
【KDDI株式会社】 

UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款 

現行 改正 

（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 

(略) (略) 

特定ＭＮＯ事業

者 

 

ＵＱコミュニケーションズ株式会社 

(略) (略) 

ｐｏｖｏ約款 ｐｏｖｏ1.0 約款及びｐｏｖｏ2.0約款 

(略) (略) 

 

無線基地局設備 (１)～(２) (略) 

(３) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合す

る無線基地局設備（特定ＭＮＯ事業者が設置するものに

限ります。以下「ＷｉＭＡＸ２＋基地局設備」といいま

す｡) 

(略) (略) 

ＳＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで

あって、ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの提供のため

に、当社がＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に貸与するもの又は

特定事業者がＵＱｍⅡ約款に基づきローミング契約者に

貸与するもの 

ｅＳＩＭ ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの提供のために、当社所

定の手続きにより端末設備の領域に登録する電話番号そ

の他の情報 

(略) (略) 
 

（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 

(略) (略) 

特定ＭＮＯ 

 

 

ＵＱコミュニケーションズ株式会社 

(略) (略) 

ｐｏｖｏ約款 ｐｏｖｏ1.0 約款及びｐｏｖｏ2.0約款 

ＵＱＣ約款 特定ＭＮＯのＵＱ通信サービス契約約款 

(略) (略) 

無線基地局設備 (１)～(２) (略) 

(３) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合す

る無線基地局設備（特定ＭＮＯが設置するものに限りま

す。以下「ＷｉＭＡＸ２＋基地局設備」といいます｡) 

 

(略) (略) 

ＳＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで

あって、ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの提供のため

に、当社がＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に貸与するもの又は

特定事業者がＵＱｍⅡ約款に基づきローミング契約者に

貸与するもの 

ｅＳＩＭ ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの提供のために、当社所

定の手続きにより端末設備の領域に登録する電話番号そ

の他の情報 

ＳＩＭ等 ＳＩＭカード及びｅＳＩＭ 

(略) (略) 

 

 

 

 



第２章 ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの種類 

 

（ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの種類） 

第４条 ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡには次の種類があります。 

種類 内容 

ＵＱｍｏｂｉｌ

ｅサービスⅡ 

当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（その無線局の免許人が当社又は特定ＭＮＯ事

業者であるものに限ります｡)との間に電気通信回線を

設定して提供するＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡ 

ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（その無線局の免許人が特定事業者又は特定Ｍ

ＮＯ事業者であるものに限ります｡)との間に電気通信

回線を設（定して提供するＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービ

スⅡ 
 

第２章 ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの種類 

 

（ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの種類） 

第４条 ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡには次の種類があります。 

種類 内容 

ＵＱｍｏｂｉｌ

ｅサービスⅡ 

当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（その無線局の免許人が当社又は特定ＭＮＯで

あるものに限ります｡)との間に電気通信回線を設定し

て提供するＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡ 

ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（その無線局の免許人が特定事業者又は特定Ｍ

ＮＯであるものに限ります｡)との間に電気通信回線を

設（定して提供するＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡ 
 

  



第３章 ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約 

 

（電話番号） 

第 11 条 (略) 

２ (略) 

(注１) (略) 

(注２) ＳＩＭカード又はｅＳＩＭの電話番号の登録等については、第 27条

（電話番号その他の情報の登録等）に定めるところによります。 

(注３) (略) 

第３章 ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約 

 

（電話番号） 

第 11 条 (略) 

２ (略) 

(注１) (略) 

(注２) ＳＩＭ等の電話番号の登録等については、第 27 条（電話番号その他

の情報の登録等）に定めるところによります。 

(注３) (略) 

 

 

  



第６章 ＳＩＭカードの貸与等 

 

（ＳＩＭカードの貸与） 

第 26 条 当社は、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に対し、１のＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ

契約につき１のＳＩＭカードを貸与します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、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、当社が貸与したＳＩＭカードを交換することがあります。

この場合は、あらかじめそのことをＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に通知します。 

 

 

 

 

（電話番号その他の情報の登録等） 

第 27 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するＳＩＭカード又はｅＳＩＭに電

話番号その他の情報の登録等を行います。 

(１) ＳＩＭカードを貸与するとき。 

(２) その他、当社からＳＩＭカードの貸与を受けている又はｅＳＩＭを保

有するＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者から、そのＳＩＭカード又はｅＳＩＭへ

の電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。 

２ (略) 

 

（ＳＩＭカードの情報消去及び破棄） 

第 28 条 (略) 

 

（ＳＩＭカード等の管理責任） 

第 29条 当社からＳＩＭカードの貸与を受けているＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者

は、そのＳＩＭカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

２ 当社のＳＩＭカードの貸与を受けているＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、Ｓ

ＩＭカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、

速やかに当社に届け出ていただきます。 

３ 当社は、第三者がＳＩＭカード又はｅＳＩＭを利用した場合であっても、

そのＳＩＭカードの貸与を受けている又はｅＳＩＭを保有するＵＱｍｏｂｉ

ｌｅⅡ契約者が利用したものとみなして取り扱います。 

４ 当社は、ＳＩＭカード又はｅＳＩＭの盗難、紛失又は毀損に起因して生じ

た損害等について、責任を負わないものとします。 

 

第６章 ＳＩＭカードの貸与等 

 

（ＳＩＭカードの貸与） 

第 26 条 当社は、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に対し、１のＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ

契約につき１のＳＩＭカードを貸与します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、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、当社が貸与したＳＩＭカードを交換することがあります。

この場合は、あらかじめそのことをＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に通知します。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次条の規定に基づきｅＳＩＭに電話番号その

他の情報の登録等を行っているときは、ＳＩＭ等の種類の変更の請求があっ

た場合を除き、ＳＩＭカードを貸与しません。 

 

（電話番号その他の情報の登録等） 

第 27 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するＳＩＭ等に電話番号その他の情

報の登録等を行います。 

(１) ＳＩＭカードを貸与するとき。 

(２) その他、当社からＳＩＭカードの貸与を受けている又はｅＳＩＭを保

有するＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者から、そのＳＩＭ等への電話番号その他

の情報の登録等を要する請求があったとき。 

２ (略) 

 

（ＳＩＭカードの情報消去及び破棄） 

第 28 条 (略) 

 

（ＳＩＭ等の管理責任） 

第 29条 当社からＳＩＭカードの貸与を受けているＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者

は、そのＳＩＭカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

２ 当社のＳＩＭカードの貸与を受けているＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、Ｓ

ＩＭカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、

速やかに当社に届け出ていただきます。 

３ 当社は、第三者がＳＩＭ等をを利用した場合であっても、そのＳＩＭカー

ドの貸与を受けている又はｅＳＩＭを保有するＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者が

利用したものとみなして取り扱います。 

４ 当社は、ＳＩＭ等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、

責任を負わないものとします。 

 



（ＳＩＭカード暗証番号） 

第 30 条 ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、当社が別に定める方法により、ＳＩＭ

カード又はｅＳＩＭに、ＳＩＭカード暗証番号（そのＳＩＭカード又はｅＳ

ＩＭを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとし

ます｡)を登録することができます。この場合において、当社からそのＳＩＭ

カードの貸与を受けている又はｅＳＩＭを保有するＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約

者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者が

登録を行ったものとみなします。 

２ ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、ＳＩＭカード等暗証番号を善良な管理者の

注意をもって管理していただきます。 

 

 

（ＰＩＮコード） 

第 30 条 ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、当社が別に定める方法により、ＳＩＭ

カード等に、ＰＩＮコード（そのＳＩＭ等を利用する者を識別するための数

字の組合せをいいます。以下同じとします｡)を登録することができます。こ

の場合において、当社からそのＳＩＭカードの貸与を受けている又はｅＳＩ

Ｍを保有するＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者以外の者が登録を行った場合、当社

は、そのＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者が登録を行ったものとみなします。 

２ ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、ＰＩＮコードを善良な管理者の注意をもっ

て管理していただきます。 

 

 

 

 



第７章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第 31 条 当社は、次の場合には、ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの利用を中

止することがあります。 

(１) 当社又は特定ＭＮＯ事業者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) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取

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 40 条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき。 

 

 

第７章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第 31 条 当社は、次の場合には、ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの利用を中

止することがあります。 

(１) 当社又は特定ＭＮＯ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) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取

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 40 条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき。 

 

  



第 10 章 保守 

 

（契約者の切分責任） 

第 60 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されて

いる場合であって、契約者回線その他当社又は特定ＭＮＯ事業者の電気通信

設備を利用することができなくなったときは、その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、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取

扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に

通知します。 

３ 当社は、前項の試験により当社又は特定ＭＮＯ事業者が提供した電気通信

設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員

を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったとき

は、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、上記の費用の額に消費税相当額を加算した

額とします。 

 

（略） 

 

（修理又は復旧の場合の暫定措置） 

第 62 条 当社は、当社又は特定ＭＮＯ事業者の電気通信設備を修理又は復旧す

るときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。 

 

第 10 章 保守 

 

（契約者の切分責任） 

第 60 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されて

いる場合であって、契約者回線その他当社又は特定ＭＮＯの電気通信設備を

利用することができなくなったときは、その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、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取

扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に

通知します。 

３ 当社は、前項の試験により当社又は特定ＭＮＯが提供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、契約者の請求により当社の係員を派遣

した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、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、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とし

ます。 

 

（略） 

 

（修理又は復旧の場合の暫定措置） 

第 62 条 当社は、当社又は特定ＭＮＯの電気通信設備を修理又は復旧するとき

は、暫定的にその電話番号を変更することがあります。 

 

  



第 12 章 雑則 

 

（利用に係る契約者等の義務） 

第 68 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(１)～(３) (略) 

(４) 端末設備、自営電気通信設備、ＳＩＭカード又はｅＳＩＭに登録され

ている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。 

(５)～(７) (略) 

２～５ (略) 

第 12 章 雑則 

 

（利用に係る契約者等の義務） 

第 68 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(１)～(３) (略) 

(４) 端末設備、自営電気通信設備又はＳＩＭ等に登録されている電話番号

その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。 

(５)～(７) (略) 

２～５ (略) 

  



料金表 

第１表 料金 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 35 条（基本使用料及びオプション機

能使用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

(略) (略) 

(５) 自宅セッ

ト割の適用 

ア 自宅セット割（以下この欄において「本割引」といい

ます｡)とは、自宅セット割グループ（１の判定用回線（イ

に定めるものをいいます。以下この欄において同じとし

ます｡)及び割引対象回線（ウに定めるものをいいます。

以下この欄において同じとします｡)及びにより構成さ

れる回線群をいいます。以下この欄において同じとしま

す｡)を構成する契約者回線に係る利用料金（この約款の

規定により支払いを要することとされるＵＱｍｏｂｉ

ｌｅ通信サービスⅡの料金（基本使用料、オプション機

能使用料（海外ローミング機能に係るものを除きます｡)

及び通話料（国際通話及び国際ＳＭＳ送信に係るものを

除きます｡)に限ります｡)及び当社が別に定める料金を

いいます。以下この欄において同じとします｡)につい

て、次表に定める額（利用料金の額が次表に定める額に

満たない場合は、利用料金の額とします｡)の割引を行う

ことをいいます。 

 (ア)～(イ) (略) 

イ 本割引に係る判定用回線とは、次表に定める種類の判

定用サービスに係る電気通信回線等をいいます。 

種類 判定用サービス 

タイプⅠ 当社又は特定事業者のでんき契約約款、ａ

ｕでんき需給約款若しくはａｕでんき供給

約款に基づき提供されるサービス 

 

 

 

 

 

料金表 

第１表 料金 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 35 条（基本使用料及びオプション機

能使用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

(略) (略) 

(５) 自宅セッ

ト割の適用 

ア 自宅セット割（以下この欄において「本割引」といい

ます｡)とは、自宅セット割グループ（１又は２の判定用

回線（イに定めるものをいいます。以下この欄において

同じとします｡)及び割引対象回線（ウに定めるものをい

います。以下この欄において同じとします｡)及びにより

構成される回線群をいいます。以下この欄において同じ

とします｡)を構成する契約者回線に係る利用料金（この

約款の規定により支払いを要することとされるＵＱｍ

ｏｂｉｌｅ通信サービスⅡの料金（基本使用料、オプシ

ョン機能使用料（海外ローミング機能に係るものを除き

ます｡)及び通話料（国際通話及び国際ＳＭＳ送信に係る

ものを除きます｡)に限ります｡)及び当社が別に定める

料金をいいます。以下この欄において同じとします｡)に

ついて、次表に定める額（利用料金の額が次表に定める

額に満たない場合は、利用料金の額とします｡)の割引を

行うことをいいます。 

 (ア)～(イ) (略) 

イ 本割引に係る判定用回線とは、次表に定める種類の判

定用サービスに係る電気通信回線等をいいます。 

種類 判定用サービス 

タイプⅠ 当社が別に定めるインターネットサービス

及び電話サービス（そのインターネットサ

ービスと合わせて選択することができるも

のに限ります｡) 

タイプⅡ 当社が別に定めるインターネットサービ

ス、電話サービス及びテレビサービスのう

ちいずれか２のサービス（そのサービスは

他の１のサービスと合わせて選択すること



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 本割引に係る割引対象回線とは、次の各号に定める電

気通信回線をいいます。 

(ア) (略) 

(イ) 次表に定める取扱いを選択又はその適用を受け

ることとなる電気通信回線 

取扱い 名称 

(略) 略 

５Ｇ約款に定める特定ａｕ回線の指定に

伴うプラスエリアモード加算額の減額適

用、ＬＴＥ約款に定める特定ａｕ回線の

指定に伴うプラスエリアモード加算額の

減額適用又はＷＩＮ約款に定める特定ａ

ｕ回線の指定に伴うＷＩＮシングルフラ

ットＷｉＭＡＸシンプルの契約者回線に

係る基本使用料の減額適用 

固定代替割

引 

(略) 

エ 本割引は、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に限り、選択す

ることができます。 

オ 自宅セット割グループは、１の判定用回線につき１と

します。 

カ 本割引には判定用サービスの種類に応じて次表に定

める種類があり、本割引を選択するＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ

契約者は、所定の方法により、本割引の種類及び１の判

定用回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 

本割引の種類 判定用サービスの種類 

でんきコース タイプⅠ 

ができるものに限ります。以下この(５)に

おいて同じとします｡) 

タイプⅢ ａｕ約款に定める５Ｇシングル又はＬＴＥ

シングル 

タイプⅣ ＵＱＣ約款に定めるＷｉＭＡＸ＋５Ｇサー

ビス（特定ＭＮＯのＭＶＮＯが提供する当

社が別に定めるサービスを含みます｡) 

タイプⅤ 当社又は特定事業者のでんき契約約款、ａ

ｕでんき需給約款若しくはａｕでんき供給

約款に基づき提供されるサービス 

ウ 本割引に係る割引対象回線とは、次の各号に定める電

気通信回線をいいます。 

(ア) (略) 

(イ) 次表に定める取扱いを選択又はその適用を受け

ることとなる電気通信回線 

取扱い 名称 

(略) 略 

５Ｇ約款に定める固定代替回線の指定に

伴うプラスエリアモード加算額の減額適

用、ＬＴＥ約款に定める固定代替回線の

指定に伴うプラスエリアモード加算額の

減額適用又はＷＩＮ約款に定める固定代

替回線の指定に伴うＷＩＮシングルフラ

ットＷｉＭＡＸシンプルの契約者回線に

係る基本使用料の減額適用 

固定代替割

引 

(略) 

エ 本割引は、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者に限り、選択す

ることができます。 

オ 自宅セット割グループは、１又は２の判定用回線につ

き１とします。 

カ 本割引には判定用サービスの種類に応じて次表に定

める種類があり、本割引を選択するＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ

契約者は、所定の方法により、本割引の種類及び１の判

定用回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 

本割引の種類 判定用サービスの種類 

インターネットコース タイプⅤ以外 



 

キ 当社は、ＵＱｍⅠ契約（その電気通信回線について、

ＵＱｍⅠ約款に定める自宅セット割（でんきコース）の

適用を受けているものに限ります｡)からの契約移行が

あった場合、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者から別段の申出

がない限り、契約移行に際し、その契約者回線について

カの申出（でんきコースに係るものに限ります｡)があっ

たものとして取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 当社は、カの申出があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除いて、これを承諾します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 指定した判定用回線が所属する自宅セット割グ

ループを構成する割引対象回線の数が 11以上となる

とき。 

でんきコース タイプⅤ 

キ 当社は、ＵＱｍⅠ契約（その電気通信回線について、

ＵＱｍⅠ約款に定める自宅セット割（でんきコース）の

適用を受けているものに限ります｡)からの契約移行が

あった場合、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者から別段の申出

がない限り、契約移行に際し、その契約者回線について

カの申出（でんきコースに係るものに限ります｡)があっ

たものとして取り扱います。 

ク 当社は、ａｕ契約（ａｕ約款に定めるスマートバリュ

ー又は家族割プラスに係る割引選択回線群に所属して

いる電気通信回線に係るものに限ります｡)からの番号

移行があった場合、番号移行に際し、その契約者回線に

ついて、その割引選択回線群に係るものと同一の判定用

回線又は固定代替回線（ニに定めるものをいいます。以

下この欄において同じとします｡)を指定して、カの申出

があり当社が承諾したものとして取り扱います。 

ケ 当社は、カの申出があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した判定用回線（タイプⅢの判定用サービス

（ＬＴＥシングルに限ります｡)に係るものに限りま

す｡)について、据置ルーター割引の申出を当社又は特

定事業者が承諾していないとき。 

(イ) 指定した判定用回線（タイプⅢ又はタイプⅣの判

定用サービスに係るものに限ります｡)について、固定

ルータープラン（判定用事業者の契約約款等に定める

料金プランであって、本割引に係る当社のＷＥＢサイ

トに定めるものをいいます。以下この欄において同じ

とします｡)の適用を受けていないとき。 

(ウ) その申出により、その自宅セット割グループにお

いて、タイプⅢ若しくはタイプⅣに係る判定用回線で

ある電気通信回線及びルーター割引、据置ルーター割

引若しくは固定代替割引の適用を受ける電気通信回

線の数が２以上となるとき。 

(エ) 指定した判定用回線が所属する自宅セット割グ

ループを構成する割引対象回線（判定用サービスがタ

イプⅢ又はタイプⅣである場合、判定用回線を含みま



 

(イ)～(キ) (略)  

ケ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

コ 本割引の適用の開始は、カの申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。 

サ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、

次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本

割引を適用しません。 

(ア) その契約者回線について、くりこしプラン ＋５

Ｇの適用をうけていないとき。 

(イ) 指定した判定用回線について、判定用サービスの

提供を受けていないとき。 

シ サの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日にお

いて、判定用サービスの提供を受けていない場合であっ

ても、本割引の申出を当社が承諾した日を含む料金月の

翌料金月から起算して６料金月の間（当社が別に定める

事由に該当する場合は、６料金月を超えて当社が別に定

める料金月までの間とします｡)、本割引を適用します。 

ス キに該当する場合は、シ中「本割引の申出を当社が承

諾した日を含む料金月」を「ＵＱｍⅠ契約に係るその割

引の申出があった日を含む料金月」に読み替えて適用し

ます。 
 

す｡)の数が 11以上となるとき。 

(オ)～(コ) (略)  

コ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

サ 本割引の適用の開始は、カの申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。 

シ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、

次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本

割引を適用しません。 

(ア) その契約者回線について、くりこしプラン ＋５

Ｇの適用をうけていないとき。 

(イ) 指定した判定用回線について判定用サービスの

提供を受けていないとき。 

ス シの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日にお

いて、判定用サービスの提供を受けていない場合であっ

ても、本割引の申出を当社が承諾した日を含む料金月の

翌料金月から起算して６料金月の間（当社が別に定める

事由に該当する場合は、６料金月を超えて当社が別に定

める料金月までの間とします｡)、本割引を適用します。 

セ キに該当する場合は、ス中「本割引の申出を当社が承

諾した日を含む料金月」を「ＵＱｍⅠ契約に係るその割

引の申出があった日を含む料金月」に読み替えて適用し

ます。 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

セ 当社は、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者から本割引の適用

を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合

には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) 本割引の適用を受けている契約者回線について、

次のいずれかに該当するとき。 

① ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約の解除があったとき。 

② 契約者の地位の承継があったとき。 

(イ) 判定用回線について、次のいずれかに該当すると

き。 

 

① 判定用サービスに係る契約の解除があったと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ソ その料金月の末日において、インターネットコース及

びでんきコースに係る判定用サービス（ナ、二又はヌの

規定に基づき、判定用回線に代えて指定のあった固定代

替回線に係る電気通信サービスを含みます｡)の提供を

受けている場合（ス又はトの表の区分３に該当し、本割

引の適用を受けている場合を含みます｡)、その料金月の

本割引は、インターネットコースを適用します。 

タ 当社は、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約者から本割引の適用

を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合

には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) 本割引の適用を受けている契約者回線について、

次のいずれかに該当するとき。 

① ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約の解除があったとき。 

② 契約者の地位の承継があったとき。 

(イ) 判定用回線（タイプⅠ、タイプⅡ又はタイプⅤの

判定用サービスに係るものに限ります｡)について、次

のいずれかに該当するとき。 

① 判定用サービス（タイプⅠであって、その電話サ

ービスが当社のケーブルプラス電話サービス契約

約款に定める一般ケーブルプラス電話である場合

（そのインターネットサービスを提供する電気通

信事業者が当社が別に定めるテレビサービスを提

供するものである場合を除きます｡)は、その判定

用回線に係る電話サービスとします｡)に係る契約

の解除があったとき（次のいずれかに該当するこ

とをあらかじめ当社が確認したときを除きま

す｡)。 

ａ 居住場所の変更に伴いその契約を解除すると

同時に変更後の居住場所において新たに判定用

サービスの契約の申込みがあり、判定用事固定

業者がその登録を完了しているとき。 

ｂ その契約を解除すると同時に解除前に締結し

ていた契約に係る電気通信回線の終端の設置場

所と同一場所において新たに判定用サービスの

契約の申込みがあり、判定用事業者がその登録

を完了しているとき。 



 

② 判定用事業者がその判定用サービスの提供を開

始する前であって、判定用事業者の責めによらな

い理由により、その契約の申込みの取消し又は解

除等があったとき。 

③ 判定用事業者がその判定用サービスの提供を開

始する前であって、判定用事業者の責めに帰すべ

き理由により、その契約の解除等があったとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) その他キのいずれかに該当することとなったと

き。 

 

 

 

 

② 判定用事業者が定める条件に該当するとき。 

③ 判定用事業者がその判定用サービスの提供を開

始する前であって、判定用事業者の責めによらな

い理由により、その契約の申込みの取消し又は解

除等があったとき。 

④ 判定用事業者がその判定用サービスの提供を開

始する前であって、判定用事業者の責めに帰すべ

き理由により、その契約の解除等があったとき（ヌ

又はネの規定に基づき、判定用回線に代えて固定

代替回線の指定があったときを除きます｡)。 

(ウ) 判定用回線（タイプⅢ又はタイプⅣの判定用サー

ビスに係るものに限ります｡)又は固定代替回線につ

いて、当社、特定事業者又は判定用事業者の契約約款

等に定めるところにより、以下のいずれかに該当する

こととなったとき。 

① 判定用回線について、固定ルータープラン以外

への変更があったとき。 

② 固定代替回線について、固定代替ルータープラ

ン（当社又は特定事業者のａｕ約款に定める料金

プランであって、本割引に係る当社のＷＥＢサイ

トに定めるものをいいます。以下この欄において

同じとします｡)以外への変更があったとき。 

③ サービスの利用権の譲渡があったとき（利用権

を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者と

の関係が当社が別に定める基準に適合するときを

除きます｡)。 

④ タイプⅢの判定用サービスに係る契約者の地位

の承継があったとき。 

⑤ サービスの利用の一時休止があったとき。 

⑥ 契約の解除があったとき。 

(エ) その他ケのいずれかに該当することとなったと

き。 

チ 判定用回線に代えて指定のあった固定代替回線に係

る契約者の住所が、判定用サービスのサービス提供地域

となったこと等を当社が知ったときは、当社は、そのこ

とを固定代替回線が所属する自宅セット割グループを



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

構成するいずれか電気通信回線の契約者に通知するこ

とがあります。 

ツ チに定める通知を受けた場合又は固定代替回線に係

る契約者の住所が判定用サービスのサービス提供地域

となったこと等を知った場合（知ることができた場合を

含みます｡)、その自宅セット割グループを構成するいず

れかの電気通信回線の契約者は、すみやかに判定用サー

ビスに係る契約を申込み、その自宅セット割グループの

判定用回線として指定していただきます。 

テ ツの規定に基づく判定用回線の指定がない場合、当社

は、その自宅セット割グループを構成する契約者回線に

ついて、本割引を廃止します。 
 

 



 ソ セの規定により、本割引の適用を廃止する場合の取扱

いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄

の規定により本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に

該当する場合が生じたときは、それぞれ１欄の規定によ

るものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割引

の適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（セの

(アの②の場合は、地位の

承継の届出日とします｡)

を含む料金月の前料金月

の末日までの利用料金に

ついて、本割引の適用の対

象とします。 

 

 

２ 契約者から本割引の

適用を廃止する申出が

あったとき又はセの

(ア)の①により本割引

を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含

む料金月の末日までの利

用料金について、本割引の

適用の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、セの(イ)の②の規定

により本割引の廃止があったときは、本割引の適用によ

り当社が割引いた額（キに該当する場合は、ＵＱｍⅠ約

款に定める自宅セット割（でんきコース）の適用により

 ト タ又はテの規定により、本割引の適用を廃止する場合

の取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の２欄又は３

欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、１欄

又は２欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞ

れ１欄又は２欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２又は３以外により

本割引の適用を廃止し

たとき。 

その事由が生じた日（タの

(ア)の②又は(ウ)の③若

しくは④の場合は、その地

位の承継の届出日又は譲

渡承諾日とします｡)を含

む料金月の前料金月の末

日までの利用料金につい

て、本割引の適用の対象と

します。 

２ 契約者から本割引の

適用を廃止する申出が

あったとき又はタの

(ア)の①、(ウ)の①若し

くは②（ａｕ約款に定め

るものであって、端末設

備の変更に係る請求と

同時に行われたものに

限ります｡)、⑤若しくは

⑥により本割引を廃止

したとき。 

その事由が生じた日を含

む料金月の末日までの利

用料金について、本割引の

適用の対象とします。 

３ タの(イ)の④により

本割引を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含

む料金月から起算し４料

金月の末日までの利用料

金について、本割引の適用

の対象とします。 

ナ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、タの(イ)の③の規定

により本割引の廃止があったときは、本割引の適用によ

り当社が割引いた額（キに該当する場合は、ＵＱｍⅠ約

款に定める自宅セット割（でんきコース）の適用により



当社が割引いた額を含みます｡)を支払っていただきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社が割引いた額を含みます｡)を支払っていただきま

す。 

二 その住所が判定用サービスの提供地域外である等に

より、判定用事業者が指定のあった判定用回線に係る判

定用サービスを提供するために必要な電気通信設備を

設置又は保守することが困難な場合、ＵＱ ｍｏｂｉｌ

ｅⅡ契約者は、判定用回線に代えて、特定の電気通信回

線（以下この欄において「固定代替回線」といいます｡)

を指定して、本割引の適用を申し出ることができます。 

この場合において、クに定めるほか、当社は、その固

定代替回線が、ａｕ約款に定めるところにより次の全て

を満たすときに限り、その申出を承諾します。 

(ア) 固定代替回線に接続する端末設備が当社が別に

定めるものであること。 

(イ) 固定代替回線について固定代替ルータープラン

を選択していること。 

(ウ) その申出により、その自宅セット割グループにお

いて、タイプⅢ若しくはタイプⅣに係る判定用回線で

ある電気通信回線及びルーター割引、据置ルーター割

引若しくは固定代替割引の適用を受ける電気通信回

線の数が２以上とならないこと。 

ヌ ニに定めるほか、判定用事業者がその判定用サービス

の提供を開始する前であって、判定用事業者の責めに帰

すべき理由により、その契約の解除等があった場合であ

って、その判定用回線が所属していた自宅セット割グル

ープに固定代替回線（ルーター割引を選択するものに限

ります｡)が含まれないときは、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契

約者は、判定用回線に代えて、固定代替回線（二の各号

の全てを満たすものに限ります｡)を指定することがで

きます。 

ネ 二又はヌに定めるほか、判定用事業者がその判定用サ

ービスの提供を開始する前であって、判定用事業者の責

めに帰すべき理由により、その判定用回線に係る契約の

解除等があった場合であって、その判定用回線が所属し

ていた自宅セット割グループに固定代替回線（ルーター

割引を選択するものに限ります｡)が含まれるときは、当



 

 

 

 

チ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、本割引、ＯＣＴ自宅

セット割又はウの(２)に定める取扱いの適用の可否を

判断するためにその契約者回線、他網契約者回線及び判

定用回線に係る情報（それぞれの適用に必要な範囲に限

ります｡)について、当社、特定事業者及び判定用事業者

の間で相互に開示し照会すること並びにこれを利用す

ることを承諾していただきます。 
 

社は、その契約の解除等があった日を含む料金月から起

算し５料金月の初日において、契約者から、判定用回線

に代えて、固定代替回線の指定があったものとみなしま

す。 

ノ ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約者は、本割引、ＯＣＴ自宅

セット割又はウの(イ)に定める取扱いの適用の可否を

判断するためにその契約者回線、他網契約者回線及び判

定用回線に係る情報（それぞれの適用に必要な範囲に限

ります｡)について、当社、特定事業者及び判定用事業者

の間で相互に開示し照会すること並びにこれを利用す

ることを承諾していただきます。 
 

 



 

第５ 手続きに関する料金 
１ 適用  

手続きに関する料金の適用については、第 47条（手続きに関する料金
の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

手続きに関する料金の適用 

(１) 手続きに関
する料金の適用 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

区分 内容 

契約事務手数料 ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約の申込み
（契約移行によるものを除きま
す｡)をし、その承諾を受けたとき
に支払いを要する料金 

(略) (略) 

  
 
 
 
 

(２) 契約事務手
数料の適用 

(略) 
 

(３)～(４) (略) (略) 

 
 
 
 
 

２ 料金額 

料金種別 単位 料金額 

税抜額(税込額) 

契約事務手数料 １契約ごとに 3,000 円(3,300 円) 

(略) (略) (略) 

 
 

第５ 手続きに関する料金 
１ 適用  

手続きに関する料金の適用については、第 47条（手続きに関する料金
の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

手続きに関する料金の適用 

(１) 手続きに関
する料金の適用 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

区分 内容 

契約事務手数料 ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約の申込み
（契約移行によるものを除きま
す｡)をし、その承諾を受けたとき
に支払いを要する料金 

契約移行手数料
の適用 

ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約の申込み
（契約移行によるものに限りま
す｡)をし、その承諾を受けた場合
に支払いを要する料金 

(略) (略) 

  

(２) 契約事務手
数料の適用 

(略) 

(３) 契約移行手
数料の適用 

契約者は、ＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約の申込み（契約移行
によるものに限ります｡)が、その契約者回線に接続する
端末設備の購入を伴わないものであるときは、契約移行
手数料の支払いを要しません。 

(４)～(５) (略) (略) 

 
２ 料金額 

料金種別 単位 料金額 

税抜額(税込額) 

契約事務手数料 １契約ごとに 3,000 円(3,300 円) 

契約移行手数料 １契約ごとに 3,000 円(3,300 円) 

(略) (略) (略) 
 

  



別記 

 

５ 端末設備に異常がある場合などの検査 

(１) 当社又は特定ＭＮＯ事業者は、契約者回線に接続されている端末設備

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、契約者に、その端末設備の接続が技術基

準など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、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き、検査を受けることを承諾していただき

ます。 

(２) 当社又は特定ＭＮＯ事業者の係員は、(１)の検査を行う場合、所定の

証明書を提示します。 

(３) 契約者は、(１)の検査を行った結果、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、契約者回線へのその端末設備の接続を取

りやめていただきます。 

 

（略） 

 

８ 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 

(１) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備（移動無線装置に限

ります。以下この別記８において同じとします｡)について、電波法（昭和

25 年法律第 131号）の規定に基づき、当社又は特定ＭＮＯ事業者が、総

務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の

使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理などを行っていただ

きます。 

(２) 当社又は特定ＭＮＯ事業者は、(１)の修理などが完了したときは、電

波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、契約者は、正当な理由

がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。 

(３) 契約者は、(２)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合し

ていると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取

りやめていただきます。 

 

 

別記 

 

５ 端末設備に異常がある場合などの検査 

(１) 当社又は特定ＭＮＯは、契約者回線に接続されている端末設備に異常

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、契約者に、その端末設備の接続が技術基準など

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、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き、検査を受けることを承諾していただきます。 

(２) 当社又は特定ＭＮＯの係員は、(１)の検査を行う場合、所定の証明書

を提示します。 

(３) 契約者は、(１)の検査を行った結果、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、契約者回線へのその端末設備の接続を取

りやめていただきます。 

 

 

（略） 

 

８ 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 

(１) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備（移動無線装置に限

ります。以下この別記８において同じとします｡)について、電波法（昭和

25 年法律第 131号）の規定に基づき、当社又は特定ＭＮＯが、総務大臣

から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を

停止して、無線設備規則に適合するよう修理などを行っていただきます。 

 

(２) 当社又は特定ＭＮＯは、(１)の修理などが完了したときは、電波法の

規定に基づく検査などを受けるものとし、契約者は、正当な理由がある

場合を除き、そのことを承諾していただきます。 

(３) 契約者は、(２)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合し

ていると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取

りやめていただきます。 

 

 



 附則 （21-KDDI 次ビ企 UQm 第 016号） 
（実施時期） 
１ この改正規定は、令和３年 11月 25日から実施します。 

ただし、この改正規定中、契約移行手数料に関する改正規定については、意
表のとおりとします。 

１ ２以外の場合 令和３年 11 月 25 日以降に契約移行
によるＵＱｍｏｂｉｌｅサービスⅡ
の提供を開始したものから実施しま
す。 

２ 当社所定のサービス取扱所にお
いて、契約移行の申込みがあった場
合 

令和３年 11 月 25 日以降に契約移行
の申込みがあったものから実施しま
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。 

 


