
 
 

ＵＱ通信サービス契約約款の一部改正 
 

 

【改正】 【現行】 

第１章 総則 
 
第１条（略） 
 
（約款の変更） 
第２条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供
条件は、変更後の約款によります。 

２ 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当
社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款
は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

３ 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号に該当する場合であって、当社からの申出により提
供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりそ
の内容を説明します。 

 
第３条（略） 
 
（用語の定義） 
第４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 

１～８（略） （略） 

  
 
 

９～１０（略） （略） 

  
 

  
 
 

  
 

  
 

１１～１３（略） （略） 

  
 
 

１４～１５（略） （略） 

  
 

１６～１８（略） （略） 

  

  
 

１９（略） （略） 

  
 

  
 
 

２０ ＵＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着し
て使用するＩＣカードであって、ＵＱ通信サービスの
提供のために当社がＵＱ契約者に貸与するもの 
 

２１ 提供開始日 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始
した日（ＵＱ通信網の設定を完了した日から一定期間

第１章 総則 
 
第１条（略） 
 
（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号に該当する場合であって、当社からの申出により提
供条件の変更を行う場合、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その内容
を掲示します。 

 
第３条（略） 
 
（用語の定義） 
第４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 

１～８（略） （略） 

９ ＷｉＭＡＸ基地
局設備 

無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８
号。以下同じとします。）第４９条の２８に定める条件
に適合する無線基地局設備 

１０～１１（略） （略） 

１２ Ｗｉ－Ｆｉ基
地局設備 

無線設備規則第４９条の２０に定める条件に適合する
無線基地局設備 

１３ ＷｉＭＡＸ機
器 

ＷｉＭＡＸ基地局設備と通信する機能を有する無線機
器（ＷｉＭＡＸ２＋基地局設備と通信する機能を有す
るものを除きます。） 

１４ ＷｉＭＡＸ２
＋機器 

ＷｉＭＡＸ２＋基地局設備と通信する機能を有する無
線機器 

１５ Ｗｉ－Ｆｉ機
器 

Ｗｉ－Ｆｉ基地局設備と通信する機能を有する無線機
器 

１６～１８（略） （略） 

１９ ＷｉＭＡＸ回
線 

無線設備規則第４９条の２８に定める条件に適合する
電波を用いてＷｉＭＡＸ基地局設備と無線機器との間
に設定される契約者回線 

２０～２１（略） （略） 

２２ Ｗｉ－Ｆｉ回
線 

Ｗｉ－Ｆｉ基地局設備と無線機器との間に設定される
契約者回線 

２３～２５（略） （略） 

２６ 通常料金契約 都度料金契約以外の料金契約 

２７ 都度料金契約 ２４時間を単位としてＷｉＭＡＸ回線の提供を受ける
ための料金契約 

２８（略） （略） 

２９ ＭＡＣアドレ
ス 

ＷｉＭＡＸ機器ごとに定められている固有の番号 

３０ 認証情報 ＵＱ通信サービスの提供に際してＵＱ契約者を識別す
るための情報であって、ＷｉＭＡＸ機器の認証に使用
するもの 

３１ ＵＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶してＷｉＭＡＸ２＋機器
に装着して使用するＩＣカードであって、ＵＱ通信サ
ービスの提供のために当社がＵＱ契約者に貸与するも
の 

３２ 提供開始日 通常料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開
始した日（ＵＱ通信網の設定を完了した日から一定期
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が経過した日又はＵＱ契約者が契約者回線を最初に
利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社
がみなした場合は、その日とします。） 

２２～２６（略） （略） 

  
 

２７～２８（略） （略） 

  
 
 

２９ ハイスピード
モード 

ＷｉＭＡＸ２＋通信のみ利用可能とする無線機器の
設定であって、当社が指定する仕様に準拠したもの 
 

３０ ハイスピード
プラスエリアモ
ード 

ＷｉＭＡＸ２＋通信及びＬＴＥ通信のいずれも利用
可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する
仕様に準拠したもの 

３１（略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章 会員契約 
 
第５条～第７条（略） 
 
（契約者回線の追加） 
第８条 ＵＱ契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき
料金契約の申込みを行っていただきます。 

 
第９条～第１４条（略） 
 
第３章 料金契約 
 
 
 
 
 
 
第１５条（略） 
 
（料金契約申込みの方法） 
第１６条（略） 
２（略） 
 
 
 
 
 
 
 

間が経過した日又はＵＱ契約者が契約者回線を最初に
利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社が
みなした場合は、その日とします。） 

３３～３７（略） （略） 

３８ ＷｉＭＡＸ通
信 

ＷｉＭＡＸ回線により行われる通信 

３９～４０（略） （略） 

４１ ノーリミット
モード 

利用可能な通信をＷｉＭＡＸ通信のみに制限するＷｉ
ＭＡＸ２＋機器の機能であって、当社が指定する仕様
に準拠したもの 

４２ ハイスピード
モード 

利用可能な通信をＷｉＭＡＸ通信及びＷｉＭＡＸ２＋
通信のみに制限するＷｉＭＡＸ２＋機器の機能であっ
て、当社が指定する仕様に準拠したもの 

４３ ハイスピード
プラスエリアモ
ード 

利用可能な通信をＷｉＭＡＸ２＋通信及びＬＴＥ通信
のみに制限するＷｉＭＡＸ２＋機器の機能であって、
当社が指定する仕様に準拠したもの 

４４（略） （略） 

 
第２章 ＵＱ通信サービスの種類 
 
（ＵＱ通信サービスの種類） 
第４条の２ ＵＱ通信サービスには、次の種類があります。 

種   類 内         容 

ＷｉＭＡＸサービス 当社が無線基地局設備とＵＱ契約者が指定するＷ
ｉＭＡＸ機器（その無線局の免許人が当社である
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ＵＱ通信サービス 

ＷｉＭＡＸ２＋サービス 当社が無線基地局設備とＵＱ契約者が指定するＷ
ｉＭＡＸ２＋機器（その無線局の免許人が当社又
は提携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ＵＱ通信サービ
ス 

 
第３章 会員契約 
 
第５条～第７条（略） 
 
（契約者回線の追加） 
第８条 ＵＱ契約者は、新たに契約者回線（Ｗｉ－Ｆｉ回線を除きます。）の提供を受けようとす
るときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。 

 
第９条～第１４条（略） 
 
第４章 料金契約 
 
（契約の種別） 
第１４条の２ 料金契約には、次の種別があります。 
（１）通常料金契約 
（２）都度料金契約 
 
第１５条（略） 
 
（料金契約申込みの方法） 
第１６条（略） 
２（略） 
３ 前２項の規定にかかわらず、ＵＱ契約者は、令和元年１２月６日以降、都度料金契約の申込み
を行うことはできません。 

 
（利用可能なＵＱ通信サービスの種類） 
第１６条の２ 当社は、料金契約の種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定めるＵＱ通信サービス
を提供します。 

料金契約の種別 利用可能なＵＱ通信サービスの種類 
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第１７条（略） 
 
 
第１８条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１９条～第２２条（略） 
 
（料金契約の終了） 
第２２条の２ 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と
同時に終了するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（初期契約解除の取扱い） 
第２３条 ＵＱ契約者は、新たな料金契約（以下「新規契約」といいます。）又は既に締結されて
いる料金契約の一部の変更を内容とする契約（以下「変更契約」といい、新規契約と併せて「対
象契約」といいます。）を締結したときは、事業法施行規則第２２条の２の７第１項各号のいず
れかに該当する場合を除き、その契約書面（事業法第２６条の２第１項の規定に基づき当社がＵ
Ｑ契約者に交付する書面（同条第２項の規定により提供するものを含みます。）をいいます。以
下同じとします。）を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日（変更契約にあっては、そ
の効力を発した日とします。）のいずれか遅い日から起算して８日を経過するまでの間に、当社
に対して書面（はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報
が記載されたものに限ります。）を発した場合に限り、事業法第２６条の３の規定に基づき対象
契約の解除（以下「初期契約解除」といいます。）を行うことができます。この場合、その書面
の発送等に要する費用は、ＵＱ契約者に負担していただきます。 

２～３（略） 
 
 
第４章 オプション機能 
 
第２３条の２～第２３条の３（略） 
 
 

通常料金契約 ＷｉＭＡＸサービス 

ＷｉＭＡＸ２＋サービス 

都度料金契約 ＷｉＭＡＸサービス 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、平成３０年１０月１日以降、通常料金契約に基づくＷｉＭ
ＡＸサービスの申込みを受け付けません。 

３ ＵＱ契約者は、ＷｉＭＡＸサービスからＷｉＭＡＸ２＋サービスへ種類を変更しようとすると
きは、当社が別に定める方法によりサービス取扱所にその契約内容の変更の申込みを行っていた
だきます。 

 
第１７条（略） 
 
（通常料金契約に係るＷｉＭＡＸサービスの最低利用期間） 
第１８条 通常料金契約に基づき提供を受けるＷｉＭＡＸサービスには、その提供開始日から起算
して３０日間の最低利用期間があります。 

 
（都度料金契約に係るＷｉＭＡＸサービスの利用可能期間） 
第１８条の２ ＵＱ契約者は、都度料金契約に基づきＷｉＭＡＸサービスの提供を受けようとする
ときは、その都度、当社所定の申込み（以下「都度申込み」といいます。）を行っていただきま
す。 

２ 前項の場合において、ＵＱ契約者は、当社が都度申込みの受付を完了した時刻から起算して２
４時間が経過した時刻までの期間（以下「利用可能期間」といいます。）において、そのＷｉＭ
ＡＸサービスを利用できるものとします。この場合において、その期間の測定は、当社の機器に
より行います。 

３ 前２項の規定にかかわらず、ＵＱ契約者は、令和２年２月２８日以降、都度申込みを行うこと
はできません。 

 
第１９条～第２２条（略） 
 
（料金契約の終了） 
第２２条の２ 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と
同時に終了するものとします。 

２ 前項の規定によるほか、都度料金契約は、最後に利用可能期間が満了した日（都度申込みを行
ったことがない場合は、その都度料金契約が成立した日とします。）の翌日から起算して９０日
間が経過したときは、その経過した日をもって終了するものとします。 

 
（ＷｉＭＡＸサービスの廃止） 
第２２条の３  当社は、平成３２年３月３１日をもってＷｉＭＡＸサービスを廃止するものとし、
ＵＱ契約者は、これを異議なく承諾するものとします。この場合、その料金契約は、ＷｉＭＡＸ
サービスの廃止と同時に終了するものとします。 

２ 当社は、ＷｉＭＡＸサービスの廃止に伴ってＵＱ契約者が被ったいかなる損害についても一切
の責任を負わないものとします。 

 
（初期契約解除の取扱い） 
第２３条 ＵＱ契約者は、新たな通常料金契約（以下「新規契約」といいます。）又は既に締結さ
れている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約（以下「変更契約」といい、新規契約と併
せて「対象契約」といいます。）を締結したときは、事業法施行規則第２２条の２の７第１項各
号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面（事業法第２６条の２第１項の規定に基づき
当社がＵＱ契約者に交付する書面（同条第２項の規定により提供するものを含みます。）をいい
ます。以下同じとします。）を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日（変更契約にあっ
ては、その効力を発した日とします。）のいずれか遅い日から起算して８日を経過するまでの間
に、当社に対して書面（はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必
要な情報が記載されたものに限ります。）を発した場合に限り、事業法第２６条の３の規定に基
づき対象契約の解除（以下「初期契約解除」といいます。）を行うことができます。この場合、
その書面の発送等に要する費用は、ＵＱ契約者に負担していただきます。 

２～３（略） 
 
 
第５章 オプション機能 
 
第２３条の２～第２３条の３（略） 
 
（都度料金契約に係るオプション機能の取扱い） 
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第２３条の４ 削除 
 
 
 
第５章 無線機器の利用 
 
第１節 ＵＩＭカードの貸与等 
 
（ＵＩＭカードの貸与） 
第２３条の５ 当社は、ＵＱ通信サービスの提供に際して、ＵＱ契約者に対し、ＵＩＭカードを貸
与します。この場合において、貸与するＵＩＭカードの数は、１の料金契約につき１とします。 

 
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、当社が貸与するＵＩＭカー
ドを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをＵＱ契約者に通知します。 

 
第２３条の６～第２３条の９（略） 
 
 
 
 
第２４条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２３条の４ ＵＱ契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間
内に限り利用することができます。 

  ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。 
 
第６章 無線機器の利用 
 
第１節 ＵＩＭカードの貸与等 
 
（ＵＩＭカードの貸与） 
第２３条の５ 当社は、ＷｉＭＡＸ２＋サービスの提供に際して、ＵＱ契約者に対し、ＵＩＭカー
ドを貸与します。この場合において、貸与するＵＩＭカードの数は、１の料金契約につき１とし
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、当社が貸与するＵＩＭカー
ドを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをＵＱ契約者に通知します。 

 
第２３条の６～第２３条の９（略） 
 
第２節 ＷｉＭＡＸ機器の接続等 
 
（ＷｉＭＡＸ機器の接続） 
第２４条 ＵＱ契約者は、ＷｉＭＡＸサービスに係る契約者回線にＷｉＭＡＸ機器（当社に付与さ
れた無線局の免許により運用することができるもの及びＷｉＭＡＸサービスに係る契約者回線
に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。）を接続しようと
するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をして
いただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 
（１）その接続が別記１に規定する技術基準及び技術的条件（以下「技術基準等」といいます。）

に適合しないとき。 
（２）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、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、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。 

（１）事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。 
（２）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 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 
５ ＵＱ契約者が、そのＷｉＭＡＸ機器を変更した場合についても、前４項の規定に準じて取り扱
います。 

６ ＵＱ契約者は、その契約者回線へのＷｉＭＡＸ機器の接続を取りやめたときは、そのことを当
社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。 

７ 当社は、第２項の定めにより承諾したＷｉＭＡＸ機器について、その契約者回線への接続に必
要な情報の登録（以下「ＷｉＭＡＸ機器登録」といいます。）を行います。 
ただし、次のいずれかに該当するときは、そのＷｉＭＡＸ機器登録を行うことができません。 

（１）１の通常料金契約につきＷｉＭＡＸ機器登録の数が同時に４以上となるとき。 
（２）１の都度料金契約につきＷｉＭＡＸ機器登録の数が同時に２以上となるとき。 
（３）そのＷｉＭＡＸ機器がいずれかのＷｉＭＡＸサービス（当社のＷｉＭＡＸ基地局設備を使用

して他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスを含みます。）に係る契約に基づき現に
登録されているものであるとき（その登録を第三者が行っているときを含みます。）。 

 
（ＷｉＭＡＸ機器登録の廃止） 
第２４条の２ 当社は、次のいずれかに該当するときは、そのＷｉＭＡＸ機器登録を廃止します。 
（１）会員契約の解除があったとき。 
（２）料金契約の解除があったとき。 
（３）ＵＱ契約者から廃止の請求があったとき（１の料金契約における全てのＷｉＭＡＸ機器登録

を廃止することとなるときを除きます。）。 
（４）その他当社が必要と判断したとき。 
 
（ＷｉＭＡＸ機器への認証情報の書込み） 
第２４条の３ 当社は、ＷｉＭＡＸ機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であっ
て、そのＷｉＭＡＸ機器にＷｉＭＡＸ基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して
記憶できる機能が実装されているときは、そのＷｉＭＡＸ機器への認証情報の書込みを行うもの
とします。 
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第２節 無線機器の接続等 
 
（無線機器の接続） 
第２５条 ＵＱ契約者は、契約者回線に無線機器（当社及び提携事業者に付与された無線局の免許
により運用することができるもの並びに契約者回線に接続することができるものに限ります。以
下この条において同じとします。）を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が
別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。 

 
２～４（略） 
５ ＵＱ契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前４項の規定に準じて取り扱います。 
６ ＵＱ契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別
に定めるサービス取扱所に通知していただきます。 

 
 
第３節（略） 
 
第６章（略） 
 
第７章 通信 
 
第３６条（略） 
 
（通信の条件） 
第３７条（略） 
２～５（略） 
 
 
 
６～７（略） 
 
第３８条（略） 
 
第３８条の２ 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。 
（１）削除 
 
 
（２）～（６）（略） 
 
第３８条の３ 当社は、前２条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行
為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者
に対する代金債務（立替払等に係る債務を含みます。）の履行が為されていないと判断した無線
機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあり
ます。 

 
第３８条の４（略） 
 
 
 
 
 
 
 
第８章 料金等 
 
第１節 料金及び工事に関する費用 
 
（料金及び工事に関する費用） 

ただし、そのＷｉＭＡＸ機器がＷｉＭＡＸ基地局設備からの電波を受けることができない区域
に在圏している場合その他当社の業務上又は技術上の都合等により認証情報の書込みを行うこ
とができない場合は、この限りでありません。 

 
第３節 ＷｉＭＡＸ２＋機器の接続等 
 
（ＷｉＭＡＸ２＋機器の接続） 
第２５条 ＵＱ契約者は、ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係る契約者回線にＷｉＭＡＸ２＋機器（当社
及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びにＷｉＭＡＸ
２＋サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同
じとします。）を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス
取扱所にその接続の請求をしていただきます。 

２～４（略） 
５ ＵＱ契約者が、そのＷｉＭＡＸ２＋機器を変更した場合についても、前４項の規定に準じて取
り扱います。 

６ ＵＱ契約者は、その契約者回線へのＷｉＭＡＸ２＋機器の接続を取りやめたときは、そのこと
を当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。 

 
第４節（略） 
 
第７章（略） 
 
第８章 通信 
 
第３６条（略） 
 
（通信の条件） 
第３７条（略） 
２～５（略） 
６ ＵＱ契約者は、１の料金契約において、同時に２以上のＷｉ－Ｆｉ機器に契約者回線を設定し
て通信を行うことはできません。 

  ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。 
７～８（略） 
 
第３８条（略） 
 
第３８条の２ 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。 
（１）ＷｉＭＡＸ通信について、１の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が

送受信されようとした場合に、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すること。 

（２）～（６）（略） 
 
第３８条の３ 当社は、前２条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行
為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者
に対する代金債務（立替払等に係る債務を含みます。）の履行が為されていないと判断したＷｉ
ＭＡＸ２＋機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限する
ことがあります。 

 
第３８条の４（略） 
 
（ＷｉＭＡＸ通信の提供終了） 
第３８条の５ 当社は、平成３２年３月３１日をもってＷｉＭＡＸ通信の提供を終了するものと
し、ＵＱ契約者は、これを異議なく承諾するものとします。 

２ 当社は、ＷｉＭＡＸ通信の提供終了に伴ってＵＱ契約者が被ったいかなる損害についても一切
の責任を負わないものとします。 

 
第９章 料金等 
 
第１節 料金及び工事に関する費用 
 
（料金及び工事に関する費用） 
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第３９条 ＵＱ通信サービスの料金は、料金表第１表（ＵＱ通信サービスに関する料金）に規定す
る基本使用料、ＬＴＥオプション料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、グローバ
ルＩＰアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。 

 
２（略） 
 
第２節 料金等の支払義務 
 
（基本使用料の支払義務） 
第４０条 ＵＱ契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日（以下「提
供終了日」といいます。）の前日までの期間（提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、
その日）について、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する基本使用料の支払いを要します。 
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 

 
２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりＵＱ通信サービスを利用することができない状
態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。 

（１）～（２）（略） 
（３）前２号の規定によるほか、ＵＱ契約者は、次の場合を除き、ＵＱ通信サービスを利用できな

かった期間中の基本使用料の支払いを要します。 

区   別 支払いを要しない料金 

ＵＱ契約者の責めによらない理由によりそ
の会員契約に係る全ての契約者回線を全く
利用できない状態（その会員契約に係る電気
通信設備による全ての通信に著しい支障が
生じ、全く利用できない状態と同程度の状態
となる場合を含みます。）が生じた場合に、
そのことを当社が認知した時刻から起算し
て、２４時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が認知した時
刻以後の利用できなかった時
間（２４時間の倍数である部
分に限ります。）について、２
４時間ごとに日数を計算し、
その日数に対応する基本使用
料 

３（略） 
 
第４１条（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４２条 削除 
 
 
第４２条の２（略） 
 
（ＬＴＥオプション料の支払義務） 
第４２条の３ ＵＱ契約者は、ハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月につ
いて、料金表第１表第６（ＬＴＥオプション料）に規定するＬＴＥオプション料の支払いを要し
ます。 

 
（ユニバーサルサービス料の支払義務） 
第４２条の４ ＵＱ契約者は、料金月の末日が経過した時点にＵＱ通信サービスの提供を受けてい
たときは、料金表第１表第７（ユニバーサルサービス料）に規定するユニバーサルサービス料の
支払いを要します。 

２ ＵＱ契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応
じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。 

 

第３９条 ＵＱ通信サービスの料金は、料金表第１表（ＵＱ通信サービスに関する料金）に規定す
る基本使用料、パケット通信料、都度利用料、契約解除料、ＬＴＥオプション料、ユニバーサル
サービス料、手続きに関する料金、ＷｉＭＡＸ機器追加料、ＷｉＭＡＸファミ得パック利用料、
グローバルＩＰアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。 

２（略） 
 
第２節 料金等の支払義務 
 
（基本使用料の支払義務） 
第４０条 ＵＱ契約者は、その通常料金契約に係る提供開始日から通常料金契約の解除があった日
（以下「提供終了日」といいます。）の前日までの期間（提供開始日と提供終了日が同一の日で
ある場合は、その日）について、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する基本使用料の支払
いを要します。 
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりＵＱ通信サービスを利用することができない状
態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。 

（１）～（２）（略） 
（３）前２号の規定によるほか、ＵＱ契約者は、次の場合を除き、ＵＱ通信サービスを利用できな

かった期間中の基本使用料の支払いを要します。 

区   別 支払いを要しない料金 

ＵＱ契約者の責めによらない理由によりその会員契約
に係る全ての契約者回線（通常料金契約に係るものに
限ります。）を全く利用できない状態（その会員契約
に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が
生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場
合を含みます。）が生じた場合に、そのことを当社が
認知し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。 

そのことを当社が認知した時刻以
後の利用できなかった時間（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基本使用
料 

３（略） 
 
第４１条（略） 
 
（パケット通信料の支払義務） 
第４１条の２ ＵＱ契約者は、その通常料金契約（料金表第１表第１（基本使用料）に規定するＵ
Ｑ Ｓｔｅｐの適用を受けているものに限ります。）に係るパケット通信（そのＵＱ契約者以外
の者が行ったものを含みます。以下同じとします。）について、料金表第１表第２（パケット通
信料）に規定するパケット通信料の支払いを要します。 

 
（都度利用料の支払義務） 
第４１条の３ ＵＱ契約者は、都度申込みの受付が完了したときは、料金表第１表第３（都度利用
料）に規定する都度利用料の支払いを要します。 

２ ＵＱ契約者は、利用可能期間において、ＵＱ通信サービスを利用することができない状態が生
じた場合であっても、その利用できなかった期間中の都度利用料の支払いを要します。 

 
（契約解除料の支払義務） 
第４２条 ＵＱ契約者は、ＷｉＭＡＸサービスにおいて、最低利用期間中に通常料金契約の解除が
あったときは、料金表第１表第４（契約解除料）に規定する契約解除料の支払いを要します。 

 
第４２条の２（略） 
 
（ＬＴＥオプション料の支払義務） 
第４２条の３ ＵＱ契約者は、ＷｉＭＡＸ２＋サービスにおいて、ハイスピードプラスエリアモー
ドによる通信が行われた料金月について、料金表第１表第６（ＬＴＥオプション料）に規定する
ＬＴＥオプション料の支払いを要します。 

 
（ユニバーサルサービス料の支払義務） 
第４２条の４ ＵＱ契約者は、料金月の末日が経過した時点にＷｉＭＡＸ２＋サービスの提供を受
けていたときは、料金表第１表第７（ユニバーサルサービス料）に規定するユニバーサルサービ
ス料の支払いを要します。 

２ ＵＱ契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応
じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。 

 



7 

【改正】 【現行】 

第４３条（略） 
 
 
第４３条の２ 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４３条の３ 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
（グローバルＩＰアドレスオプション利用料の支払義務） 
第４３条の４ ＵＱ契約者は、別表に定めるグローバルＩＰアドレスオプションに係る特定ＡＰＮ
を介して通信を行った料金月について、料金表第１表第１１（グローバルＩＰアドレスオプショ
ン利用料）に規定するグローバルＩＰアドレスオプション利用料の支払いを要します。 
ただし、ＵＱ契約者の責めによらない理由により１料金月の全ての日にわたってその料金契約

に係る契約者回線を全く利用できない状態（その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信
に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じた
ときは、この限りでありません。 

 
２（略） 
 
第４４条～第４６条（略） 
 
第３節 料金等の計算及び支払い 
 
（料金の計算方法等） 
第４７条 当社は、ＵＱ契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、ＬＴＥオプシ
ョン料、ユニバーサルサービス料及びグローバルＩＰアドレスオプション利用料は、料金月に従
って計算するものとします。 
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当

社が別に定める期間に従って随時に計算します。 
 
２～３（略） 
 
（債権の譲渡） 
第４８条 ＵＱ契約者（料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を除きます。）は、そ
の料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社に譲渡することを承諾し
ていただきます。 

２ 前項の譲渡に関して、ＵＱ契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。 
（１）ＵＱ契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並

びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供するこ
と。 

（２）料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、
料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。 

３ 第１項の場合において、当社及び料金回収会社は、ＵＱ契約者への個別の通知又は譲渡承諾の
請求を省略するものとします。 

 
第４９条～第４９条の２（略） 

第４３条（略） 
 
（ＷｉＭＡＸ機器追加料の支払義務） 
第４３条の２ ＵＱ契約者は、ＷｉＭＡＸサービスにおいて、１の通常料金契約に基づく追加機器
（１料金月内のいずれかの時点にＷｉＭＡＸ機器登録がなされていたＷｉＭＡＸ機器のうち、最
初に登録されたＷｉＭＡＸ機器以外のものをいいます。以下同じとします。）の数が１以上であ
ったときは、料金表第１表第９（ＷｉＭＡＸ機器追加料）に規定するＷｉＭＡＸ機器追加料の支
払いを要します。 
ただし、ＵＱ契約者の責めによらない理由により１料金月の全ての日にわたってその通常料金

契約に係るＷｉＭＡＸ回線を全く利用できない状態（その通常料金契約に係る電気通信設備によ
る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま
す。）が生じたときは、この限りでありません。 

２ ＷｉＭＡＸ機器追加料については、日割りは行いません。 
 
（ＷｉＭＡＸファミ得パック利用料の支払義務） 
第４３条の３ ＵＱ契約者は、別表に定めるＷｉＭＡＸファミ得パックが適用された料金月につい
て、料金表第１表第１０（ＷｉＭＡＸファミ得パック利用料）に規定するＷｉＭＡＸファミ得パ
ック利用料の支払いを要します。 
ただし、ＵＱ契約者の責めによらない理由により１料金月の全ての日にわたってその通常料金

契約に係るＷｉＭＡＸ回線を全く利用できない状態（その通常料金契約に係る電気通信設備によ
る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま
す。）が生じたときは、この限りでありません。 

２ ＷｉＭＡＸファミ得パック利用料については、日割りは行いません。 
 
（グローバルＩＰアドレスオプション利用料の支払義務） 
第４３条の４ ＵＱ契約者は、別表に定めるグローバルＩＰアドレスオプションが適用された料金
月（ＷｉＭＡＸ２＋サービスにあっては、別表に定める特定ＡＰＮを介して通信を行った料金月
とします。）について、料金表第１表第１１（グローバルＩＰアドレスオプション利用料）に規
定するグローバルＩＰアドレスオプション利用料の支払いを要します。 
ただし、ＵＱ契約者の責めによらない理由により１料金月の全ての日にわたってその通常料金

契約に係る契約者回線を全く利用できない状態（その通常料金契約に係る電気通信設備による全
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）
が生じたときは、この限りでありません。 

２（略） 
 
第４４条～第４６条（略） 
 
第３節 料金等の計算及び支払い 
 
（料金の計算方法等） 
第４７条 当社は、ＵＱ契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信
料、ＬＴＥオプション料、ユニバーサルサービス料、ＷｉＭＡＸ機器追加料、ＷｉＭＡＸファミ
得パック利用料及びグローバルＩＰアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するもの
とします。 
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当

社が別に定める期間に従って随時に計算します。 
２～３（略） 
 
（債権の譲渡） 
第４８条 ＵＱ契約者（通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を
除きます。）は、その通常料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社
に譲渡することを承諾していただきます。 

２ 前項の譲渡に関して、ＵＱ契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。 
（１）ＵＱ契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並

びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供するこ
と。 

（２）料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、
料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。 

３ 第１項の場合において、当社及び料金回収会社は、ＵＱ契約者への個別の通知又は譲渡承諾の
請求を省略するものとします。 

 
第４９条～第４９条の２（略） 
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（料金等の支払い） 
第５０条 ＵＱ契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記６に規定する
支払方法のいずれかを指定していただきます。 

２ ＵＱ契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により
指定した支払方法により支払っていただきます。 

３（略） 
４ 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を
発行します。この場合において、ＵＱ契約者は、第１項の規定により指定した支払方法にかかわ
らず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。 

（１）～（３）（略） 
５～６（略） 
 
 
 
第５１条～第５３条（略） 
 
第４節～第６節（略） 
 
第９章（略） 
 
第１０章 損害賠償 
 
（責任の制限） 
第６３条 当社は、料金契約に基づきＵＱ通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに
帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く
利用できない状態（その会員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認知し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、
そのＵＱ契約者の損害を賠償します。 

 
２ 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態
にあることを当社が認知し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そのＵＱ通信サービ
スに係る基本使用料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。 

 
 
 
 
 
３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第４１条（基本使用料の日
割り）の規定に準じて取り扱います。 

４ 当社は、ＵＱ通信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。 

 
（免責） 
第６４条（略） 
２（略） 
 
 
 
 
第１１章 付随サービス 
 
（請求書の発行） 
第６５条 当社は、ＵＱ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、書面に
より請求書を発行します。 

  ただし、そのＵＱ契約者が料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指
定している場合は、この限りでありません。 

 
２ ＵＱ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３表（付随サービスに関
する料金等）に規定する手数料の支払いを要します。 

 
（料金等の支払い） 
第５０条 ＵＱ契約者は、通常料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記６に規定
する支払方法のいずれかを指定していただきます。 

２ ＵＱ契約者は、通常料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定に
より指定した支払方法により支払っていただきます。 

３（略） 
４ 当社は、通常料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込
票を発行します。この場合において、ＵＱ契約者は、第１項の規定により指定した支払方法にか
かわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。 

（１）～（３）（略） 
５～６（略） 
７ ＵＱ契約者は、都度利用料については、都度申込みを行うごとに、当社が指定するクレジット
カードにより支払っていただきます。 

 
第５１条～第５３条（略） 
 
第４節～第６節（略） 
 
第１０章（略） 
 
第１１章 損害賠償 
 
（責任の制限） 
第６３条 当社は、通常料金契約に基づきＵＱ通信サービスを提供すべき場合において、当社の責
めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線
（通常料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。）が全く利用できな
い状態（その会員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
とを当社が認知し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、そのＵＱ
契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態
にあることを当社が認知し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そのＵＱ通信サービ
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表第１（基本使用料）に規定する料金 
（２）料金表第１表第２（パケット通信料）に規定する料金（その会員契約に係る全ての契約者回

線を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月における１通
常料金契約当たりの１日平均のパケット通信料（前６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、第４１条（基本使用料の日
割り）の規定に準じて取り扱います。 

４ 当社は、ＵＱ通信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。 

 
（免責） 
第６４条（略） 
２（略） 
３ 当社は、都度料金契約に基づきＵＱ通信サービスを提供すべき場合において、その提供をしな
かったときは、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害
を賠償しません。 

 
第１２章 付随サービス 
 
（請求書の発行） 
第６５条 当社は、ＵＱ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、書面に
より請求書（ＵＱ契約者が通常料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。）
を発行します。 

  ただし、そのＵＱ契約者が通常料金契約を締結していない場合又は通常料金契約に係る料金等
の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。 

２ ＵＱ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３表（付随サービスに関
する料金等）に規定する手数料の支払いを要します。 
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３ ＵＱ契約者は、第５０条（料金等の支払い）の規定により料金契約に係る料金等の支払方法と
して銀行振込を指定したときは、同時に第１項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同
意していただきます。 

 
第６６条（略） 
 
第１２章 雑則 
 
第６７条～第６７条の２（略） 
 
（利用に係るＵＱ契約者の義務） 
第６８条 ＵＱ契約者は、次のことを守っていただきます。 
（１）～（２）（略） 
（３）削除 
（４）～（５）（略） 
２（略） 
 
第６９条～第７０条（略） 
 
（公衆無線ＬＡＮサービスの認証） 
第７０条の２ ＵＱ契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス（以下「Ｗｉ－Ｆｉ提携事業
者」といいます。）が公衆無線ＬＡＮサービス契約約款に基づきＵＱ契約者へ提供する「ａｕ Ｗ
ｉ－Ｆｉ ＳＰＯＴ」の認証において、Ｗｉ－Ｆｉ提携事業者から当社へそのＵＱ契約者が使用
しているＵＩＭカードの有効性の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることにあら
かじめ同意していただきます。 

２（略） 
 
第７０条の３（略） 
 
 
第７１条 削除 
 
 
 
 
 
第７２条～第７３条（略） 
 
 
料金表 
 
第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 
 
 第１ 基本使用料 
 

１ 適用 
基本使用料の適用については、第４０条（基本使用料の支払義務）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 

（１）基本使用料の料
金種別の選択 

ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題（2年自動更新あり） 

ギガ放題（2年自動更新なし） 

ギガ放題（期間条件なし） 

ギガ放題（2年自動更新あり） ハート割 

ギガ放題（2年自動更新なし） ハート割 

ギガ放題（期間条件なし） ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ハート割 

３ ＵＱ契約者は、第５０条（料金等の支払い）の規定により通常料金契約に係る料金等の支払方
法として銀行振込を指定したときは、同時に第１項の請求を行ったものとみなして取り扱うこと
に同意していただきます。 

 
第６６条（略） 
 
第１３章 雑則 
 
第６７条～第６７条の２（略） 
 
（利用に係るＵＱ契約者の義務） 
第６８条 ＵＱ契約者は、次のことを守っていただきます。 
（１）～（２）（略） 
（３）当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。 
（４）～（５）（略） 
２（略） 
 
第６９条～第７０条（略） 
 
（公衆無線ＬＡＮサービスの認証） 
第７０条の２ ＷｉＭＡＸ２＋サービスを利用しているＵＱ契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・
ワイヤレス（以下「Ｗｉ－Ｆｉ提携事業者」といいます。）が公衆無線ＬＡＮサービス契約約款
に基づきＵＱ契約者へ提供する「ａｕ Ｗｉ－Ｆｉ ＳＰＯＴ」の認証において、Ｗｉ－Ｆｉ提携
事業者から当社へそのＵＱ契約者が使用しているＵＩＭカードの有効性の確認を求められた場
合に、当社がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。 

２（略） 
 
第７０条の３（略） 
 
（検査等のためのＷｉＭＡＸ機器の持込み） 
第７１条 ＵＱ契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定する
サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。 

（１）第２４条（ＷｉＭＡＸ機器の接続）から第２８条（無線機器の電波法に基づく検査）の規定
に基づく無線機器の検査を受けるとき。 

（２）その他当社が必要と認めるとき。 
 
第７２条～第７３条（略） 
 
 
料金表 
 
第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 
 
 第１ 基本使用料 
 

１ 適用 
基本使用料の適用については、第４０条（基本使用料の支払義務）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 

（１）基本使用料の料
金種別の選択 

ア 基本使用料には、ＵＱ通信サービスの種類に応じて、次の
料金種別があります。 
（ア）ＷｉＭＡＸサービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

ＵＱ Ｆｌａｔ 

ＵＱ Ｆｌａｔ年間パスポート 

ＵＱ Ｆｌａｔ年間パスポート ハート割 

ＵＱ Ｓｔｅｐ 

（イ）ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題（2年自動更新あり） 
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ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題（期間条件なし） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ ＵＱ契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の
料金種別を選択していただきます。 
ただし、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス、ＵＱ Ｆｌａｔ ツー

プラス ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年)、ＵＱ Ｆ
ｌａｔ ツープラス(2年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープ
ラス(3年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ハート割、Ｕ
Ｑ Ｆｌａｔ ツープラス(4 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス
(4 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス（期間条件な
し）、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2 年)、ＵＱ Ｆ
ｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａ
ｔ ツープラス ギガ放題(3 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス 
ギガ放題(3年) ハート割及びＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギ
ガ放題（期間条件なし）を選択することはできません。 

 
ウ～オ（略） 

（２）削除 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ギガ放題（2年自動更新なし） 

ギガ放題（期間条件なし） 

ギガ放題（2年自動更新あり） ハート割 

ギガ放題（2年自動更新なし） ハート割 

ギガ放題（期間条件なし） ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2 年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2 年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3 年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3 年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4 年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4 年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題（期間条件なし） 

イ ＵＱ契約者は、通常料金契約の申込み又はＵＱ通信サービ
スの種類の変更に際して、基本使用料の料金種別を選択して
いただきます。 
ただし、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス、ＵＱ Ｆｌａｔ ツー

プラス ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年)、ＵＱ Ｆ
ｌａｔ ツープラス(2年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープ
ラス(3年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ハート割、Ｕ
Ｑ Ｆｌａｔ ツープラス(4 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス
(4 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス（期間条件な
し）、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2 年)、ＵＱ Ｆ
ｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａ
ｔ ツープラス ギガ放題(3 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス 
ギガ放題(3年) ハート割及びＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギ
ガ放題（期間条件なし）を選択することはできません。 

ウ～オ（略） 

（２）ＵＱ Ｆｌａｔ 
年間パスポート
の取扱い 

ア ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポートは、その適用を開始した日
（イの規定により更新されたものであるときは、その更新が
あった日とします。）を含む料金月から起算して１２料金月
が経過することとなる料金月（以下この欄において「満了月」
といい、それがＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割から
変更されたものであるときは、（３）に定めるそのＵＱ Ｆｌ
ａｔ 年間パスポート ハート割に係る満了月とします。）の
末日をもって適用期間が満了します。 

イ 当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月
（以下この欄において「更新月」といいます。）の初日にＵ
Ｑ Ｆｌａｔ 年間パスポートを更新して適用します。 

ウ ＵＱ契約者は、ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポートの適用を受
けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の
変更があった場合は、（ア）に定める年間パスポート解除料
を支払っていただきます。ただし、（イ）に定める適用除外
要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありませ
ん。 

（ア）年間パスポート解除料 
１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

年間パスポート解除料 ５，０００円 
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（３）削除 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）適用除外要件 
①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 
②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 
③ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割への料金種別の
変更があったとき（（９）に定める定期プラン特約の適用
を廃止した場合を除きます。）。 

④第２２条の３（ＷｉＭＡＸサービスの廃止）の規定により
ＷｉＭＡＸサービスが廃止されたとき。 

エ ＵＱ契約者は、通常料金契約の解除に伴って年間パスポー
ト解除料が発生した場合は、第４２条（契約解除料の支払義
務）の規定にかかわらず、その契約解除料の支払いを要しま
せん。 

（３）ＵＱ Ｆｌａｔ 
年間パスポート 
ハート割の取扱
い 

ア ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割の適用を受ける
ことができる者は、次のいずれかに該当するＵＱ契約者とし
ます。 

（ア）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５
条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている
者 

（イ）療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６
号厚生事務次官通知）により定められた療育手帳制度要綱
に規定する療育手帳の交付を受けている者 

（ウ）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年
法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている者 

（エ）特定疾患治療研究事業について（昭和４８年厚生省衛発
第２４２号公衆衛生局長通知）に規定される特定疾患治療
研究事業対象疾患であることについて証明書（特定疾患医
療受給者証又は特定疾患登録者証をいいます。）の交付を
受けている者 

イ ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割の適用を受けよ
うとするＵＱ契約者は、あらかじめ当社所定の書面によりそ
の旨を申し込んでいただきます。この場合において、ＵＱ契
約者は、その書面の記載内容を証明するための書類を提示し
ていただきます。 

ウ 当社は、次のいずれかに該当する場合を除いて、イの申出
を承諾します。 

（ア）そのＵＱ契約者がアに定める者に該当しないとき。 
（イ）イの規定により提出された書類に不備があるとき。 
（ウ）そのＵＱ契約者が現にＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハ

ート割の適用を受けているとき。 
（エ）そのＵＱ契約者がクの規定に違反したことがあるとき。 
（オ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 
エ ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割は、その適用を開
始した日（オの規定により更新されたものであるときは、そ
の更新があった日とします。）を含む料金月から起算して１
２料金月が経過することとなる料金月（以下この欄において
「満了月」といい、それがＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポートか
ら変更されたものであるときは、（２）に定めるそのＵＱ Ｆ
ｌａｔ 年間パスポートに係る満了月とします。）の末日をも
って適用期間が満了します。 

オ 当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月
（以下この欄において「更新月」といいます。）の初日にＵ
Ｑ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割を更新して適用しま
す。 

カ ＵＱ契約者は、ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割の
適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料
金種別の変更があった場合は、（ア）に定める年間パスポー
ト解除料を支払っていただきます。ただし、（イ）に定める
適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りで
ありません。 

（ア）年間パスポート解除料 
１通常料金契約ごとに 
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（４）ギガ放題（2年
自動更新あり）の
取扱い 

ア～イ（略） 
ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約につ
いて、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、（ア）
に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、（イ）
に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、こ
の限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 １，０００円 

（イ）（略） 
エ（略） 

（５）ギガ放題（2年
自動更新なし）の
取扱い 

ア～イ（略） 
ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約につ
いて、最低利用期間内に契約の解除又は料金種別の変更があ
った場合は、（ア）に定めるプラン解除料を支払っていただ
きます。ただし、（イ）に定める適用除外要件のいずれかに
該当しているときは、この限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 １，０００円 

（イ）（略） 
エ（略） 

区  分 料金額（税抜） 

年間パスポート解除料 ５，０００円 

（イ）適用除外要件 
①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 
②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 
③ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポートへの料金種別の変更があっ
たとき（（９）に定める定期プラン特約の適用を廃止した
場合を除きます。）。 

④第２２条の３（ＷｉＭＡＸサービスの廃止）の規定により
ＷｉＭＡＸサービスが廃止されたとき。 

キ ＵＱ契約者は、通常料金契約の解除に伴って年間パスポー
ト解除料が発生した場合は、第４２条（契約解除料の支払義
務）の規定にかかわらず、その契約解除料の支払いを要しま
せん。 

ク ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割の適用を受けて
いるＵＱ契約者は、次の定めに従っていただきます。 

（ア）アに定める者に該当しなくなった場合又はあらかじめ申
し出た内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当
社に届け出ること。 

（イ）自己以外の者に不正に利用させないこと。 
（ウ）ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割の適正な運用に

必要な範囲において当社が執る措置に従っていただくこ
と。 

ケ 当社は、ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割の適用を
受けている通常料金契約について、そのＵＱ契約者から申出
があった場合のほか、次のいずれかに該当したときは、その
基本使用料の料金種別を変更します。 

（ア）そのＵＱ契約者がアに定める者に該当しなくなったとき。 
（イ）ＵＱ契約者の地位の承継があったとき。 
（ウ）ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 
（エ）そのＵＱ契約者がクの規定に違反したとき。 
コ ケの場合おいて、ＵＱ契約者は、当社が定める期日までに
変更後の料金種別を指定していただきます。この場合におい
て、当社は、その期日までに料金種別が指定されなかったと
きは、ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポートへの変更の申出があっ
たものとみなして取り扱います。 

（４）ギガ放題（2年
自動更新あり）の
取扱い 

ア～イ（略） 
ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている通常料金契約
について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、
（ア）に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただ
し、（イ）に定める適用除外要件のいずれかに該当している
ときは、この限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 １，０００円 

（イ）（略） 
エ（略） 

（５）ギガ放題（2年
自動更新なし）の
取扱い 

ア～イ（略） 
ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている通常料金契約
について、最低利用期間内に契約の解除又は料金種別の変更
があった場合は、（ア）に定めるプラン解除料を支払ってい
ただきます。ただし、（イ）に定める適用除外要件のいずれ
かに該当しているときは、この限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 １，０００円 

（イ）（略） 
エ（略） 



13 

【改正】 【現行】 

（６）ギガ放題（2年
自動更新あり） 
ハート割等の取
扱い 

ア～エ（略） 
オ 当社は、本プランの適用を受けている料金契約について、
そのＵＱ契約者から申出があった場合のほか、次のいずれか
に該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更します。 

（ア）そのＵＱ契約者がアに定める者に該当しなくなったとき。 
（イ）ＵＱ契約者の地位の承継があったとき。 
（ウ）ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 
（エ）そのＵＱ契約者がエの規定に違反したとき。 
 
カ～キ（略） 

（７）ＵＱ Ｆｌａｔ 
ツープラス等の
取扱い 

ア～イ（略） 
ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約につ
いて、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、（ア）
に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、（イ）
に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、こ
の限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 ９，５００円 

（イ）（略） 
エ（略） 

（８）ＵＱ Ｆｌａｔ 
ツープラス ハー
ト割等の取扱い 

ア～オ（略） 
カ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約につ
いて、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、（ア）
に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、（イ）
に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、こ
の限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 ９，５００円 

（イ）（略） 
キ（略） 
ク 当社は、本プランの適用を受けている料金契約について、
そのＵＱ契約者から申出があった場合のほか、次のいずれか
に該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更します。 

 
（ア）そのＵＱ契約者がアに定める者に該当しなくなったとき。 
（イ）ＵＱ契約者の地位の承継があったとき。 
（ウ）ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 
（エ）そのＵＱ契約者がキの規定に違反したとき。 
ケ～コ（略） 

（９）定期プラン解除
料に関する特約
の適用 

ア 定期プラン解除料に関する特約（以下「定期プラン特約」
といいます。）とは、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス、ＵＱ Ｆｌ
ａｔ ツープラス ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2
年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) ハート割、ＵＱ Ｆｌ
ａｔ ツープラス(3年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ハ
ート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツ
ープラス(4 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ
放題(2 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2 年) ハ
ート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年)、ＵＱ Ｆ
ｌａｔ ツープラス ギガ放題(3 年) ハート割の適用を受け
ている契約者回線について、ＵＱ契約者の選択により、（７）
及び（８）の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を
適用することをいいます。 

 
 
 
 
 

（６）ギガ放題（2年
自動更新あり） 
ハート割等の取
扱い 

ア～エ（略） 
オ 当社は、本プランの適用を受けている通常料金契約につい
て、そのＵＱ契約者から申出があった場合のほか、次のいず
れかに該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更し
ます。 

（ア）そのＵＱ契約者がアに定める者に該当しなくなったとき。 
（イ）ＵＱ契約者の地位の承継があったとき。 
（ウ）ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 
（エ）そのＵＱ契約者がエの規定に違反したとき。 
カ～キ（略） 

（７）ＵＱ Ｆｌａｔ 
ツープラス等の
取扱い 

ア～イ（略） 
ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている通常料金契約
について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、
（ア）に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただ
し、（イ）に定める適用除外要件のいずれかに該当している
ときは、この限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 ９，５００円 

（イ）（略） 
エ（略） 

（８）ＵＱ Ｆｌａｔ 
ツープラス ハー
ト割等の取扱い 

ア～オ（略） 
カ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている通常料金契約
について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、
（ア）に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただ
し、（イ）に定める適用除外要件のいずれかに該当している
ときは、この限りでありません。 

（ア）プラン解除料 
１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 ９，５００円 

（イ）（略） 
キ（略） 
ク 当社は、本プランの適用を受けている通常料金契約につい
て、そのＵＱ契約者から申出があった場合のほか、次のいず
れかに該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更し
ます。 

（ア）そのＵＱ契約者がアに定める者に該当しなくなったとき。 
（イ）ＵＱ契約者の地位の承継があったとき。 
（ウ）ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 
（エ）そのＵＱ契約者がキの規定に違反したとき。 
ケ～コ（略） 

（９）定期プラン解除
料に関する特約
の適用 

ア 定期プラン解除料に関する特約（以下「定期プラン特約」
といいます。）とは、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス、ＵＱ Ｆｌ
ａｔ ツープラス ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2
年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) ハート割、ＵＱ Ｆｌ
ａｔ ツープラス(3年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ハ
ート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツ
ープラス(4 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ
放題(2 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2 年) ハ
ート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年)、ＵＱ Ｆ
ｌａｔ ツープラス ギガ放題(3 年) ハート割の適用を受け
ている契約者回線について、ＵＱ契約者の選択により、（２）、
（３）、（７）及び（８）の規定にかかわらず、次に定める
年間パスポート解除料又はプラン解除料を適用することをい
います。 

（ア）ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート又はＵＱ Ｆｌａｔ 年間
パスポート ハート割に係るもの 

１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 
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（ア）ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス 

ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年)、ＵＱ Ｆｌａ
ｔ ツープラス(2 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラ
ス ギガ放題(2 年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放
題(2年) ハート割に係るもの 

１料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 1年目 １９，０００円 

2年目 １４，０００円 

備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の
翌料金月（基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を
開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とし
ます。）から１２料金月経過ごとに１年として取り扱い
ます。 

（イ）ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツー
プラス(3 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ
放題(3 年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3 年) 
ハート割に係るもの 

１料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 1年目 １９，０００円 

2年目 １４，０００円 

3年目 ９，５００円 

備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の
翌料金月（基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を
開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とし
ます。）から１２料金月経過ごとに１年として取り扱い
ます。 

（ウ）ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4 年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツ
ープラス(4年) ハート割に係るもの 

１料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 1年目 １９，０００円 

2年目 １４，０００円 

3年目 ９，５００円 

4年目 ９，５００円 

備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の
翌料金月（基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を
開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とし
ます。）から１２料金月経過ごとに１年として取り扱い
ます。 

イ～ウ（略） 

（１０）ＷｉＭＡＸま
とめてプランの
適用 

ア（略） 
イ ＷｉＭＡＸまとめてプランは、料金契約に限り選択するこ
とができます。 

ウ ＷｉＭＡＸまとめてプランを選択するＵＱ契約者は、アの
種別及びその加算対象となる料金契約を指定して当社に申し
出ていただきます。 

エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当
するときを除いて、これを承諾します。 

（ア）～（イ）（略） 
（ウ）その料金契約において同時に適用されるＷｉＭＡＸまと

めてプランの数（その申込日を含む料金月に廃止された数
を含みます。）が２件を超えることとなるとき。 

（エ）（略） 
オ ＵＱ契約者は、エの承諾を受けた場合は、その承諾日（加
算対象となる料金契約の締結と同時にＷｉＭＡＸまとめてプ
ランを申し込んだ場合は、その提供開始日とします。）を含

年間パスポート解除料 ９，５００円 

（イ）ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス 
ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年)、ＵＱ Ｆｌａ
ｔ ツープラス(2 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラ
ス ギガ放題(2 年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放
題(2年) ハート割に係るもの 

１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 1年目 １９，０００円 

2年目 １４，０００円 

備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の
翌料金月（基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を
開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とし
ます。）から１２料金月経過ごとに１年として取り扱い
ます。 

（ウ）ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3 年)、ＵＱ Ｆｌａｔ ツー
プラス(3 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ
放題(3 年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3 年) 
ハート割に係るもの 

１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 1年目 １９，０００円 

2年目 １４，０００円 

3年目 ９，５００円 

備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の
翌料金月（基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を
開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とし
ます。）から１２料金月経過ごとに１年として取り扱い
ます。 

（エ）ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4 年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツ
ープラス(4年) ハート割に係るもの 

１通常料金契約ごとに 

区  分 料金額（税抜） 

プラン解除料 1年目 １９，０００円 

2年目 １４，０００円 

3年目 ９，５００円 

4年目 ９，５００円 

備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の
翌料金月（基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を
開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とし
ます。）から１２料金月経過ごとに１年として取り扱い
ます。 

イ～ウ（略） 

（１０）ＷｉＭＡＸま
とめてプランの
適用 

ア（略） 
イ ＷｉＭＡＸまとめてプランは、通常料金契約に限り選択す
ることができます。 

ウ ＷｉＭＡＸまとめてプランを選択するＵＱ契約者は、アの
種別及びその加算対象となる通常料金契約を指定して当社に
申し出ていただきます。 

エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当
するときを除いて、これを承諾します。 

（ア）～（イ）（略） 
（ウ）その通常料金契約において同時に適用されるＷｉＭＡＸ

まとめてプランの数（その申込日を含む料金月に廃止され
た数を含みます。）が２件を超えることとなるとき。 

（エ）（略） 
オ ＵＱ契約者は、エの承諾を受けた場合は、その承諾日（加
算対象となる通常料金契約の締結と同時にＷｉＭＡＸまとめ
てプランを申し込んだ場合は、その提供開始日とします。）
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む料金月の翌料金月（以下この欄において「加算開始月」と
いいます。）からその廃止日の前日（加算開始月の初日にＷ
ｉＭＡＸまとめてプランの適用を廃止した場合は、その廃止
日）を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払っ
ていただきます。 

カ～ク（略） 
ケ ＵＱ契約者は、加算開始月以降において、（ア）の発生事
由のいずれかに該当した場合は、（イ）のＷｉＭＡＸまとめ
てプラン解除料の支払いを要します。 

（ア）発生事由 
①ＷｉＭＡＸまとめてプランの適用を受けている料金契
約の解除があったとき。 

②（略） 
（イ）（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１１）ａｕスマート
バリューｍｉｎ
ｅの取扱い 

ア 当社は、ＵＱ契約者がＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2 年)、
ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ 
ツープラス(4年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) ハー
ト割の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へａｕ
スマートバリューｍｉｎｅの適用の申込みをし、その承諾を
受けた場合は、その承諾日の翌日（その承諾日においてａｕ
スマートバリューｍｉｎｅの承諾要件となる提携事業者又は
当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であ
って、ＵＱ契約者がその要件を満たすための契約変更の手続
きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるとき
は、その要件を満たした日とします。）以降、その契約者回
線について、ハイスピードモードにおけるＷｉＭＡＸ２＋通
信に係る情報量を、第３８条の２（通信利用の制限）第５号
に定める総情報量の集計から除外します。 
ただし、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年)又はＵＱ Ｆｌａ

ｔ ツープラス(2 年) ハート割の適用を受けている契約者回
線については、平成２７年２月１９日以前の申込みによりそ
の料金種別の適用が開始されたものであって、その契約者回
線に係るａｕスマートバリューｍｉｎｅの適用を受けている
提携事業者の電気通信サービスにおいて、次のいずれかの料
金が適用されているものに限ります。 

（ア）提携事業者のａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款に定
める特定パケット通信定額制、プランＦ（ＩＳ）又はプラ
ンＦ（ＩＳ）シンプル 

（イ）提携事業者のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款に定
める特定データ通信定額制又は特定データ通信定額制（Ｖ） 

イ（略） 

（１２）基本使用料の
料金種別による
総量規制の緩和
等 

ア ギガ放題（2年自動更新あり）、ギガ放題（2年自動更新あ
り） ハート割、ギガ放題（2年自動更新なし）、ギガ放題（2
年自動更新なし） ハート割、ギガ放題（期間条件なし）、ギ
ガ放題（期間条件なし） ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラ
ス ギガ放題(2年) 、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2
年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年)、
ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3 年) ハート割又はＵ
Ｑ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題（期間条件なし）（以下、
これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称しま
す。）の適用を受けている契約者回線については、ハイスピ
ードモードにおけるＷｉＭＡＸ２＋通信に係る情報量を、第

を含む料金月の翌料金月（以下この欄において「加算開始月」
といいます。）からその廃止日の前日（加算開始月の初日に
ＷｉＭＡＸまとめてプランの適用を廃止した場合は、その廃
止日）を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払
っていただきます。 

カ～ク（略） 
ケ ＵＱ契約者は、加算開始月以降において、（ア）の発生事
由のいずれかに該当した場合は、（イ）のＷｉＭＡＸまとめ
てプラン解除料の支払いを要します。 

（ア）発生事由 
①ＷｉＭＡＸまとめてプランの適用を受けている通常料
金契約の解除があったとき。 

②（略） 
（イ）（略） 
コ 当社は、当社が別に定める方法によりＷｉＭＡＸサービス
からＷｉＭＡＸ２＋サービスへ種類を変更した場合であっ
て、ＷｉＭＡＸサービスにおいてＷｉＭＡＸまとめてプラン
を適用していたときは、ＷｉＭＡＸ２＋サービスについてＷ
ｉＭＡＸサービスと同一種別のＷｉＭＡＸまとめてプランを
適用するものとし、ＷｉＭＡＸサービスにおいて設定されて
いた加算開始月をＷｉＭＡＸ２＋サービスの加算開始月とみ
なして取り扱います。この場合、ＵＱ契約者は、ケの規定に
かかわらず、ＷｉＭＡＸサービスに係るＷｉＭＡＸまとめて
プラン解除料の支払いを要しません。 

（１１）ａｕスマート
バリューｍｉｎ
ｅの取扱い 

ア 当社は、ＵＱ契約者がＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2 年)、
ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ 
ツープラス(4年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) ハー
ト割の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へａｕ
スマートバリューｍｉｎｅの適用の申込みをし、その承諾を
受けた場合は、その承諾日の翌日（その承諾日においてａｕ
スマートバリューｍｉｎｅの承諾要件となる提携事業者又は
当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であ
って、ＵＱ契約者がその要件を満たすための契約変更の手続
きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるとき
は、その要件を満たした日とします。）以降、その契約者回
線について、ハイスピードモードにおけるＷｉＭＡＸ２＋通
信に係る情報量を、第３８条の２（通信利用の制限）第１項
第５号に定める総情報量の集計から除外します。 
ただし、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年)又はＵＱ Ｆｌａ

ｔ ツープラス(2年) ハート割の適用を受けている契約者回
線については、平成２７年２月１９日以前の申込みによりそ
の料金種別の適用が開始されたものであって、その契約者回
線に係るａｕスマートバリューｍｉｎｅの適用を受けている
提携事業者の電気通信サービスにおいて、次のいずれかの料
金が適用されているものに限ります。 

（ア）提携事業者のａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款に定
める特定パケット通信定額制、プランＦ（ＩＳ）又はプラ
ンＦ（ＩＳ）シンプル 

（イ）提携事業者のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款に定
める特定データ通信定額制又は特定データ通信定額制（Ｖ） 

イ（略） 

（１２）基本使用料の
料金種別による
総量規制の緩和
等 

ア ギガ放題（2年自動更新あり）、ギガ放題（2年自動更新あ
り） ハート割、ギガ放題（2 年自動更新なし）、ギガ放題（2
年自動更新なし） ハート割、ギガ放題（期間条件なし）、ギ
ガ放題（期間条件なし） ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラ
ス ギガ放題(2年) 、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2
年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年)、
ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3 年) ハート割又はＵ
Ｑ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題（期間条件なし）（以下、
これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称しま
す。）の適用を受けている契約者回線については、ハイスピ
ードモードにおけるＷｉＭＡＸ２＋通信に係る情報量を、第
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３８条の２（通信利用の制限）第５号に定める総情報量の集
計から除外します。 

イ（略） 

（１３）削除 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１４）おトク割の適
用 

ア おトク割（以下この欄において「本割引」といいます。）
とは、当社が指定する無線機器（以下この欄において「対象
機器」といいます。）の購入と同時に（ア）に定める基本使
用料の料金種別（以下この欄及び（１５）において「対象種
別」といいます。）を選択して締結された料金契約について、
それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料か
ら（イ）に定める額を上限として基本使用料の割引を行うこ
とをいいます。 

（ア）（略） 
（イ）割引額 

１料金契約ごとに月額 

区  分 料金額（税抜） 

割引額 ５００円 

イ（略） 
ウ 本割引の適用を受けている料金契約について、対象種別Ａ、
対象種別Ｂ又は対象種別Ｃの間の料金種別の変更があった場
合は、アの規定にかかわらず、下表に定める割引期間におい
て本割引を適用します。 

区  分 割引期間 

対象種別Ａへ変更した場合 対象種別Ａの適用
を開始した日を含
む料金月から起算
して２４料金月間 

対象種別Ｂへ変更した場合 対象種別Ｂの適用
を開始した日を含
む料金月から起算
して３６料金月間 

３８条の２（通信利用の制限）第１項第５号に定める総情報
量の集計から除外します。 

イ（略） 

（１３）ギガ放題お試
し割引の適用 

ア ギガ放題お試し割引（以下この欄において「本割引」とい
います。）とは、その提供開始日に（ア）に定める対象種別
が適用されている通常料金契約について、その提供開始日を
含む料金月から起算して３料金月間、その基本使用料から
（イ）に定める額を上限として基本使用料の割引を行うこと
をいいます。 

（ア）対象種別 

対象種別 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2 年)、ＵＱ Ｆｌａ
ｔ ツープラス ギガ放題(2 年) ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ 
ツープラス ギガ放題(3年)又はＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス 
ギガ放題(3年) ハート割 

（イ）割引額 
１通常料金契約ごとに月額 

区  分 料金額（税抜） 

割引額 ６８４円 

イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する
日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支
払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 

ウ 本割引の適用を受けている通常料金契約について、下表の
左欄に該当する事由が発生した場合は、それぞれ同表の右欄
に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。 

区  分 割引終了月 

通常料金契約の解除があった
場合 

その解除があった日を含む
料金月 

対象種別以外の料金種別への
変更があった場合 

その変更があった日を含む
料金月の前料金月 

対象種別間で料金種別の変更
があった場合（別紙の定めに
より適用期間が引き継がれる
場合を除きます。） 

その変更があった日を含む
料金月の前料金月 

 

（１４）おトク割の適
用 

ア おトク割（以下この欄において「本割引」といいます。）
とは、当社が指定するＷｉＭＡＸ２＋機器（以下この欄にお
いて「対象機器」といいます。）の購入と同時に（ア）に定
める基本使用料の料金種別（以下この欄及び（１２）におい
て「対象種別」といいます。）を選択して締結された通常料
金契約について、それぞれ同表に定める割引期間において、
その基本使用料から（イ）に定める額を上限として基本使用
料の割引を行うことをいいます。 

（ア）（略） 
（イ）割引額 

１通常料金契約ごとに月額 

区  分 料金額（税抜） 

割引額 ５００円 

イ（略） 
ウ 本割引の適用を受けている通常料金契約について、対象種
別Ａ、対象種別Ｂ又は対象種別Ｃの間の料金種別の変更があ
った場合は、アの規定にかかわらず、下表に定める割引期間
において本割引を適用します。 

区  分 割引期間 

対象種別Ａへ変更した場合 対象種別Ａの適用
を開始した日を含
む料金月から起算
して２４料金月間 

対象種別Ｂへ変更した場合 対象種別Ｂの適用
を開始した日を含
む料金月から起算
して３６料金月間 
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対象種別Ｃへ変更した場合 対象種別Ｃの適用
を開始した日を含
む料金月から起算
して４８料金月間 

エ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除
又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それ
ぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了し
ます。 

区  分 割引終了月 

料金契約の解除があった場合 その解除があった日を含む
料金月 

対象種別以外の料金種別への
変更があった場合 

その変更があった日を含む
料金月の前料金月 

 

（１５）長期利用割引
の適用 

ア 長期利用割引（以下この欄において「本割引」といいます。）
とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線について、そ
の割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、対象種別の適
用を受けている場合に、その基本使用料から下表に定める額
を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 

１料金契約ごとに月額 

区  分 料金額（税抜） 

割引額 ５００円 

イ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除
又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それ
ぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了し
ます。 

区  分 割引終了月 

料金契約の解除があった場合 その解除があった日を含む
料金月 

対象種別以外の料金種別への
変更があった場合 

その変更があった日を含む
料金月の前料金月 

 

 
  ２ 料金額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ギガ放題（2年自動更新あり） ３，８８０円 

ギガ放題（2年自動更新なし） 最低利用期間内 ３，８８０円 

上記以外の期間 ４，０５０円 

ギガ放題（期間条件なし） ４，０５０円 

ギガ放題（2年自動更新あり） ハート割 ３，４９９円 

ギガ放題（2年自動更新なし） ハート割 最低利用期間内 ３，４９９円 

上記以外の期間 ３，６６９円 

ギガ放題（期間条件なし） ハート割 ３，６６９円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ハート割 ３，８１５円  

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) ハート割 ３，８１５円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ハート割 ３，８１５円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) ハート割 ３，８１５円 

対象種別Ｃへ変更した場合 対象種別Ｃの適用
を開始した日を含
む料金月から起算
して４８料金月間 

エ 本割引の適用を受けている通常料金契約について、契約の
解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、
それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終
了します。 

区  分 割引終了月 

通常料金契約の解除があった
場合 

その解除があった日を含む
料金月 

対象種別以外の料金種別への
変更があった場合 

その変更があった日を含む
料金月の前料金月 

 

（１５）長期利用割引
の適用 

ア 長期利用割引（以下この欄において「本割引」といいます。）
とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線について、そ
の割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、対象種別の適
用を受けている場合に、その基本使用料から下表に定める額
を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 

１通常料金契約ごとに月額 

区  分 料金額（税抜） 

割引額 ５００円 

イ 本割引の適用を受けている通常料金契約について、契約の
解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、
それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終
了します。 

区  分 割引終了月 

通常料金契約の解除があった
場合 

その解除があった日を含む
料金月 

対象種別以外の料金種別への
変更があった場合 

その変更があった日を含む
料金月の前料金月 

 

 
  ２ 料金額 
 
   ２－１ ＷｉＭＡＸサービスに係るもの 

１通常料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ＵＱ Ｆｌａｔ ４，２６７円 

ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ３，６９６円  

ＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポート ハート割 ３，３１５円 

ＵＱ Ｓｔｅｐ ３６２円 

 
２－２ ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

１通常料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ギガ放題（2年自動更新あり） ３，８８０円 

ギガ放題（2年自動更新なし） 最低利用期間内 ３，８８０円 

上記以外の期間 ４，０５０円 

ギガ放題（期間条件なし） ４，０５０円 

ギガ放題（2年自動更新あり） ハート割 ３，４９９円 

ギガ放題（2年自動更新なし） ハート割 最低利用期間内 ３，４９９円 

上記以外の期間 ３，６６９円 

ギガ放題（期間条件なし） ハート割 ３，６６９円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ハート割 ３，８１５円  

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(2年) ハート割 ３，８１５円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(3年) ハート割 ３，８１５円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) ４，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス(4年) ハート割 ３，８１５円 
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ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス（期間条件なし） ５，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ４，８８０円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ハート割 ４，４９９円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) ４，８８０円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) ハート割 ４，４９９円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題（期間条件なし） ５，８８０円 

 
 第２ 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス（期間条件なし） ５，１９６円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ４，８８０円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(2年) ハート割 ４，４９９円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) ４，８８０円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題(3年) ハート割 ４，４９９円 

ＵＱ Ｆｌａｔ ツープラス ギガ放題（期間条件なし） ５，８８０円 

 
 第２ パケット通信料 
 
  １ 適用 

パケット通信料の適用については、第４１条の２（パケット通信料の支払義務）の規定に
よるほか、次のとおりとします。 

パケット通信料の適用 

（１）パケット通信料
の算定 

ア パケット通信料は、通常料金契約ごとに、１料金月におけ
るパケット通信の総情報量（各セッションの設定から切断ま
での間に測定した情報量（ＷｉＭＡＸ機器又はインターネッ
トに到達しなかったものを含みます。）の合計とします。）
について、１２８バイトまでごとに１の課金パケットとして
算出します。 

イ パケット通信に係る情報量は、ＷｉＭＡＸ基地局設備とイ
ンターネットとの間に設置した当社の機器により単位測定時
間（セッションの設定時刻から当社が別に定める間隔ごとに
区切った各時間をいいます。以下同じとします。）ごとに集
計します。 

ウ 単位測定時間の開始時刻と終了時刻とが異なる料金月に属
する場合は、その単位測定時間の情報量（ＵＱ Ｆｌａｔ、Ｕ
Ｑ Ｆｌａｔ 年間パスポート又はＵＱ Ｆｌａｔ 年間パスポ
ート ハート割が適用される料金月のパケット通信に係るも
のを含みます。）を終了時刻が属する料金月の情報量とみな
して取り扱います。 

エ ウの規定は、機器の故障等により２以上の連続する単位測
定時間の情報量を区別することができなかった場合には、そ
れらを合わせて１の単位測定時間とみなして適用します。 

オ ＵＱ契約者は、通常料金契約ごとの１料金月の課金パケッ
ト数のうち、９，０５０課金パケットまでの部分については、
そのパケット通信料の支払いを要しません。 

（２）上限額の適用 ＵＱ契約者は、通常料金契約ごとに、（１）の規定により算出
した１料金月のパケット通信料の額が次表の上限額を超える場
合は、その超えた額の支払いを要しません。 

区   分 料金額（税抜） 

上限額 ４，３８１円 
 

（３）正しく算定でき
なかった場合の
取扱い 

ＵＱ契約者は、パケット通信料について、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、通常料金契
約ごとに、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。 
ア 過去１年間の実績を把握することができる場合 

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
総合的に判断して機器の故障があったと認められる日）を含
む料金月の前１２料金月の各料金月における１通常料金契約
当たりの１日平均のパケット通信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 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通常料金契約当たりの１日平均のパケット通信料に
算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

 
  ２ 料金額 

１課金パケットごとに 

区        分 料金額（税抜） 

パケット通信料 ０．０４円 
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 第３ 削除 
 
 
 
 
 第４ 削除 
 
 
 
 
第５（略） 

 
第６ ＬＴＥオプション料 

 
１（略） 
２ 料金額 

１料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ＬＴＥオプション料 １，００５円 

 
第７ ユニバーサルサービス料 

１料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ユニバーサルサービス料 ２円 

 
 第８ 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４３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 

登録料 料金契約の申込みをし、その承諾を受けた
ときに支払いを要する料金 

ＵＩＭカード
再発行手数料 

ＵＩＭカードの紛失、盗難又は毀損その他
の理由により新たなＵＩＭカードの貸与
を請求し、その承諾を受けたときに支払い
を要する料金 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ２ 料金額 

区   分 単   位 料金額（税抜） 

登録料 １料金契約ごとに ３，０００円 

ＵＩＭカード再発行手数料 １枚ごとに ２，０００円 

 
 
第９ 削除 

 
 

 第３ 都度利用料 
１都度申込みごとに 

区        分 料金額（税抜） 

都度利用料 ５７２円 

 
 第４ 契約解除料 

１通常料金契約ごとに 

区        分 料金額（税抜） 

契約解除料 ２，０００円 

 
第５（略） 

 
第６ ＬＴＥオプション料 

 
１（略） 
２ 料金額 

１通常料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ＬＴＥオプション料 １，００５円 

 
第７ ユニバーサルサービス料 

１通常料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ユニバーサルサービス料 ２円 

 
 第８ 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４３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 

登録料 通常料金契約の申込みをし、その承諾を受
けたときに支払いを要する料金 

ＵＩＭカード
再発行手数料 

ＵＩＭカードの紛失、盗難又は毀損その他
の理由により新たなＵＩＭカードの貸与
を請求し、その承諾を受けたときに支払い
を要する料金 

ＷｉＭＡＸ機
器登録料 

通常料金契約に係るＷｉＭＡＸ機器登録
の請求をし、その承諾を受けたときに支払
いを要する料金 

 

（２）手続きに関する
料金の適用除外 

ＵＱ契約者は、次の場合には、そのＷｉＭＡＸ機器登録料の支
払いを要しません。 
ただし、イに該当する場合であって、その通常料金契約につ

いて同時に複数のＷｉＭＡＸ機器登録の請求があったときは、
１の請求を除いて、その支払いを要します。 
ア 当社が別に定める方法によりＷｉＭＡＸ機器登録の請求を
行ったとき。 

イ ア以外の場合であって、現にＷｉＭＡＸ機器登録が行われ
ていない通常料金契約についてＷｉＭＡＸ機器登録の請求を
行ったとき。 

 
  ２ 料金額 

区   分 単   位 料金額（税抜） 

登録料 １通常料金契約ごとに ３，０００円 

ＵＩＭカード再発行手数料 １枚ごとに ２，０００円 

ＷｉＭＡＸ機器登録料 １登録ごとに １００円 

 
第９ ＷｉＭＡＸ機器追加料 

１追加機器ごとに月額 
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第１０ 削除 

 
 
 
 
第１１ グローバルＩＰアドレスオプション利用料 

１料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

グローバルＩＰアドレスオプション利用料 ９６円 

 
 第１２～第１３（略） 
 
第２表～第３表（略） 
 
別表 オプション機能 
 

種   類 提  供  条  件 

１ 公衆無線ＬＡＮオ
プション（ＵＱ Ｗｉ
－Ｆｉプレミアム） 

Ｗｉ－Ｆｉ提携事業者が公衆無線ＬＡＮサービス契約約款に基
づき提供する「ＷｉＭＡＸ２＋ Ｗｉ－Ｆｉサービス」を利用す
ることができるようにする機能をいいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 
考 

 
 
 
 
 
 
（１）当社は、本機能の申込みを受けたときは、同時にＷｉ

－Ｆｉ提携事業者への「ＷｉＭＡＸ２＋ Ｗｉ－Ｆｉサ
ービス」に係る利用契約の申込みがあったものとみなし
て取り扱います。 

（２）当社は、（１）の場合において、Ｗｉ－Ｆｉ提携事業
者がその申込みを承諾しなかったときは、本機能の利用
申込みを承諾しません。 

 
（３）当社は、本機能の提供を開始した後、「ＷｉＭＡＸ２

＋ Ｗｉ－Ｆｉサービス」に係る利用契約が終了したと
きは、本機能の提供を終了します。 

 
（４）ＵＱ契約者は、Ｗｉ－Ｆｉ提携事業者が当社へ（２）

及び（３）の業務の遂行に必要な情報を通知することに
あらかじめ同意していただきます。 

（５）当社は、本機能の利用の請求を承諾したときは、ＵＱ
契約者にＷｉ－Ｆｉ認証ＩＤ（「ＷｉＭＡＸ２＋ Ｗｉ
－Ｆｉサービス」を利用するＵＱ契約者を識別するため
の英字、数字及び記号の組み合わせをいいます。以下同
じとします。）を付与します。 

（６）ＵＱ契約者は、自らの責任において、Ｗｉ－Ｆｉパス
ワード（Ｗｉ－Ｆｉ認証ＩＤと組み合わせてそのＵＱ契
約者を認証するための英字及び数字の組み合わせをい
います。以下同じとします。）を設定していただきます。 

区        分 料金額（税抜） 

ＷｉＭＡＸ機器追加料 １９１円 

 
第１０ ＷｉＭＡＸファミ得パック利用料 

１通常料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

ＷｉＭＡＸファミ得パック利用料 ２，１７２円 

 
第１１ グローバルＩＰアドレスオプション利用料 

１通常料金契約ごとに月額 

区        分 料金額（税抜） 

グローバルＩＰアドレスオプション利用料 ９６円 

 
 第１２～第１３（略） 
 
第２表～第３表（略） 
 
別表 オプション機能 
 

種   類 提  供  条  件 

１ 公衆無線ＬＡＮオ
プション（ＵＱ Ｗｉ
―Ｆｉ／ＵＱ Ｗｉ
－Ｆｉプレミアム） 

（１）Ｗｉ－Ｆｉ基地局設備とＵＱ契約者が指定するＷｉ－Ｆｉ
機器との間において通信を行うことができるようにする機
能をいいます。 

（２）公衆無線ＬＡＮオプションには、ＵＱ Ｗｉ－Ｆｉ及びＵ
Ｑ Ｗｉ－Ｆｉプレミアムの２種類があり、それぞれＵＱ通
信サービスの種類に応じて下表のとおり提供します。 

区  分 公衆無線ＬＡＮオプションの種類 

ア ＷｉＭＡＸサー
ビスの場合 

ＵＱ Ｗｉ－Ｆｉ 

イ ＷｉＭＡＸ２＋
サービスの場合 

ＵＱ Ｗｉ－Ｆｉプレミアム 

 

備 
考 

（１）本機能は、ＷｉＭＡＸサービス又はＷｉＭＡＸ２＋サ
ービスに限り提供します。 

（２）本機能に係る通信は、当社が別に定める通信プロトコ
ルに準拠するものとします。 

ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証
するものではありません。 

（３）ＵＱ Ｗｉ－Ｆｉプレミアムの申込みは、当社が別に
定める方法によりＷｉ－Ｆｉ提携事業者の公衆無線Ｌ
ＡＮサービス契約約款におけるＷｉＭＡＸ２＋ Ｗｉ－
Ｆｉサービスの申込みと併せて行っていただきます。 

（４）当社は、（３）の場合において、ＷｉＭＡＸ２＋ Ｗ
ｉ－Ｆｉサービスに係る利用契約が成立しなかったと
きは、そのＵＱ Ｗｉ－Ｆｉプレミアムの申込みを承諾
しません。 

（５）当社は、ＵＱ Ｗｉ－Ｆｉプレミアムの提供を開始し
た後、同時に申し込まれたＷｉＭＡＸ２＋ Ｗｉ－Ｆｉ
サービスに係る利用契約が終了したときは、ＵＱ Ｗｉ
－Ｆｉプレミアムの提供を終了します。 

（６）ＵＱ契約者は、Ｗｉ－Ｆｉ提携事業者が当社へ（４）
及び（５）の業務の遂行に必要な情報を通知することに
あらかじめ同意していただきます。 

（７）当社は、本機能の利用の請求を承諾したときは、ＵＱ
契約者にＷｉ－Ｆｉ認証ＩＤ（本機能を利用するＵＱ契
約者を識別するための英字、数字及び記号の組み合わせ
をいいます。以下同じとします。）を付与します。 

 
（８）ＵＱ契約者は、自らの責任において、Ｗｉ－Ｆｉパス

ワード（当社がＷｉ－Ｆｉ認証ＩＤと組み合わせてその
ＵＱ契約者を認証するための英字及び数字の組み合わ
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（７）～（８）（略） 
 
 
 
 
（９）ＵＱ契約者は、「ＷｉＭＡＸ２＋ Ｗｉ－Ｆｉサービ

ス」の利用に際して、ＵＱ契約者がＷｉ－Ｆｉ提携事業
者の電気通信設備に送信したＷｉ－Ｆｉ認証ＩＤ及び
Ｗｉ－Ｆｉパスワードの有効性について、Ｗｉ－Ｆｉ提
携事業者から当社へ確認を求められた場合に、当社がそ
の結果をＷｉ－Ｆｉ提携事業者へ通知することにあら
かじめ同意していただきます。 

 
 
（１０）当社は、本機能の提供及び（９）の通知に関連して

生じた損害については、一切の責任を負わないものとし
ます。 

 
 
 
 
 
 
（１１）本機能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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ グローバルＩＰア
ドレスオプション 

ＵＱ契約者が指定した無線機器に専らグローバルＩＰアドレス
を割り当てる機能をいいます。 

備 
考 

 
 
 
 
（１）ＵＱ契約者は、当社が別に定める接続先（以下「特定

ＡＰＮ」といいます。）を介して通信を行うことにより
本機能を利用することができます。 

 
（２）（略） 

 
別記（略） 
 

附 則（20-UQ 事企第 010号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和２年４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。 
 

せをいいます。以下同じとします。）を設定していただ
きます。 

（９）～（１０）（略） 
（１１）当社は、Ｗｉ－Ｆｉ回線において、ＳＳＩＤ及びＷ

ＥＰキーを利用してセキュリティを確保します。 
ただし、これによりセキュリティを完全に確保する

ことを当社が保証するものではありません。 
（１２）ＵＱ契約者は、Ｗｉ－Ｆｉ提携事業者が公衆無線Ｌ

ＡＮサービス契約約款に基づき提供するＵＱ Ｗｉ－Ｆ
ｉワイド又はＷｉＭＡＸ２＋ Ｗｉ－Ｆｉサービスの認
証に際して、ＵＱ契約者がＷｉ－Ｆｉ提携事業者に提示
したＷｉ－Ｆｉ認証ＩＤ及びＷｉ－Ｆｉパスワードの
有効性について、Ｗｉ－Ｆｉ提携事業者から当社へ確認
を求められた場合に、当社がその結果をＷｉ－Ｆｉ提携
事業者へ通知することにあらかじめ同意していただき
ます。 

（１３）当社は、本機能の提供及び（１２）の通知に関連し
て生じた損害については、一切の責任を負わないものと
します。 

（１４）ＷｉＭＡＸファミ得パックの適用を受けている通常
料金契約については、同時に２のＷｉ－Ｆｉ機器にＷｉ
－Ｆｉ回線を設定して通信を行うことができます。 

（１５）当社は、本機能の提供にあたって、当社が定めるソ
フトウェア又は通信プロトコルに係る通信等を制限す
る措置を執ることがあります。 

（１６）本機能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。 

２ ＷｉＭＡＸファミ
得パック 

１の通常料金契約において同時に２のＷｉＭＡＸ機器にＷｉＭ
ＡＸ回線を設定して通信を行うことができるようにする機能を
いいます。 

備 
考 

（１）本機能は、ＷｉＭＡＸサービス（通常料金契約に基づ
き提供しているものに限ります。）に限り提供します。 

（２）ＵＱ契約者は、当社が業として行われるものと認める
態様により、本機能を利用して１の通常料金契約に基づ
き２以上の異なる者へＷｉＭＡＸ回線を提供してはな
らないものとします。 

（３）本機能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。 

３ グローバルＩＰア
ドレスオプション 

ＵＱ契約者が指定した通常料金契約で使用されるＷｉＭＡＸ機
器に専らグローバルＩＰアドレスを割り当てる機能をいいます。 

備 
考 

（１）本機能は、ＷｉＭＡＸサービス（通常料金契約に基づ
き提供しているものに限り、この約款に定めのない基本
使用料の料金種別が適用されているものを除きます。）
又はＷｉＭＡＸ２＋サービスに限り提供します。 

（２）ＷｉＭＡＸ２＋サービスを利用しているＵＱ契約者
は、当社が別に定める接続先（以下「特定ＡＰＮ」とい
います。）を介して通信を行うことにより本機能を利用
することができます。 

（３）（略） 

 
別記（略） 
 
 

 


