） ウに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
ク キの規定により、特定パケット通信２段階定額制の適用を廃止す
る場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ
り特定パケット通信２段階定額制の適用を廃止した後、２欄又は３
欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ２欄又は３欄の
規定によるものとします。
区

分

特定パケット通信２段階定額制の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までのパケ
より特定パケット ット通信料について、特定パケット通信２
通信２段階定額制 段階定額制の適用の対象とします。
の適用を廃止した
とき。
２ ａｕサービスの その一時休止日又は契約解除日までのパケ
利用の一時休止又 ット通信料について、特定パケット通信２
はａｕ契約の解除 段階定額制の適用の対象とします。
があったとき。
３ 第３種ａｕデュ
アル、第４種ａｕ
デュアル、第５種
ａｕデュアル若し
くはＵＩＭサービ
ス以外へのａｕサ
ービスの種類の変
更又はパケット定
額プランへの料金
種別の変更があっ
たとき。

そのａｕサービスの種類の変更日の前日又
は料金種別の変更日の前日までのパケット
通信料について、特定パケット通信２段階
定額制の適用の対象とします。

備考 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変
更を行うとともに特定パケット通信２段階定額制の適用を廃
止する場合、ＥＺｗｅｂ機能若しくはＩＳ ＮＥＴ機能に係
るパケット通信又は特定携帯情報端末通信については、アの
（ア）の表に規定する適用額を、そのａｕサービスの種類を変
更した時点まで適用するものとします。
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ケ 特定パケット通信２段階定額制を選択した契約者は、コに規定す
る場合を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満
たない期間の利用であっても、アに規定する最小定額料、ＥＺｗｅ
ｂ機能等最大定額料、ＰＣサイト閲覧機能等最大定額料又はＰＣ等
接続通信最大定額料の支払いを要します。
コ オの表の規定により特定パケット通信２段階定額制の適用を開始
した場合又はキの（エ）若しくは（オ）の規定により特定パケット通信
２段階定額制の適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用
終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する最小定額料、
ＥＺｗｅｂ機能等最大定額料、ＰＣサイト閲覧機能等最大定額料及
びＰＣ等接続通信最大定額料の日割りを行います
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、オの
表の規定により特定パケット通信２段階定額制
の適用を開始した場合は、その適用を開始した
日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、キの
（エ）又は（オ）の規定により特定パケット通信２
段階定額制を廃止した場合は、その事由が生じ
た日の前日）

サ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわた
って、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気
通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、その
契約者は、最小定額料の支払いを要しません。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金
が既に支払われているときは、その料金を返還します。
（８）の２ 特定の ア 当社は、ａｕ契約者からの申込みにより、次表に規定する定額料
パケット通信
を支払った場合に、そのａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４
への定額制の
種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスに限りま
適用（ＩＳフ
す。）の契約者回線からのパケット通信（特定事業者が提供するロー
ラット）
ミングに係るものを含み、通信の料金をその通信の相手先に課金す
る取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において同じとしま
す。）について、（ア）、（イ） 及び（ウ）に規定する額を合計した額を
適用する取扱い（以下「特定パケット通信定額制」といいます。）を
行います。
１契約ごとに月額
区

分

定額料

料 金 額
税抜額５，２００円（税込額５，４６０円）

（ア） ＰＣサイト閲覧機能に係るパケット通信について２（料金額
）の規定に代えて①の表に規定する適用額により算定した額（
②の表に規定するＰＣサイト閲覧機能上限額（ケの規定により
ＰＣサイト閲覧機能上限額を日割りした場合はその額とします
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。）以上となる場合、ＰＣサイト閲覧機能上限額をその額としま
す。）に、負荷制御通信について２（料金額）の規定に代えて①
の表に規定する適用額により算定した額を合算した額（②の表
に規定するＰＣ等接続通信上限額（ケの規定によりＰＣ等接続
通信上限額を日割りした場合はその額とします。）以上となる場
合、ＰＣ等接続通信上限額をその額とします。）。
① 適用額
１課金対象パケットごとに
区

分

料 金 額

適用額

税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

② 上限額
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

ＰＣサイト閲覧機能上限額
ＰＣ等接続通信上限額

５００円（ ５２５円）
４，７００円（ ４，９３５円）

（イ） ＥＺｗｅｂ機能、第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、ＰＣサイト
閲覧機能、マルチキャスト情報受信機能若しくはＩＳ ＮＥＴ
機能に係るパケット通信、特定携帯情報端末通信又は負荷制御
通信以外のパケット通信について、２（料金額）の規定に代え
て、（ア）の②の表に規定する適用額により算定した額
（ウ） マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡに限ります。）に係る
パケット通信について（１）に規定する料金額
イ 特定パケット通信定額制は、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル
、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスに
限ります。）の契約者回線であって、次に該当しないものに限り選択
することができます。
（ア） 基本使用料の料金種別がパケット定額プラン（プランＥ、プ
ランＦ（ＩＳ）、プランＥシンプル又はプランＦ（ＩＳ）シン
プルをいいます。以下この欄において同じとします。）のもの。
（イ） （８）の適用を受けているもの。
ウ 当社は、特定パケット通信定額制の適用の申込みがあった場合は
、当社が別に定める基準に適合する端末設備がその契約者回線に接
続されているときに限り、これを承諾します。
エ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
オ 特定パケット通信定額制の適用の開始は、その申込日を含む料金
月の翌料金月からとします。
ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日
からとします。
区

分

特定パケット通信定額制の適用
の開始

１ 特定パケット通信定額制の そのａｕサービスの提供を開始
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申込みが、その契約者回線に した日
係るａｕ契約の申込みと同時
に行われた場合
２ 特定パケット通信定額制の そのａｕサービスの再利用を開
申込みが、その契約者回線に 始した日
係るａｕサービスの再利用の
請求と同時に行われた場合
３ 特定パケット通信定額制の その変更後のａｕサービスの提
申込みが、第３種ａｕデュア 供を開始した日
ル、第４種ａｕデュアル、第
５種ａｕデュアル又はＵＩＭ
サービスへのａｕサービスの
種類の変更に係る請求と同時
に行われた場合
４ 特定パケット通信定額制の パケット定額プランからの料金
申込みが、基本使用料の料金 種別の変更があった日
種別の変更（パケット定額プ
ランからの変更に限ります。）
に係る請求と同時行われた場
合
５ １から４以外の場合であっ
て、その申込日を含む料金月
から特定パケット通信定額制
の適用を受けたい旨の要請が
あり、当社の業務の遂行上支
障がないとき

特定パケット通信定額制の申込
日を含む料金月の初日（その料
金月において、特定パケット通
信定額制の申込日以前にａｕサ
ービスの提供若しくは再利用を
開始した場合又は第３種ａｕデ
ュアル、第４種ａｕデュアル、
第５種ａｕデュアル若しくはＵ
ＩＭサービスへのａｕサービス
の種類の変更若しくはパケット
定額プランからの料金種別の変
更を行った場合は、その開始日
又は変更日のうち、特定パケッ
ト通信定額制の申込日から直近
の日）

備考 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービスへのａｕサービスの種類の変更を
行った日から特定パケット通信定額制の適用を開始する場合
は、ＥＺｗｅｂ機能若しくはＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケッ
ト通信又は特定携帯情報端末通信について、そのａｕサービ
スの種類を変更した時点から特定パケット通信定額制の適用
を開始するものとします。
カ 当社は、特定パケット通信定額制の適用を受けている契約者回線
について、次に該当する場合には、特定パケット通信定額制の適用
を廃止します。
（ア） その契約者から特定パケット通信定額制の適用を廃止する申
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出があったとき。
（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時休止
日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。）。
（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデュ
アル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変更が
あったとき。
（オ） パケット定額プラン以外への料金種別の変更があったとき。
（カ） （８）の適用の申込みがあったとき。
（キ） ウに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
キ カの規定により、特定パケット通信定額制の適用を廃止する場合
における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定によ
り特定パケット通信定額制の適用を廃止した後、２欄又は３欄の左
欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２欄又は３欄の規定
によるものとします。
区

分

特定パケット通信定額制の適用

１ ２又は３以外に その廃止日を含む料金月の末日までのパケ
より特定パケット ット通信料について、特定パケット通信定
通信定額制の適用 額制の適用の対象とします。
を廃止したとき。
２ ａｕサービスの その一時休止日又は契約解除日までのパケ
利用の一時休止又 ット通信料について、特定パケット通信定
はａｕ契約の解除 額制の適用の対象とします。
があったとき。
３ 第３種ａｕデュ
アル、第４種ａｕ
デュアル、第５種
ａｕデュアル若し
くはＵＩＭサービ
ス以外へのａｕサ
ービスの種類の変
更又はパケット定
額プランへの料金
種別の変更があっ
たとき。

そのａｕサービスの種類の変更日の前日又
は料金種別の変更日の前日までのパケット
通信料について、特定パケット通信定額制
の適用の対象とします。

備考 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル、第５種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービス以外へのａｕサービスの種類の変
更を行うとともに特定パケット通信定額制の適用を廃止する
場合、ＥＺｗｅｂ機能若しくはＩＳ ＮＥＴ機能に係るパケ
ット通信又は特定携帯情報端末通信については、アの（ア）の
表に規定する適用額を、そのａｕサービスの種類を変更した
時点まで適用するものとします。
ク 特定パケット通信定額制を選択した契約者は、ケに規定する場合
を除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない
期間の利用であっても、アに規定する定額料、ＰＣサイト閲覧機能
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上限額又はＰＣ等接続通信上限額の支払いを要します。
ケ オの表の規定により特定パケット通信定額制の適用を開始した場
合又はカの（エ）若しくは（オ）の規定により特定パケット通信定額制
の適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの
期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料、ＰＣサイト閲覧機
能上限額及びＰＣ等接続通信上限額の日割りを行います。
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、オの
表の規定により特定パケット通信定額制の適用
を開始した場合は、その適用を開始した日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、カの
（エ）又は（オ）の規定により特定パケット通信定
額制を廃止した場合は、その事由が生じた日の
前日）

コ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日にわた
って、ａｕサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気
通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、その
契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しません。
この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金
が既に支払われているときは、その料金を返還します。
（９） 複数回線の ア 当社は、複数回線の利用を条件とする定期前払ａｕサービスに関
利用を条件と
する基本使用料の減額適用を受けている契約者回線に係るパケット
する定期前払
通信であって、定期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象期間に利用
ａｕサービス
のあったものについて、２－４に定める料金額に代え、下表に定め
に関する基本
る料金額を適用します。
使用料の減額
適用を受けて
料 金 額
いる契約者回
線のパケット
１課金対象パケットごとに税抜額０．１５円（税込額０．１５７５円）
通信料の取扱
い
イ 当社は、定期前払ａｕ契約の基本使用料免除期間に行われた定期
前払ａｕサービスの契約者回線に係るパケット通信について、定期
前払ａｕ契約者から複数回線の利用を条件とする定期前払ａｕサー
ビスに係る基本使用料の減額適用の申出をうけ、当社がこれを承諾
した場合、アに準じて取り扱うものとします。
ウ ア及びイの規定にかかわらず、第１表（ａｕ通信サービスに関す
る料金）第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の２のキの各号の
いずれかに該当する事由が生じた場合、当社は、その事由が生じた
日を含む料金月の翌料金月の初日以降に行われたパケット通信につ
いて、２－４に定める料金額を適用するものとします。
（１０） 契約者を単 ア 契約者を単位とする金額指定割引の適用を受けている契約者回線
位とする金額
に係るパケット通信料の月極割引（以下この欄において「本割引」
指定割引の適
といいます。）とは、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６に規
用を受けてい
定する割引選択回線群を構成する全ての契約者回線（第４種ａｕパ
る契約者回線
ケットに係るもの又は基本使用料の料金種別がプランＥ、プランＦ
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に係るパケッ
ト通信料の月
極割引の適用
（まるごとビ
ジネス割引）

（ＩＳ）、プランＥシンプル、プランＦ（ＩＳ）シンプル、プラン
Ｚシンプル、ＷＩＮシングル定額若しくはＷＩＮシングルＷｉＭＡ
Ｘ定額のものを除きます。）からのパケット通信（（４）、（６）、（８）
又は（８）の２の適用を受けたもの及び通信の料金をその通信の相手
先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において
同じとします。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに
係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累
計額（（３）、（３）の２又は（３）の４の適用による場合は、適用した
後の額とします。以下この欄において同じとします。）について、そ
の月間累計額に契約者を単位とする金額指定割引に係る割引額の算
定に用いた割引率を乗じて得た額（以下この欄において「本割引に
係るパケット通信料割引額」といいます。）の割引を行うことをいい
ます。
イ アの規定にかかわらず、その割引選択回線群を構成する契約者回
線に関するその料金月における月間利用額が、契約者からあらかじ
め申出のあった指定金額に満たない場合の取扱いについては、第１
（基本使用料等）１（適用）（１０）の６のクに定めるところによりま
す。
ウ 割引選択回線群構成日を含む料金月から起算して、第１（基本使
用料等）１（適用）（１０）の６の規定によりあらかじめ申出のあった
指定期間が経過することとなる日が到来する前に、割引選択回線群
を構成する全ての契約者回線について本割引の適用が廃止された場
合の取扱いについては、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６
のヌに定めるところによります。。
エ 上記のほか、本割引に係るパケット通信料割引額の計算等、本割
引の適用については、第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の６の
規定に準じて取り扱います。）。

（１１） 第４種定期 ア 第４種定期ａｕ契約に係るパケット通信料の割引の適用（以下こ
ａｕ契約に係
の欄において「本割引」といいます。）とは、第２（通話料）１（適
るパケット通
用）（２８）に規定する定額対象回線群を構成する契約者回線からのパ
信料の割引の
ケット通信（通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受
適用（法人通
けたものを除きます。以下この欄において同じとします。）に関する
話パケット割
料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。以
）
下この欄において同じとします。）の月間累計額（（３）、（３）の４又
は（１２）の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄
において同じとします。）に０．２０を乗じて得た額の割引を行うことを
いいます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません
。
（ア） （４）、（６）、（８）又は（８）の２の適用を受けているとき。
（イ） その契約者回線の基本使用料の料金種別がプランＥ、プラン
Ｆ（ＩＳ）、プランＥシンプル又はプランＦ（ＩＳ）シンプル
であるとき。
イ パケット通信料の月間累計は、料金月単位で行います。
ウ 本取扱いの適用の開始及び廃止については、第２（通話料）１（
適用）（２８）に規定する第４種定期ａｕ契約に係る通話料の適用の開
始及び廃止の場合に準じて取り扱います。
エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた
場合は、その端数を切り上げます。
（１２） 第４種定期 ア 当社は、第２（通話料）１（適用）（２８）に規定する定額対象回線
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ａｕ契約に係
るパケット通
信料の適用（
法人通話・パ
ケット割）

群を構成する契約者回線（第２（通話料）１（適用）（２９）の適用を
受けているものに限ります。以下この欄において同じとします。）か
らのパケット通信（通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱
いを受けたものを除きます。以下この欄において同じとします。）に
関する料金（特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みま
す。以下この欄において同じとします。）の月間累計額（（３）の適用
による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じ
とします。）について、次表に規定する額を控除する取扱い（以下こ
の欄において「本取扱い」といいます。）を行います。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません
。
（ア） （４）、（６）、（８）又は（８）の２の適用を受けているとき。
（イ） その契約者回線の基本使用料の料金種別がプランＥ、プラン
Ｆ（ＩＳ）、プランＥシンプル又はプランＦ（ＩＳ）シンプル
であるとき。
控除額
１の契約者回線からのパケット通信に関する料金の月間累計額に
、充当比率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。）。
この場合において、充当比率は、その定額対象回線群を構成する
契約者回線に係る充当可能額の合計額（その定額対象回線群に他
網契約者回線が含まれる場合は、特定割引（特定事業者のａｕ通
信サービス契約約款に定める第４種定期ａｕ契約に係る通話料の
割引の適用をいいます。以下この（１２）において同じとします。）の
規定に基づく他網契約者回線に係る充当可能額を加算した額とし
ます。）を、その定額対象回線群を構成する契約者回線からのパケ
ット通信に関する料金の月間累計額及び通話に関する料金の月間
累計額（第２（通話料）１（適用）（２９）に定めるものをいいます
。）の合計額（その定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場
合は、特定割引の規定に基づく他網契約者回線に係る料金の月間
累計額（この（１２）及び第２（通話料）１（適用）（２９）に定める月
間累計額に相当するものをいいます。）を加算した額とします。）で
除して得た値（１を超える場合は、１とします。）とします。
イ パケット通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います
。
ウ 本取扱いの適用の開始及び廃止については、第２（通話料）１（
適用）（２９）に規定する第４種定期ａｕ契約に係る通話料の適用の開
始及び廃止の場合に準じて取り扱います。

（１３） 第４種ａｕ
デュアル又は
第４種ａｕパ
ケットの契約
者回線に係る
パケット通信
利用の制限

第４種ａｕデュアル又は第４種ａｕパケットの契約者回線からのパケ
ット通信（ＷｉＭＡＸ利用機能を用いたものを除きます。以下この（
１３）において同じとします。）について、そのパケット通信に係る１料
金月の課金対象パケットの総情報量が ５，３６８，７０９，１２０バイト（以下「
５ギガバイト」といいます。）を超えたことを当社が確認した場合、そ
の確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からのパ
ケット通信の帯域を制限します。

（１４） 特定接続先 ア 特定接続先に係るパケット通信料の適用（以下この欄において「
に係るパケッ
本取扱い」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支払った場
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ト通信料の適
用（カーナビ
用料金オプシ
ョン）

合に、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル又
はＵＩＭサービスに限ります。）の契約者回線（基本使用料の料金種
別がパケット定額プラン（プランＥ、プランＦ（ＩＳ）、プランＥ
シンプル又はプランＦ（ＩＳ）シンプルをいいます。以下この欄に
おいて同じとします。）のもの又は（８）若しくは（８）の２の適用を受
けているものに限ります。）からのパケット通信（特定事業者が提供
するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通信の相手先
に課金する取扱いを受けたものを除きます。）であって、当社が別に
定める接続先との間で行ったものに関する料金について、（３）の７
、（３）の１３、（８）又は（８）の２の規定にかかわらず、それぞれ（３）
の７、（３）の１２、（８）又は（８）の２に規定するＥＺｗｅｂ機能に係
るパケット通信に係る料金と同様に取り扱うことをいいます。
１契約ごとに月額
定

額

料

税抜額 ２００円 （税込額 ２１０円）
イ 本取扱いは、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービスに限ります。）の契約者回線であって、次
のいずれかに該当するものに限り、選択することができます。
（ア） 基本使用料の料金種別がパケット定額プランのもの。
（イ） （８）又は（８）の２の適用を受けているもの。
ウ 本取扱いの適用の開始は、イに規定する申出を当社が承諾した日
を含む料金月からとします。
エ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、次の
いずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。
（ア） その契約者から本取扱いの適用を廃止する申出があったとき
。
（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時休止
日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。）。
（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） 第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル又はＵＩＭサービ
ス以外へのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（オ） イに規定する条件に該当しなくなったとき。
オ エの規定により本取扱いを廃止する場合、その事由が生じた日を
含む料金月の末日までのパケット通信に関する料金について、本取
扱いの適用の対象とします。
カ 本取扱いを選択した契約者は、通信の有無にかかわらず又は１の
料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額
料の支払いを要します。
キ アに規定する定額料については、日割りは行いません。
ク パケット定額プラン、（８）若しくは（８）の２の適用の開始又は廃
止があった場合の取扱いについては、それぞれ（３）の７、（３）の１３
、（８）又は（８）の２に定めるところによります。
（１５） Ｃメール送
信に係るパケ
ット通信料の
適用

Ｃメール送信（タイプⅡに係るものに限ります。）に係るパケット通信
に関する料金については、２－３－２（ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
）又は２－３－３（ＥＺｗｅｂ機能、第１種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、
第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、ＰＣサイト閲覧機能及びＩＳ ＮＥＴ
機能に係るもの）に規定する料金額を適用します。
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（１６） パケット通 ア ａｕ通信サービスに関する問合せ又は申込み等のために行われる
信料の減免
パケット通信（ＥＺｗｅｂ機能の提供を受けている契約者回線と当
社が別に定める電気通信設備との間の通信であって、当社が別に定
めるものに限ります。）については、その料金の支払いを要しません
。
イ アの規定によるほか、契約者があらかじめ、当社が別に定める条
件により情報を受けることに同意した場合、これに基づく情報（当
社が別に定めるものに限ります。）の受信に係る料金については、支
払いを要しません。
ただし、特定携帯情報端末がその契約者回線に接続されていると
きは、この限りでありません。
ウ ア又はイの規定によるほか、基本使用料の料金種別がＰＨＯＴＯ
－Ｕプランの契約者回線（当社が別に定める移動無線装置が接続さ
れているものに限ります。）と当社が別に定める電気通信設備（当社
がその移動無線装置に特定の情報を送信するために設置するものを
いいます。）との間のパケット通信については、その料金の支払いを
要しません。
エ アからウの規定によるほか、契約者は、マルチキャスト情報受信
機能（タイプⅡに限ります。）に係るパケット通信（当社が別に定め
る情報の受信に係るものに限ります。）に関する料金については、支
払いを要しません。
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２ 料金額
２－１ ａｕデュアルに係るもの
２－１－１ ２－１－２から２－１－７以外のもの
（１） （２）又は（３）以外のもの
ア イ以外のもの
区

分

料

パケット通信料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

イ 特定携帯情報端末通信に係るもの
区

分

料

パケット通信料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

料

パケット通信料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－１－２ ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
（１） （２）又は（３）以外のもの
ア イ以外のもの
１課金対象パケットごとに
料
区

金

額

分
税抜額（税込額）

パケット通信料

第１種ａｕデュアル

０．１５円（０．１５７５円）

第２種ａｕデュアル

０．１５円（０．１５７５円）
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第３種ａｕデュアル

０．１ 円（０．１０５ 円）

第４種ａｕデュアル

０．１ 円（０．１０５ 円）

第５種ａｕデュアル

０．１ 円（０．１０５ 円）

イ 特定携帯情報端末通信に係るもの
区

分

料

パケット通信料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

料

パケット通信料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－１－３ ＥＺｗｅｂ機能に係るもの
（１） タイプⅠに係るもの
ア イ以外のもの
１課金対象パケットごとに
料
区

金

額

分
税抜額（税込額）

パケット通信料

標準タイム

０．２７円（０．２８３５円）

お得
タイム

レベル１

０．２ 円（０．２１ 円）

レベル２

０．１ 円（０．１０５ 円）

イ ＥＺｗｅｂ電子メールに係る通信、位置算出機能に係る通信、ＳＳＬ通信等
又はＢＲＥＷダウンロードサーバとの間の通信に係るもの
区

分

料
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金

額

パケット通信料

１課金対象パケットごとに税抜額０．２７円（税込額０．２８３５円）

（２） タイプⅡに係るもの
ア イ又はウ以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

イ 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

ウ 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－１－４ 第１種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能及び第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に係るも
の
（１） （２）以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２７円（税込額０．２８３５円）

（２） 第３種ａｕデュアルに係るもの
ア イ以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

イ 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）
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ウ
基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－１－５ ＰＣサイト閲覧機能に係るもの
（１） （２）又は（３）以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－１－６ ＩＳ ＮＥＴ機能に係るもの
（１） （２）又は（３）以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
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区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－１－７ 削除
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２－２ ａｕパケットに係るもの
２－２－１ ２－２－２以外のもの
（１） （２）以外のもの
１課金対象パケットごとに
区

分

料

金

額

税抜額（税込額）
パケット 第１種 ９．６ｋｂｉｔ／ｓ
通信料
ａｕパ
ケット １４．４ｋｂｉｔ／ｓ

０．２円（ ０．２１ 円）

第２種ａｕパケット

０．１円（ ０．１０５円）

０．１円（ ０．１０５円）

第３種 ＷＩＮシングルＬＬ
ａｕパ
ケット ＷＩＮシングルＬ

０．０１２円（ ０．０１２６円）
０．０１５円（０．０１５７５円）

ＷＩＮシングルＭ

０．０２５円（０．０２６２５円）

ＷＩＮシングルＳ

０．０８円（ ０．０８４円）

ＷＩＮシングルＳＳ

０．１円（ ０．１０５円）

ＷＩＮシングル定額フルサポート

０．０５円（ ０．０５２５円）

ＷＩＮシングル定額シンプル

０．０５円（ ０．０５２５円）

ＷＩＮモジュール定額

０．０５円（ ０．０５２５円）

第４種 ＷＩＮシングルＬＬ
ａｕパ ＷｉＭＡＸフルサポート
ケット
ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート

０．０１２円（ ０．０１２６円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸフルサポート

０．０２５円（０．０２６２５円）

ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０１２円（ ０．０１２６円）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０１５円（０．０１５７５円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０２５円（０．０２６２５円）

ＷＩＮシングル定額

０．０４円（ ０．０４２円）
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０．０１５円（０．０１５７５円）

ＷｉＭＡＸフルサポート
ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０４円（ ０．０４２円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

０．０１円（ ０．０１０５円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０１円（ ０．０１０５円）

第５種 ＰＨＯＴＯ－Ｕプラン
ａｕパ
ケット ＷＮＤプラン

０．１円（ ０．１０５円）
０．１円（ ０．１０５円）

ｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプラン

０．０４円（ ０．０４２円）

（２） ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
１課金対象パケットごとに
料
区

金

額

分
税抜額（税込額）

パケット 第１種 ９．６ｋｂｉｔ／ｓ
通信料
ａｕパ
ケット １４．４ｋｂｉｔ／ｓ

０．２５円（ ０．２６２５円）

第２種ａｕパケット

０．１５円（ ０．１５７５円）

０．１５円（ ０．１５７５円）

第３種 ＷＩＮシングルＬＬ
ａｕパ
ケット ＷＩＮシングルＬ

０．０１２円（ ０．０１２６円）
０．０１５円（０．０１５７５円）

ＷＩＮシングルＭ

０．０２５円（０．０２６２５円）

ＷＩＮシングルＳ

０．０８円（ ０．０８４円）

ＷＩＮシングルＳＳ

０．１円（ ０．１０５円）

ＷＩＮシングル定額フルサポート

０．０５円（ ０．０５２５円）

ＷＩＮシングル定額シンプル

０．０５円（ ０．０５２５円）

ＷＩＮモジュール定額

０．０５円（ ０．０５２５円）

第４種 ＷＩＮシングルＬＬ
ａｕパ ＷｉＭＡＸフルサポート
ケット
ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸフルサポート
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０．０１２円（ ０．０１２６円）

０．０１５円（０．０１５７５円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸフルサポート

０．０２５円（０．０２６２５円）

ＷＩＮシングルＬＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０１２円（ ０．０１２６円）

ＷＩＮシングルＬ
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０１５円（０．０１５７５円）

ＷＩＮシングルＭ
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０２５円（０．０２６２５円）

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

０．０４円（ ０．０４２円）

ＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０４円（ ０．０４２円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸフルサポート

０．０１円（ ０．０１０５円）

ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸシンプル

０．０１円（ ０．０１０５円）

２－２－２ 第１種定期ａｕ契約に係るもの
（１） （２）以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．３５円（税込額０．３６７５円）

（２） ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．４円（税込額０．４２円）
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２－３ ＵＩＭサービスに係るもの
２－３－１ ２－３－２又は２－３－３以外のもの
（１） （２）又は（３）以外のもの
ア イ以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

イ 特定携帯情報端末通信に係るもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－３－２ ａｕ．ＮＥＴ機能に係るもの
（１） （２）又は（３）以外のもの
ア イ以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

イ 特定携帯情報端末通信に係るもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）
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（２） 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）

２－３－３ ＥＺｗｅｂ機能、第１種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、第２種ＢＲＥＷ．ＮＥ
Ｔ機能、ＰＣサイト閲覧機能及びＩＳ ＮＥＴ機能に係るもの
（１） （２）又は（３）以外のもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２円（税込額０．２１円）

（２） 基本使用料の料金種別がプランＥ又はプランＥシンプルのもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．１円（税込額０．１０５円）

（３） 基本使用料の料金種別がプランＦ（ＩＳ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルの
もの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．０２５円（税込額０．０２６２５円）
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２－４ 定期前払ａｕサービスに係るもの
区

分

パケット通信料

料

金

額

１課金対象パケットごとに税抜額０．２５円（税込額０．２６２５円）
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第４ 契約解除料
１ 適用
契約解除料の適用については、第８０条（定期ａｕ契約に係る契約解除料の支払義務）
の規定によるほか、次のとおりとします。
契

約

解

除

料

の

適

用

（１） 契約解除料 ア 第２種定期ａｕ契約又は第３種定期ａｕ契約に係る契約解除料に
の適用
ついては、その満了に伴いその契約を更新した回数が１回以上の場
合、２（料金額）の規定にかかわらず、１契約ごとに 税抜額３，０００
円（税込額３，１５０円）とします。
イ 第４種定期ａｕ契約（そのａｕサービス（第５種ａｕパケット又
はＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）を除きます。）の利用月数
が １２０ヶ月を超えるものであって、料金表第１（基本使用料等）１
（適用）（６）の適用を受ける契約者回線に係るものに限ります。）に
係る契約解除料については、２（料金額）の規定にかかわらず、１
契約ごとに税抜額３，０００円（税込額３，１５０円）とします。
ウ 第４種定期ａｕ契約（第５種ａｕパケットに係るものに限ります
。）に係る契約解除料については、その満了に伴いその契約を更新し
た回数が１回以上の場合、２（料金額）の規定にかかわらず、その
支払いを要しません。
（２） 購入サポー
トの適用を受
けた契約者回
線に係る契約
解除料の適用

別記３７に規定する購入サポートの適用を受けた契約者回線（その基本
使用料の料金種別がシンプルプラン、ＷＩＮシングル定額シンプル又
はＷＩＮシングルＷｉＭＡＸシンプルのものを除きます。）については
、その購入サポートの適用を受けた日から、当社が別に定めるサービ
ス取扱所において、その契約者回線に関する他の特定端末設備を購入
するまでの間、２（料金額）に定める契約解除料（（１）の適用を受け
る場合は、適用後の額とします。）の支払いを要しません。

２ 料金額
１契約ごとに
料 金 額
区

分
税抜額（税込額）

第１種定期ａｕ契約 ア イ以外のもの
イ 第２種ａｕパケットのもの

３，０００円（ ３，１５０円）
５，０００円（ ５，２５０円）

第２種定期ａｕ契約

１０，０００円（１０，５００円）

第３種定期ａｕ契約

１５，０００円（１５，７５０円）

第４種定期ａｕ契約

９，５００円（ ９，９７５円）
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第５ プリペイド通話に係る前払い通話料
１ 適用
プリペイド通話に係る前払い通話料の適用については、第８４条（プリペイド通話に係
る前払い通話料の登録等）の規定によるほか、次のとおりとします。
プリペイド通話に係る前払い通話料の適用
（１） 前払い通話料 ア プリペイド通話を行う者が前払いを要する額は、２（料金額）
の額及び有効日
に規定する支払額（以下「支払額」とします。）とします。
数等
イ 当社は、支払額に応じて、２（料金額）に規定する有効日数を
適用します。
（２） 利用料金額の 当社は、プリペイド通話を行う者が前払い通話料を登録したときは
取扱い
、支払額に代えて、２（料金額）に規定する利用料金額を登録され
た通話料として取り扱います。

２ 料金額
１プリペイドカードごとに
有 効 日 数
プリペイドカードの種類

支払額

利用料金額
プリペイド電話 ａｕ契約のもの
契約のもの

第１種カード

１，０００円

１，０００円

３０日

３６５日

第２種カード

３，０００円

３，３００円

６０日

３６５日

第３種カード

５，０００円

５，５００円

９０日

３６５日

第４種カード

１０，０００円

１０，０００円

３６５日

３６５日

（注）プリペイドカードの販売に関する取扱いについては、別記２９に定めるところによります。
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第６ 手続きに関する料金
１ 適用
手続きに関する料金の適用については、第８１条（手続きに関する料金の支払義務）の
規定によるほか、次のとおりとします。
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用
（１） 手続きに関 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
する料金の適 ア イ又はウ以外のもの
用
料金種別
内

容

契約事務手数料

ａｕ契約の申込みをし、その承諾を受けた
ときに支払いを要する料金

番号登録手数料

電話番号の登録等を要する請求をし、その
承諾を受けたときに支払いを要する料金

システム登録手数料 工事又はサービス取扱所に設置された交換
設備の登録等（当社が別に定めるものを除
きます。以下同じとします。）を要する請求
をし、その承諾を受けたときに支払いを要
する料金
ａｕＩＣカード再発 ａｕＩＣカードの紛失、盗難又は毀損その
行手数料
他の理由により新たなａｕＩＣカードの貸
与を請求し、その承諾を受けたときに支払
いを要する料金
ａｕサービス利用権 ａｕサービス利用権の譲渡を請求し、その
譲渡手数料
承諾を受けたときに支払いを要する料金
ユーザグループ登録 別表１（オプション機能）２４欄に規定する
手数料
ユーザグループの登録を要する請求をし、
その承諾を受けたときに支払いを要する料
金
内線番号登録手数料 内線番号（別表１（オプション機能）２４欄
に規定するものをいいます。以下同じとし
ます。）の登録を要する請求をし、その承諾
を受けたときに支払いを要する料金
内線番号変更手数料 内線番号（その契約者回線に係るものに限
ります。）の変更を要する請求をし、その承
諾を受けたときに支払いを要する料金
ログインＩＤ登録手 ログインＩＤの登録を要する請求をし、そ
数料
の承諾を受けたときに支払いを要する料金
イ プリペイド電話に係るもの
料金種別
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内

容

プリペイド電話設定 プリペイド電話の契約者回線に、端末設備
手数料
（移動無線装置であって、ａｕＩＣカード
対応端末以外のものに限ります。）を接続す
る請求（その接続が電話番号又は交換設備
の登録等を要するものに限ります。）をし、
その承諾を受けたときに支払いを要する料
金
ａｕＩＣカード再発 ａｕＩＣカードの紛失、盗難又は毀損その
行手数料
他の理由により新たなａｕＩＣカードの貸
与を請求し、その承諾を受けたときに支払
いを要する料金
プリペイド電話利用 プリペイド電話利用権の譲渡を請求し、そ
権譲渡手数料
の承諾を受けたときに支払いを要する料金
ウ 定期前払ａｕサービスに係るもの
料金種別

内

容

定期前払ａｕ契約手 定期前払ａｕ契約の申込みをし、その承諾
数料
を受けたときに支払いを要する料金

（２） 契約事務手 ア 第２種ａｕパケットに係る第１種定期ａｕ契約について、同時に
数料の適用
５０以上の申込み（その全てが同一の包括回線グループに所属するも
のに限ります。）が行われた場合の契約事務手数料の額は、２（料金
額）の規定にかかわらず、１契約ごとに税抜額 ３００円（税込額 ３１５
円）とします。
イ そのａｕ契約（第２種ａｕパケットに係るものを除きます。）の申
込みが、当社が別に定める態様により、他のａｕ契約（第２種ａｕ
パケットに係るものを除きます。）を解除すると同時に申し込まれた
ものであるときは、契約事務手数料の支払いを要しません。
ウ そのａｕ契約（ＵＩＭサービスに係るものに限ります。）の申込み
が、当社が別に定める態様により、プリペイド電話契約（プリペイ
ドに係るものに限ります。）を解除すると同時に申し込まれたもので
あるときは、契約事務手数料の支払いを要しません。
（３） 番号登録手 ア １の契約に係る請求により同時に２以上の電話番号の登録等を行
数料の適用
う場合は、これを１の電話番号の登録等とみなして番号登録手数料
を適用します。
イ 第４表（付随サービスに関する料金等）に規定する空き電話番号
検索手数料と同時に支払いを要する場合の番号登録手数料の額は、
２（料金額）の規定にかかわらず、１登録等ごとに税抜額 １，７００円
（税込額 １，７８５円）とします。
ウ 契約事務手数料の支払いを要する場合又は一時休止の再利用を行
うための電話番号の登録等については、番号登録手数料の支払いを
要しません。
エ そのａｕ契約に係る契約者回線において利用する移動無線装置の
変更に伴う電話番号の登録等については、番号登録手数料の支払を
要しません。
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ただし、当社が別に定める移動無線装置の変更に伴うものについ
ては、この限りでありません。
（４） システム登 ア １の契約に係る請求により同時に２以上の工事又は交換設備の登
録手数料の適
録等を行う場合は、これを１の工事又は交換設備の登録等とみなし
用
てシステム登録手数料を適用します。
イ 着信短縮ダイヤル機能に関する交換設備の登録等のみを行う場合
のシステム登録手数料の額は、２（料金額）の規定にかかわらず、
１登録等ごとに税抜額 １，０００円（税込額 １，０５０円）とします。
ウ 契約事務手数料若しくは番号登録手数料の支払いを要する場合又
は一時休止の再利用若しくは一時中断の再開を行うための交換設備
の登録等については、システム登録手数料の支払いを要しません。
（５） 削除

削除

（６） ａｕサービ ア ａｕサービス利用権譲渡手数料は、そのａｕサービス利用権を譲
ス利用権譲渡
り受けようとする者に支払っていただきます。
手数料の適用 イ ａｕサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする
者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合のａｕサービス
利用権の譲渡については、ａｕサービス利用権譲渡手数料の支払い
を要しません。
（７） プリペイド ア プリペイド電話利用権譲渡手数料は、そのプリペイド電話利用権
電話利用権譲
を譲り受けようとする者に支払っていただきます。
渡手数料の適 イ プリペイド電話利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとす
用
る者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合のプリペイド
電話利用権の譲渡については、プリペイド電話利用権譲渡手数料の
支払いを要しません。
（８） ユーザグル 別表１（オプション機能）２４欄に規定する番号変換機能の提供を受け
ープ登録手数 ている契約者回線の契約者は、その料金月の末日又はユーザグループ
料の適用
廃止日においてユーザグループ代表者である場合、そのユーザグルー
プの登録手数料について、２（料金額）に規定するユーザグループ登
録手数料の支払いを要します。
（９） 内線番号登 ア ２（料金額）に規定する内線番号登録手数料（その契約者回線に
手数料及び内
係るものに限ります。）及び内線番号変更手数料については、その料
線番号変更手
金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表
数料の適用
者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、
番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、その手数
料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
イ 別表１（オプション機能）２４欄に規定する番号変換機能の提供を
受けている契約者回線の契約者は、その料金月の末日又はユーザグ
ループ廃止日においてユーザグループ代表者である場合、当該料金
月に行われた内線番号（電話会議サービスに係る電気通信回線に係
るものに限ります。）の登録について、２（料金額）に規定する内線
番号登録手数料の支払いを要します。
（１０） 番号変換文 ア ログインＩＤ登録手数料は、そのログインＩＤに係るログインＩ
字メッセージ
Ｄ利用者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番
受信機能に係
号変換文字メッセージ受信機能の提供を受けている契約者回線の契
るログインＩ
約者は、その手数料その他の債務に係る支払義務を免れるものでは
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Ｄ登録手数料
の適用

ありません。

（１１） 手続きに関 当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案し
する料金の適 て別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又
用除外又は減 はその料金額を減額して適用することがあります。
額適用

２ 料金額
料 金 種 別

単 位

料 金 額
税抜額（税込額）

契約事務手数料

１契約ごとに

２，７００円（ ２，８３５円）

番号登録手数料

１登録等ごとに

２，０００円（ ２，１００円）

システム登録手数料

１請求ごとに

１，５００円（ １，５７５円）

ａｕＩＣカード再発行手数料

１請求ごとに

２，０００円（ ２，１００円）

プリペイド電話設定手数料

１請求ごとに

４，０００円（ ４，２００円）

定期前払ａｕ契約手数料

１契約ごとに

１，５００円（ １，５７５円）

ａｕサービス利用権譲渡手数料

１請求ごとに

２，７００円（ ２，８３５円）

プリペイド電話利用権譲渡手数料

１請求ごとに

２，７００円（ ２，８３５円）

ユーザグループ登録手数料

１ユーザグルー
プごとに

１０，０００円（１０，５００円）

１の内線番号の
登録ごとに
（２） 電話会議サービスに係る電気通 １の内線番号の
信回線に係るもの
登録ごとに

１，０００円（ １，０５０円）

内線番号登録手数料
（１） その契約者回線に係るもの

３００円（

３１５円）

内線番号変更手数料

１の内線番号の
変更ごとに

１，０００円（ １，０５０円）

ログインＩＤ登録手数料

１のログインＩ
Ｄの登録ごとに

１，０００円（ １，０５０円）

（注）上記の額に配送実費相当額を加算します。

[ ａｕ ー282ー ]

第７ ユニバーサルサービス料
１ 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第８１条の２（ユニバーサルサービス料の
支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用
（１） ａｕサービ ア ユニバーサルサービス料（プリペイド電話に関するものを除きま
ス又は定期前
す。以下、この（１）において同じとします。）の計算は、料金月単位
払いａｕサー
で行います。
ビスに関する イ ａｕ契約者又は定期前払ａｕ契約者は、その料金月の末日におい
ユニバーサル
て、その契約を締結している場合、２（料金額）に定めるユニバー
サービス料の
サルサービス料の支払を要します。
適用
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったとき又はそ
の料金月の末日においてａｕ通信サービス（プリペイド電話を除き
ます。）の利用の一時休止をしているときは、この限りでありません
。
ウ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。
エ 定期前払ａｕ契約者は、定期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象
期間中の最初の料金月の末日において、その定期前払ａｕサービス
の提供を受けている場合に限りユニバーサルサービス料の支払いを
要するものとします。
オ 当社は、定期前払ａｕサービスの契約者回線に関するユニバーサ
ルサービス料の取り扱いについては、定期前払ａｕ契約の基本使用
料課金対象期間中の各料金月の末日においてその定期前払ａｕ契約
が締結されているとみなすものとし、エの規定に基づき、ユニバー
サルサービス料の支払いを要する定期前払ａｕ契約者は、当該期間
中の最初の料金月の末日において、２（料金額）に定める料金額に
当該期間の料金月の数を乗じて得た額を一括して支払っていただき
ます。
（２） プリペイド
電話に関する
ユニバーサル
サービス料の
適用

当社は、プリペイド電話契約者がプリペイド通話に係る前払い通話料
の登録を行ったとき、その登録に係る前払い通話料の有効日数（第８４
条第３項に基づき無効とされる日数がある場合、その日数分を減じた
日数とします。）を３０で除して得た値（１未満の端数が生じた場合は、
その端数を切り捨てます。）に２（料金額）に定める料金額を乗じて得
た額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。）に
ついて、前払い通話料の残高を減じます。

２ 料金額
（１） （２）以外のもの
区

分

ユニバーサルサービス料

料金額（月額）
１電話番号ごとに税抜額７円（税込額７．３５円）

（２） プリペイド電話に関するもの
区

分

ユニバーサルサービス料

料金額
１電話番号ごとに７．３５円
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第２表 工事費
工事費は別に算定する実費とします。

第３表 証明手数料
１契約ごとに

税抜額 ３００円（税込額 ３１５円）
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第４表 付随サービスに関する料金等
第１ 通信料明細内訳書の発行手数料
１ 適用
通信料明細内訳書の発行手数料の適用については、別記３の（１）の規定によるほか、
次のとおりとします。
通 信 料 明 細 内 訳 書 の 発 行 手 数 料 の 適 用
（１） ａｕ一括請 ア 当社は、ａｕ一括請求グループのうち、通信料明細内訳書の発行
求グループに
サービスの提供を受けている契約者回線の数が５０以上であるものに
係る通信料明
ついて、そのａｕ一括請求グループに係る契約者から請求があった
細内訳書の発
ときは、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額
行手数料の取
を適用します。
扱い
料
金
額
１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに
税抜額５，０００円（税込額５，２５０円）
イ アの適用にあたっては、当社は、アの規定により適用される料金
額の請求先となる１の契約者回線（以下この欄において「一括請求
代表回線」といいます。）を当社が別に定める方法により指定します
。
ウ 一括請求代表回線の契約者は、アの規定により適用される料金額
の支払いを要します。
エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位と
する基本使用料割引Ⅱ、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ、契
約者を単位とする通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に
係る通話料の割引に係る割引選択回線群を構成するａｕ一括請求グ
ループについて、ａｕ一括請求グループに係る通信料明細内訳書の
発行手数料の取扱い（以下この欄において「本取扱い」といいます
。）を適用するときは、その割引選択回線群を構成する他の全てのａ
ｕ一括請求グループについても、契約者から本取扱いの請求があっ
たものとみなして取り扱います。
オ 当社は、アの適用を受けているａｕ一括請求グループにおいて、
その料金月に通信料明細内訳書の発行サービスの提供を受けている
契約者回線の数が５０未満となったときは、アの規定を適用しません
。
（２） 通信料明細
内訳書の発行
手数料の取扱
い

ａｕ契約者（ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るものを除
きます。）は、当社が別に定める方法により専用のＷＥＢサイト上で閲
覧する通信料明細内訳書の発行の請求を行ったときは、通話明細内訳
書発行手数料の支払いを要しません。

２ 料金額
区

分

単

位

通信料明細 （１） （２）以外の １契約について発行１回ごとに
内訳書発行
もの
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料金額
税抜額１００円
（税込額１０５円）

手数料
（２） ＵＩＭサー １契約者回線について１の料金月分
税抜額２００円
ビス（タイプ ごとに
（税込額２１０円）
Ⅱに限ります
。）に係るのも
の

第２ 分計請求書の発行手数料
１ 適用
分計請求書の発行手数料の適用については、別記３の（２）の規定によるほか、次の
とおりとします。
分 計 請 求 書 の 発 行 手 数 料 の 適 用
（１） ａｕ一括請 ア 当社は、ａｕ一括請求グループのうち、分計請求書発行サービス
求グループに
の提供を受けている契約者回線の数が５０以上であるものについて、
係る分計請求
そのａｕ一括請求グループに係る契約者から請求があったときは、
書の発行手数
２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用し
料の取扱い
ます。
料

金

額

１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに
税抜額５，０００円（税込額５，２５０円）
イ アの適用にあたっては、当社は、アの規定により適用される料金
額の請求先となる１の契約者回線（以下この欄において「一括請求
代表回線」といいます。）を当社が別に定める方法により指定します
。
ウ 一括請求代表回線の契約者は、アの規定により適用される料金額
の支払いを要します。
エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位と
する通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に係る通話料の
割引に係る割引選択回線群を構成するａｕ一括請求グループについ
て、ａｕ一括請求グループに係る分計請求書の発行手数料の取扱い
（以下この欄において「本取扱い」といいます。）を適用するときは
、その割引選択回線群を構成する他の全てのａｕ一括請求グループ
についても、契約者から本取扱いの請求があったものとみなして取
り扱います。
オ 当社は、アの適用を受けているａｕ一括請求グループにおいて、
その料金月に分計請求書発行サービスの提供を受けている契約者回
線の数が５０未満となったときは、アの規定を適用しません。

２ 料金額
区

分

分計請求書発行手数料

単

位

１契約について発行１回ごとに
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料金額
税抜額１００円
（税込額１０５円）

第３ 支払証明書等の発行手数料
１ 適用
支払証明書等の発行手数料の適用については、別記３の（１）の規定によるほか、次の
とおりとします。
（１） 支払証明書 ａｕ契約者は、２（料金額）の規定にかかわらず、当社が別に定める
等の発行手数 頻度又は態様等により支払証明書等の発行の請求を行った場合を除き
料の適用
、支払証明書等発行手数料の支払いを要しません。

２ 料金額
区

分

支払証明書等発行手数料

単

位

支払証明書等の発行１回ごとに

料金額
税抜額４００円
（税込額４２０円）

（注）支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料
が必要な場合があります。
第４ 空き電話番号の検索手数料
区

分

空き電話番号検索手数料

単

位

１検索ごとに

料金額
税抜額３００円
（税込額３１５円）

第５ 料金安心サービスに関する料金
１ 適用
料金安心サービスに関する料金の適用については、別記３の（９）の規定によるほか、
次のとおりとします。
料金安心サービスに関する料金の適用
料金安心サービス ア 料金安心サービス（限度額設定コースに限ります。）に関する料金
（限度額設定コー
については、その料金月において、別記３（９）に定める概算額が限
スに限ります。）に
度額を超えず、別記３（９）に定める利用防止措置が行われない場合
関する料金の適用
であっても、その支払いを要します。
イ 料金安心サービス（限度額設定コースに限ります。）に関する料金
については、日割りを行いません。

２ 料金額
区

分

単

料金安心サービス（限度額設定 １契約ごとに月額
コースに限ります。）
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位

料金額
税抜額１００円
（税込額１０５円）

第６ 携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金
１ 適用
携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金の適用については、
別記３の（１１）の規定によるほか、次のとおりとします。
携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金の適用
（１） 契約の解除
に伴う携帯電
話番号ポータ
ビリティ取扱
手数料の適用

契約者は、そのａｕ契約、プリペイド電話契約又は定期前払ａｕ契約
の解除に伴い、携帯電話番号ポータビリティを希望する旨の申し出を
行う場合、２（料金額）に定める携帯電話番号ポータビリティ取扱手
数料の支払いを要します。

（２） 手続きに関 当社は、（１）の規定にかかわらず、ａｕ通信サービスの種類、契約の
する料金の適 解除に係る手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その
用除外
料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあり
ます。

２ 料金額
区

分

単

位

携帯電話番号ポータビリティ取 １の請求ごとに
扱手数料

料金額
税抜額２，０００円
（税込額２，１００円）

第７ 位置情報検索サービスに関する料金
区

分

単

位

料金額

位置情報
１ ２以外の場合 １の結果通知ごとに
検索手数料

税抜額１００円
（税込額１０５円）

２ 当社が別に定 １の結果通知ごとに
めるサービス取
扱所に請求があ
った場合

税抜額３００円
（税込額３１５円）

第８ 請求書の発行手数料
１ ２以外のもの
当社のＷＥＢｄｅ請求書規約に定めるところによります。
２ ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります。）に係るもの
区

分

単

位

料金額

請求書発行 ア イ以外のもの １の請求について１の料金月分ごと
税抜額３００円
手数料
に
（税込額３１５円）
イ カテゴリーⅡ １の契約者回線について１の料金月
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税抜額３００円

に係るもの

分ごとに

[ ａｕ ー289ー ]

（税込額３１５円）

第５表 フルサポート解除料
１ 適用
フルサポート解除料の適用については、別記３７の規定によるほか、次のとおりとしま
す。
フ ル サ ポ ー ト 解 除 料 の 適 用
（１） フルサポー 別記３７に規定する購入サポートの適用を受けた契約者回線（第１表（
ト解除料の減免 ａｕ通信サービスに関する料金）第１（基本使用料等）（１０）の６の適
用を受けているものに限ります。）に係るａｕ契約者は、（１０）の６に規
定する指定期間として２年又は３年を指定している場合であって、別
記３７に規定する継続利用月数が１３料金月以上のときは、別記３７の（５）
（エを除きます。）に規定する事由が生じた場合であっても、その購入
サポートに関するフルサポート解除料の支払いを要しません。

２ 料金額
１契約ごとに
継続利用月数

フルサポート解除料

１料金月以上１２料金月以内

税抜額１６，０００円（税込額１６，８００円）

１３料金月以上１８料金月以内

税抜額１２，０００円（税込額１２，６００円）

１９料金月以上２４料金月以内

税抜額 ６，０００円（税込額 ６，３００円）
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