
 
ベーシックパックについて 

 

2019 年 11 月現在 

ベーシックパック（以下、「本パック」といいます。）については、以下の事項を十分にご理解・ご確認の上、お申し込みください。 

＜本パックの内容＞ 

1． 本パックは、次の項目を満たすことを条件（以下「適用条件」といいます）に、下記に示すサービスをその範囲内において月額 372 円（税抜）/ID からご利用いただけるサービスです。 

（本パックの対象サービスと 1ID で定義される範囲） 

サービス名称 項目 ID 数 ご提供容量/枚数 

KDDI Smart Mobile Safety Manager(注 1)  利用料 1 台 - 

KDDI ファイルストレージ 基本料金 1 ID 10GB/1ID 

KDDI Knowledge Suite (注 2) 従量プラン（本パック専用） （ID 数フリー） 1GB 割り当て（申込単位） 

KDDI 名刺バンク 基本料金（本パック専用） （ID 数フリー） 100 枚割り当て（申込単位） 

KDDI Chatwork 利用料 1 ID 10GB/1ID 

KDDI スマート経費精算 利用料 1 ID - 

KDDI モビレコーダー 利用料 1 ID - 

KDDI Flex Remote Access (注 3) FRE 基本料金 1 ID - 

KDDI SMART アドレス帳 利用料 1 ID - 

注 1) 「KDDI Smart Mobile Safety Manager」はライセンス認証を実施した端末台数をベーシックパック対象とします。 

注 2) 「KDDI Knowledge Suite」でグループウエア機能以外の SFA/CRM、メールビーコンなどの機能をご利用された場合、別途サービスごとの追加料金が発生します。 

注 3) 「KDDI Flex Remote Access」をご利用いただくには、別途「KDDI Wide Area Virtual Switch」のご契約が必要です。本パックでご利用できるネットワーク接続形態は OPEN 網、認証方式 

は『RADIUS 認証』となります。 

※ 本パックをお申し込みされた際にご申告いただいたサービスが本パックの適用対象となります。 

※ 本パックの対象サービスのオプションメニューをご利用の場合、別途追加料金が発生します。 

※ 本パックの対象となる各サービスを既にご利用中の場合、本パックをお申し込みされる際にご申告いただくことにより本パックを適用することができます。ただし、本パックを適用することができるのは 

本パック 1 契約に対し各サービスごとに 1 契約となります。各サービスの登録情報、データは本パック適用前のものが継続されます。なおご利用中のサービス、メニューにより、ご契約番号の変更 

が発生する場合があります。 

   

（本パックのご利用料金） 

   選択いただくサービス数に応じて、以下の月額利用料金となります。7 つ以上のサービスを選択した場合、超過したサービス数につき、月額 191 円/ID の付加利用料が発生します。                                      

項目 料金 

ベーシックパック利用料 372 円/ID 

付加利用料（7 つ以上のサービスを選択の場合、1 サービスにつき） 191 円/ID 

※ 表記の金額はすべて税抜価格です。別途消費税分がかかります。 

※ 本パックにてお申し込みいただいたＩＤ数や容量・枚数を超えた場合、各サービスの規約に則った追加料金が発生します（次表参照）。なお、規定容量を超えた場合、当社からのご案内はあり

ませんので、お客さまご自身にてご確認をお願いします。 

 

（各サービスの追加料金）                                     

サービス名称 ID 超過の場合の追加料金 容量/枚数 超過の場合の追加料金 

KDDI Smart Mobile Safety Manager 300 円/台 - 

KDDI ファイルストレージ 300 円/ID 300 円/10GB 

※ID 追加とセット 

もしくは、100 円/1GB 

KDDI Knowledge Suite - 2,000 円/1GB  

KDDI 名刺バンク - 5 円/1 枚 

KDDI Chatwork 800 円/ID 100 円/1GB 

KDDI スマート経費精算 191 円/ID - 

KDDI モビレコーダー 191 円/ID - 

KDDI Flex Remote Access 500 円/ID - 

KDDI SMART アドレス帳 100 円/ID - 

  

 ※ 表記の金額はすべて税抜価格です。別途消費税分がかかります。  

 

（適用条件） 

・au 回線が 1 回線以上あり、かつ法人名義であること。 

・「LTE フラット」、「LTE フラット (V)」、「LTE フラット (キャンペーン)」、「LTE フラット for Tab/Tab (i)/Tab (L)」、「LTE フラット for DATA (m)/ (m/Ｌ）」、「LTE ダブル定額 for Tab/Tab (i)」、「IS フラ

ット」、「プラン F (IS) シンプル/プラン F (IS)」、「スーパーカケホ+データ定額 1/3/5/8/10/13/20/30」、「スーパーカケホ+データ定額 1 (V)/3 (V)/5 (V)/8 (V)/10 (V)/13 (V)/20 (V)/30 (V)」、「カケホ

+データ定額 2/3/5/8/10/13/20/30」、「カケホ+データ定額 2 (V)/3 (V)/5 (V)/8 (V)/10 (V)/13 (V)/20 (V)/30 (V)」、「カケホ+データ定額 2 (ケータイ/V)/3 (ケータイ/V)/5 (ケータイ/V)/8 (ケータイ

/V)/10 (ケータイ/V)/13 (ケータイ/V)」、「カケホ（3G ケータイ・データ付）」、「スーパーカケホ+データ定額１（ケータイ/V）/３（ケータイ/V）/５（ケータイ/V）」、「スーパーカケホ+データ定額３ｃｐ/５ｃｐ」、

「スーパーカケホ+データ定額３ｃｐ（V)/ ５ｃｐ（V)」、「スーパーカケホ(a)+データ定額５（V)/２０（V)/３０（V)」、「au ピタットプラン（カケホ）」、「au ピタットプラン（スーパーカケホ）」、「au ピタットプラン（シンプ

ル）」、「au ピタットプラン（カケホ/V）」、「au ピタットプラン（スーパーカケホ/V）」、「au ピタットプラン（シンプル/V）」、「au ピタットプランＮ（カケホ/s）」、「au ピタットプランＮ（スーパーカケホ/s）」、「新 au ピタ

ットプラン」、「新 au ピタットプランＮ」、「au フラットプラン 20(カケホ)/ 30(カケホ)」、「au フラットプラン 20(スーパーカケホ)/30(スーパーカケホ)」、「au フラットプラン 20(シンプル)/30(シンプル)」、「au フラット

プラン 20(カケホ/V)/30(カケホ/V)」、「au フラットプラン 20(スーパーカケホ/V)/30(スーパーカケホ/V)」、「au フラットプラン 20(シンプル/V)/30(シンプル/V)」、「au フラットプラン２０Ｎ（シンプル）」、「au フラ

ットプラン２０Ｎ（スーパーカケホ）」、「au フラットプラン２０Ｎ（カケホ）」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(カケホ)」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(スーパーカケホ)」、「au フラットプラン 25 Netflix パッ

ク(シンプル)」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(カケホ/V)、「au フラットプラン 25 Netflix パック(スーパーカケホ/V)」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(シンプル/V)」、「au フラットプラン２５ Ｎｅｔｆｌｉｘパ

ックＮ（シンプル）」、「au フラットプラン２５ ＮｅｔｆｌｉｘパックＮ（スーパーカケホ）」、「au フラットプラン２５ ＮｅｔｆｌｉｘパックＮ（カケホ）」、「au フラットプラン７プラス」、「au フラットプラン７プラスＮ」、「au データＭＡＸ

プラン」、「au データ MAX プラン Netflix パック」、「au データＭＡＸプランＰｒｏ」、「ＬＴＥフラットＣＰ(１ＧＢ)」、「タブレットデータシェアプラン」、「タブレットプラン 20」のいずれかにお申し込みいただいているこ

と。 

※ ａｕ回線は、ＫＤＤＩ株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の提供するａｕ携帯電話にかかるａｕ通信サービスのものであって、かつご契約者本人の業務のみに使用されるものに限ります。 

2． 本パックの最低利用期間の設定はありません。 

 

＜ご提供について＞ 



1. 本パックは、ベーシックパックに関する規約に基づき提供されます。 

2. 本パックは、ａｕ回線および本パックを構成する各サービス契約をすべて本パックと同一法人名義にてご登録いただく場合に限り、お申し込みいただけます。 

 

＜本パックの適用について＞ 

1． 本パックのご利用料金は、本パックのＩＤ数に応じてご請求します。 

2． 本パック ID 数のお申し込み可能な上限は、本パックに登録いただくａｕ回線の・「LTE フラット」、「LTE フラット (V)」、「LTE フラット (キャンペーン)」、「LTE フラット for Tab/Tab (i)/Tab (L)」、「LTE

フラット for DATA (m)/ (m/Ｌ）」、「LTE ダブル定額 for Tab/Tab (i)」、「IS フラット」、「プラン F (IS) シンプル/プラン F (IS)」、「スーパーカケホ+データ定額 1/3/5/8/10/13/20/30」、「スーパーカ

ケホ+データ定額 1 (V)/3 (V)/5 (V)/8 (V)/10 (V)/13 (V)/20 (V)/30 (V)」、「カケホ+データ定額 2/3/5/8/10/13/20/30」、「カケホ+データ定額 2 (V)/3 (V)/5 (V)/8 (V)/10 (V)/13 (V)/20 

(V)/30 (V)」、「カケホ+データ定額 2 (ケータイ/V)/3 (ケータイ/V)/5 (ケータイ/V)/8 (ケータイ/V)/10 (ケータイ/V)/13 (ケータイ/V)」、「カケホ（3G ケータイ・データ付）」、「スーパーカケホ+データ定

額１（ケータイ/V）/３（ケータイ/V）/５（ケータイ/V）」、「スーパーカケホ+データ定額３ｃｐ/５ｃｐ」、「スーパーカケホ+データ定額３ｃｐ（V)/ ５ｃｐ（V)」、「スーパーカケホ(a)+データ定額５（V)/２０（V)/３

０（V)」、「au ピタットプラン（カケホ）」、「au ピタットプラン（スーパーカケホ）」、「au ピタットプラン（シンプル）」、「au ピタットプラン（カケホ/V）」、「au ピタットプラン（スーパーカケホ/V）」、「au ピタットプラン

（シンプル/V）」、「au ピタットプランＮ（カケホ/s）」、「au ピタットプランＮ（スーパーカケホ/s）」、「新 au ピタットプラン」、「新 au ピタットプランＮ」、「au フラットプラン 20(カケホ)/ 30(カケホ)」、「au フラット

プラン 20(スーパーカケホ)/30(スーパーカケホ)」、「au フラットプラン 20(シンプル)/30(シンプル)」、「au フラットプラン 20(カケホ/V)/30(カケホ/V)」、「au フラットプラン 20(スーパーカケホ/V)/30(スーパー

カケホ/V)」、「au フラットプラン 20(シンプル/V)/30(シンプル/V)」、「au フラットプラン２０Ｎ（シンプル）」、「au フラットプラン２０Ｎ（スーパーカケホ）」、「au フラットプラン２０Ｎ（カケホ）」、「au フラットプラン

25 Netflix パック(カケホ)」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(スーパーカケホ)」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(シンプル)」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(カケホ/V)」、「au フラットプラン 25 

Netflix パック(スーパーカケホ/V)」、「au フラットプラン 25 Netflix パック(シンプル/V)」、「au フラットプラン２５ ＮｅｔｆｌｉｘパックＮ（シンプル）」、「au フラットプラン２５ ＮｅｔｆｌｉｘパックＮ（スーパーカケホ）」、

「au フラットプラン２５ ＮｅｔｆｌｉｘパックＮ（カケホ）」、「au フラットプラン７プラス」、「au フラットプラン７プラスＮ」、「au データＭＡＸプラン」、「au データ MAX プラン Netflix パック」、「au データＭＡＸプランＰ

ｒｏ」、「ＬＴＥフラットＣＰ(１ＧＢ)」、「タブレットデータシェアプラン」、「タブレットプラン 20」の契約台数までとなります。 

3． 本パックの料金に日割りはありません。 

4． 本パックの適用開始日は、お客さまのお申し込みを当社が承諾した日の属する月の翌月となります。ただし、お申し込みの時期によっては翌々月からの適用となる場合があります。 

5． 本パックをご利用中のお客さまが対象サービスの追加により付加利用料金適用の対象となった場合、サービス追加の当月から付加利用料が発生します。ただし、本パック追加に際し追加する単

品サービスのプラン変更が必要な場合は、翌月からの適用となります。本パックのご利用料金は、月末時点での本パックの ID 数に基づき判定します。ただし、ご利用開始後の月末時点で、本パッ

ク適用対象の au 回線の契約数が本パック契約 ID 数を下回った場合、本パック適用対象の au 回線の契約数を当該月の本パック ID 数としてご利用料金を算出します。 

6． 本パックの対象となる各サービスをご利用中のお客さまが新規に本パックをお申し込みされた場合、本パックの開始月までは各サービスのご利用料金が適用され、本パックの料金は適用されません。  

 

＜ご利用上の注意＞ 

1． 本パックに登録されたａｕ回線について、ａｕ契約が終了/一時休止/譲渡/承継/対象外プラン・サービスへの変更をした場合、本パックの適用はその事由が生じた日の属する月の前月で終了とな

り、終了後はパック対象サービスのサービスごとのご利用料金が適用されます。本パックおよび対象となる各サービスを解約される際には、別途解約申込書のご提出が必要です。 

2． 本パックのお申し込み ID 数の増減や、本パックの対象とするサービスの追加/削除を行う場合、別途変更申込書のご提出が必要です。 

3． 各対象サービスのご利用 ID 数や容量の増減は、お客さまの各サービス管理画面にて追加、削除が可能です。 

4． 本パックの解約月は、月途中の解約でも本パック利用料の 1 カ月分満額をお支払いいただきます。 

5． 付加利用料発生の対象となるサービス単品の解約/離脱は、月途中での解約/離脱でも付加利用料の 1 カ月分満額をお支払いいただきます。 

6． 本パックで利用するサービスの選択パターンによってはベーシックパックを適用したことにより料金が割高になることがあります。 

7． 当社が行うほかの割引サービス・キャンペーンと併用できない場合があります。 

8． お客さまの KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社に対するご利用料金のお支払状況などにより、本パックのお申し込みをお受けできない場合があります。 

9． ＫＤＤＩ株式会社および沖縄セルラー電話株式会社は、お客さまの情報（個人情報、通信の秘密を含みます）を本割引の適用のほか、次の目的で利用します。  

① 料金請求に関する業務   ⑥  現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務 

② お客さま相談対応に関する業務  ⑦  アンケート調査に関する業務 

③ アフターサービスの実施に関する業務  ⑧  新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務 

④ オプションサービスの追加・変更に関する業務  ⑨  サービス提供に関する施設、機器、ソフトウエアの開発、運用、管理に関する業務 

⑤ サービス休止に関する業務   ⑩  そのほか、契約約款などに定める目的    
                                        以 上 


