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ａｕフェムトセル設置規約 

 

（規約の適用等） 

第１条 KDDI（以下「当社」）は、このａｕフェムトセル設置規約（以下「この規約」といいます。）

を定め、これによりａｕフェムトセルの設置を希望する者と設置契約を締結し、ａｕフェムト

セルの設置を行います。 

２ 設置契約者及び運用人は、この規約に基づき、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）に規定するａｕ

フェムトセルに係る運用（当社の委託により、当社に代わってａｕフェムトセルの適正な維持のため

の簡易な操作を行うことをいいます。以下同じとします。）を行っていただきます。 

 

（規約の変更） 

第２条  

１ 当社は、民法の定めに従い、この規約を変更することができます。この場合の提供条件は、変更後

の規約によります。 

２ 当社は、前項に規定する変更を行う場合、当社のインターネットホームページに掲示する方法又は

当社が適当であると判断する方法により、変更後のこの規約及びその効力発生時期を設置契約者又は

運用人に周知するものとし、変更後のこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じる

ものとします。 

 

（用語の定義） 

第３条  

１ この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

１ ａｕフェムトセル 当社が設置契約者の宅内に設置するａｕ通信サービスに係る小

型の無線基地局設備であって、当社が別に定めるもの 

２ ａｕフェムトセル取扱所 ａｕフェムトセルの設置に係る業務を行う当社の事業所 

３ ａｕ通信サービス契約約

款 

当社が別途定めるａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款及びａｕ

（ＬＴＥ）通信サービス契約約款を個別に又は総称したもの 

４ 設置申込者 ａｕフェムトセルの設置に係る申込みを行う者 

５ 設置契約 当社からａｕフェムトセルの設置を受けるための契約 

６ 設置契約者 当社と設置契約を締結している者 

７ 利用者 ａｕフェムトセルを利用する者であって、設置契約者及び当社が

認める者 

８ 設置場所 当社がａｕフェムトセルを設置する場所 

９ 指定接続回線 別表１に規定する契約に基づき提供される電気通信回線 

１０ 運用人 電波法第 70 条の８の規定により、ａｕフェムトセルに係る運用

を行う者 

１１ 自営端末設備 当社のａｕ通信サービス契約約款若しくは沖縄セルラー電話株

式会社のａｕ通信サービス契約約款に定める端末設備又は別表

１に規定する契約約款に定める自営端末設備 
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２ 前項の規定によるほか、この規約において使用する用語は、当社のａｕ通信サービス契約約款、 

沖縄セルラー電話株式会社のａｕ通信サービス契約約款又は別表１に規定する契約約款に定める用語

の定義に準ずるものとします。ただし、この規約において別に定めがあるときは、この限りでありませ

ん。 

 

（契約の単位） 

第４条 当社は、設置する１のａｕフェムトセルごとに１の設置契約を締結します。この場合、設置契

約者は、１の設置契約につき１人に限ります。 

 

（設置申込みをすることができる者の条件） 

第５条 ａｕフェムトセルの設置に係る申込みをすることができる者は、次の各号のすべてを満たす者

とします。 

（１） 当社又は沖縄セルラー電話株式会社とａｕ通信サービス契約（そのａｕサービスの利用の一

時中断又は一時休止が行われているものを除きます。）を締結している者。 

（２） 設置場所において提供される指定接続回線（現に別表１に規定する電気通信サービスが提供

されているものに限ります。）を利用できる正当な権利を有している者。 

（３） 当社がａｕ通信サービスを提供するサービス区域にあって、申告又は当社独自の調査等を勘

案しａｕ通信サービスに係る電波が届かない、電波の状態が不安定である等と当社が認める場

所その他当社が必要と認める場所にａｕフェムトセルの設置を希望する者。 

 

（現地調査） 

第６条  

１ 当社は、その設置申込者がａｕフェムトセルの設置を希望する場所（以下「設置希望場所」といい

ます。）に係る調査（以下「現地調査」といいます。）を行います。この場合において、設置申込者は、

当社が設置申込者にあらかじめ通知した上で、当社が指定する者が設置希望場所に係る土地、建物そ

の他の工作物等に立ち入ることをあらかじめ承認していただきます。 

２ 前項の場合において、当社及び設置申込者は、協議の上、その現地調査の時期について決定するこ

ととします。 

３ 現地調査は、当社が定める方法により、設置申込者又は設置申込者が指定する者の立会いをもって

行うものとします。 

 

（設置申込み） 

第７条  

１ 設置申込者は、当社が現地調査を行った後、次の各号に掲げる事項について記載した当社所定の設

置申込書等を、ａｕフェムトセル取扱所に提出していただきます。 

（１） ａｕフェムトセルの設置希望場所。 

（２） ａｕ通信サービスの契約者回線に係る電話番号。 

（３） ａｕフェムトセルが接続される指定接続回線を特定するための当社が別に定める番号。 

（４） 前号の指定接続回線の提供に係る契約の契約者の名義が設置契約者と異なる場合、第 12 条

（指定接続回線の利用等に係る受忍義務）に規定する事項について、その契約者の承諾を得て



 

 

3 

いる旨。 

（５） 利用者となる者の氏名。 

（６） 利用者がａｕフェムトセルに係る運用人となることを承諾する旨（その設置申込者が利用者

と異なる場合は、利用者がａｕフェムトセルに係る運用人となることについて、その利用者と

なる者の承諾を得ている旨）。 

（７） その他設置申込みの内容を特定するための事項。 

 

２ 前項の場合において、当社は、設置申込者及び利用者に、当社が設置申込書の記載内容を確認する

ための書類の提示を求める場合があります。 

 

（設置契約申込の承諾） 

第８条  

１ 当社は、設置契約の申込みがあったときは、次の各号のすべてを満たす場合に限り、その申込みを

承諾します。 

 （１）設置希望場所が、以下に該当するものであること。 

   アイ以外の場合 

 設置申込者が締結しているａｕ通信サービス契約に係る契約者住所として当社又は沖縄セル

ラー電話株式会社に届け出ている住所と同一の住所であること又は利用者の専ら居住の用に

供される場所であること。 

イ設置申込者が法人である場合 

利用者の専ら居住の用に供される場所であること。 

（２）現地調査により、設置希望場所においてａｕ通信サービスに係る電波が届かない、電波の状態

が不安定である等の状況が、ａｕフェムトセルの設置により改善すると見込まれる場合であっ

て、当社の別に定める基準に該当すると当社が認めること。 

（３）その申込みに係るａｕ通信サービスについて、その利用の一時中断若しくは一時休止が行われ

ておらず、そのサービスの提供に係る契約が解除されておらず、また指定接続回線に係るイン

ターネット契約が解除されていないこと。 

（４）その申込みに係るａｕ通信サービス契約に基づいて使用される移動無線装置が、当社が別に定

めるものであること。 

（５）第７条（設置申込み）第１項第３号により設置申込者が指定した指定接続回線が、その設置契

約に係るａｕフェムトセル以外の無線基地局設備又は他の電気通信事業者の電気通信設備（無

線基地局設備に相当するものに限ります。）に接続されるものとして利用されていないこと。 

（６）第７条（設置申込み）第１項第３号により設置申込者が指定した指定接続回線の回線品質が、

当社が別に定める基準を満たすこと。 

（７）利用者が、第 10 条（運用人の指定等）第２項の規定に違反するおそれがないこと。 

（８）利用者が、電波法又は放送法（昭和 25 年法律第 132 号）に規定する罰則の適用を受けたこと

がないこと（当社が別に定める場合を除きます。）。 

（９）その他当社の業務の遂行に、著しい支障を及ぼすおそれがないこと。   

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、現地調査により、ａｕフェムトセルからの電波発射に起因して、

他の無線局又は電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号）で定める受信設備の運用を
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阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると当社が判断したときは、その設置契約の申

込みを承諾しないことがあります。 

３ 設置契約は、設置申込者がこの規約に同意した上で設置申込みを行い、当社が設置申込者にａｕフ

ェムトセルを貸与した時点をもって成立するものとします。 

４ 当社は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、当社の電気通信設備の取扱上余裕がないときは、

その申込みの承諾を延期することがあります。 

 

（ａｕフェムトセルの設置等） 

第９条  

１ ａｕフェムトセルの設置、撤去、維持、保守、交換若しくは復旧又は設置場所の原状回復の作業は、

当社の管理の下、設置契約者又は利用者に行っていただきます。 

  ただし、その作業に際して必要となる工事の内容等により、当社が必要と認める場合は、当社が、

設置契約者又は利用者の立会いの下、その作業を行います。この場合において、設置契約者又は利用

者は、当社が設置契約者にあらかじめ通知した上で、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物

その他の工作物等に立ち入ることをあらかじめ承認していただきます。 

２ 前項の場合において、当社並びに設置契約者及び利用者は、協議の上、その作業の時期について決

定することとします。 

３ ａｕフェムトセルの設置場所は、当社が定めるものとし、設置契約者又は利用者は、設置場所を当

社に無償で提供するものとします。 

 

（運用人の指定等） 

第 10 条  

１ 利用者は、電波法の規定により、当社が利用者を運用人として、その氏名及び住所等の情報を総務

大臣へ届け出ることをあらかじめ承認していただきます。 

２ 利用者は、運用人として次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。 

（１）当社の事前の承諾なく、ａｕフェムトセルを取りはずし、分解し、損壊し、若しくはその aｕ

フェムトセルに係る設置場所を変更し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

（２）ａｕフェムトセルに輻輳、障害その他損傷を与えないこと。  

（３）当社又は総務大臣若しくは総務省からの指示又は命令等に応じて、ａｕフェムトセルの適正な

維持のために必要な措置を行うこと。 

（４）ａｕフェムトセルの電源の投入若しくは切断その他当社の指示した操作を、運用人以外の者に

行わせないこと。 

（５）当社からの求めに応じて、ａｕフェムトセルの運用状況について報告を行うこと。 

（６）ａｕフェムトセルの盗難、紛失又は毀損があったときは、速やかに当社へ通知すること。 

（７）ａｕフェムトセルに異常があると確認したときは、速やかに当社へ通知すること。 

（８）当社の事前の承諾なく、ａｕフェムトセルに係る権利及び義務を第三者に譲渡しないこと。 

（９）善良なる管理者の注意をもってａｕフェムトセルを管理すること。 

（10）その他電波法及び関係する法令を遵守すること。 

 

 （注） 運用人として電波法に違反する行為を行った場合又は電波法に基づく指示若しくは命令に従
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わない場合、電波法により運用人が罰せられる場合があります。 

 

（ａｕ通信サービスの提供開始日） 

第 11 条 そのａｕフェムトセルを介したａｕ通信サービスの提供の開始日は、当社が別に指定するも

のとします。 

 

（指定接続回線の利用等に係る受忍義務） 

第 12 条 設置契約者は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ承諾していただきます。 

（１） 設置契約者が指定した指定接続回線の終端に当社がａｕフェムトセルを接続すること。 

（２） そのａｕフェムトセル及びその指定接続回線が、第三者に対するａｕ通信サービスの提供に

用いられる場合があること。 

（３） ａｕフェムトセルの設置により、そのａｕフェムトセルが接続される指定接続回線において

提供される電気通信サービス（ＦＴＴＨサービス及びインターネット接続サービスに限りま

す。）の通信品質が変動する場合があること。 

 

（電波発射の中止） 

第 13 条  

１ 当社は、次の各号に掲げる場合には、ａｕフェムトセルからの電波の発射を中止することがありま

す。 

（１）そのａｕフェムトセル又は当社の電気通信設備の保守上又は作業上やむを得ないとき。 

（２）そのａｕフェムトセルからの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則で定める受

信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えた、又は与えるおそれがあると当社が

判断したとき。 

（３）運用人が第 10 条第２項の規定に違反したと当社が認めたとき。 

（４）その他ａｕ通信サービスの品質維持のため、当社が必要と認めるとき。 

２ 当社は、前項の規定によりａｕフェムトセルからの電波の発射を中止するときは、あらかじめその

ことを、当社のインターネットホームページに掲示する方法又は書面郵送等当社が適当であると判断す

る方法により、設置契約者又は運用人に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りであ

りません。 

 

（当社の維持責任） 

第 14 条 当社は、ａｕフェムトセル及び当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵

政省令第 30 号）に適合するよう維持します。 

 

（設置契約者の維持責任） 

第 15 条 設置契約者及び運用人は、ａｕフェムトセル及び当社の電気通信設備に接続されている自営

端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）に適合するよう維持

していただきます。 
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（設置契約者の切分責任） 

第 16 条  

１ 設置契約者及び運用人は、ａｕフェムトセルに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備

に故障等があることを確認したときは、速やかに修理し、又は復旧するものとします。 

２ 当社は、第 10 条（運用人の指定等）第２項第６号又は第７号の規定により、設置契約者又は運用

人の請求により当社が指定する者を派遣した結果、異常の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備

にあったときは、設置契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要

する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（修理又は復旧） 

第 17 条 当社は、ａｕフェムトセル、指定接続回線又は当社がａｕフェムトセルの運用若しくは保守

等のために設置する電気通信設備（以下「ａｕフェムトセル関連設備」といいます。）が故障し又は

滅失した場合、速やかに復旧するものとします。 

 ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 

 

（設置契約者又は運用人の氏名等の変更の届出） 

第 18 条  

１ 設置契約者は、氏名、住所若しくは連絡先電話番号に変更があったとき又は第 21 条（設置契約に

係る譲渡の制限）により設置契約者又は運用人の異動があったときは、そのことを速やかにａｕフェ

ムトセル取扱所に届け出ていただきます。  

 なお、その変更があったにもかかわらず、ａｕフェムトセル取扱所に届出がないときは、第 23 条

（当社が行う設置契約の解除）第２項に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名及び

住所への郵送等の通知をもってその通知をおこなったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただく場

合があります。 

３ 運用人は、当社が電波法の規定により、第１項の届出（運用人の異動に係るものに限ります。）の

あった事実を総務大臣へ報告することをあらかじめ承諾していただきます。 

 

（指定接続回線に係る事項の届出等） 

第 19 条 設置契約者は、第７条（設置申込み）で記載された指定接続回線の提供に係るインターネッ

ト契約が解除されたとき又はその他当社が業務の遂行上必要と認める事由が生じたときは、そのこと

を速やかにａｕフェムトセル取扱所に届け出ていただきます。 

 

（設置場所の変更等） 

第 20 条  

１ 設置契約者は、ａｕフェムトセルの設置場所の変更を希望するときは、その旨をａｕフェムトセル

取扱所に申し出ていただきます。 

２ 前項の規定によるほか、当社は、第 13 条（電波発射の中止）の規定により電波の発射を中止した

場合において、そのａｕフェムトセルの設置場所を変更することがあります。 
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（設置契約に係る譲渡の制限） 

第 21 条  

１ 設置契約者は、当社の承諾なく、設置契約に係る権利を他人に譲渡することができません。 

２ 当社は、設置場所を住所とする設置契約者の親族等（当社が別に定める範囲の者をいいます。）で

あって、この規約に基づき設置契約者として設置契約の締結を承諾できるものに譲渡する場合に限り、

その設置契約に係る権利の譲渡を承諾するものとします。 

 

（設置契約者が行う設置契約の解除） 

第 22 条  

１ 設置契約者は、設置契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめａｕフェムトセル取扱

所に、当社が別に定める方法により通知していただきます。 

２ 前項の場合において、当社及び設置契約者は、協議の上、ａｕフェムトセルの撤去の方法及び時期

等について決定することとします。 

 

（当社が行う設置契約の解除） 

第 23 条  

１ 当社は、設置契約者又は運用人が次の各号のいずれかに該当するときは、その設置契約を解除する

ことがあります。 

（１）設置申込みに当たって当社に提出した設置申込書等に虚偽又は事実に反する記載があったこと

が判明したとき。 

（２）第５条（設置申込みをすることができる者の条件）に規定する条件を満たさなくなったとき。 

（３）第７条（設置申込み）第１項第３号の規定により当社に申し出のあった指定接続回線の提供に

係る契約の解除その他の理由により、設置場所において指定接続回線が利用できなくなったと

き。 

（４）第８条（設置契約申込の承諾）第１項に規定する条件を満たさなくなったとき。 

（５）第 12 条（指定接続回線の利用等に係る受忍義務）に規定する義務の遵守が困難になったとき。 

（６）第 13 条（電波発射の中止）第 1 項第２号又は第３号により電波の発射を中止した場合であっ

て、その事由の解消が認められない場合。 

（７）第 18 条（設置契約者の氏名等の変更の届出）の規定に違反したとき及びその規定により届け

出た内容について事実に反することが判明したとき。 

（８）第 20 条（設置場所の変更等）の規定に違反し、当社の承諾なくａｕフェムトセルの設置場所

が変更されたことを、当社が知ったとき。 

（９）運用人が電波法又は放送法に規定する罰則の適用を受けたこと又は受けたことがあることを当

社が知ったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

（10）ａｕフェムトセルを介した通信が、６か月以上行われていないと認められるとき。 

２ 当社は、前項の規定により、その設置契約を解除しようとするときは、あらかじめ設置契約者にそ

のことを通知します。 

３ 当社は、第１項の規定によるほか、当社への届出その他の理由により設置契約者の死亡の事実を確

認した場合は、その確認した日をもってその設置契約を解除するものとします。 

  ただし、相続人である親族等が、その設置契約に係る地位の承継を希望する場合、第 21 条（設置
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契約に係る譲渡の制限）に準じて取り扱います。この場合において、その地位の承継は、設置契約者

の死亡の日をもって生じたものとみなして取り扱います。 

４ 第１項及び前項の場合において、当社及び設置契約者若しくは相続人は、協議の上、ａｕフェムト

セルの撤去の方法及び時期等について決定することとします。 

 

（契約の解除の場合の取扱い） 

第 24 条  

１ 当社は、第 22 条（設置契約者が行う設置契約の解除）又は前条（当社が行う設置契約の解除）の

規定により設置契約が解除されたときは、速やかに電波の発射を中止します。 

２ 設置契約者は、第 22 条（設置契約者が行う設置契約の解除）又は前条（当社が行う設置契約の解

除）に規定する撤去に係る協議に従い、ａｕフェムトセルを撤去のうえ、撤去したａｕフェムトセル

を、当社が指定する方法及び時期等に従い返却していただきます。 

３ 第 22 条（設置契約者が行う設置契約の解除）又は前条（当社が行う設置契約の解除）に規定する

ａｕフェムトセルの撤去に係る協議の結果、当社が必要と認めた場合は、前項の規定によらず、当社が

ａｕフェムトセルの撤去及び原状回復を行うものとします。この場合において、当社は、そのａｕフェ

ムトセルの撤去及び設置場所の原状回復に係る費用のうち当社が必要と認める部分に限り負担します。 

 

（違約金） 

第 25 条  

１ 設置契約者は、前条（契約の解除の場合の取扱い）第２項の規定に違反し、当社にａｕフェムトセ

ルを返却しない場合、違約金として 30,000 円（非課税）を支払うものとします。 

２ 設置契約者は、前項に規定する違約金について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わな

い場合には、支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合（年

当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。）で計算して得た額

を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

 

（電気代の負担） 

第 26 条 設置契約者又は運用人は、ａｕフェムトセルに係る電気代を負担するものとします。 

 

（免責） 

第 27 条  

１ 当社は、ａｕフェムトセルの設置、撤去、維持、保守、交換若しくは復旧又は設置場所の原状回復

作業にあたって、当社の責に帰すべき事由により設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に損害

を与えた場合に、当該設置に係る費用に相当する金額を上限として当該損害を賠償するものとします。

但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、当該上限を適用しないものとします。その損害を賠

償しません。 

２ 当社は、ａｕフェムトセル又は当社の電気通信設備の故障又は滅失による電波の発射の中止に起因

して当社の責に帰すべき事由により設置契約者又は運用人に損害を与えた場合に、当該設置に係る費用

に相当する金額を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社に故意又は重大な過失があ

る場合は、当該上限を適用しないものとします。 
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（損害賠償） 

第 28 条 設置契約者は、ａｕフェムトセル（ａｕフェムトセルの設置のために必要な当社の機器を含

みます。以下、この条において同じとします。）の盗難、紛失又は毀損があったときは、その補充又

は交換若しくは復旧等に必要な費用を支払っていただきます。 

 ただし、設置契約者及び運用人の責めによらない理由によりａｕフェムトセルの毀損があったとき

は、この限りでありません。 

 

（承諾の限界） 

第 29 条 当社は、設置契約者又は運用人から au フェムトセル設置条件の変更請求があった場合に、そ

の請求を承諾することが技術的に困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を

承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 

  ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

（位置情報の送出） 

第 30 条 ａｕ通信サービスに係る契約者回線からａｕフェムトセルを介して緊急通報通話が行われる

場合においてその相手先に通知される位置情報（当社のａｕ通信サービス契約約款第 98 条の２（緊

急通報に係る情報通知）第２項表中２欄に規定する、その契約者回線に接続された移動無線装置の所

在する位置に関する情報をいいます。）は、ａｕフェムトセルに係る位置情報に限ります。 

 

（沖縄セルラー電話株式会社への情報照会） 

第 31 条 第 7 条（設置申込み）第１項第２号により申出のあった設置契約に係るａｕ通信サービスの

契約者回線が、沖縄セルラー電話株式会社により提供されるものである場合、そのａｕ通信サービス

契約者は、そのａｕ通信サービス契約に係る契約者住所として沖縄セルラー電話株式会社に届け出て

いる住所、ａｕ通信サービスの提供の状況（そのａｕ通信サービスの利用の一時中断若しくは一時休

止の有無又はその提供に係る契約の解除その他そのサービス提供の態様等に関する情報をいいま

す。）等の情報について、その設置契約の申込の承諾の可否の判定又は設置契約の解除の要否の判定

その他必要な範囲で、沖縄セルラー電話株式会社が当社に通知し、又は当社が沖縄セルラー電話株式

会社に照会する場合があることについて、予め同意していただきます。 

 

（合意管轄） 

第 32 条 設置契約者又は運用人と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 

第 33 条 この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 
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別表１ 特定の電気通信サービスに係る契約等 

 

電気通信事業者 契約約款 電気通信サービス 契約 

ＫＤＤＩ株式会社 ＦＴＴＨサービス契約約

款 

ＦＴＴＨサービス インターネット契約 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

第２種ＡＤＳＬ接続サー

ビス利用契約（コースⅡの

ものであって、区分が住宅

用のものに限ります。） 

第３種ＡＤＳＬ接続サー

ビス利用契約 

ケーブルプラス電話サー

ビス契約約款 

ケーブルプラス電話サ

ービス 

一般ケーブルプラス電話

契約 

中部テレコミュニケ

ーション株式会社 

光ネットサービス（コミ

ュファ）契約約款 

光ネットサービス（コ

ミュファ） 

光ネットサービス（コミュ

ファ）契約 

光ネットアクセスサービ

ス（アクセスコミュファ）

契約約款 

光ネットアクセスサー

ビス（アクセスコミュ

ファ） 

光ネットアクセスサービ

ス契約（アクセスコミュフ

ァ） 

光ネット集合一括サービ

ス（オールコミュファ・

マンション）利用契約約

款 

光ネット集合一括サー

ビス（オールコミュフ

ァ・マンション） 

光ネット集合一括サービ

ス（オールコミュファ・マ

ンション）利用契約 

株式会社オプテージ 光ファイバーアクセスサ

ービス契約約款 

光ファイバーアクセス

サービス 

光ファイバーアクセスサ

ービス契約 

ｅｏ光ネット【マンショ

ンタイプ】会員規約 

ｅｏ光ネット【マンシ

ョンタイプ】サービス 

ｅｏ光ネット【マンション

タイプ】サービス利用契約 

ｅｏ光ネット【マンショ

ンタイプ】所属会員規約 

株式会社ＳＴＮｅｔ 光ネットサービス契約約

款（但し、移行サービス

の契約約款は対象外） 

光ネットサービス 

 

光ネットサービス契約 

株式会社ＱＴｎｅｔ コンピュータ通信網サー

ビス契約約款 

第３種コンピュータ通

信網サービス（ＢＢＩ

Ｑ） 

第３種契約 

株式会社ジェイコム

札幌 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

東京 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

湘南 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 
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土浦ケーブルテレビ

株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

さいたま 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

千葉 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

イースト 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

ウエスト 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

九州 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ケーブルネ

ット下関 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

足立 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

市川 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

大田 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

北関東 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

東京北 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

東葛葛飾 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

川口戸田 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

千葉セントラル 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

八王子 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

中野 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

日野 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

船橋習志野 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

多摩 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 
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株式会社ジェイコム

港新宿 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

武蔵野三鷹 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ジェイコム

南横浜 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

大分ケーブルテレコ

ム株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約掲示約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社エネルギ

ア・コミュニケーシ

ョンズ 

ＩＰ通信網サービス契約

約款 

ＩＰ通信網サービス ＩＰ通信網サービス契約 

アルテリア・ネット

ワークス株式会社 

ＵＣＯＭ光レジデンス契

約約款 

ＵＣＯＭ光レジデンス

サービス 

ＵＣＯＭ光レジデンス契

約 

東日本電信電話株式

会社 

ＩＰ通信網サービス契約

約款 

ＩＰ通信網サービス ＩＰ通信網契約 

西日本電信電話株式

会社 

ＩＰ通信網サービス契約

約款 

ＩＰ通信網サービス ＩＰ通信網契約 

株式会社Ｕ-ＮＥＸＴ U-NEXT 光 01 サービス

約款 

U-NEXT 光 01 サービ

ス 

U-NEXT 光 01 サービス

契約 

横浜ケーブルビジョ

ン株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

湘南ケーブルネット

ワーク株式会社  

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

イッツ・コミュニケ

ーションズ株式会社  

ケーブルインターネット

サービス契約約款 

ケーブルインターネッ

トサービス 

ケーブルインターネット

サービス利用契約 

株式会社ケーブルテ

レビ品川 

ケーブルインターネット

サービス契約約款 

ケーブルインターネッ

トサービス 

ケーブルインターネット

サービス利用契約 

伊賀上野ケーブルテ

レビ株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

YOU テレビ株式会

社 

インターネット接続サー

ビス加入契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ベイ・コミ

ュニケーションズ 

Baycom ケーブルインタ

ーネット契約約款 

Baycom ケーブルイン

ターネットサービス 

Baycom ケーブルインタ

ーネット契約 

ケーブルテレビ株式

会社 

FTTH サービス加入約款 FTTH サービス FTTH サービス契約 

株式会社 TOKAI ケ

ーブルネットワーク 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

河口湖有線テレビ放

送有限会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社キャッチネ キャッチインターネット キャッチインターネッ キャッチインターネット
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ットワーク サービス契約約款 トサービス サービス契約約款 

知多メディアスネッ

トワーク株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

中部ケーブルネット

ワーク株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

ひまわりネットワー

ク株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

おりべネットワーク

株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社ケーブルテ

レビ可児 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

シーシーエヌ株式会

社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

三河湾ネットワーク

株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

スターキャット・ケ

ーブルネットワーク

株式会社 

ＭｅｄｉａＣａｔインタ

ーネットサービス契約約

款 

ＭｅｄｉａＣａｔイン

ターネットサービス 

ＭｅｄｉａＣａｔインタ

ーネットサービス契約 

グリーンシティケー

ブルテレビ株式会社 

インターネット接続サー

ビス契約約款 

インターネット接続サ

ービス 

インターネット接続サー

ビス契約 

株式会社伊豆急ケー

ブルネットワーク 

CATV 型インターネット

契約約款 

ケーブルインターネッ

トサービス 

ケーブルインターネット

サービス利用契約 

株式会社ＪＷＡＹ インターネット接続サー 

ビス契約約款 

インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

株式会社トコちゃん

ねる静岡 

インターネット接続サー 

ビス契約約款 

インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

株式会社広域高速ネ

ット二九六 

インターネット接続サー 

ビス契約約款 

インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

株式会社あいコムこ

うか 

光インターネットサービ

ス加入契約約款 

光インターネットサー

ビス 

光インターネットサービ

ス加入契約 

近鉄ケーブルネット

ワーク株式会社 

インターネット契約約款 インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

佐野ケーブルテレビ

株式会社 

インターネット接続サー 

ビス契約約款 

インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

四万十ケーブルテレ

ビ 

四万十ケーブルテレビ加

入契約約款 

インターネットサービ

ス 

インターネットサービス

契約 

株式会社ＫＣＮ京都 インターネット契約約款 インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

こまどりケーブル株

式会社 

インターネット契約約款 インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 



 

 

14 

株式会社ＺＴＶ Z-LAN サービス加入契

約約款 

Z-LAN インターネット

サービス 

Z-LAN サービス加入契約 

ミクスネットワーク

株式会社 

インターネット接続サー 

ビス契約約款 

インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

株式会社テレビ岸和

田 

インターネット接続サー 

ビス契約約款 

インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

エルシーブイ株式会

社 

LCV-Netサービス会員規

約、LCV ひかり契約約款 

インターネット接続サ 

ービス 

インターネット接続サー 

ビス契約 

 

 

 

附 則 

この規約は、平成２２年７月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２２年１１月８日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２３年６月１３日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２３年１１月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２３年１２月８日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２４年６月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２４年８月８日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２４年８月２２日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２４年１０月９日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２５年５月２３日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２５年７月１０日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２６年４月１５日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２７年３月２７日から実施します。 

附 則 
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この改正規定は、平成２８年８月３０日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２９年２月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成２９年１１月１０日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成３０年３月２６日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成３０年４月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成３０年６月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成３０年７月２３日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成３０年１１月１２日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成３１年２月１２日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、平成３１年４月１９日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、令和元年７月１日から実施します。 

附 則 

この改正規定は、令和２年３月３１日から実施します。 

 

 


