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第１章

総則

（約款の適用）
第１条 当社は、このａｕひかりビジネスサービス契約約款（以下「約款」といいます。
）を定め、これによりａｕひかりビジネスサービス（当社がこの約款以外の契約約款等
を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供します。
（注）本条のほか、当社は、ａｕひかりビジネスサービスに附帯するサービス（当社が別
に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。）をこの約款により提
供します。
（約款の変更）
第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供
条件は、変更後の約款によります。
２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則
」といいます。）第22条の２の３第２項第１号に該当する事項の変更を行う場合、個別
の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
（用語の定義）
第３条 この約款においては、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 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
２ 電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること
３ ａｕひかりビジネス 音声通信及びデータ通信の用に供することを目的としてイン
網
ターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換
を行うために当社が設置する電気通信回線設備（送信の場所
と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と
して設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます
。以下同じとします。）
４ ａｕひかりビジネス 当社のａｕひかりビジネス網を使用して行う電気通信サービ
サービス
ス
５ ａｕひかりビジネス ａｕひかりビジネスサービスに関する業務を行う当社の事業
サービス取扱所
所
６ ａｕひかりビジネス 一般ａｕひかりビジネス契約、特別ａｕひかりビジネス契約
契約
又は緊急通報用ａｕひかりビジネス契約
７ ａｕひかりビジネス 一般ａｕひかりビジネス契約者、特別ａｕひかりビジネス契
契約者
約者又は緊急通報用ａｕひかりビジネス契約者
８ 一般ａｕひかりビジ 当社から一般ａｕひかりビジネスサービスの提供を受けるた
ネス契約
めの契約
９ 一般ａｕひかりビジ 当社と一般ａｕひかりビジネス契約を締結している者
ネス契約者
10 特別ａｕひかりビジ 当社から特別ａｕひかりビジネスサービスの提供を受けるた
ネス契約
めの契約
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11

特別ａｕひかりビジ
ネス契約者
12 緊急通報用ａｕひか
りビジネス契約
13 緊急通報用ａｕひか
りビジネス契約者
14 相互接続点

15 協定事業者
16 ａｕひかりビジネス
接続回線

17 取扱所交換設備
18 アクセスポイント
19 他社接続通信
20 音声通信
21 請求者
22 対話者
23 ケーブル陸揚局
24 船舶地球局
25 削除
26 携帯移動地球局
27 固定衛星地球局

28 起算日

当社と特別ａｕひかりビジネス契約を締結している者
当社から緊急通報用ａｕひかりビジネスサービスの提供を受
けるための契約
当社と緊急通報用ａｕひかりビジネス契約を締結している者
当社と当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（昭和59
年法律第86号。以下「事業法」といいます。）第９条の登録
を受けた者又は事業法第16条第１項の届出をした者をいいま
す。以下同じとします。）との間の相互接続協定（事業法第
33条第９項若しくは同条第10項又は第34条第４項の規定に基
づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備
の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。
）に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点
当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
ａｕひかりビジネス網内の当社が指定する取扱所交換設備と
ａｕひかりビジネス契約の申込者が指定する場所との間に、
当社又は協定事業者が設置する当社が別に定める電気通信回
線
電気通信回線を収容するためにａｕひかりビジネスサービス
取扱所に設置される交換設備
ａｕひかりビジネス網と当社の他の電気通信サービスに係る
電気通信回線との接続点
相互接続点を介してａｕひかりビジネス網と相互に接続する
協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信
インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信（
ファクシミリ通信を含みます。）
当社が提供するａｕひかりビジネスサービスに係る音声通信
を行う者
請求者が当社の提供するａｕひかりビジネスサービスに係る
音声通信を行おうとする相手
複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸
揚げを行う事業所
当社の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星通信
を取り扱う船舶に設置された地球局
削除
当社の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯移動
衛星通信を取り扱うために設置された地球局
複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線（当社が
指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいい
ます。以下同じとします。）の設定に係る地球局であって、
船舶地球局及び携帯移動地球局以外のもの
当社がａｕひかりビジネス契約ごとに定める毎歴月の一定の
日
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29 料金月
30 端末設備

31 自営端末設備
32 自営電気通信設備
33 消費税相当額

34 ユニバーサルサービ
ス料

35

特定電話サービス

36
37
38

特定電話契約
特定事業者
携帯電話事業者

39

ＰＨＳ事業者

１の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって
、１の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内（
これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内である
もの
ａｕひかりビジネス契約者が設置する端末設備
ａｕひかりビジネス契約者が設置する電気通信設備であって
、端末設備以外のもの
消費税法（昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25
年法律第226号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額
事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負
担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び
負担金算定等規則（平成14年６月19日総務省令第64号）によ
り算出された額に基づいて、当社が定める料金
一般ａｕひかりビジネスサービスを利用して提供される電気
通信サービス（犯罪通報、出火報知又は人命救助に係る音声
通信を行うために、同時に当社から特別ａｕひかりビジネス
サービスの提供を受けることを要するものに限ります。）の
うち、別表３に規定するもの
特定電話サービスの提供を受けるための契約
特定電話サービスを提供する電気通信事業者
無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）
第三条第一号に規定する携帯無線通信による電気通信サービ
スを提供する電気通信事業者
電波法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
）第六条第四項第六号に規定するＰＨＳの陸上移動局との間
で行われる無線通信による電気通信サービスを提供する電気
通信事業者

（外国における取扱制限）
第４条 ａｕひかりビジネスサービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信
事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
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第２章

ａｕひかりビジネスサービスの種類等

（ａｕひかりビジネスサービスの種類）
第５条 ａｕひかりビジネスサービスには、次の種類があります。
一般ａｕひかりビジネス
特別ａｕひかりビジネスサービス及び緊急通報用ａｕひか
サービス
りビジネスサービス以外のａｕひかりビジネスサービス
特別ａｕひかりビジネス
専ら音声通信（犯罪通報、出火報知又は人命救助に係るも
サービス
のに限ります。）の発信のために提供するａｕひかりビジ
ネスサービス
緊急通報用ａｕひかりビ
専らａｕひかりビジネス接続回線からの音声通信（犯罪通
ジネスサービス
報、出火報知又は人命救助に係るものに限ります。）又は
第49条（発信電気通信番号等通知）に定める発信電気通信
番号等の通知の着信のために提供するａｕひかりビジネス
サービス
（一般ａｕひかりビジネスサービスの種類）
第６条 一般ａｕひかりビジネスサービスには、料金表に規定する種類があります。
（一般ａｕひかりビジネスサービスの品目等）
第７条 一般ａｕひかりビジネスサービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守
の態様による細目等があります。
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第３章

ａｕひかりビジネスサービスの提供区間等

（ａｕひかりビジネスサービスの提供区間等）
第８条 当社のａｕひかりビジネスサービスは、別記１に定める提供区間において提供し
ます。
２ 当社は、当社が指定するａｕひかりビジネスサービス取扱所において、ａｕひかりビ
ジネスサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
３ ａｕひかりビジネスサービスのサービス提供地域は、相互接続協定に基づいて、変更
することがあります。
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第４章

一般ａｕひかりビジネス契約

（契約の単位）
第９条 当社は、１のａｕひかりビジネス接続回線ごとに１の一般ａｕひかりビジネス契
約を締結します。この場合において、一般ａｕひかりビジネス契約者は、１の一般ａｕ
ひかりビジネス契約につき１人に限ります。
（一般ａｕひかりビジネス契約申込の方法）
第10条 一般ａｕひかりビジネス契約の申込みをするときは、契約事務を行うａｕひかり
ビジネスサービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。
（一般ａｕひかりビジネス契約申込の承諾）
第11条 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序
に従って承諾します。
２ 前項の規定にかかわらず、当社は、一般ａｕひかりビジネスサービスの提供に必要な
電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般ａｕひかりビジネス契
約の申込みを承諾しないことがあります。
（１）申込みのあった一般ａｕひかりビジネスサービスを提供するために必要な電気通信
設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
（２）一般ａｕひかりビジネス契約の申込みをした者が一般ａｕひかりビジネスサービス
に係る料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなった一般
ａｕひかりビジネスサービスの料金、工事に関する費用及び割増金等の料金以外の債
務をいいます。以下同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると
き。
（３）一般ａｕひかりビジネス契約の申込みをした者が当社が別に定める特定事業者でな
いとき。
（４）一般ａｕひかりビジネス契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービス
の利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがある
とき。
（５）一般ａｕひかりビジネス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告を
したとき。
（６）そのａｕひかりビジネス接続回線と当社のａｕひかりビジネス網との相互接続に関
し、そのａｕひかりビジネス接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、そ
の他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
（７）第67条（利用に係るａｕひかりビジネス契約者の義務）の規定に違反するおそれが
あるとき。
（８）その他一般ａｕひかりビジネスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障が
あるとき。
（ａｕひかりビジネス接続回線の終端）
第12条 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者が指定した場所と同一の構内（これに準
ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内の一般ａｕひかりビジネス契約者が指定し
た建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点
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をａｕひかりビジネス接続回線の終端とします。
前項の地点は、一般ａｕひかりビジネス契約者との協議により当社又は協定事業者が
定めます。

２

（ａｕひかりビジネス接続回線の収容）
第13条 ａｕひかりビジネス接続回線は、そのａｕひかりビジネス接続回線の終端のある
場所に基づき当社が指定するａｕひかりビジネスサービス取扱所に収容します。なお、
通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ａｕひかりビジネ
ス接続回線を収容するａｕひかりビジネスサービス取扱所を変更することがあります。
（注）当社は、本条の規定によるほか、第63条（修理又は復旧の順位）の規定による場合
は、ａｕひかりビジネスサービス取扱所を変更することがあります。
（ａｕひかりビジネス接続回線の移転）
第14条 一般ａｕひかりビジネス契約者は、ａｕひかりビジネス接続回線の移転の請求を
することができます。
２ 前項の請求があったときは、当社は、第11条（一般ａｕひかりビジネス契約申込の承
諾）の規定に準じて取り扱います。
（一般ａｕひかりビジネス契約に基づく権利の譲渡の禁止）
第15条 一般ａｕひかりビジネス契約者が一般ａｕひかりビジネス契約に基づいて一般ａ
ｕひかりビジネスサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
（一般ａｕひかりビジネス契約者が行う一般ａｕひかりビジネス契約の解除）
第16条 一般ａｕひかりビジネス契約者は、一般ａｕひかりビジネス契約を解除しようと
するときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うａｕひかりビジネス
サービス取扱所に通知していただきます。
（破産等による一般ａｕひかりビジネス契約の解除）
第17条 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者について、破産法、民事再生法又は会社
更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちに
その一般ａｕひかりビジネス契約を解除します。
（当社が行う一般ａｕひかりビジネス契約の解除）
第18条 当社は、第36条（ａｕひかりビジネスサービスの利用停止）の規定により一般ａ
ｕひかりビジネスサービスの利用停止をされた一般ａｕひかりビジネス契約者がなおそ
の事実を解消しない場合は、その一般ａｕひかりビジネス契約を解除することがありま
す。
２ 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者が第36条第１項各号の規定のいずれかに該当
する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき
は、前項の規定にかかわらず、一般ａｕひかりビジネスサービスの利用停止をしないで
そのａｕひかりビジネス契約を解除することがあります。
-12-

３

当社は、一般ａｕひかりビジネス契約のａｕひかりビジネス接続回線に係る特定電話
契約について、契約の解除があったときは、当該ａｕひかりビジネス契約を解除します
。
４ 当社は、当社及び一般ａｕひかりビジネス契約者の責めによらない理由により、ａｕ
ひかりビジネス接続回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え（
そのａｕひかりビジネス接続回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に
変更することをいいます。）を行うことができないときには、その一般ａｕひかりビジ
ネス契約を解除することがあります。
５ 当社は、前４項の規定により、その一般ａｕひかりビジネス契約を解除しようとする
ときは、あらかじめ、そのことを一般ａｕひかりビジネス契約者に通知します。
（電気通信番号）
第19条 一般ａｕひかりビジネスサービス（料金表第１（基本利用料）に定めるタイプⅠ
又はタイプⅢのもの（特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。）
に限ります。以下この条において同じとします。）に係る電気通信番号は、１ａｕひか
りビジネス接続回線ごとに、番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を当社が
定めます。
２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、一般ａｕひかりビ
ジネスサービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
３ 前項の規定により、一般ａｕひかりビジネスサービスに係る電気通信番号を変更する
場合には、あらかじめ、そのことを一般ａｕひかりビジネス契約者に通知します。
４ 当社は、その一般ａｕひかりビジネスサービスが特定事業者の特定電話サービスの用
に供されるものである場合、この約款に特段の定めがある場合を除き、第28条（電気通
信番号）に基づき定めたそのａｕひかりビジネス接続回線に係る特別ａｕひかりビジネ
スサービスの電気通信番号（第29条（電気通信番号の変更）に基づく電気通信番号の変
更があったときは、変更後のものに限ります。）を、その一般ａｕひかりビジネスサー
ビスの電気通信番号とみなしてこの約款の規定を適用します。
（電気通信番号の変更）
第20条 一般ａｕひかりビジネス契約者（料金表第１（基本利用料）に定めるタイプⅠ又
はタイプⅢの一般ａｕひかりビジネスサービスに係る者（特定事業者を除きます。）に
限ります。以下この条において同じとします。）は、その一般ａｕひかりビジネス契約
者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の方法により契約事務を行
うａｕひかりビジネスサービス取扱所に申し出ていただきます。
２ 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、
その請求を承諾します。
（注）当社は、本条の規定によるほか、第63条（修理又は復旧の順位）の規定による場合
は、その一般ａｕひかりビジネス契約者に係る電気通信番号を変更することがありま
す。
（一般ａｕひかりビジネスサービスの種類の変更）
第21条 一般ａｕひかりビジネス契約者は、一般ａｕひかりビジネスサービスの種類の変
更の請求をすることができます。
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ただし、料金表に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
前項の請求があったときは、当社は、第11条（一般ａｕひかりビジネス契約申込の承
諾）の規定に準じて取り扱います。

２

（一般ａｕひかりビジネスサービスの品目等の変更）
第22条 一般ａｕひかりビジネス契約者は、一般ａｕひかりビジネスサービスの品目又は
通信若しくは保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
２ 前項の請求があったときは、当社は、第11条（一般ａｕひかりビジネス契約申込の承
諾）の規定に準じて取り扱います。
（その他の提供条件）
第23条 一般ａｕひかりビジネス契約に係るその他の提供条件については、別記２及び３
に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
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第５章

特別ａｕひかりビジネス契約

（特別ａｕひかりビジネス契約申込の方法）
第24条 特別ａｕひかりビジネス契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する
方法により契約事務を行うａｕひかりビジネスサービス取扱所に申し出ていただきます
。
２ 前項の申込みを行った者は、当社が特別ａｕひかりビジネス契約を締結するために必要
な氏名、住所及び電気通信番号を、当社がそのａｕひかりビジネス接続回線に係る特定
事業者から通知を受けることについて同意していただきます。
（特別ａｕひかりビジネス契約申込の承諾）
第25条 当社は、特別ａｕひかりビジネス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序
に従って承諾します。
２ 前項の規定にかかわらず、当社は、特別ａｕひかりビジネスサービスの提供に必要な
電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
３ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特別ａｕひかりビジネス契約
の申込みを承諾しないことがあります。
（１）特別ａｕひかりビジネス契約の申込をした者が特定電話契約を締結している者と同
一でないとき。
（２）ａｕひかりビジネス接続回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なと
き。
（３）特別ａｕひかりビジネス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告を
したとき。
（４）そのａｕひかりビジネス接続回線と当社のａｕひかりビジネス網との相互接続に関
し、そのａｕひかりビジネス接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、そ
の他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
（５）特別ａｕひかりビジネス契約の申込みをした者が、特定事業者に特定電話契約の申
込みを行わないとき、又は特定電話契約の申込みに対して特定事業者の承諾が得られ
ないとき。
（６）第67条（利用に係るａｕひかりビジネス契約者の義務）の規定に違反するおそれが
あるとき。
（７）その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
（特定事業者の契約約款による制約）
第26条 特別ａｕひかりビジネス契約者は、特定事業者の契約約款（別表３に定めるもの
に限ります。）の定めるところにより、その特別ａｕひかりビジネス契約に係る特定電
話サービスを利用することができない場合においては、特別ａｕひかりビジネスサービ
スを利用することができないことがあります。
（特定電話契約の解除等に伴う特別ａｕひかりビジネス契約の取扱い）
第27条 当社は、特別ａｕひかりビジネス契約のａｕひかりビジネス接続回線に係る特定
電話契約について、契約の解除があったとき、当該特別ａｕひかりビジネス契約を解除
します。
２ 当社は、前項の規定により、その特別ａｕひかりビジネス契約を解除しようとすると
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きは、あらかじめ、そのことを特別ａｕひかりビジネス契約者に通知します。
（電気通信番号）
第28条 特別ａｕひかりビジネスサービスに係る電気通信番号は、１の特別ａｕひかりビ
ジネス契約ごとに、番号規則第9条第1項第1 号に規定する電気通信番号を当社が定めま
す。
２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、特別ａｕひかりビ
ジネスサービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
３ 当社は、前項の規定により、特別ａｕひかりビジネスサービスに係る電気通信番号を
変更する場合には、あらかじめそのことを特別ａｕひかりビジネス契約者及び特定事業
者（当該特別ａｕひかりビジネスサービスのａｕひかりビジネス接続回線に係る特定電
話契約を提供する者に限ります。）に通知します。
（注）当社は、本条の規定によるほか、第63条（修理又は復旧の順位）の規定による場合
は、その特別ａｕひかりビジネス契約者に係る電気通信番号を変更することがありま
す。
（電気通信番号の変更）
第29条 特別ａｕひかりビジネス契約者は、その特別ａｕひかりビジネス契約者に係る電
気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の方法により契約事務を行うａｕひか
りビジネスサービス取扱所に申し出ていただきます。
２ 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、
その請求を承諾します。
（その他の提供条件）
第30条 契約の単位、ａｕひかりビジネス接続回線の終端、ａｕひかりビジネス接続回線
の収容、ａｕひかりビジネス接続回線の移転、特別ａｕひかりビジネス契約に基づく権
利の譲渡の禁止、特別ａｕひかりビジネス契約者が行う特別ａｕひかりビジネス契約の
解除、破産等による特別ａｕひかりビジネス契約の解除及び当社が行う特別ａｕひかり
ビジネス契約の解除については、一般ａｕひかりビジネス契約の場合に準じて取り扱い
ます。
２ 特別ａｕひかりビジネス契約に係るその他の提供条件については、別記２及び３に定
めるほか、当社が別に定めるところによります。
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第６章

緊急通報用ａｕひかりビジネス契約

（緊急通報用ａｕひかりビジネスサービスの提供）
第31条 当社は、警察機関、海上保安機関又は消防機関から請求があったときは、それら
の機関と協議し、その必要が認められ、かつ可能な範囲で緊急通報用ａｕひかりビジネ
スサービスの提供を行います。
（その他の提供条件）
第32条 ａｕひかりビジネス接続回線の終端、ａｕひかりビジネス接続回線の収容、ａｕ
ひかりビジネス接続回線の移転、緊急通報用ａｕひかりビジネス契約に基づく権利の譲
渡の禁止、緊急通報用ａｕひかりビジネス契約者が行う緊急通報用ａｕひかりビジネス
契約の解除及び当社が行う緊急通報用ａｕひかりビジネス契約の解除については、一般
ａｕひかりビジネス契約の場合に準じて取り扱います。
２ 前項に規定するほか、緊急通報用ａｕひかりビジネス契約に係るその他の提供条件に
ついては、別記２及び３に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
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第７章

付加機能

（付加機能の提供）
第33条 当社は、ａｕひかりビジネス契約者（緊急通報用ａｕひかりビジネス契約者を除
きます。以下この章において同じとします。）から請求があったときは、次の場合を除
いて、料金表第２（付加機能利用料）に定めるところにより、付加機能を提供します。
（１）付加機能の提供を請求したａｕひかりビジネス契約者がａｕひかりビジネスサービ
スに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
。
（２）付加機能の提供を請求したａｕひかりビジネス契約者が第36条（ａｕひかりビジネ
スサービスの利用停止）の規定によりａｕひかりビジネスサービスの利用停止をされ
ている、又は当社が行うａｕひかりビジネス契約の解除を受けたことがあるとき。
（３）付加機能の提供を請求したａｕひかりビジネス契約者が本条第２項の規定により、
その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあ
るとき。
（４）付加機能の提供を請求したａｕひかりビジネス契約者が、虚偽の内容を含む請求を
行ったとき。
（５）付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当
社の業務の遂行上支障があるとき。
（６）料金表第２（付加機能利用料）に特段の定めがあるとき。
２ 当社は、料金表第２（付加機能利用料）に特段の定めがあるときは、その付加機能の
利用の停止又は廃止を行うことがあります。
（付加機能における電気通信番号）
第34条 当社は、第19条（電気通信番号）及び第28条（電気通信番号）の規定のほか、料
金表第２（付加機能利用料）２（料金額）のア（電気通信番号追加サービス）欄に定め
る付加機能の利用に係る請求ごとに、番号規則第9条第1項第１号に規定する電気通信番
号を定めます。
２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項に基づき定め
た電気通信番号（以下「付加機能における電気通信番号」と言います。）を変更するこ
とがあります。
３ 前項の規定により、付加機能における電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ
そのことを付加機能の契約者にお知らせします。
４ 前２項に規定するほか、第20条（電気通信番号の変更）及び第29条（電気通信番号の
変更）の規定は、付加機能における電気通信番号の変更について、準用します。
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第８章

利用中止等

（ａｕひかりビジネスサービスの利用中止）
第35条 当社は、次の場合には、ａｕひかりビジネスサービスの利用を中止することがあ
ります。
（１）当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
（２）特定のａｕひかりビジネス接続回線から多数の不完了通信（対話者の応答前に通信
の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。）を発生させたことにより
、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
（３）第39条（通信利用の制限等）又は第45条（非常事態が発生した場合等における利用
の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。
（４）第８条（ａｕひかりビジネスサービスの提供区間等）の規定により、サービス提供
地域を変更するとき。
２ 当社は、前項の規定によりａｕひかりビジネスサービスの利用を中止するときは、あ
らかじめ、そのことをａｕひかりビジネス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
（ａｕひかりビジネスサービスの利用停止）
第36条 当社は、ａｕひかりビジネス契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以
内で当社が定める期間（そのａｕひかりビジネスサービスに係る料金その他の債務（こ
の約款の規定により、支払いを要することとなったａｕひかりビジネスサービスに係る
料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務（当社の契約約款等の規定によ
り支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金（当社がａｕひかりビジネ
スサービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。）を含みます
。）をいいます。以下この条において同じとします。）を支払わないときは、その料金
その他の債務が支払われるまでの間）、そのａｕひかりビジネスサービスの利用を停止
することがあります。
（１）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
（２）ａｕひかりビジネス契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他の
ａｕひかりビジネスサービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結
していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務（その契約により支払いを要
することとなったものをいいます。）について、支払期日を経過してもなお支払わな
いとき。
（３）第67条（利用に係るａｕひかりビジネス契約者の義務）の規定に違反したと当社が
認めたとき。
（４）当社の承諾を得ずに、ａｕひかりビジネス接続回線に、自営端末設備、自営電気通
信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気
通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
（５）ａｕひかりビジネス接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信
設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社
が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則（昭和
60年郵政省令第31号。以下「端末設備等規則」といいます。）に適合していると認め
られない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をａｕひかりビジネス接続回線から
取り外さなかったとき。
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（６）前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、ａｕひかりビジネスサービ
スに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又
は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
２ 当社は、複数のａｕひかりビジネス契約を締結しているａｕひかりビジネス契約者が
、そのいずれかのａｕひかりビジネス契約において、第67条の規定に違反したと当社が
認めたときは、６ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのａｕひかりビジネス契約に
係るａｕひかりビジネスサービスの利用を停止することがあります。
３ 当社は、前２項の規定によりａｕひかりビジネスサービスの利用停止をするときは、
あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をａｕひかりビジネス契約者に通知
します。
ただし、第１項第３号又は前項の規定によりａｕひかりビジネスサービスの利用停止
をする場合は、この限りでありません。
４ ａｕひかりビジネス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当てを行ったメ
ールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。）につい
て、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、そのａｕひかりビジネス契約者の電
子メールの転送を継続して行うことがａｕひかりビジネスサービスの提供に重大な支障
を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、そのａｕひかりビジネス契約者からの電子メ
ールの転送を停止することがあります。
（ａｕひかりビジネスサービスの接続休止）
第37条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除
又は協定事業者における電気通信事業の休止により、ａｕひかりビジネス契約者がａｕ
ひかりビジネスサービスを全く利用することができなくなったときは、ａｕひかりビジ
ネスサービスの接続休止（ａｕひかりビジネスサービスを利用して行う通信と他社接続
通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。）を行います。
ただし、そのａｕひかりビジネスサービスについて、ａｕひかりビジネス契約者から
ａｕひかりビジネス契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
２ 当社は、前項の規定によりａｕひかりビジネスサービスの接続休止をするときは、あ
らかじめ、そのことをａｕひかりビジネス契約者にお知らせします。
３ 第１項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし
、その接続休止の期間を経過した日において、そのａｕひかりビジネスサービスに係る
ａｕひかりビジネス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は
、そのことをａｕひかりビジネス契約者にお知らせします。

-20-

第９章

通信

第１節

通信の区別等

（通信の区別等）
第38条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区
別
内
容
自動音声通信
請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される音声通信
非自動音声通
当社電話交換局（ａｕひかりビジネスサービスの音声通信に関する交換業
信
務を行う当社の事業所をいいます。以下同じとします。）の交換取扱者
又は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続される音声通信（ファ
クシミリ通信を除きます。）
２ 非自動音声通信の種別は、第42条（非自動音声通信の種別及び接続の順位）及び料金
表第１（基本利用料）に定めるところによります。
第２節

通信利用の制限等

（通信利用の制限等）
第39条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の
供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信（非自動音声通信を除
きます。以下この条において同じとします。）及び公共の利益のため緊急を要する事項
を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているａｕひか
りビジネス接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のも
のによる通信の利用を中止する措置（特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含
みます。）を執ることがあります。
機
関
名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関
ガスの供給に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記４に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
２ 当社は、外国又は特定衛星端末（固定衛星地球局との間に衛星回線を設定することの
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できる端末設備をいいます。以下同じとします。）との音声通信が第三者によって不正
に使用されていると判断された場合は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は
一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
３ 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交
換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
４ ａｕひかりビジネスサービスに係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符
号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符
号の全部若しくは一部を破棄します。
５ 当社は、ａｕひかりビジネス網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービ
スの円滑な提供に支障が生じ、及びひいてはａｕひかりビジネスサービスに係る利用者
のａｕひかりビジネスサービスの利用に支障が生じることを防止するため、ａｕひかり
ビジネス網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によってａｕひかりビジネス
網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる
等の目的で送信されるIPパケット（以下「特定目的通信」といいます。）の検知を行う
とともに、ａｕひかりビジネス網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したとき
は、その通信を破棄することがあります。

第40条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの
流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト（同協会が定める児童ポルノ
アドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報を
いいます。）において指定された接続先との通信を制限することがあります。
（通信時間等の制限）
第41条 当社は、音声通信（非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとしま
す。）が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用
を制限することがあります。
（非自動音声通信の種別及び接続の順位）
第42条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別
内
容
非常音声通信

緊急音声通信

１ 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関
する非自動音声通信
２ 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声
通信
３ 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の
災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信
次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及
び免除に関する条約（昭和38年条約第12号）第３条及び専門
機関の特権及び免除に関する条約（昭和38年条約第13号）第
４条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非
自動音声通信（以下「官用音声通信」といいます。）であっ
て、先順位を請求したもの
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接続の順
位

１

２

一般音声通信

（１）国の元首
（２）政府の首長及び政府の一員である者
（３）陸軍、海軍及び空軍の司令長官
（４）外交官及び領事官
（５）国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長
（６）国際司法裁判所
非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信

３

（非自動音声通信における通信時間の制限）
第43条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信（官用音声
通信を除きます。）に限り、その通信時間を制限することがあります。
（非自動音声通信における音声通信の切断）
第44条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通
信を切断することがあります。
（非常事態が発生した場合等における利用の制限）
第45条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、
その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは
、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
（１）非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
（２）非常音声通信のほかは、受け付けません。
第３節

音声通信の品質

（音声通信の品質）
第46条 音声通信の品質については、ａｕひかりビジネスサービスの利用形態等により変
動する場合があります。
第４節

当社又は協定事業者の契約約款等による制約

（当社又は協定事業者の契約約款等による制約）
第47条 ａｕひかりビジネス契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する
契約約款等の規定により、ａｕひかりビジネスサービスに係る協定事業者の電気通信回
線を使用し、又はａｕひかりビジネスサービスと一体的に利用する当社の電気通信サー
ビスを利用することができない場合においては、ａｕひかりビジネスサービスに係る通
信を行うことはできません。
第５節

通信時間の測定等

（通信時間の測定等）
第48条 通信時間の測定等については、料金表第１（基本利用料）に定めるところにより
ます。

-23-

第６節

発信電気通信番号等通知

（発信電気通信番号等通知）
第49条 音声通信については、当社が別に定めるところにより、その発信電気通信番号（
その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。）を着信先
の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
（１）音声通信の発信に先立ち、「１８４」をダイヤルして行う音声通信
（２）料金表第２（付加機能利用料）に規定する特定の付加機能の提供を受けているａｕ
ひかりビジネス接続回線から行う音声通信（音声通信の発信に先立ち、「１８６」を
ダイヤルして行う音声通信を除きます。）
２ 前項にかかわらず、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ダイ
ヤルして行う音声通信については、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通
知します。
ただし、音声通信の発信に先立ち、「１８４」をダイヤルして行う音声通信について
は、この限りでありません。
当社が通知する情報
通知する相手先
発信電気通信番号
着信先の当社の電気通信回線又は着信先の
電気通信回線に係る相互接続点
発信電気通信番号並びにその音声通信の発 その緊急通報に関する音声通信の着信があ
信元に係る一般ａｕひかりビジネス契約者 った警察機関、海上保安機関又は消防機関
（その一般ａｕひかりビジネスサービスが
特定事業者の特定電話サービスの用に供さ
れるものである場合は特別ａｕひかりビジ
ネス契約者）の氏名又は名称及び所在地
３ 前２項の場合において、当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い
発生する損害については、第64条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規
定により責任を負います。
（注１）ａｕひかりビジネス契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番
号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における
発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
（注２）本条第１項第２号の「特定の付加機能」は、料金表第２（付加機能利用料）に定
める発信電気通信番号非通知サービスとします。
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第10章
第１節

料金等
料金及び工事に関する費用

（料金及び工事に関する費用）
第50条 当社が提供するａｕひかりビジネスサービスに係る料金は、基本利用料（料金表
第１（基本利用料）に定める料金をいいます。以下同じとします。）、付加機能利用料
（料金表第２（付加機能利用料）に定める料金をいいます。以下同じとします。）、ユ
ニバーサルサービス料（料金表第３（ユニバーサルサービス料）に定める料金をいいま
す。以下同じとします。）、相互接続番号案内料（料金表第５（相互接続番号案内料）
に定める料金をいいます。以下同じとします。）及び付帯サービスに関する料金等（料
金表第６（付帯サービスに関する料金等）に定める料金をいいます。）とし、料金表に
定めるところによります。
２ 当社が提供するａｕひかりビジネスサービスに係る工事に関する費用は、工事費（料
金表第４（工事費）に定める工事に関する費用をいいます。以下同じとします。）及び
付帯サービスに関する料金等（料金表第６（付帯サービスに関する料金等）に定める工
事に関する費用をいいます。）とし、料金表に定めるところによります。
第２節

料金等の支払義務

（定額利用料の支払義務）
第51条 ａｕひかりビジネス契約者（特別ａｕひかりビジネス契約者及び緊急通報用ａｕ
ひかりビジネス契約者を除きます。以下この章（第４節を除きます。）において同じと
します。）は、そのａｕひかりビジネス契約に基づいて当社がａｕひかりビジネスサー
ビス又は付加機能の提供を開始した日から起算してａｕひかりビジネス契約の解除又は
付加機能の廃止があった日の前日までの期間について、当社が提供するａｕひかりビジ
ネスサービスの態様に応じて、定額利用料（料金表第１（基本利用料）又は料金表第２
（付加機能利用料）に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じと
します。）の支払いを要します。
２ 前項の期間において、利用停止等によりａｕひかりビジネスサービスを利用すること
ができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
（１）利用停止があったときは、ａｕひかりビジネス契約者は、その期間中の定額利用料
の支払いを要します。
（２）前号の規定によるほか、ａｕひかりビジネス契約者は、次の場合を除いて、ａｕひ
かりビジネスサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区
別
支払いを要しない料金
１ ａｕひかりビジネス契約者の責めによ そのことを当社が知った時刻以後の利用で
らない理由により、ａｕひかりビジネス きなかった時間（24時間の倍数である部分
サービスを全く利用できない状態（ａｕ に限ります。）について、24時間ごとに日
ひかりビジネスサービスに係る電気通信 数を計算し、その日数に対応する定額利用
設備による全ての通信に著しい支障が生 料
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。以下この表に
おいて同じとします。）が生じた場合（
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２欄から４欄までに該当する場合を除き
ます。）に、そのことを当社が知った時
刻から起算して24時間以上その状態が連
続したとき。
２ 当社の故意又は重大な過失により、そ
のａｕひかりビジネスサービスを全く利
用できない状態が生じたとき。
３ ａｕひかりビジネス接続回線の移転、
サービス提供地域の変更又は相互接続点
若しくはアクセスポイントの所在場所の
変更に伴って、ａｕひかりビジネスサー
ビスを利用できなくなった期間が生じた
とき（ａｕひかりビジネス契約者の都合
により、ａｕひかりビジネスサービスを
利用しなかった場合であって、ａｕひか
りビジネスサービスに係る電気通信設備
等を保留したときを除きます。）。
４ ａｕひかりビジネスサービスの接続休
止をしたとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用で
きなかった時間について、その時間に対応
する定額利用料
利用できなくなった日から起算し、再び利
用できる状態とした日の前日までの日数に
対応する定額利用料

接続休止をした日から起算し、再び利用で
きる状態とした日の前日までの日数に対応
する定額利用料
３ 第１項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、ａｕひかりビジネ
スサービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
（１）協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事
業者との契約の解除その他ａｕひかりビジネス契約者に帰する理由により、他社接続
通信を行うことができなくなった場合であっても、ａｕひかりビジネス契約者は、そ
の期間中の定額利用料の支払いを要します。
（２）前号の規定によるほか、ａｕひかりビジネス契約者は、次の場合を除いて、他社接
続通信を行うことができないため、ａｕひかりビジネスサービスを全く利用できなか
った期間中の定額利用料の支払いを要します。
区
別
支払いを要しない料金
１ ａｕひかりビジネス契約者の責めによ そのことを当社が知った時刻以後の利用で
らない理由により、他社接続通信を全く きなかった時間（24時間の倍数である部分
行うことができない状態（そのａｕひか に限ります。）について、24時間ごとに日
りビジネス接続回線による全ての他社接 数を計算し、その日数に対応する定額利用
続通信に著しい支障が生じ、全く利用で 料
きない状態と同程度の状態となる場合を
含みます。以下この表において同じとし
ます。）が生じたため、ａｕひかりビジ
ネスサービスを全く利用できなくなった
場合（２欄に該当する場合により全く利
用できない状態となる場合を除きます。
）に、そのことを当社が知った時刻から
起算して24時間以上その状態が連続した
とき。
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２

他社接続通信に係る協定事業者の故意 そのことを当社が知った時刻以後の利用で
又は重大な過失により、当該他社接続通 きなかった時間について、その時間に対応
信を行うことができない状態が生じたた する定額利用料
め、当社のａｕひかりビジネスサービス
を全く利用できない状態が生じたとき。
４ 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。
（ユニバーサルサービス料の支払義務）
第52条 ａｕひかりビジネス契約者は、第19条（電気通信番号）、第28条（電気通信番号
）及び第34条（付加機能における電気通信番号）の規定により、当社が定めた電気通信
番号について、料金表第３（ユニバーサルサービス料）の規定に基づいて算定したユニ
バーサルサービス料の支払いを要します。
（利用料の支払義務）
第53条 ａｕひかりビジネス契約者は、第48条（通信時間の測定等）の規定により当社が
測定した通信時間と料金表第１（基本利用料）又は料金表第２（付加機能利用料）の規
定とに基づいて算定した利用料（料金表第１（基本利用料）又は料金表第２（付加機能
利用料）に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。）
の支払いを要します。
ただし、料金表第２（付加機能利用料）に定める付加機能を利用した通信の利用料に
ついて、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
２ ａｕひかりビジネス契約者は、そのａｕひかりビジネス接続回線によりａｕひかりビ
ジネス契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わな
ければなりません。
３ ａｕひかりビジネス契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算
定することができなかった場合は、料金表第１（基本利用料）又は料金表第２（付加機
能利用料）に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合におい
て、特別の事情があるときは、当社は、ａｕひかりビジネス契約者と協議し、その事情
を参酌するものとします。
（工事費の支払義務）
第54条 ａｕひかりビジネス契約者は、工事を要する申込み又は請求（そのａｕひかりビ
ジネス接続回線に係る特別ａｕひかりビジネス契約者が行ったものを含みます。）をし
、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのａｕひかりビジネスサービスの解除又はその工事の請求
の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があったときは、この限りで
ありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、そ
の工事費を返還します。
２ ａｕひかりビジネス契約者は、工事の着手後完了前に解除等（そのａｕひかりビジネ
ス接続回線に係る特別ａｕひかりビジネス契約者の責めに帰すべき事由に係るものを含
みます。）があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手
した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合に
おいて、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします
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。
第３節

料金の計算方法等

（料金の計算方法等）
第55条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定
めるところによります。
第４節

割増金及び延滞利息

（割増金）
第56条 ａｕひかりビジネス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れ
た場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします
。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する
期日までに支払っていただきます。
（延滞利息）
第57条 ａｕひかりビジネス契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）につ
いて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日
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。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りで
ありません。
第５節 他社接続通信の料金の取扱い
（他社接続通信の料金の取扱い）
第58条 ａｕひかりビジネス契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約
約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
２ 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社
又は協定事業者が行うものとします。
第６節

協定事業者に係る債権の譲受等

（協定事業者に係る債権の譲受等）
第59条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているａｕひかりビジネス契
約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者
の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び
協定事業者は、ａｕひかりビジネス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略す
るものとします。
２ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するａｕひかりビジネス
サービスの料金とみなして取り扱います。

-28-

第11章

最低利用期間

（一般ａｕひかりビジネスサービスに係る最低利用期間）
第60条 一般ａｕひかりビジネスサービスについては、最低利用期間があります。
２ 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社が一般ａｕひかりビジネスサービス
の提供を開始した日から起算して１年間とします。
３ 一般ａｕひかりビジネス契約者は、前項の最低利用期間内に一般ａｕひかりビジネス
契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則に定める額を支払っ
ていただきます。
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第12章

保守

（ａｕひかりビジネス契約者の維持責任）
第61条 ａｕひかりビジネス契約者は、そのａｕひかりビジネス接続回線に接続されてい
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に適合するよう維持していただ
きます。
（ａｕひかりビジネス契約者の切分責任）
第62条 ａｕひかりビジネス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がａｕひかり
ビジネス接続回線に接続されている場合であって、ａｕひかりビジネスサービスを利用
することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のな
いことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
２ 前項の確認に際して、ａｕひかりビジネス契約者から要請があったときは、当社は、
ａｕひかりビジネスサービス取扱所において試験を行い、その結果をａｕひかりビジネ
ス契約者にお知らせします。
３ 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場
合において、ａｕひかりビジネス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障
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、ａｕひかりビジネス契約
者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、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。
（注）当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本
条の規定は適用がないものとします。
（修理又は復旧の順位）
第63条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部
を修理し、又は復旧することができないときは、第39条（通信利用の制限等）の規定に
より優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を
修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は
、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順
位
修理又は復旧する電気通信設備
気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの
１
防衛に直接関係がある機関に設置されるもの
海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの
電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの
水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの
２
ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
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３

別記４に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に
設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの
（第１順位となるものを除きます。）
第１順位及び第２順位に該当しないもの

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失し
たａｕひかりビジネス接続回線について、暫定的にその電気通信番号を変更すること
があります。
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第13章

損害賠償

（責任の制限）
第64条 当社は、ａｕひかりビジネスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに
帰すべき理由（当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定
している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。）によりその提供
を行わなかったときは、そのａｕひかりビジネスサービスが全く利用できない状態（当
該ａｕひかりビジネス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。以下この条において同じ
とします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続
したときに限り、当該ａｕひかりビジネス契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償
する場合は、この限りでありません。
２ 第１項の場合において、当社は、ａｕひかりビジネスサービスが全く利用できない状
態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である
部分に限ります。）について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該ａ
ｕひかりビジネスサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に
限って賠償します。
（１）料金表第１（基本利用料）又は料金表第２（付加機能利用料）に定める定額利用料
（２）料金表第１（基本利用料）又は料金表第２（付加機能利用料）に定める利用料（ａ
ｕひかりビジネスサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料
金月の前３料金月の１日当たりの平均利用料（前３料金月の実績を把握することが困
難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）により算出します。）
３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、ａｕひかりビジネスサービスの提供をしなかっ
たことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電
気通信回線設備における障害であるときは、ａｕひかりビジネスサービスの提供をしな
かったことにより生じた損害を賠償しません。
４ 当社は、ａｕひかりビジネスサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重
大な過失によりその提供をしなかったときは、前３項の規定は適用しません。
５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第１（基本
利用料）又は料金表第２（付加機能利用料）に特段の定めがある場合は、その定めると
ころによります。
（注１）本条第２項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則とし
て、ａｕひかりビジネスサービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が
把握できる期間における１日当たりの平均の利用に関する料金とします。
（注２）本条第２項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表
通則の規定に準じて取り扱います。
（免責）
第65条 当社は、ａｕひかりビジネスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、
撤去、修理又は復旧の工事にあたって、ａｕひかりビジネス契約者に関する土地、建物
その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであると
きは、その損害を賠償しません。
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２

当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変
更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担
しません。
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第14章

雑則

（承諾の限界）
第66条 当社は、ａｕひかりビジネス契約者から工事その他の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、又は保守することが著しく困難である等当
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ａｕひかりビジネス契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めるところによります
。
（利用に係るａｕひかりビジネス契約者の義務）
第67条 ａｕひかりビジネス契約者は、次のことを守っていただきます。
（１）天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備
若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要がある場合を除き、ａｕひ
かりビジネス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分
解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
（２）故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える
行為を行わないこと。
（３）故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがあ
る行為を行わないこと。
（４）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ａｕひかりビジネス契約に
基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
（５）ａｕひかりビジネス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をも
って保管すること。
（６）自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある
設定の変更等の行為を行わないこと。
（７）違法に、又は公序良俗に反する態様で、ａｕひかりビジネスサービスを利用しない
こと。
２ 当社は、ａｕひかりビジネス契約者の行為が別記５に定める禁止行為のいずれかに該
当すると判断した場合は、前項第７号の義務に違反したものとみなします。
３ ａｕひかりビジネス契約者は、前２項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、
又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必
要な費用を支払っていただきます。
（利用上の制限）
第68条 ａｕひかりビジネス契約者は、コールバックサービス（本邦から本邦外へ発信す
る音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態
の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）のうち、次の方式のものを利用
し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区
別
方式の概要
ポーリング方式
外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、
ａｕひかりビジネス契約者がコールバックサービスの利
用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなさ
れるコールバックサービスの方式
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アンサーサプレッション方式

その提供に際し、当社が音声通信に係る通信時間の測定
を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることと
なるコールバックサービスの方式

（ａｕひかりビジネス契約者からのａｕひかりビジネス接続回線の設置場所の提供等)
第69条 ａｕひかりビジネス契約者からのａｕひかりビジネス接続回線設置場所の提供等
については、別記６に定めるところによります。
（電話帳）
第70条 当社は、ａｕひかりビジネス契約者（一般ａｕひかりビジネス契約者（料金表第
１（基本利用料）に定めるタイプⅠ又はタイプⅢの一般ａｕひかりビジネスサービスに
係る者（特定事業者を除きます。）に限ります。）及び特別ａｕひかりビジネス契約者
に限ります。以下第72条まで、及び別記７から９までにおいて同じとします。）から請
求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳（別に定め
る協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。）に掲載します。
（注）「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会
社とします。
（電話番号案内）
第71条 当社は、ａｕひかりビジネス契約者から請求があったときは、当社が別に定める
電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案
内において案内を行います。
（注）電話帳への掲載を省略されているもの（ａｕひかりビジネス契約者から案内を行っ
てほしい旨の請求があるものを除きます。）については、電気通信番号の案内は行い
ません。
（番号情報の提供）
第72条 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報（第70条（
電話帳）及び第71条（電話番号案内）の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求
を行ったａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひかりビジネス接続回線の情報に限りま
す。）をいいます。以下この条において同じとします。）について、番号情報データベ
ース（番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備
をいいます。以下同じとします。）に登録します。
２ 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信
電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者
等（当社が別に定める者に限ります。）に提供します。
（注１）本条第２項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相
互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された
ａｕひかりビジネス契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイ
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ドライン（平成10年郵政省告示第570号）」等の法令に違反して番号情報を目的外等
に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行
います。
（注４）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に
限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会
社が提供します。
（相互接続番号案内）
第73条 一般ａｕひかりビジネス契約者は、その一般ａｕひかりビジネス契約者に係るａ
ｕひかりビジネス接続回線から相互接続番号案内（相互接続点を介して当社が別に定め
る協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいま
す。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は、株式会社ＫＤＤＩエボルバとします。
（相互接続番号案内料の支払義務）
第74条 一般ａｕひかりビジネス契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第５
（相互接続番号案内料）に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
２ 一般ａｕひかりビジネス契約者は、その一般ａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひ
かりビジネス接続回線により一般ａｕひかりビジネス契約者以外の者が行った通信に係
る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
（ａｕひかりビジネス契約者の氏名等の通知）
第75条 当社は、協定事業者から要請があったときは、ａｕひかりビジネス契約者（その
協定事業者とａｕひかりビジネスサービス等を利用するうえで必要な契約をしている者
に限ります。）の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
（協定事業者からの通知）
第76条 ａｕひかりビジネス契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあた
り必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要
なａｕひかりビジネス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきま
す。
（注意喚起）
第76条の２ 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成11年法律第162号。以下
「機構法」といいます。）に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」
といいます。）が行う特定アクセス行為（機構法の平成13年１月６日付附則第８条第４
項第１号に定めるものをいいます。以下同じとします。）に係る電気通信の送信先の電
気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃（事業法第116
条の２第１項第１号に定めるものをいいます。以下同じとします。）のおそれへの対処
を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信
役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定
アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のＩＰアドレス及び当該電気通信
の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことが
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あります。
（送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処）
第76条の３ 当社は、当社又はａｕひかりビジネス契約者の電気通信設備が、送信型対電
気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対
電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の
電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバ
ー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知し
た通信の送信元ＩＰアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供す
ることを事業法第116条の２第２項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処
協会（以下この条において「認定協会」といいます。）に委託することがあります。
２ 当社は、当社又はａｕひかりビジネス契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備
サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の
送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な
範囲において通信の送信元ＩＰアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認
定協会に提供することがあります。
３ 前２項の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、ａｕひかりビジネス契約者か
ら個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
（ａｕひかりビジネス契約者に係る情報の利用）
第77条 当社は、ａｕひかりビジネス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住
所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サー
ビスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社
契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利
用します。なお、本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公
開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、ａｕひかりビジネス契約者に係る情報を当
社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
（協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行）
第78条 当社は、ａｕひかりビジネス契約者（一般ａｕひかりビジネス契約者に限ります
。以下この条において同じとします。）から申出があったときは、次の場合に限り、協
定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします
。）の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請
求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協
定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあ
ります。
（１）その申出をしたａｕひかりビジネス契約者が当社が請求する料金又は工事に関する
費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
（２）そのａｕひかりビジネス契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
（３）その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
２ 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのａｕひ
かりビジネス契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は
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、そのａｕひかりビジネス契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
（法令に規定する事項）
第79条 ａｕひかりビジネスサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項に
ついては、その定めるところによります。
（注）法令に定めがある事項については、別記11から15までに定めるところによります。
（閲覧）
第80条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社
は、閲覧に供します。
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第15章

附帯サービス

（附帯サービス）
第81条 ａｕひかりビジネスサービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記
７から９及び16から22に定めるところによります。
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別記
１ ａｕひかりビジネスサービスの提供区間
当社のａｕひかりビジネスサービスは、下表の区間において提供します。
区
分
提
供
区
間
一般ａｕひかりビジネ
（１）ａｕひかりビジネス接続回線（当社が設置するものに
スサービス
限ります。以下この表において同じとします。）の終端
相互間（１のａｕひかりビジネス接続回線の終端に終始
する場合を含みます。）
（２）相互接続点相互間（１の相互接続点に終始する場合を
含みます。）
（３）ａｕひかりビジネス接続回線の終端と相互接続点、外
国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動地球局との間
（４）相互接続点と外国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動
地球局との間
（５）ａｕひかりビジネス接続回線の終端又は相互接続点と
アクセスポイントとの間
特別ａｕひかりビジネ
（１）ａｕひかりビジネス接続回線の終端相互間
スサービス
（２）相互接続点相互間（１の相互接続点に終始する場合を
含みます。）
（３）ａｕひかりビジネス接続回線の終端と相互接続点との
間
緊急通報用ａｕひかり
（１）ａｕひかりビジネス接続回線の終端相互間
ビジネスサービス
（２）相互接続点相互間
（３）ａｕひかりビジネス接続回線の終端と相互接続点との
間
２ ａｕひかりビジネス契約者の地位の承継
（１）相続又は法人の合併若しくは分割によりａｕひかりビジネス契約者の地位の承継が
あったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された
法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書
類を添えて、すみやかに契約事務を行うａｕひかりビジネスサービス取扱所に届け出
ていただきます。
（２）（１）の場合において、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人
を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも
同様とします。
（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者
のうちの１人を代表者として取り扱います。
３ ａｕひかりビジネス契約者の氏名等の変更
（１）ａｕひかりビジネス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送
付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うａｕひかりビジ
ネスサービス取扱所に届け出ていただきます。
（２）当社は、（１）の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提
示していただくことがあります。
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（３）ａｕひかりビジネス契約者が（１）の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行
ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称
、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行っ
たものとみなします。
４

新聞社等の基準
区
分
１ 新聞社

２

放送事業者

３

通信社

基
準
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議す
ることを目的として、あまねく発売されること。
（２）発行部数が、１の題号について8,000部以上であること。
電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許を受け
た者
新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日
刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又
は情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な
目的とする通信社

５

ａｕひかりビジネス契約者の禁止行為
ａｕひかりビジネス契約者は、ａｕひかりビジネスサービスの利用にあたり、以下の
行為を行わないものとします。
（１）通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用
又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
（２）自己以外の者の知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等）そ
の他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
（３）自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのあ
る行為
（４）自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
（５）犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
（６）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為
（７）連鎖販売取引（マルチ商法）に関して法令に違反する行為
（８）猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、
音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
（９）有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
（10）ａｕひかりビジネスサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去す
る行為
（11）自己以外の者になりすましてａｕひかりビジネスサービスを利用する行為
（12）本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する
行為
（13）他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載す
る行為
（14）売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与え
る行為
（15）その他法令又はこの約款等に違反する行為
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（16）（１）から（15）までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行
為
６ ａｕひかりビジネス契約者からのａｕひかりビジネス接続回線の設置場所の提供等
（１）ａｕひかりビジネス接続回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。
）又は建物内において、当社がａｕひかりビジネス接続回線を設置するために必要な
場所は、そのａｕひかりビジネス契約者から提供していただきます。
（２）ａｕひかりビジネス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要
な電気は、ａｕひかりビジネス契約者から提供していただくことがあります。
（３）ａｕひかりビジネス契約者は、ａｕひかりビジネス接続回線の終端のある構内（こ
れに準ずる区域内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備を設置す
るために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりそ
の特別な設備を設置していただきます。
７ 電話帳の普通掲載
（１）当社は、ａｕひかりビジネス契約者から請求があったときは、そのａｕひかりビジ
ネス契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項
を掲載します。
ア ａｕひかりビジネス契約者又はそのａｕひかりビジネス契約者が指定する者の氏
名、名称又は称号のうち１
イ ａｕひかりビジネス契約者又はそのａｕひかりビジネス契約者が指定する者の職
業（協定事業者が定める職業区分によるものとします。）のうち１
ウ ａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひかりビジネス接続回線の終端のある場所
（ａｕひかりビジネス契約者又はそのａｕひかりビジネス契約者が指定する者の住
所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社がａｕひかりビジネス契約者に
係るａｕひかりビジネス接続回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたと
きは、その請求のあった場所）
（２）（１）に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
（３）当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがある
ときは、（１）の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあ
ります。
８ 電話帳の掲載省略
（１）当社は、７（電話帳の普通掲載）の規定にかかわらず、ａｕひかりビジネス契約者
に係るａｕひかりビジネス接続回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続され
ている場合であって、７（電話帳の普通掲載）の（１）のアからウに規定する事項に
加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載
することについてａｕひかりビジネス契約者の承諾が得られないときは、電話帳への
掲載を省略することがあります。
（２）当社は、（１）の場合のほか、ａｕひかりビジネス契約者から請求があったときは
、電話帳への掲載を省略します。
９ 電話帳の重複掲載
（１）当社は、ａｕひかりビジネス契約者から、普通掲載のほか、７（電話帳の普通掲載
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）に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に
掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。）又は商品
名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
（２）（１）に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
（３）当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがある
ときは、（１）の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあ
ります。
（４）一般ａｕひかりビジネス契約者は、（１）の請求があり、その承諾を受けたときは
、料金表第６（附帯サービスに関する料金等）に規定する料金の支払いを要します。
10

緊急通報用ａｕひかりビジネスサービスの電気通信番号
緊急通報用ａｕひかりビジネスサービスの電気通信番号は、次のとおりとします。
区
別
電気通信番号
警察機関に提供される緊急通報用ａｕひかりビジネスサービス
１１０
海上保安機関に提供される緊急通報用ａｕひかりビジネスサー
１１８
ビス
消防機関に提供される緊急通報用ａｕひかりビジネスサービス
１１９

11 自営端末設備の接続
（１）ａｕひかりビジネス契約者は、そのａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひかりビ
ジネス接続回線（当社が設置するものに限ります。以下14までにおいて同じとします
。）の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのａ
ｕひかりビジネス接続回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をして
いただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平
成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式第７号の
表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備
の機器をいいます。）、技術基準等に適合することについて事業法第68条第１項に規
定する登録認定機関又は事業法第72条の３第２項に規定する承認認定機関の認定を受
けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称
その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により
その接続の請求をしていただきます。
（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基
準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第７号又は第14号の表示が付されている端末機器を接
続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第１項で定める場合に該当するとき。
（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
（５）ａｕひかりビジネス契約者は、工事担任者規則（昭和60年郵政省令第28号。以下「
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工事担任者規則」といいます。）第４条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受
けている者（以下「工事担任者」といいます。）に自営端末設備の接続に係る工事を
行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第３条で定める場合は、この限りでありません。
（６）ａｕひかりビジネス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、（１）
から（５）までの規定に準じて取り扱います。
（７）ａｕひかりビジネス契約者は、そのａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひかりビ
ジネス接続回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当
社に通知していただきます。
12 自営端末設備に異常がある場合等の検査
（１）当社は、ａｕひかりビジネス接続回線に接続されている自営端末設備に異常がある
場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるとき
は、ａｕひかりビジネス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合する
かどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、ａｕひか
りビジネス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第２項で定
める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
（２）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
（３）（１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められ
ないときは、ａｕひかりビジネス契約者は、その自営端末設備をａｕひかりビジネス
接続回線から取りはずしていただきます。
13 自営電気通信設備の接続
（１）ａｕひかりビジネス契約者は、そのａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひかりビ
ジネス接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介し
て、そのａｕひかりビジネス接続回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接
続の請求をしていただきます。
（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第１項第２号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第１項で定める
場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行
います。
（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
（５）ａｕひかりビジネス契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を
行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第３条で定める場合は、この限りでありません。
（６）ａｕひかりビジネス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、（
１）から（５）までの規定に準じて取り扱います。
（７）ａｕひかりビジネス契約者は、そのａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひかりビ
ジネス接続回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのこと
を当社に通知していただきます。
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14

自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
ａｕひかりビジネス接続回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合そ
の他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、12（自営端末
設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。

15

当社の維持責任
当社は、当社の設置した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。

16 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
（１）当社は、次により時報サービスを提供します。
区
別
内
容
電気通信番号
時報サービス
日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービ
１１７
ス
（２）当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします
。
区
別
内
容
電気通信番号
天気予報サービス
気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気
１７７
象情報を通知するサービス
（３）当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとお
りとします。
区
別
内
容
電気通信番号
災害用伝言ダイヤ
災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通
１７１
ルサービス
話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサ
ービス
（４）時報サービス及び天気予報サービスは、１の音声通信について、時報又は天気予報
を聞くことができる状態にした時刻から起算し、６分経過後１２分までの間において
、その音声通信を打ち切ります。
（注）（２）及び（３）の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社
及び西日本電信電話株式会社とします。
17 音声通信明細の発行
（１）当社は、ａｕひかりビジネス契約者（一般ａｕひかりビジネス契約者に限ります。
以下22までにおいて同じとします。）から請求があったときは、音声通信明細を発行
します。
（２）ａｕひかりビジネス契約者は、音声通信明細の発行の請求をし、その承諾を受けた
ときは、料金表第６（附帯サービスに関する料金等）に規定する発行料等の支払いを
要します。
18 ＩＰアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
（１）当社は、ａｕひかりビジネス契約者から請求があったときは、当社が別に定めると
ころにより、そのａｕひかりビジネス契約者に代わって社団法人日本ネットワークイ
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ンフォメーションセンター（以下「ＪＰＮＩＣ」といいます。）又はＪＰＲＳ等にＩ
Ｐアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止
の申請手続き等を行います。
（２）（１）の場合において、ａｕひかりビジネス契約者は、当社が別に定めるところに
より、料金表第６（附帯サービスに関する料金等）に定める手数料を支払っていただ
きます。
（３）ａｕひかりビジネス契約者は、ドメイン名（当社が別に定めるものに限ります。）
を利用している場合は、当社が別に定めるところにより、料金表第６（附帯サービス
に関する料金等）に定める手数料を支払っていただきます。
19

協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ａｕひかりビジネス契約の申込みをする者又はａｕひかりビジネス契約者か
ら要請があったときは、ａｕひかりビジネスサービスと一体的に利用する協定事業者の
電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別
に定める事項について、手続きの代行を行います。

20 端末設備の提供
（１）当社は、当社が別に定めるところにより、端末設備（料金表第６（附帯サービスに
関する料金等）に定める音声通信アダプタをいいます。以下同じとします。）を提供
します。
（２）ａｕひかりビジネス契約者は、その端末設備の提供を受けたときは、料金表第６（
附帯サービスに関する料金等）に定める端末設備に係る料金その他の債務（端末設備
の提供により支払いを要することとなったものをいいます。）を支払っていただきま
す。
ただし、料金表に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
21 支払証明書の発行
（１）当社は、ａｕひかりビジネス契約者から請求があったときは、その契約者に係るａ
ｕひかりビジネス契約の支払証明書を発行します。
（２）ａｕひかりビジネス契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表
第６（附帯サービスに関する料金等）に定める発行手数料を支払っていただきます。
22 同一番号の移転調査
（１）当社は、ａｕひかりビジネス契約者から要請があったときは、現在利用している電
気通信番号の移転先での継続利用についての調査（以下「同一番号の移転調査」とい
います。）を行います。
（２）ａｕひかりビジネス契約者は、同一番号の移転調査の要請をし、その承諾を受けた
ときは、料金表第６（附帯サービスに関する料金等）に定める移転調査料を支払って
いただきます。
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料金表
通則
（料金等の設定）
１ ａｕひかりビジネスサービスに係る基本利用料は、ａｕひかりビジネスサービスの提
供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
２ ａｕひかりビジネスサービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国
の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
３ １及び２の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその
協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
（料金の計算方法）
４ 当社は、月額料金（定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下
同じとします。）、利用料及びユニバーサルサービス料は、料金月に従って計算します
。
５ 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。
６ 当社は、月額料金、利用料及びユニバーサルサービス料については、料金月に従って
計算したものの合計額により、支払いを請求します。
７ 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区
分
計
算
方
法
（１）（２）以外の料金
この約款に定める税抜価格（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）16のただし書きに掲げる料金
この約款に定める額により行います。
（月額料金の日割）
８ 月額料金の日割は、次のとおりとします。
当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
（１）料金月の初日以外の日にａｕひかりビジネスサービス提供を開始（付加機能につい
ては、その提供の開始）したとき。
（２）料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
（３）（１）及び（２）の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又
は減少したとき（この場合において、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。）。
（４）料金月の初日にａｕひかりビジネスサービスの提供を開始（付加機能については、
その提供の開始）し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
（５）第51条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の規定又は同条第３項第２号の
表の規定に該当するとき。
（６）起算日の変更があったとき。
（端数処理）
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。

９
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ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
（料金等の支払い）
10 ａｕひかりビジネス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期
日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、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。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社
が別に定める順序で充当します。
（少額料金の翌月払い）
13 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が税抜価格1,000円未満である場合は、その月
に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
（料金の一括後払い）
14 当社は、13の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、ａｕひかりビジネス契約
者の承諾を得て、２か月以上の料金を、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）
15 当社は、料金又は工事に関する費用について、ａｕひかりビジネス契約者の要請があ
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。
（注）「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かる
ことをいいます。
（消費税相当額の加算）
第51条（定額利用料の支払義務）から第54条（工事費の支払義務）までの規定その他
この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の
額は、この約款に定める税抜価格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、ａｕひかりビジネスサービスに係る利用料（外国との音声通信に係るものに
限ります。）については、この限りでありません。

16

（料金等の臨時減免）
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず
、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のａｕひかりビジネスサービス取扱所
に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
（最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用）
18 一般ａｕひかりビジネス契約には、最低利用期間があります。
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19

一般ａｕひかりビジネス契約者は、最低利用期間内に一般ａｕひかりビジネス契約の
解除があった場合は、第51条（定額利用料の支払義務）及び第53条（利用料の支払義務
）の定めにかかわらず、料金表第１（基本利用料）に規定する額を、当社が定める期日
までに、一括して支払っていただきます。
ただし、その一般ａｕひかりビジネス契約者が移設若しくは移転することを目的とし
てその一般ａｕひかりビジネス契約の解除と同時に移設先若しくは移転先の一般ａｕひ
かりビジネス契約の申込みをする場合又はその一般ａｕひかりビジネス契約者の責めに
よらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合
は、この限りでありません。

（注）一般ａｕひかりビジネス契約者の責めによらない理由には、その一般ａｕひかりビ
ジネス契約のａｕひかりビジネス接続回線に係る特定電話サービスの提供に関する一
切の事由を含みません。
（一括請求プランの取扱い）
20 当社は、ａｕひかりビジネス契約者から申し出があったときは、21に規定されるａｕ
ひかりビジネス接続回線により構成される回線群（以下この通則において「一括請求プ
ラン回線群」といいます。）ごとに、そのａｕひかりビジネス接続回線に係る料金その
他の債務を22の条件を満たす回線群の代表者（以下この通則において「代表契約者」と
いいます。）に対して、一括して請求する取り扱いを行います。
21 一括請求プラン回線群は、その一括請求プラン回線群を構成することについてａｕひ
かりビジネス契約者が同意したａｕひかりビジネス接続回線により構成されるものと
します。
22 一括請求プランの取扱いを受けようとするａｕひかりビジネス契約者は、次の条件を
満たす者を代表契約者として定め、その代表契約者を通じて一括請求プランの取扱い
の申し出をしていただきます。一括請求プランの取扱いの終了の申し出の場合も同様
とします。
（１）商法（明治３２年法律第４８条）第５２条に規定する会社又は有限会社法（昭和１
３年法律第７４条）第１条に規定する有限会社であって、電気通信事業者であること
。
（２）当社が別に定める経理的基礎を有していること。
（３）一括請求プランにかかる料金その他の債務の支払いを現に怠っていない者、又は怠
るおそれがない者であること。
（４）（１）から（３）までに関し、当社が別に定める書類を提出した者であること。
23 当社は、代表契約者が22に規定する基準に適合する者であることについて、確認する
ことがあります。この場合、代表契約者はその確認に必要な書類を当社の求めに応じて
提出していただきます。
24 当社は、20に規定する申し出が合った場合、次の各号に該当する場合に限り、その申
し出を承諾します。
（１）その申し出のあったａｕひかりビジネス接続回線について、利用料等の明細内訳を
記録することについて、その申し出のあったａｕひかりビジネス契約者が承諾したも
のであるとき。
（２）その申し出のあったａｕひかりビジネス接続回線に係る利用料等の明細情報が、代
表契約者に通知されることを、その申し出のあったａｕひかりビジネス契約者が承諾
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したものであるとき。
（３）その申し出のあったａｕひかりビジネス接続回線について、代表契約者の承諾があ
るとき。
（４）当社の業務遂行上又は技術上著しい支障がないとき。
25 ａｕひかりビジネス契約者は、代表契約者を変更するときは、そのことを速やかに当
社に届けていただきます。この場合において、変更後の代表契約者は、22の条件を満た
す者であることを要します。
26 当社は、一括請求プランに係る料金その他の債務については、一括請求プラン回線群
ごとに一括して、その代表契約者に請求します。代表契約者はその一括請求プランにか
かる料金その他の債務を一括して当社に支払うものとします。
27 一括請求プランの取り扱いは、次のとおりとします。
（１）新たに１の一括請求プラン回線群を構成する場合
新たに１の一括請求プラン回線群を構成する場合は、当社が承諾した日（ａｕひか
りビジネス接続回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。）が属する
料金月の翌料金月の初日（ａｕひかりビジネス契約者から特に要請があり、当社の業
務遂行上支障がないときは、その申し出のあった日が属する料金月の当社が指定する
日）から一括請求プランの取り扱いを開始することとし、その翌料金月以降において
も、ａｕひかりビジネス契約者から一括請求プランの取り扱いの終了の申し出がない
限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。
一括請求プランの取り扱いの終了の申し出があった場合は、その申し出のあった日が
属する料金月の末日までの間、一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。
（２）既存の１の一括請求プラン回線群を指定してａｕひかりビジネス接続回線を追加す
る場合
既存の１の一括請求プラン回線群を指定して追加するａｕひかりビジネス接続回線
については、当社が承諾した日（ａｕひかりビジネス接続回線の提供を開始するとき
は、その提供開始日とします。）が属する料金月の翌料金月の初日（ａｕひかりビジ
ネス契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申し出の
あった日が属する料金月の当社が指定する日）から一括請求プランの取り扱いを開始
することとし、その翌料金月以降においても、ａｕひかりビジネス契約者から一括請
求プランの取り扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プ
ランの取り扱いは継続するものとします。
（３）既存の一括請求プラン回線群から、ａｕひかりビジネス接続回線を指定して一括請
求プラン終了の申し出があった場合
一括請求プランの取り扱い終了の申し出があったａｕひかりビジネス接続回線につ
いては、申し出があった日が属する料金月の末日において、一括請求プランの取り扱
いは終了したものとします。
28 次の場合は、そのａｕひかりビジネス接続回線にかかる一括請求プランの取り扱いは
終了したものとします。
（１）一括請求プランの取扱いを受けているａｕひかりビジネス契約の解除があったとき
。
（２）一括請求プランの取り扱いを受けているａｕひかりビジネス契約者から、代表契約
者を通じて、一括請求プランの終了の申し出があったとき。
（３）一括請求プランの取り扱いを受けているａｕひかりビジネス接続回線について、そ
のａｕひかりビジネス契約者に係る電気通信番号が変更になったとき。
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（４）その他、24に規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
29 次の場合は、その一括請求プラン回線群に係る一括請求プランの取り扱いは終了した
ものとします。
（１）その一括請求プラン回線群を構成する全てのａｕひかりビジネス接続回線について
、28の（１）から（４）までの事由が生じたとき。
（２）代表契約者が、一括請求プラン回線群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一括して支払わないとき。
（３）代表契約者が、一括請求プランの取り扱いの終了を申し出たとき。
（４）代表契約者が、22の条件を満たすものでなくなったとき。
30 代表契約者が、この一括請求プランの取扱いを終了する場合、取扱い終了日の３ヶ月
前までに当社に書面で申し出ていただきます。
（継続利用に係る料金等の控除）
31 当社は、一般ａｕひかりビジネスサービス（タイプⅠ、タイプⅡ又はタイプⅢのもの
に限ります。）に係る一般ａｕひかりビジネス契約の申込みの際に、その一般ａｕひか
りビジネス契約の申込みをした者から、32に定める期間の継続利用の申出があった場合
には、その期間（以下36までにおいて「継続利用期間」といいます。）における一般ａ
ｕひかりビジネスサービスに係る料金等（この約款の規定により、支払いを要すること
となった一般ａｕひかりビジネスサービスに係る料金、工事に関する費用又は料金以外
の債務（当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービス
に係る料金（当社が一般ａｕひかりビジネスサービスに係る料金と料金月単位で一括し
て請求するものに限ります。）を含みます。）をいいます。）を料金月単位に合計した
額（以下35までにおいて「対象料金合計額」といいます。）について、一般ａｕひかり
ビジネス契約の申込みの際に指定した一般ａｕひかりビジネスサービスの種類に応じて
次表に定める金額（その料金月における対象料金合計額が次表に定める金額に満たない
場合は、その対象料金合計額とします。）を控除する取扱い（以下36までにおいて「本
取扱い」といいます。）を行います。
１の一般ａｕひかりビジネス契約ごとに月額
一般ａｕひかりビジネスサービスの種類
金
額
タイプⅠ又はタイプⅢ
税抜価格1,650円
タイプⅡ

税抜価格1,250円

32

継続利用期間は、当社がその一般ａｕひかりビジネスサービスの提供を開始した日を
含む料金月の翌料金月から起算して、24料金月が経過することとなる日をもって満了と
なります。
33 継続利用期間には、一般ａｕひかりビジネスサービスの利用停止があった期間を含む
ものとします。
34 当社は、本取扱いに係る一般ａｕひかりビジネス契約者から、本取扱いを廃止する申
出があった場合のほか、本取扱いに係る一般ａｕひかりビジネス契約の解除があった場
合には、本取扱いを廃止します。
35 34の規定により、本取扱い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
本取扱いの適用
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１

２以外により本取扱いを廃止したと

その廃止日を含む料金月の末日までの対象
き
料金合計額について、本取扱いの対象と
します。
２ 一般ａｕひかりビジネス契約の解除 契約解除日までの対象料金合計額について
があったとき
、本取扱いの対象とします。
36 本取扱いに係る一般ａｕひかりビジネス契約者は、継続利用期間の満了月の前料金月
までに本取扱いの廃止があった場合は、税抜価格9,500円を当社が定める期日までに支払
っていただきます。
ただし、その廃止が一般ａｕひかりビジネス契約の解除（その一般ａｕひかりビジネ
ス契約に係るａｕひかりビジネス接続回線の移転により解除があった場合に限ります。
）に伴い行われた場合又はその一般ａｕひかりビジネス契約者の責めによらない理由に
より発生した事態に対処するための措置として行われた場合は、この限りでありません
。
（料金等の請求）
37 ａｕひかりビジネス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」又は当社の「ＫＤＤＩ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。

-52-

第１
１

基本利用料
適用
基本利用料の適用については、第51条（定額利用料の支払義務）及び第53条（利用
料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。
区
分
内
容
（１）一般ａｕ 当社は、一般ａｕひかりビジネスサービスの料金額を適用するにあた
ひかりビジ って、次のとおり種類を定めます。
ネスサービ
種
類
内
容
スの種類に
タイプⅠ
専ら音声通信の用に供する一般ａｕひかりビジネ
係る料金の
スサービス
適用
タイプⅡ
専らデータ通信の用に供する一般ａｕひかりビジ
ネスサービス
タイプⅢ
音声通信及びデータ通信の用に供する一般ａｕひ
かりビジネスサービス
備考
１ 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者（タイプⅠ又はタ
イプⅢの一般ａｕひかりビジネスサービスに係る者に限りま
す。以下この欄において同じとします。）に対し、１のａｕ
ひかりビジネス接続回線ごとにその一般ａｕひかりビジネス
契約者が指定する数の音声通信ｃｈ（ａｕひかりビジネス接
続回線と他のａｕひかりビジネス接続回線、加入電話等設備
（当社が別に定める契約に基づいて設置される電気通信設備
をいいます。以下同じとします。）又は本邦外に係る電気通
信設備との間で同時に音声通信を行うための通信路をいいま
す。以下同じとします。）を付与します。
２ 当社が付与する音声通信ｃｈの上限数は、下表のとおりと
します。
種
類
音声通信ｃｈの上限数
タイプⅠ
４
タイプⅢ
８
３ 一般ａｕひかりビジネス契約者は、音声通信ｃｈの数の変更
の請求をすることができます。
４ 当社は、３の請求があったときは、第11条（一般ａｕひかり
ビジネス契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。
（２）一般ａｕ
当社は、一般ａｕひかりビジネスサービスの料金額を適用するにあ
ひかりビジ
たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。
ネスサービ
ア データ通信に係る品目（タイプⅡ又はタイプⅢのものに限りま
スの品目及
す。）
び細目等に
品
目
内
容
係る料金の
１００Ｍｂ／ｓ
最大１００メガビット／秒までの符号伝送が
適用
可能なもの
３００Ｍｂ／ｓ
最大３００メガビット／秒までの符号伝送が
可能なもの
-53-

１Ｇｂ／ｓ

（２）の２ 基
本額及び加
算額の算定

（３）一般ａｕ
ひかりビジ
ネスサービ
スに係る非
自動音声通
信の種別

最大１ギガビット／秒までの符号伝送が可能な
もの

備考
１ タイプⅡ又はタイプⅢに係るデータ通信は、その品質を保証
するものではありません。
２ 当社は、１のａｕひかりビジネス接続回線ごとにＩＰアドレ
スを付与します。
３ ａｕひかりビジネス接続回線に接続が可能な自営端末設備の
数は、当社が別に定めるところによります
イ データ通信の態様による細目（タイプⅡ又はタイプⅢのものに限り
ます。）
プラン
内
容
プラン０
ＩＰアドレスを１個付与するもの
プラン１
ＩＰアドレスを４個付与するもの
プラン２
ＩＰアドレスを８個付与するもの
プラン３
ＩＰアドレスを16個付与するもの
プラン４
ＩＰアドレスを32個付与するもの
備考
プラン０は、タイプⅢの１Ｇb/sの品目のものに限り提供しま
す。
ウ 保守の態様による細目
クラス
内
容
クラス１
午前９時から午後５時までの時間帯以外の
時刻に、その一般ａｕひかりビジネス契約
に係る修理又は復旧の請求を受け付けたと
きに、午前９時から午後５時までの時間帯
（その受け付けた時刻以後の直近のものと
します。）においてその修理又は復旧を行
うもの
クラス２
クラス１以外のもの
ａｕひかりビジネスサービス（クラス２のものを除きます。）に係
る定額利用料は、２（料金額）に定める基本額のみとし、ａｕひか
りビジネスサービス（クラス２のものに限ります。）に係る定額利
用料は、２（料金額）に定める基本額に、そのａｕひかりビジネス
契約者が提供を受けるａｕひかりビジネス接続回線の数に応じて定
まる２（料金額）に定める加算額を加算したものとします。
当社は、一般ａｕひかりビジネスサービス（タイプⅠ又はタイプⅢ
のものに限ります。）の料金額を適用するにあたって、次のとおり
非自動音声通信の種別を定めます。
種
別
内
容
ア 一般非自動音声
特定の対話者、内線電話又は電気通信番号
通信
に対して請求された本邦発信の音声通信
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イ

第１種本邦着信
音声通信

ウ

第２種本邦着信
音声通信

（４）一般ａｕ
ひかりビジ
ネスサービ
スに係る利
用料の算定
（５）一般ａｕ
ひかりビジ
ネスサービ
スに係る利
用料の特別
取扱い

（６）一般ａｕ
ひかりビジ
ネスサービ
スに係る通
信時間の測
定

外国から発信し本邦に着する、当社電話交
換局の交換取扱者に請求する音声通信
外国から発信し本邦に着する音声通信のう
ち、イを除くもの

一般ａｕひかりビジネスサービス（タイプⅠ又はタイプⅢのものに
限ります。）に係る利用料は、１の音声通信（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（１１０、１１８又は１１９
に限ります。）をダイヤルして行う音声通信及び通則３の規定の適
用に係る音声通信を除きます。）ごとに、（６）で測定した通信時
間と２（料金額）の規定とに基づいて算定するものとします。
一般ａｕひかりビジネス契約者（タイプⅠ又はタイプⅢの一般ａｕ
ひかりビジネスサービスに係る者に限ります。）は、ａｕひかりビ
ジネス接続回線からａｕひかりビジネス接続回線、当社が別に定める
電気通信回線又はその他の電気通信サービスに関する事項に係る問合
せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うａｕひかりビジネスサー
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
たものへの音声通信について、第53条（利用料の支払義務）の規定に
かかわらず、利用料の支払いを要しません。
ア 自動音声通信の通信時間（（５）欄に規定する音声通信に係る
通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。）は、
双方の電気通信回線を接続して音声通信を利用できる状態にした
時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の
音声通信終了の信号を受けて、その音声通信を利用できない状態
にした時刻までの経過時間とし、当社の機器（協定事業者の機器
を含むことがあります。以下同じとします。）により測定します
。
イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開
始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定しま
す。
区
分
時
刻
開始時刻
請求者の電話設備（音声通信の用に供される端
末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに
相当するものと当社が認めるものをいいます。
以下同じとします。）が対話者等に接続され、
当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設
定されたことを請求者に告げた時刻
終了時刻
当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備
から音声通信終了の信号を受信した時刻
備考
当社電話交換局が一般非自動音声通信を接続する場合において
、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置
又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その
装置若しくは代行業者による応答があったときは、請求者が音声
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（７）当社の機
器の故障等
により正し
く算定する
ことができ
なかった場
合の料金の
取扱い

通信を利用することを希望する場合に限って接続します。
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。
（ア）回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない
理由により、音声通信の途中に一時音声通信が利用できなかっ
た時間
（イ）回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない
理由により、音声通信を打ち切ったときは、２（料金額）に規
定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間
エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信
時間の調整は行いません。
（ア）音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不
良によりその音声通信が利用できなかったとき（音声通信が利
用できない状態であったときを除きます。）。
（イ）ａｕひかりビジネス接続回線の終端において、又はその終端
に接続されている電気通信設備を介して、そのａｕひかりビジ
ネス接続回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する
電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行
われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良に
よりその音声通信が利用できなかったとき。
（ウ）地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりに
くいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不
良によりその音声通信が利用できなかったとき。
オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の
責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請
求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください。
カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の
通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。
キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話
交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信
時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はウ及び
エの規定に従って通信時間を調整します。
ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責め
によらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったとき
は、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して６
か月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通
信時間に対応する利用料を減額又は返還します。
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合
の利用料は、次のとおりとします。
ア 過去１年間の実績を把握することができる場合
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった
日の初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総
合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日）が
属する料金月の前12料金月の各料金月における１日平均の利用料
が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
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イ

ア以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出し
た１日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の
日数を乗じて得た額

（８）選択制に
よる利用料
の月極割引
の適用

（注）イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおり
とします。
（ア）過去２か月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前
の実績が把握できる各料金月における１日平均の利用料が最低
となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
（イ）過去２か月間の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前
の実績が把握できる期間における１日平均の利用料又は故障等
の回復後の７日間における１日平均の利用料のうち低いものの
値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
ア 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者（タイプⅠ又はタイプ
Ⅲの一般ａｕひかりビジネスサービスに係る者に限ります。以下
この表の（11）欄までにおいて同じとします。）から請求があっ
たときは、その一般ａｕひかりビジネス契約者が当社が別に定め
る携帯電話事業者のａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款又はａ
ｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款（以下あわせて「ａｕ約款」
といいます。）に定めるａｕ契約者又はＬＴＥ契約者（当社が別
に定める基準に適合する場合を除きます。以下この欄において同
じとします。）であることを条件に、１のａｕひかりビジネス接
続回線ごとに、当社が別に定める携帯電話事業者に係る加入電話
等設備への利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料（
以下この欄において「月間累積利用料」といいます。）の額から
、その月間累積利用料の額に50％を乗じて得た額を割引く取扱い
（以下この欄において「本割引」といいます。）を行います。
イ 本割引を選択する一般ａｕひかりビジネス契約者は、本割引を
選択するａｕひかりビジネス接続回線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、ａｕひかりビジネス契約者は
、１のａｕ契約者回線（ａｕ約款に定める契約者回線（ａｕサー
ビス、ＬＴＥサービス又はローミングに係るものに限ります。以
下同じとします。）をいいます。以下同じとします。）に係る電
気通信番号を当社に申告していただきます。
（注）「当社が別に定める携帯電話事業者」は、当社又は沖縄セル
ラー電話株式会社とします。
ウ

当社は、イ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）申告のあったａｕ契約者回線がプリペイド電話に係るもので
-57-

（９）特定のａ
ｕ契約者回
線への音声
通信に対す
る定額料金
の取扱い

あるとき。
（イ）その申出があった時点において、申告のあったａｕ契約者回
線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。
（ウ）その申出があった時点において、申告のあったａｕ契約者回
線の契約者名義が本割引の適用を受けようとするａｕひかりビ
ジネス接続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。）。
（エ）申告のあったａｕ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。
（オ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
エ 本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日（以下こ
の欄において「承諾日」といいます。）の属する料金月の初日か
ら開始することとし、その翌料金月以降においても、ａｕひかり
ビジネス契約者からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同
様の条件により、本割引は継続するものとします。
なお、承諾日において、一般ａｕひかりビジネスサービスの提
供が開始されていない場合は、一般ａｕひかりビジネスサービス
の提供開始日（一般ａｕひかりビジネスサービスの提供開始日が
、料金月の末日である場合は翌料金月の初日）より本割引の提供
を開始することとします。
オ 本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社
がａｕひかりビジネスサービス取扱所において確認した日の属す
る料金月の末日までの間、本割引は継続するものとします。
カ 当社は、本割引の取扱いを受けているａｕひかりビジネス接続
回線に係る一般ａｕひかりビジネス契約の解除があったときは、
本割引は終了したものとします。
キ 月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に税
抜価格１円未満の端数が生じた場合は、料金表通則の規定にかか
わらず、その端数は切り上げます。
ア 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者から請求があったとき
は、１のａｕひかりビジネス接続回線ごとに、ａｕ契約者回線へ
の音声通信に対する定額料金の取扱い（定額対象回線群（一般ａ
ｕひかりビジネス契約者がａｕひかりビジネス接続回線からの特
定のａｕ契約者回線への音声通信に対する定額料金の取扱い（以
下この欄において「本定額適用」といいます。）を受けるために
指定したａｕ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ａｕ契約者回線へ
の音声通信（自動音声通信に限ります。以下この欄において「定
額対象音声通信」といいます。）に関する利用料（その音声通信
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
下この欄において「定額対象部分」といいます。）を料金月単位
に累積し、その累積した利用料の額にかえて、本定額適用を選択
するａｕひかりビジネス接続回線に係る音声通信ｃｈの数（料金
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月の末日時点（料金月の末日以外の日に本定額適用が終了した場
合は、その日時点）の数とします。）に下表に規定する１音声通
信ｃｈごとの定額料金を乗じて得た額を適用する取扱いをいいま
す。以下この欄において同じとします。）を行います。
単
位
定額料金
１音声通信ｃｈごとに月額
税抜価格 900円
イ 本定額適用を選択する一般ａｕひかりビジネス契約者は、本定
額適用を選択するａｕひかりビジネス接続回線及び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、一般ａｕひかりビジネス契約者は、当社が別に定める書面に
より本定額適用の利用態様をあらかじめ当社に申告していただく
ことがあります。
ウ 当社は、イ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）定額対象回線群を構成するａｕ契約者回線がプリペイド電話
に係るものであるとき。
（イ）定額対象回線群を構成するａｕ契約者回線の契約者名義が法
人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下
この欄において同じとします。）でないとき。
（ウ）定額対象回線群を構成するａｕ契約者回線の契約者名義が、
本定額適用を受けようとするａｕひかりビジネス接続回線に係
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。）。
（エ）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、
指定した定額対象回線群を構成するａｕ契約者回線の数が１以
上でないとき。
（オ）定額対象回線群を構成するａｕ契約者回線の契約者がそのａ
ｕ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）その一般ａｕひかりビジネス契約者以外の者（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）その一般ａｕひかりビジネス契約者がイの規定により申告し
た本定額適用の利用態様により、当社の業務の遂行又は当社の
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。
（ク）その定額対象回線群を構成するａｕ契約者回線の数が1,001以
上となるとき。
（ケ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
エ 本定額適用を受ける一般ａｕひかりビジネス契約者は、イの規
定により申し出た内容に変更が生じるときは、イの規定に準じて
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、当社はその申出をウの規定に準じて取扱います。
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オ

（10）特定の電
気通信回線
への音声通
信に対する
定額料金の
取扱い（商

本定額適用は、イに規定する申出があったことを当社が承諾し
た日（以下この欄において｢承諾日｣といいます。）から開始する
こととし、承諾日の属する料金月の翌料金月以降においても、一
般ａｕひかりビジネス契約者から本定額適用の取扱いの終了の申
出がない限り、従前と同様の条件により、本定額適用は継続する
ものとします。
カ 本定額適用の終了の申出があった場合は、その申出があったこ
とを当社がａｕひかりビジネスサービス取扱所において確認した
日の属する料金月の末日までの間、本定額適用は継続するものと
します。
キ 当社は、本定額適用を受けている一般ａｕひかりビジネス契約
の解除があった場合には、本定額適用を終了します。
ク 本定額適用を受けている一般ａｕひかりビジネス契約者は、１
の料金月を通じて定額対象音声通信を全く行わなかった場合又は
１の料金月の日数に満たない期間の利用の場合であっても、アに
規定する定額料を支払っていただきます。
ただし、オに規定する承諾日が属する料金月（本定額適用が終
了した料金月である場合を除きます。）は、定額料の支払いを要
しないものとします。
ケ 定額料については、日割は行いません。
コ 当社は、本定額適用を受けているａｕひかりビジネス接続回線
からの定額対象音声通信がイの規定により一般ａｕひかりビジネ
ス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、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設
備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合、その他ウ
に規定する承諾条件を満たさなくなった場合は、そのａｕひかり
ビジネス接続回線について、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、当社はこのことをあらかじめ一般ａｕひ
かりビジネス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。
サ 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者が本定額適用を受けて
いるａｕひかりビジネス接続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ａｕひかりビジネス接続回線について本定額適用を廃止するこ
とがあります。
シ 本定額適用を選択するａｕひかりビジネス接続回線について、
次欄の取扱いがある場合は、本定額適用に係る定額料金の支払い
を要しないものとします。
ア 当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者から請求があったとき
は、特定の電気通信回線への音声通信に対する定額料金の取扱い
（その一般ａｕひかりビジネス契約者に係るａｕひかりビジネス
接続回線について、下表の定額料金（そのａｕひかりビジネス接
続回線に係る音声通信ｃｈの数（料金月の末日時点（料金月の末
日以外の日にそのａｕひかりビジネス接続回線に係る一般ａｕひ
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品名：ビジ
ネス通話定
額）

（11）番号変換
サービスを
利用した音
声通信に係
る利用料の
減免

（12）最低利用

かりビジネス契約の解除があった場合は、その日時点）の数とし
ます。）に下表に規定する１音声通信ｃｈごとの定額料金を乗じ
て得た額をいいます。）の支払いがあることを条件に、次に掲げ
る音声通信に係る利用料を無料にする取扱いをいいます。以下こ
の欄において「本取扱い」といいます。）を行います。
（ア）そのａｕひかりビジネス接続回線からａｕひかりビジネス接
続回線への音声通信
（イ）そのａｕひかりビジネス接続回線から加入電話等設備（当社
の他の契約約款等に基づき提供する電気通信サービスに係る電
気通信回線であって、当社が別に定めるものに限ります。）へ
の音声通信
（ウ）そのａｕひかりビジネス接続回線から加入電話等設備（中部
テレコミュニケーション株式会社の契約約款等に基づき提供さ
れる電気通信サービスに係る電気通信回線であって、当社が別
に定めるものに限ります。）への音声通信
単
位
定額料金
１音声通信ｃｈごとに月額
税抜価格 900円
イ 本取扱いは、アに定める申出があったことを当社がａｕひかり
ビジネスサービス取扱所において確認した日の属する料金月の初
日から開始します。
ただし、その料金月の初日に、そのａｕひかりビジネスサービ
スが提供されていない場合は、そのａｕひかりビジネスサービス
の提供開始日（そのａｕひかりビジネスサービスの提供開始日が
、料金月の末日である場合は、その料金月の翌料金月の初日）よ
り本取扱いを開始します。
ウ 本取扱いの終了の申出があった場合は、その申出があったこと
を当社がａｕひかりビジネスサービス取扱所において確認した日
の属する料金月の末日（本取扱いを受けている一般ａｕひかりビ
ジネス契約者に係る一般ａｕひかりビジネス契約の解除があった
ときは、その解除日）をもって本取扱いを終了します。
エ 本取扱いを受けている一般ａｕひかりビジネス契約者は、１の
料金月を通じて音声通信を全く行わなかった場合においても、定
額料金を支払っていただきます。
オ アに定める定額料金については、日割は行いません。
一般ａｕひかりビジネス契約者は、第２（付加機能利用料）２（料
金額）のケ欄に規定する番号変換サービスに係る次の利用料につい
て、第53条（利用料の支払義務）の規定にかかわらず、その支払い
を要しません。
ア オンネット機能を利用して行われた音声通信に係る利用料
イ サブネット機能を利用して行われた加入電話等設備（当社が提
供する電気通信サービス（特定事業者の特定電話サービスの用に
供されるものを含みます。）に係る電気通信回線であって、当社
が別に定めるものに限ります。）への音声通信に係る利用料
最低利用期間内に一般ａｕひかりビジネス契約の解除があった場合
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期間内に契
約の解除が
あった場合
の料金の適
用

において、支払いを要する額は、税抜価格5,000円に残余の期間に対
応する月数を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額とします。
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２

料金額
ア 定額利用料
（ア）基本額
① タイプⅠのもの

区
分
音声通信ｃｈが１のもの
音声通信ｃｈが２のもの
音声通信ｃｈが３のもの
音声通信ｃｈが４のもの
② タイプⅡのもの
品目
100Mb/s

プラン
プラン１
プラン２
プラン３
プラン４
300Mb/s
プラン１
プラン２
プラン３
プラン４
1Gb/s
プラン１
プラン２
プラン３
プラン４
③ タイプⅢのもの
ａ 音声通信に係るもの
区
分
音声通信ｃｈが１のもの
音声通信ｃｈが２のもの
音声通信ｃｈが３のもの
音声通信ｃｈが４のもの
音声通信ｃｈが５のもの
音声通信ｃｈが６のもの
音声通信ｃｈが７のもの
音声通信ｃｈが８のもの
ｂ データ通信に係るもの
品目
100Mb/s

プラン
プラン１
プラン２

１ａｕひかりビジネス接続回線ごとに月額
料
金
額
税抜価格２，８００円
税抜価格２，８００円
税抜価格５，８００円
税抜価格５，８００円
１ａｕひかりビジネス接続回線ごとに月額
料
金
額
税抜価格６，４００円
税抜価格２４，０００円
税抜価格３９，９００円
税抜価格５５，０００円
税抜価格６，４００円
税抜価格２４，０００円
税抜価格３９，９００円
税抜価格５５，０００円
税抜価格１５，０００円
税抜価格２４，０００円
税抜価格３９，９００円
税抜価格５５，０００円

１ａｕひかりビジネス接続回線ごとに月額
料
金
額
税抜価格１，１００円
税抜価格１，１００円
税抜価格１，１００円
税抜価格１，５００円
税抜価格１，９００円
税抜価格２，３００円
税抜価格２，７００円
税抜価格３，１００円
１ａｕひかりビジネス接続回線ごとに月額
料
金
額
税抜価格６，４００円
税抜価格２４，０００円
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300Mb/s

1Gb/s

プラン３
プラン４
プラン１
プラン２
プラン３
プラン４
プラン０
プラン１
プラン２
プラン３
プラン４

税抜価格３９，９００円
税抜価格５５，０００円
税抜価格６，４００円
税抜価格２４，０００円
税抜価格３９，９００円
税抜価格５５，０００円
税抜価格６，６００円
税抜価格１５，０００円
税抜価格２４，０００円
税抜価格３９，９００円
税抜価格５５，０００円

（イ）クラス２に係る加算額
区
定額利用料

分

１ａｕひかりビジネス接続回線ごとに月額
料
金
額
税抜価格３，０００円

-64-

イ 利用料
（ア）（イ）以外のもの
① ②、③、④、⑤及び⑥以外のもの
金
額
（３分までごとに）
利用料
税抜価格８．０円
② 携帯電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
ａ ｂ以外のもの
料
金
額
区
分
（６０秒までごとに）
利用料
税抜価格１６．０円
ｂ ａｕ約款に定める移動無線装置等（当社が別に定める電気通信設備を含み
ます。）への音声通信に係るもの
料
金
額
区
分
（６０秒までごとに）
利用料
税抜価格１５．５円
③ ＰＨＳ事業者に係る加入電話等設備へのもの
区
分
料
金
額
利用料
１の通信ごとに
税抜価格１０．０円
上欄に定める利用料の
６０秒までごとに税抜価格１０．０円
ほか
④ 削除
⑤ 別記16（３）に定める電気通信番号に係るもの
料
金
額
区
分
（６０秒までごとに）
利用料
税抜価格８．０円
⑥ 番号規則第9条第1項第4号に定める電気通信番号に係るもの
区
分
料
金
額
利用料
１の通信ごとに
税抜価格４０．０円
上欄に定める利用料の
４０秒までごとに税抜価格１０．０円
ほか
（イ）外国との音声通信に係るもの
① 自動音声通信（外国への発信に係るものに限ります。）
１分までごとに
区
分
料
金
額
アジア１
３０円
アジア２
３５円
アジア３
４５円
アジア４
５０円
アジア５
５５円
アジア６
６０円
アジア７
６２円
アジア８
７０円
区

料

分
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アジア９
アジア１０
アジア１１
アジア１２
アジア１３
アジア１４
アジア１５
アジア１６
アジア１７
アジア１８
アジア１９
アジア２０
アジア２１
アフリカ１
アフリカ２
アフリカ３
アフリカ４
アフリカ５
アフリカ６
アフリカ７
アフリカ８
アフリカ９
アフリカ１０
アフリカ１１
アフリカ１２
アフリカ１３
アフリカ１４
アフリカ１５
アフリカ１６
アフリカ１７
アフリカ１８
アフリカ１９
アメリカ１
アメリカ２
アメリカ３
アメリカ４
アメリカ５
アメリカ６
アメリカ７
アメリカ８
アメリカ９
アメリカ１０
アメリカ１１

７５円
８０円
８５円
９０円
１０５円
１０６円
１１０円
１１２円
１２６円
１２９円
１４０円
１６０円
２２５円
４５円
５０円
５５円
７０円
７５円
８０円
１１０円
１１５円
１２０円
１２５円
１２７円
１５０円
１６０円
１７５円
２００円
２５０円
１８０円
１２８円
２５７円
９円
１０円
２０円
３０円
３５円
４０円
４５円
５０円
５５円
６０円
６５円
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アメリカ１２
アメリカ１３
アメリカ１４
アメリカ１５
アメリカ１６
アメリカ１７
アメリカ１８
オセアニア１
オセアニア２
オセアニア３
オセアニア４
オセアニア５
オセアニア６
オセアニア７
オセアニア８
オセアニア９
オセアニア１０
オセアニア１１
オセアニア１２
オセアニア１３
オセアニア１４
ヨーロッパ１
ヨーロッパ２
ヨーロッパ３
ヨーロッパ４
ヨーロッパ５
ヨーロッパ６
ヨーロッパ７
ヨーロッパ８
ヨーロッパ９
ヨーロッパ１０
ヨーロッパ１１
ヨーロッパ１２
ヨーロッパ１３
ヨーロッパ１４
ヨーロッパ１５
ヨーロッパ１６
ヨーロッパ１７
ヨーロッパ１８
ヨーロッパ１９
ヨーロッパ２０
ヨーロッパ２１
特定衛星端末１

７０円
７５円
８０円
１１２円
１９０円
１１３円
１１５円
２０円
９円
２５円
３０円
５０円
７９円
８０円
１００円
１０５円
１１０円
１２０円
１５５円
１５９円
１６０円
２０円
２５円
３０円
３５円
４０円
４１円
４５円
５０円
６０円
７０円
７５円
８０円
９０円
９１円
１００円
１０１円
１１０円
１２０円
１４０円
２０２円
１０２円
２７３円
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特定衛星端末２
３７８円
特定衛星端末６
２０９円
特定衛星端末７
６８６円
備考 各区分における取扱地域等は、別表１に定めるところによります。
（注）外国へ発信する音声通信（その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件とし
て行われる通信に限ります。）の料金は、着信側事業者の定めるところによります。
②
区

非自動音声通信に係るもの
分

料
金
最初の３分まで
２，１６０円

額
超過１分までごとに
４６０円

非自動音声通信
備考
１ 非自動音声通信における取扱地域等は、別表１に定めるところによります。
２ 第２種本邦着信音声通信の利用料は、当社の電話サービス等契約約款に規定するカテ
ゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約に係る第２種本邦着信通話等の通話料と同額と
します。
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第２
１

ア 電気通信番号追加サービス

付加機能利用料
適用
付加機能利用料の適用については、第51条（定額利用料の支払義務）及び第53条（
利用料の支払義務）の規定によります。
２ 料金額
区
分
単
位
料 金 額
本サービスの利用を請求したａｕひかりビジネ
１電気通信番号
税抜価格 100円
ス契約者に係る電気通信番号の追加を行うもの
ごとに月額
備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者（タイプⅠ又はタイプⅢの一般
考
ａｕひかりビジネスサービスに係る者に限ります。以下この表において同じと
します。）及び特別ａｕひかりビジネス契約者に限り提供します。
（イ）本サービスに係る付加機能利用料は、本サービスに係る料金月の末日時点での
電気通信番号数（本サービスに係るものに限ります。）について適用します。
（ウ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。

イ 代表サービス

一般ａｕひかりビジネス契約者が指定した電気
－
－
通信番号に着信があった場合に、通信中でない
いずれか１の音声通信ｃｈに着信することがで
きるもの
備 （ア）サービスの利用をしている一般ａｕひかりビジネス契約者は、この表のウ欄
考
に規定する番号情報送出サービスⅠを利用することができません。
（イ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。

ウ 番号情報送出サービスⅠ

電気通信番号に着信があった場合に、本サービ
－
－
スの利用を請求した一般ａｕひかりビジネス契
約者があらかじめ指定した追加番号の情報を、
そのａｕひかりビジネス接続回線に接続される
端末設備又は自営電気通信設備に送出するもの
備 （ア）本サービスの利用の請求をした一般ａｕひかりビジネス契約者は、当社が別
考
に定めるところにより、あらかじめ、追加番号を指定していただきます。
（イ）本サービスの利用の請求をした一般ａｕひかりビジネス契約者は、代表サー
ビスを利用することはできません。
（ウ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
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エ

備考

発信電気通信番号非通知サービス

本サービスの利用の請求をした一般ａｕひかり
－
－
ビジネス契約者に係るａｕひかりビジネス接続
回線から行う音声通信（当社が別に定める方法
により行う音声通信を除きます。）について、
その一般ａｕひかりビジネス契約に係る電気通
信番号を着信先へ通知しないようにするもの
（ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者に限り提供します。
（イ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。

オ
発信電気通信番号表示サービス

本サービスの利用の請求をした一般ａｕひかり １ａｕひかりビジ
税抜価格 400円
ビジネス契約者がその一般ａｕひかりビジネス
ネス接続回線ご
契約に係るａｕひかりビジネス接続回線へ通知
とに月額
される発信電気通信番号を表示することができ
るもの
備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者（以下この欄において「発信
考
電気通信番号表示サービス利用者」といいます。）に限り提供します。
（イ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
（ウ）当社は、本サービスを利用している発信電気通信番号表示サービス利用者か
ら請求があったときは、以下この表のカ欄に掲げる追加機能を提供します。
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カ
発信電気通信番号通知要請サービス

一般ａｕひかりビジネス契約に係るａｕひかり
１ａｕひかりビジ
税抜価格 200円
ビジネス接続回線へ発信電気通信番号が通知さ
ネス接続回線ご
れない通信に対して、その発信電気通信番号を
とに月額
通知してかけ直してほしい旨の案内により自動
的に応答するもの
備 （ア）本サービスは、発信電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します。
考 （イ）当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動
的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打
ち切ります。
（ウ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。

キ
特定音声通信発信規制サービス

本サービスの利用の請求をした一般ａｕひかり
－
－
ビジネス契約者がその一般ａｕひかりビジネス
契約に係るａｕひかりビジネス接続回線から発
信する、当社が別に定める音声通信を行うこと
ができないようにするもの
備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者に限り提供します。
考 （イ）当社は、その一般ａｕひかりビジネス契約に係る電気通信番号が変更となっ
た場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。
（ウ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
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ク
特定通信着信規制サービス

本サービスの利用の請求をした一般ａｕひかり １ａｕひかりビジ
税抜価格 500円
ビジネス契約者があらかじめ指定した特定の電
ネス接続回線ご
気通信番号からの着信に対して、お断りする旨
とに月額
の案内により自動的に応答するもの
備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者に限り提供します。
考 （イ）当社は、その一般ａｕひかりビジネス契約に係る電気通信番号が変更となっ
た場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。
（ウ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。

ケ 番号変換サ ー ビ ス

本サービスの提供を受ける一般ａｕひかりビジ
ネス契約者がその一般ａｕひかりビジネス契約
に係るａｕひかりビジネス接続回線からの音声
通信の発信時に、次の機能により番号変換を行
うことができるもの
オ そのａｕひかりビジネス接続回線からの音
ン 声通信の発信時に、内線番号（通常のダイ
ネ ヤル方法における接続先の電気通信番号に
ッ 代わる短桁の番号（当社が別に定める基準
ト に適合するものに限ります。）であって、
機 あらかじめ当社の電気通信設備に登録され
能 ているものをいいます。以下同じとします
。）のダイヤルがあった場合に、当社の電
気通信設備により、通常の電気通信番号に
変換し、その通常の電気通信番号に対応す
るユーザグループ構成回線（そのａｕひか
りビジネス接続回線が所属するユーザグル
ープ（次表に規定するユーザグループタイ
プ１又はユーザグループタイプ２をいいま
す。以下同じとします。）を構成する特定
回線（当社が別に定める電気通信回線をい
います。以下同じとします。）をいいます
。以下同じとします。）に接続することが
できるようにする機能
（注）「当社が別に定める電気通信回線」
とは、別表２に定める電気通信回線と
します。
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ユーザグル
ープの種別

内

容

ユーザグル
ープタイプ
１（固定回
線プランに
係るもの）
ユーザグル
ープタイプ
２（ＦＭＣ
プランに係
るもの）

内線番号により相互に音声
通信の発信が可能な特定回
線（ａｕ契約者回線以外の
ものに限ります。）によっ
て構成される回線群
内線番号により相互に音声
通信の発信が可能な特定回
線によって構成される回線
群（２以上のａｕ契約者回
線が含まれるものに限りま
す。）
サ そのａｕひかりビジネス接続回線から内線
ブ 番号のダイヤルがあった場合に、当社の電
ネ 気通信設備により通常の電気通信番号に変
ッ 換し、その通常の電気通信番号に対応する
ト ユーザグループ構成回線以外の加入電話等
機 設備又は本邦外に係る電気通信回線に接続
能 する機能
（ア）ＣＵＧ定額利用料

１のユーザグ
税抜価格 2,000 円
ループごとに
月額
（イ）オンネット機能定額利用料
１の音声通信
税抜価格 400 円
ｃｈ（オンネ
ット機能によ
る番号変換に
係るものに限
ります。）ご
とに月額
（ウ）サブネット機能定額利用料
－
－
備 （ア）サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者（以下この欄において「番号変
考
換サービス利用者」といいます。）に限り提供します。
（イ）本サービスの利用の請求をする番号変換サービス利用者は、１のユーザグル
ープ、内線番号として登録する短桁の番号及びその他当社が指定する事項を指
定して、当社に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たにユーザグループを構成する申出である
ときは、そのユーザグループについて、ユーザグループの種別及び１のユーザ
グループ代表回線（そのユーザグループを代表する１のユーザグループ構成回
線をいいます。以下同じとします。）を指定していただきます。
（ウ）当社は、（イ）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。
① そのａｕひかりビジネス接続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。
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② 指定したユーザグループがユーザグループタイプ１のときは、そのユーザ
グループ構成回線の数が１以上でないとき又はそのユーザグループにａｕ契
約者回線が含まれるとき。
③ 指定したユーザグループがユーザグループタイプ２のときは、そのａｕひ
かりビジネス接続回線に係る契約者名義が、そのユーザグループの他のユー
ザグループ構成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。）又はそのユーザグループに２以上のａｕ契約
者回線が含まれないとき。
④ 指定したユーザグループに係るユーザグループ代表者（当社又は沖縄セル
ラー電話株式会社とユーザグループ代表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。）から承認が得られないとき。
⑤ その番号変換サービス利用者が、この約款に定め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。
⑥ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユ
ーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要するこ
ととされた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。
⑦ そのａｕひかりビジネス接続回線について、接続休止が行われているとき
。
⑧ その申出の内容に不備があるとき。
⑨ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
（エ）当社は、本サービスの提供を受けているａｕひかりビジネス接続回線について
、その番号変換サービス利用者から本サービスの提供を廃止する申出があった
場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、本サービスの提供
を廃止します。
① 番号変換サービス利用者の地位の承継があったとき。
② 一般ａｕひかりビジネス契約の解除があったとき。
③ （ウ）の①から⑨までのいずれかに該当することとなったとき。
④ このケ欄の規定に反し、又は反することとなるとき。
（オ）ユーザグループ代表回線を変更したとき、又はユーザグループ代表回線につい
て本サービス（そのユーザグループ代表回線が当社の他の契約約款（ａｕ約款を
除きます。）に規定する特定回線であるときは同契約約款に定める番号変換サー
ビス、そのユーザグループ代表回線がａｕ契約者回線であるときはそのａｕ約款
に定める番号変換機能をいいます。）の廃止があったときは。そのユーザグルー
プ構成回線のうちいずれか１のものをユーザグループ代表回線として指定してい
ただきます。
（カ）番号変換サービス利用者は、当社が別に定める方法により所属するユーザグル
ープ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項の変更の請
求をすることができます。この場合、当社は、その請求の承諾について、（ウ）
の規定に準じて取扱います。
（キ）（オ）又は（カ）の場合において、変更後のユーザグループ、内線番号、ユー
ザグループ代表回線その他当社が指定する事項は、その請求を当社が承諾した日
から適用します。
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（ク）番号変換サービス利用者は、第51条（定額利用料の支払義務）第１項の規定に
かかわらず、その番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその
番号変換サービスの提供の廃止があった日までの期間について、その料金月の末
日（その料金月中に番号変換サービスの廃止（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
日とします。以下この欄において同じとします。）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に係るＣＵＧ定額利用料の支払いを要します
。
ただし、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止
又はａｕひかりビジネス接続回線に係る一般ａｕひかりビジネス契約の解除があ
った日が同一の日である場合（その日にその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となる場合を除きます。）はその支払いを要しないものとし
ます。
（ケ）番号変換サービス利用者は、第51条（定額利用料の支払義務）第１項の規定に
かかわらず、番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号
変換サービスの廃止があった日までの期間について、そのａｕひかりビジネス接
続回線に係る音声通信ｃｈについて、オンネット機能に係る登録を受けている場
合、その登録日数に応じてオンネット機能定額利用料の支払いを要するものとし
ます。
ただし、料金月の初日以外の日に、番号変換サービスの提供を開始し、かつそ
の日に番号変換サービスの提供の廃止があったときは、その支払いを要しません
。
（コ）番号変換サービス利用者は、その料金月の末日においてユーザグループ代表者
である場合、所属するユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構
成回線に係る他の契約約款（当社又は沖縄セルラー電話株式会社の契約約款をい
います。）の規定に基づき、ユーザグループ代表者が請求を受けることとなっ
た料金その他の債務を支払っていただきます。
ただし、その料金月の末日において、ユーザグループ代表回線が指定されてい
ないときは、ユーザグループ構成回線に係る契約を締結している全ての者が連帯
してその支払いを要するものとします。
（サ）（コ）に定めるほか、番号変換サービス利用者は、ａｕ約款に定める番号変換
文字メッセージ受信機能の規定に基づき、請求を受けることとなった料金その他
の債務を支払っていただきます。
（シ）技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、内線番号を変更して
いただくことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、そのことを番号変換
サービス利用者にお知らせします。
（ス）当社は、番号変換サービス利用者から請求があったときは、以下この表のコ欄
及びセ欄に掲げる追加サービスを提供します。
（セ）本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに
よります。
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コ 番号情報送出サービスⅡ
サ
番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ サービス

本サービスの利用の請求をした番号変換サービス １の内線番号
税抜価格 2,000円
利用者に係るａｕひかりビジネス接続回線から内 ごとに月額
線番号及び追加番号（以下「内線番号等」といい
ます 。）をダイヤルして行われる音声通信が当
社若しくは協定事業者の総合ディジタル通信サー
ビスに係る電気通信回線又は当社が別に定める電
気通信回線に着信した場合に、その内線番号等の
情報を、その電気通信回線に接続される当社が別
に定める端末設備又は自営電気通信設備に送出す
るもの
備 （ア）本サービスは、番号変換サービス利用者（以下この欄において「番号情報送出
考
サービスⅡ利用者」といいます。）に限り提供します。
（イ）追加番号の指定方法等は、当社が別に定めるところによります。
（ウ）当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提供
を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者のほか、そのユーザグループに係るユー
ザグループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービス
の提供を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者は、当該料金その他債務に係る支
払義務を免れるものではありません。
この機能を利用するａｕひかりビジネス契約者
－
－
の電気通信番号において、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気通信事
業法第33条第２項及び第７項に基づく指定電気
通信設備との接続に関する契約約款に規定する
一般番号ポータビリティを利用することができ
るようにするもの
備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者及び特別ａｕひかりビジネス契
考
約者に限り提供します。
（イ）当社は、ａｕひかりビジネス契約者がａｕひかりビジネス接続回線の終端の場
所を変更した場合には、この機能を廃止します。
（ウ）協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合
には、当社は、この機能の提供を行わない場合があります。
（エ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
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シ 着信転送サービス
フ リ ー コ ー ル 番 号 通 知 サービス

タイプⅠ

ス

一般ａｕひかりビジネス契約に係るａｕひかり １ａｕひかりビ
税抜価格 1,000円
ビジネス接続回線に着信する音声通信を、自動 ジネス接続回線
的に他の契約者回線等（当社が別に定めるもの ごとに月額
に限ります。以下この欄において同じとします
。）に転送することができるもの
備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者に限り提供します。
考 （イ）発信電気通信番号通知要請サービスが適用されている場合は、その処理が本
サービスの処理より優先され、バックアップ転送サービスが適用されている場
合は、その処理が本サービスの処理より優先されることがあります。
（ウ）本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用してい
るａｕひかりビジネス接続回線への音声通信と本サービスを利用しているａｕ
ひかりビジネス接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の２の音声通
信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音
声通信が利用できる状態となった時刻に双方の音声通信が利用できる状態にな
ったものとして測定することとします。
（エ）本サービスを利用する場合において、転送が２回以上にわたる等通常と異な
る利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。
（オ）本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されるこ
とがあります。
（カ）当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間
違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合
であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。
（キ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
（ク）当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いませ
ん。
本サービスの利用の請求をした一般ａｕひ
1ａｕひかりビジ
税抜価格 100円
かりビジネス契約者に係るａｕひかりビジ
ネス接続回線ごと
ネス接続回線から行う音声通信について、
に月額
その一般ａｕひかりビジネス契約に係る電
気通信番号に替えて、当該契約者が利用す
るフリーコールサービスⅡ（当社の電話サ
ービス等契約約款に規定するフリーコール
サービスⅡをいいます。以下同じとします
。）の電気通信番号を、着信先の当社の電
気通信回線又は着信先の電気通信回線に係
る相互接続点へ通知するもの
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タイプⅡ

セ
番 号 情 報 送 出 サービスⅢ

本サービスの利用の請求をした一般ａｕひ
フリーコールサー 税抜価格 100円
かりビジネス契約者に係るａｕひかりビジ
ビスⅡの１電気通
ネス接続回線から行う音声通信の度ごとに
信番号ごとに月額
、その一般ａｕひかりビジネス契約に係る
電気通信番号に替えて、当該契約者が指定
した電気通信番号（当該契約者に係るフリ
ーコールサービスⅡの電気通信番号であっ
て、あらかじめ登録したものに限ります。
）を、着信先の当社の電気通信回線又は着
信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通
知するもの
備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者に限り提供します。
考 （イ）本サービスは、フリーコールサービスⅡを利用しており、そのメンバーズコ
ードにより音声通信の着信が可能な一般ａｕひかりビジネス契約者に限り提供
します。
（ウ）本サービスは、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（
110、118又は119に限ります。）をダイヤルして行う音声通信その他当社が別
に定める方法により行う音声通信には適用されません。
（エ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
本サービスの利用の請求をした番号情報送出サ
１の内線番号
税抜価格 2,000 円
ービスⅡ利用者に係るａｕひかりビジネス接続
ごとに月額
回線から内線番号等をダイヤルして行われる音
声通信が、当社が電話サービス等契約約款で規
定するＶネットサービスに係る電気通信回線に
着信した場合に、その内線番号等の情報を、そ
の電気通信回線に接続される当社が別に定める
端末設備又は自営電気通信設備に送出するもの

備 （ア）本サービスは、番号変換サービスと番号情報送出サービスⅡの両方を利用して
考
いる場合に限り提供します。
（イ）当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提
供を受ける番号変換サービス利用者のほか、そのユーザグループに係るユーザ
グループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービス
の提供を受ける番号変換サービス利用者は、当該料金その他債務に係る支払義
務を免れるものではありません。
（ウ）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
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ソ
バックアップ転送サービス

一般ａｕひかりビジネス契約に係るａｕひかり
ビジネス接続回線に着信する音声通信を、電気
通信設備の故障又はその他の事由により当該ａ
ｕひかりビジネス接続回線が正常に使用できな
い状態にあると当社が判断した場合に、あらか
じめ設定した他の契約者回線等（当社が別に定
めるものに限ります。以下この欄において同じ
とします。）へ転送することができる機能

１ａｕひかりビ
ジネス接続回線
ごとに月額

税抜価格 1,000円

備 （ア）本サービスは、一般ａｕひかりビジネス契約者に限り提供します。
考（イ）発信電気通信番号通知要請サービスが適用されている場合は、その処理が本サ
ービスの処理より優先され、着信転送サービスが適用されている場合は、その処
理が本サービスの処理より優先されることがあります。
（ウ）本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用している
ａｕひかりビジネス接続回線への音声通信と、本サービスを利用しているａｕひ
かりビジネス接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の２の音声通信と
して取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信
が利用できる状態となった時刻に双方の音声通信が利用できる状態になったもの
として測定することとします。
（エ）本サービスを利用する場合において、転送が２回以上にわたる等通常と異なる
利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。
（オ）本サービスにおいて、技術的にやむを得ない事由により、当該ａｕひかりビジ
ネス接続回線が正常に使用できない状態であるか否かの判断を正しく行えないこ
とがあります。
（カ）本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されること
があります。
（キ）当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違
い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であ
って当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。
（ク）本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
（ケ）当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません
。
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第３
１

ユニバーサルサービス料
適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第52条（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。
区
分
内
容
（１）ユニバーサ ア ユニバーサルサービス料は、1の一般ａｕひかりビジネスサービス
ルサービス料
に係る電気通信番号ごとに適用します。
の適用
イ ユニバーサルサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、暦月
末日に利用されている電気通信番号に適用します。
（２）料金月の期 ア ユニバーサルサービス料の日割は行いません。
間中に契約開 イ 暦月の末日に契約の解除若しくは接続休止又は付加機能の解除が
始・契約解除
あったとき、解除若しくは接続休止の電気通信番号はユニバーサル
があった場合
サービス料を適用しません。
の料金の適用
２

料金額
区
分
ユニバーサルサービス料

単
位
1の電気通信番号ごとに月額
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料

金
額
税抜価格2円

第４ 工事費
１ ａｕひかりビジネスサービスに係るもの
（１）適用
ａｕひかりビジネスサービスに係る工事費の適用については、第54条（工事費の
支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。
工
事
費
の
適
用
ア 回線工事費の
回線工事費は、ａｕひかりビジネス接続回線の新設又は移転（同一の
適用
構内で設置場所の変更を行う場合を除きます。）を行う場合に適用し
ます。
イ 電気通信番号
電気通信番号の変更に係る工事費は、電気通信番号の変更を行う場合
の変更に係る工
に適用します。
事費の適用
ウ 回線工事費分
（ア）当社は、一般ａｕひかりビジネス契約者（タイプⅠ、タイプⅡ
割支払いの適用
又はタイプⅢの一般ａｕひかりビジネスサービスに係る者に限り
ます。）から請求があった場合は、そのａｕひかりビジネス接続
回線に係る回線工事費について、24回に分割して請求する取扱い
（以下「分割支払い」といいます。）を行います。
（注１）（ア）に規定する回線工事費は、税抜価格とします。
（注２）分割支払いに係る回線工事費（以下この欄において「分割
支払金」といいます。）の支払い方法については、料金表通
則第10項及び第11項に準じて取り扱います。
（イ）当社は、（ア）の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払
いを承諾しないことがあります。
① 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り
、又は怠るおそれがあるとき。
② 分割支払いの請求をした者がそのａｕひかりビジネスサービ
スの料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要す
ることとなったａｕひかりビジネスサービスの料金、工事に関
する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。）の支払
いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
③ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
④ その他当社が不適当と判断したとき。
（ウ）（ア）に定める分割支払いが終了するまでの間において、その
一般ａｕひかりビジネス契約者から請求があった場合は、分割支
払いの適用を廃止します。この場合において、一般ａｕひかりビ
ジネス契約者はそのａｕひかりビジネス接続回線に係る回線工事
費と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して
当社が定める期日までに支払っていただきます。
（エ）当社は、分割支払金の計算において、その計算結果に税抜価格
１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り下げます。
（オ）分割支払いに係る一般ａｕひかりビジネス契約者は、次のいず
れかの事由に該当したときは、当然に残余の分割支払いに関する
債務について、期限の利益を失うものとし、そのａｕひかりビジ
ネス接続回線に係る回線工事費と既に当社に支払われた分割支払
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金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきま
す。
① 分割支払いに係るａｕひかりビジネス接続回線について、そ
の一般ａｕひかりビジネス契約の解除があったとき。
② 次のいずれかに該当する場合であって、一般ａｕひかりビジ
ネス契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が
認めたとき。
ａ 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般
の支払いを停止したとき。
ｂ 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を
受けたとき。
ｃ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産
処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申し立て
をしたとき。
（２）工事費の額
区
分
ア 回線工事費
（ア）タイプⅠ又はタイプⅢのもの
（イ）タイプⅡのもの
イ 電気通信番号の変更に係る工事費

単

位

１ａｕひかりビジネス
接続回線ごとに
１ａｕひかりビジネス
接続回線ごとに
１電気通信番号ごとに

工

事

費

の

額

税抜価格

39,600円

税抜価格

30,000円

税抜価格

1,000円

２ 付加機能に係るもの
（１）適用
付加機能に係る工事費の適用については、第54条（工事費の支払義務）の規定に
よります。
（２）工事費の額
区
分
単
位
工 事 費 の 額
ア 削除
削除
削除
イ 削除
削除
削除
ウ 削除
削除
削除
エ 削除
削除
削除
オ 削除
削除
削除
カ 削除
削除
削除
キ 番号変換サービス
（ア）ユーザグループの設定に関する
１工事ごとに
税抜価格 10,000円
工事
（イ）オンネット機能に係る内線番号
１内線番号ごとに
税抜価格 1,000円
の設定又は変更に関する工事
（ウ）サブネット機能に係る内線番号
１内線番号ごとに
税抜価格 300円
の設定に関する工事
ク 削除
削除
削除
ケ 削除
削除
削除
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コ 削除
サ 番号情報送出サービスⅢ
利用の開始に関する工事

削除
１ユーザーグループご
とに

削除
税抜価格 10,000円

備考
１ 番号変換サービスに係るユーザグループの設定に関する工事に係る工事費については、
第54条の規定にかかわらず、その料金月の末日（その料金月中に番号変換サービスの廃止
（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、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。）において、
そのユーザグループに係るユーザグループ代表者である場合に限り支払いを要するものと
します。
２ 番号変換サービスに係る内線番号の設定又は変更に関する工事に係る工事費については
、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止があった日が同一
の日である場合は、その支払いを要しないものとします。
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第５
１

相互接続番号案内料
適用
相互接続番号案内料の適用については、第73条（相互接続番号案内）及び第74条（
相互接続番号案内料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。
区
分
内
容
（１）相互接続番 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを
号案内料の設 合わせて、当社が設定するものとします。
定
（２）相互接続番 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支
号案内料の免 払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の
除等の取 扱
規定に準じて取り扱います。
い
（３）その他の取 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じ
扱い
て取り扱います。
２

料金額
区
相互接続番号案内料

分

単
位
１電気通信番号ごとに
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料 金 額
税抜価格 200 円

第６ 附帯サービスに関する料金等
１ 重複掲載料
（１）適用
重複掲載料の適用については、別記９（電話帳の重複掲載）の規定のとおりとし
ます。
（２）料金額
区
分
単
位
料
金
額
重複掲載料
１掲載ごとに年額
税抜価格 500円
２ 音声通信明細の発行料
（１）適用
音声通信明細の発行料の適用については、別記17（音声通信明細の発行）の規定
のとおりとします。
（２）料金額
区
分
単
位
料
金
額
発行料
１発行ごとに
税抜価格 500円
（３）工事に関する費用の額
区
分
単
位
工
事
費
利用の開始に係る工事
１ａｕひかりビジネス接続回
税抜価格 1,000円
線ごとに
３ ドメイン及びＩＰアドレスに関する手数料
（１）適用
ドメイン及びＩＰアドレスに関する手数料の適用については、別記18（ＩＰアド
レス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等）の規定によるほか、次のとおりと
します。
区
分
内
容
手数料の適用
ア ＪＰＮＩＣが割り当てるＩＰアドレスについては、ａｕひか
りビジネス契約者に限り、そのＩＰアドレスの申請手続きの代
行等を行います。
イ 一般トップレベルドメイン名（ＪＰＲＳが割り当てるドメイ
ン名以外のドメイン名であって、当社が別に定めるドメイン名
をいいます。以下同じとします。）については、そのドメイン
名の申請手続きの代行等は行ないません。
ウ ＪＰＲＳが割り当てる汎用ＪＰドメイン名を変更することは
できません。
エ 当社は、ドメイン名維持管理料については、日割は行いませ
ん。
（２）料金額
ア ＪＰＮＩＣが割り当てるＩＰアドレス（バージョン４のものに限ります。）に
係るもの
区
分
単
位
手数料の額
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ＩＰアドレスの割当てに係るもの
① ＩＰアドレスの数が２５５ １の申請ごとに
税抜価格 6,000円
個までのもの
税抜価格 10,000円
② ＩＰアドレスの数が２５５ １の申請ごとに
個を超えるもの
備考 ＩＰアドレスについて割当てと同時に返却を行う場合であって、その割り当てるＩ
Ｐアドレスの数が返却するＩＰアドレスの数を超えないときは、ＩＰアドレスの割り当
てに係る申請手数料は、上表に規定する額にかかわらず、１の申請ごとに税抜価格1,000
円とします。
イ ＪＰＮＩＣが割り当てるＩＰアドレス（バージョン６のものに限ります。）に
係るもの
区
分
単
位
手数料の額
申請手数料
１の申請ごとに
税抜価格 1,000円
ウ ＪＰＲＳが割り当てるドメイン名に係るもの
（ア）申請手数料
区
分
単
位
手数料の額
ドメイン名の割当てに係るもの
１ドメイン名ごとに
税抜価格 6,000 円
ドメイン名の変更又は移転に係る
税抜価格 30,000 円
１ドメイン名ごとに
もの
指定事業者（ＪＰＲＳが定める指
税抜価格 3,000 円
定事業者をいいます。）の変更に １ドメイン名ごとに
係るもの
（イ）ドメイン名維持管理料
区
分
単
位
手数料の額
ドメイン名維持管理料
１ドメイン名ごとに年額
税抜価格 3,600 円
４ 端末設備に係る料金
（１）適用
端末設備に係る料金については、別記20（端末設備の提供）の規定によるほか、
次のとおりとします。
区
分
内
容
ア 音声通信アダ
（ア）当社は、当社が別に定めるところにより、音声通信アダプタ（
プタの提供
符号化・復号化装置及びプロトコル変換装置をいいます。以下同
じとします。）を提供します。
（イ）音声通信アダプタの提供を受ける一般ａｕひかりビジネス契約
者は、善良な管理者の注意をもって当該音声通信アダプタを保管
していただきます。
（ウ）一般ａｕひかりビジネス契約者は、当該音声通信アダプタに故
意又は重大な過失その他通常の使用を超えるような使用による損
耗等が生じた場合、又は一般ａｕひかりビジネス契約の解除から
当社が別に定める期間内に当該音声通信アダプタの返還がないと
きは、（エ）に定める音声通信アダプタに係る賠償金の支払いを
要します。
（エ）音声通信アダプタに係る賠償金の額は、１装置ごとに税抜価格
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イ 音声通信アダ
プタの月額料金
の日割

ウ 音声通信アダ
プタの最低利用
期間

25,000円とします。
（オ）音声通信アダプタの利用に係る細目事項は、当社が別に定め
るところによります。
当社は、次の場合には、音声通信アダプタの月額料金をその利用日
数に応じて日割します。
（ア）料金月の初日以外の日に音声通信アダプタの提供を開始した
とき。
（イ）料金月の初日以外の日に契約の解除又は音声通信アダプタの
廃止があったとき。
（ウ）（ア）及び（イ）の場合を除いて、料金月の初日以外の日に
月額料金の額が増加又は減少したとき（この場合において、
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。）。
（エ）料金月の初日に音声通信アダプタの提供を開始し、その日に
その契約の解除又は音声通信アダプタのの廃止があったとき
。
（オ）起算日の変更があったとき。
（ア）音声通信アダプタについては、最低利用期間があります。
（イ）（ア）の最低利用期間は、当社が音声通信アダプタの提供を開
始した日から起算して１年間とします。
（ウ）一般ａｕひかりビジネス契約者は、最低利用期間内に音声通信
アダプタの廃止があった場合には、音声通信アダプタの月額利用
料の額に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当額を加算し
た額を、当社が別に定める期日までに、一括して支払っていただ
きます。
ただし、その一般ａｕひかりビジネス契約者が移設若しくは移
転することを目的として音声通信アダプタの廃止と同時に移設先
若しくは移転先にて同一区分の音声通信アダプタの利用の申込を
する場合又はその一般ａｕひかりビジネス契約者の責めによらな
い理由により発生した事態に対処するための措置として行われた
ものであるときは、この限りでありません。

（２）料金額
ア 音声通信アダプタに係る月額利用料
区
分
単
位
料
金
額
（ア）１台のとき
１のａｕひかりビジネス契
税抜価格 700円
約ごとに月額
（イ）２台のとき
１のａｕひかりビジネス契
税抜価格 1,200円
約ごとに月額
備考
１ １の音声通信アダプタごとに設定できる音声通信ｃｈの数は、４までとします。
２ 当社が１のａｕひかりビジネス契約ごとに提供する音声通信アダプタの数は、２まで
とします。
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５ 端末設備の工事に関する費用
（１）適用
端末設備の工事に関する費用については、別記20（端末設備の提供）の規定によ
るほか次のとおりとします。
区
分
内
容
音声通信アダプタ
音声通信アダプタに係る工事費は、当社が提供する音声通信アダプ
に係る工事費の適
タの設定変更等（設定若しくは種類の変更等又は撤去をいいます
用
。以下同じとします。）の工事を要する場合に適用します。
（２）工事費の額
ア 音声通信アダプタに係る工事費の額
区
分
単
位
工事費の額
設定変更等に関する工事
１工事ごとに
税抜価格 8,000円
６ 支払証明書の発行手数料
（１）適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記21（支払証明書の発行）の規定
によるほか、次のとおりとします。
内
容
支払証明書の発行手
ａｕひかりビジネス契約者は、（２）料金額の規定にかかわらず
数料の適用
、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請
求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しま
せん。
（２）料金額
区
分
単
位
料
金
額
支払証明書発行手数
支払証明書の発行１回ごとに
税抜価格 400 円
料
備考
支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が
必要な場合があります。
７ 同一番号の移転調査料
（１）適用
同一番号の移転調査料の適用については、別記22（同一番号の移転調査）の規定
のとおりとします。
（２）料金額
区
分
単
位
料
金
額
同一番号の移転調査
料

１電気通信番号ごとに
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税抜価格 1,000 円

別表１ 外国との音声通信に係る取扱地域等
１ 自動音声通信
区
分
取 扱 地 域
アジア１
イスラエル国、シンガポール共和国、台湾、大韓民国、中華人民共
和国（香港及びマカオを除きます。）、香港、マレーシア
アジア２
フィリピン共和国
アジア３
インドネシア共和国、キプロス共和国、タイ王国
アジア４
アラブ首長国連邦
アジア５
マカオ
アジア６
モンゴル国
アジア７
ブルネイ・ダルサラーム国
アジア８
パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータ
ン王国
アジア９
スリランカ民主社会主義共和国
アジア１０
イラン・イスラム共和国、インド、オマーン国、クウェート国、サ
ウジアラビア王国、バーレーン国
アジア１１
ベトナム社会主義共和国
アジア１２
カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国
アジア１３
モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国
アジア１４
ネパール王国
アジア１５
シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国
アジア１６
カタール国、レバノン共和国
アジア１７
東ティモール
アジア１８
朝鮮民主主義人民共和国
アジア１９
イエメン共和国
アジア２０
アフガニスタン・イスラム共和国
アジア２１
イラク共和国
アフリカ１
アンゴラ共和国、エスワティニ王国
アフリカ２
ウガンダ共和国
アフリカ３
マリ共和国
アフリカ４
ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、社会主義人民リビア
・アラブ国、 ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、チュニジア共
和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、モーリシャス共和国、
モロッコ王国、レソト王国、レユニオン
アフリカ５
エジプト・アラブ共和国、カーボベルデ共和国、ケニア共和国、コ
ンゴ民主共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、リベリア共
和国
アフリカ６
カメルーン共和国、コモロ連合、コートジボワール共和国、タンザ
ニア連合共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ブル
キナファソ、ベナン共和国、モーリタニア・イスラム共和国、マイ
ヨット島
アフリカ７
トーゴ共和国
アフリカ８
ガンビア共和国
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アフリカ９
アフリカ１０
アフリカ１１
アフリカ１２
アフリカ１３
アフリカ１４
アフリカ１５
アフリカ１６
アフリカ１７
アフリカ１８
アフリカ１９
アメリカ１
アメリカ２
アメリカ３
アメリカ４
アメリカ５
アメリカ６
アメリカ７
アメリカ８

アメリカ９

アメリカ１０
アメリカ１１
アメリカ１２
アメリカ１３
アメリカ１４
アメリカ１５
アメリカ１６
アメリカ１７
アメリカ１８
オセアニア１
オセアニア２
オセアニア３

赤道ギニア共和国
エリトリア国、ジブチ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国、
ソマリア共和国、南スーダン共和国、ルワンダ共和国
アルジェリア民主人民共和国、マラウイ共和国、モザンビーク共和
国
エチオピア連邦民主共和国、コンゴ共和国
マダガスカル共和国
シエラレオネ共和国
サントメ・プリンシペ民主共和国
チャド共和国
アセンション島、セーシェル共和国、ディエゴ・ガルシア
中央アフリカ共和国、セントヘレナ島
ギニアビサウ共和国
アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）、アラスカ
カナダ
米領バージン諸島
ブラジル連邦共和国
コスタリカ共和国、チリ共和国、ドミニカ共和国、バハマ国、メキ
シコ合衆国
プエルト・リーコ
コロンビア共和国
アルゼンチン共和国、グアテマラ共和国、サンピエール島・ミクロ
ン島、バミューダ諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル
共和国
グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、トリニダード・ドバコ共和
国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、
ボリビア共和国、マルティニク
エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ウルグアイ東方共和国
、パラグアイ共和国
ホンジュラス共和国
オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ケイマン諸
島
グァデルーペ、ジャマイカ、ハイチ共和国、バルバドス
アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、スリナム共和国、
セント・ビンセント及びグレナディーン諸島
キューバ共和国
フォークランド諸島
ドミニカ国、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ネ
イビス、セントルシア、タークス及びカイコス諸島
ガイアナ共和国
オーストラリア、グアム、クリスマス島、ココス・キーリング諸島
ハワイ
ニュージーランド
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オセアニア４
オセアニア５
オセアニア６
オセアニア７
オセアニア８
オセアニア９
オセアニア１０
オセアニア１１
オセアニア１２
オセアニア１３
オセアニア１４
ヨーロッパ１

ヨーロッパ２
ヨーロッパ３

ヨーロッパ４
ヨーロッパ５
ヨーロッパ６
ヨーロッパ７
ヨーロッパ８
ヨーロッパ９
ヨーロッパ１０
ヨーロッパ１１
ヨーロッパ１２
ヨーロッパ１３
ヨーロッパ１４
ヨーロッパ１５
ヨーロッパ１６
ヨーロッパ１７
ヨーロッパ１８
ヨーロッパ１９
ヨーロッパ２０
ヨーロッパ２１

サイパン
パプアニューギニア共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシ
ア、米領サモア
ノーフォーク島、ミクロネシア連邦
サモア独立国
ニュー・カレドニア、パラオ共和国
トンガ王国
ナウル共和国、マーシャル諸島共和国
ツバル
クック諸島、キリバス共和国
ソロモン諸島、トケラウ諸島、バヌアツ共和国
ニウエ
アイルランド、イタリア共和国、オランダ王国、グレートブリテン
及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、ドイツ連邦共
和国、ノルウェー王国、バチカン市国、フランス共和国、ベルギー
王国
モナコ公国
オーストリア共和国、カナリア諸島、スペイン、スペイン領北アフ
リカ、デンマーク王国、フィンランド共和国、リヒテンシュタイン
公国
アゾールス諸島、ギリシャ共和国、ハンガリー共和国、ポルトガル
共和国、マディラ諸島、ルクセンブルグ大公国
スイス連邦、ポーランド共和国
アンドラ公国
スロバキア共和国、チェコ共和国、トルコ共和国、ロシア連邦
ウクライナ
サンマリノ共和国、タジキスタン共和国、ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ、リトアニア共和国、ルーマニア
アイスランド共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和
国、マルタ共和国
フェロー諸島
エストニア共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、マケド
ニア・旧ユーゴスラビア共和国
ジブラルタル、ラトビア共和国
グリーンランド
ウズベキスタン共和国、スロベニア共和国
ジョージア、クロアチア共和国
トルクメニスタン
アルバニア共和国、コソボ共和国、セルビア共和国、モンテネグロ
共和国
キルギス共和国
アルメニア共和国
モルドバ共和国
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特
定
衛
星
端
末

特定衛星端末１
特定衛星端末２
特定衛星端末６
特定衛星端末７

スラーヤー
イリジウム
インマルサットＦ型、インマルサットＢＧＡＮ型、インマルサット
ＦＢ型
インマルサットＦ型（６４ｋｂｐｓのＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモ
ードの場合に限ります。）、インマルサットＢＧＡＮ型（６４ｋｂ
ｐｓのＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの場合に限ります。）、イ
ンマルサットＦＢ型（６４ｋｂｐｓのＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモ
ードの場合に限ります。）
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２

非自動音声通信
区
分
アジア１
アジア２
アジア３
アジア４
アジア５
アジア６
アジア７
アジア８
アジア９
アジア１０
アジア１１

アジア１２

アジア１３
アフリカ１

アフリカ２
アフリカ３
アメリカ１

取

扱

地

域

【大韓民国】
【香港】、【マカオ】
【中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。）】
【台湾】
【シンガポール共和国】
【フィリピン共和国】
【インドネシア共和国】、【タイ王国】、【ブルネイ・ダルサラー
ム国】、【マレーシア】、東ティモール
【カンボジア王国】、【ベトナム社会主義共和国】、ミャンマー連
邦共和国、【モンゴル国】、【ラオス人民民主共和国】
朝鮮民主主義人民共和国
【インド】
【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタ
ン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、
モルディブ共和国
【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク
共和国】、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キ
プロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラ
ブ共和国、【バーレーン国】、【ヨルダン・ハシェミット王国】、
レバノン共和国
アフガニスタン・イスラム共和国
アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、
ウガンダ共和国、【エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民
主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガ
ボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア・ビサウ
共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、
コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリン
シペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共
和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダ
ン共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和
国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニ
ア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共
和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、
ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和
国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ
共和国、【南アフリカ共和国】、南スーダン共和国、モーリシャス
共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モ
ロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユ
ニオン、マイヨット島
ディエゴ・ガルシア
西サハラ
【アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）】、【アラ
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アメリカ２
アメリカ３
アメリカ４

アメリカ５
アメリカ６
アメリカ７
アメリカ８

オセアニア１
オセアニア２
オセアニア３
オセアニア４
オセアニア５

オセアニア６
オセアニア７
ヨーロッパ１
ヨーロッパ２
ヨーロッパ３

ヨーロッパ４

ヨーロッパ５

スカ】
【カナダ】
サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国
】
アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンテ
ィール、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルー
ペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸
島、ジャマイカ、セントヴィンセント及びグレナディーン諸島、セ
ントクリストファー・ネイビス、セント・ルシア、タークス及びカ
イコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ共
和国、ハイチ 共和国、バハマ国、バルバドス、【プエルト・リー
コ】、【米領バージン諸島】、マルティニク、モンセラット
エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、ニ
カラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国
ブラジル連邦共和国
【ペルー共和国】
【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和
国、ガイアナ共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ
共和国】、パラグアイ共和国、フォークランド諸島、フランス領ギ
アナ、【ベネズエラ・ボリバル共和国】、【ボリビア共和国】
【グアム】、【サイパン】
【ハワイ】
【オーストラリア】
【ニュージーランド】
キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバ
ル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・
カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、パラオ
共和国、バヌアツ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネ
シア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦
【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】
ウェーク島、ミッドウェー島
【グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国】
アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モ
ナコ公国】
【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、
【バチカン市国】、【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテ
ンシュタイン公国】、【ルクセンブルク大公国】
アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【
オーストリア共和国】、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、
グリーンランド、ジブラルタル、スウェーデン王国、【スペイン】
、【スペイン領北アフリカ】、【デンマーク王国】、トルコ共和国
、【ノルウェー王国】、フェロー諸島、【フィンランド共和国】、
【ポルトガル共和国】、【マディラ諸島】、マルタ共和国
アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、
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特 特定衛星端末１
定 特定衛星端末２
衛 特定衛星端末５
星
端
末

ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフス
タン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、コ
ソボ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和
国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和国】
、トルクメニスタン、【ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国
】、ベラルーシ共和国、【ポーランド共和国】、ボスニア・ヘルツ
ェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国
、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【ルーマニア】、【ロシア
連邦】
スラーヤー
イリジウム
インマルサットＦ型（６４ｋｂｐｓのＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモ
ードの場合に限ります。）、インマルサットＢＧＡＮ型（６４ｋｂ
ｐｓのＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの場合に限ります。）、イ
ンマルサットＦＢ型（６４ｋｂｐｓのＡｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモ
ードの場合に限ります。）
インマルサットＦ型
インマルサットＢＧＡＮ型、インマルサットＦＢ型

特定衛星端末６
特定衛星端末７
備考
【 】は第１種本邦着信音声通信の取扱地域

-95-

別表２

当社が別に定める電気通信回線（番号変換サービスに係るもの）
電 気 通 信 回 線 の 名 称
ａｕひかりビジネス接続回線（番号変換サービスの提供に係るものに限ります。）
当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト接続回線（同契約約款に定
める番号変換サービスの提供に係るものに限ります。）
当社のイントラネットＩＰ電話サービス契約約款に定めるイントラネットＩＰ電話利用
回線（同契約約款に定める番号変換サービスの提供に係るものに限ります。）
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利用回線（同
契約約款に定める番号変換サービスの提供に係るものに限ります。）
ａｕ契約者回線（ａｕ約款に定める番号変換機能の提供に係るものに限ります。）
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別表３ 特定事業者の特定電話サービス
事業者（特定事業者）
電気通信サービス
の名称
（特定電話サービス）の名称
中部テレコミュニケーシ
ａｕひかりビジネスコミュファ
ョン株式会社
サービス
沖縄セルラー電話株式会
ａｕひかりビジネスサービス
社
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契約約款の名称
ａｕひかりビジネスコミュ
ファサービス契約約款
ａｕひかりビジネスサービ
ス契約約款

附 則
（実施期日）
１ この約款は、平成２４年３月１日から実施します。
（経過措置）
２ ａｕひかりビジネスサービスの申込が平成２４年３月１日から平成２４年３月３１日
までの間にあり、当社がその承諾をした場合には、平成２４年４月１日（以下この附則
において「本サービス提供開始日」といいます。）以降で当社が指定する日からその提
供を開始します。
３ 当社の他の契約約款において、当該他の契約約款に定める契約（以下この附則におい
て「移行前契約」といいます。）の契約者が、本サービス提供開始日をもって一般ａｕ
ひかりビジネスサービス（タイプⅡのものに限ります。）に係るａｕひかりビジネス契
約に移行したものとする規定がある場合、移行前契約は、本サービス提供開始日をもっ
て、当該ａｕひかりビジネス契約に移行したものとします。この場合において、当該移
行に関する条件等は、当該他の契約約款に定めるところによります。
４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに
ついては、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年６月８日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年７月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年８月２０日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
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この改正規定は、平成２４年９月２１日から実施します。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年１０月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
この改正規定は、平成２４年１２月１日から実施します。
附 則
（実施時期）
この改正規定は、平成２５年２月１日から実施します。
附 則
（実施時期）
この改正規定は、平成２５年４月１日から実施します。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２５年５月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
この改正規定は、平成２５年９月１日から実施します。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２５年１０月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
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附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２５年１２月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
この改正規定は、平成２６年１１月１日から実施します。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２６年１１月５日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２７年１月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２７年６月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２８年２月２９日から実施します。
（経過措置）
-100-

２

この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２８年３月１８日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２８年４月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する次表左欄の
ａｕひかりビジネス契約（以下この附則において「移行前契約」といいます。）は、こ
の改正規定実施の日において、次表右欄に定める契約約款（以下この附則において「移
行後約款」といいます。）の同欄に定める契約（以下この附則において「移行後契約」
といいます。）に移行したものとします。
この場合において、この改正規定実施の際現に移行前契約に適用されているこの契約
に定める取扱いがあるときは、その取扱いの終了等に関する特段の事情があるときを除
き、移行後約款に定める相当する取扱いが移行後契約において適用されるものととしま
す。
一般ａｕひかりビジネス契約（タイプⅣの ＩＰアクセスサービス契約約款に定めるＩ
ものに限ります。）
Ｐアクセスサービス契約
一般ａｕひかりビジネス契約（タイプⅤ） ＩＰアクセスサービス契約約款に定めるＩ
Ｐアクセスサービス契約
イントラネットＩＰ電話サービス契約約款
に定める一般イントラネットＩＰ電話契約
特別ａｕひかりビジネス契約（電気通信番 イントラネットＩＰ電話サービス契約約款
号を共通とする一般ａｕひかりビジネス契 に定める特別イントラネットＩＰ電話契約
約がタイプⅤであるものに限ります。）
３ この改正規定実施の際現に手続中の移行前契約に係る申出等は、移行後約款に定める
相当する申出等とみなして取り扱います。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
この改正規定は、平成２８年５月２１日から実施します。
附 則
（実施時期）
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１ この改正規定は、平成２８年７月１日から実施します。
２ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
この改正規定は、平成２８年１０月３日から実施します。
附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２８年１１月１日から実施します。
（附則の改正）
２ 平成２８年７月１日付附則第２項を「削除」に改めます。
（経過措置）
３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２９年１月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２９年２月１１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２９年７月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
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については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、平成３０年１月１日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施時期）
この改正規定は、平成３０年５月１日から実施します。
附 則
（実施時期）
この改正規定は、平成３０年１０月１日から実施します。
附 則
（実施期日）
この改正規定は、平成３０年１２月５日から実施します。
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