【UQ コミュニケーションズ株式会社】
UQ 通信サービス契約約款
【現行】
（料金契約申込みの方法）
第 16 条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのＵＱ通
信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、
その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
２ 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約（以下「所属
会員契約」といいます｡)を指定していただきます。この場合において、会員契
約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込み
を行っていただきます。

【改正】
（料金契約申込みの方法）
第 16 条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのＵＱ通
信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、
その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
２ 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約（以下「所属
会員契約」といいます｡)を指定していただきます。この場合において、会員契
約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込み
を行っていただきます。
３ ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係る料金契約を新たに申し込むことはできませ
ん。

1

【UQ コミュニケーションズ株式会社】
料金表
第１表
第１
１

料金表
第１表
第１
１

ＵＱ通信サービスに関する料金
基本使用料
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 ア 基本使用料には、次の料金種別があります。
料の料金種別
(ア) ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの
の選択
基本使用料の料金種別
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
新あり）
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
新なし）
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件な
し）
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
新あり）ハート割
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
新なし）ハート割
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件な
し）ハート割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
あり）
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
なし）
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
あり）ハート割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
なし）ハート割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）ハート割
ギガ放題プラス（２年自動更新あり）
ギガ放題プラス（２年自動更新なし）

ＵＱ通信サービスに関する料金
基本使用料
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 ア 基本使用料には、次の料金種別があります。
料の料金種別
(ア) ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの
の選択
基本使用料の料金種別
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件な
し）
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件な
し）ハート割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）ハート割
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ギガ放題プラス（期間条件なし）
ギガ放題プラス（２年自動更新あり）ハート割
ギガ放題プラス（２年自動更新なし）ハート割
ギガ放題プラス（期間条件なし）ハート割
(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）
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（２年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（期間条件なし）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハート割
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（３年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件なし）
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）ハート割
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、ギガ放題プラス、ＵＱＦｌａｔツープラスプ
ラン及びＵＱＦｌａｔツープラスギガ放題プランを選
択することはできません。

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。
ウ アに規定するほか、基本使用料には、次の料金種別が
あります。
ただし、ＵＱ契約者は、料金契約の申込みに際して、
この料金種別を選択することはできません。
(ア) ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの
基本使用料の料金種別
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
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新あり）
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
新なし）
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
新あり）ハート割
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更
新なし）ハート割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
あり）
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
なし）
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
あり）ハート割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新
なし）ハート割
ギガ放題プラス（２年自動更新あり）
ギガ放題プラス（２年自動更新なし）
ギガ放題プラス（期間条件なし）
ギガ放題プラス（２年自動更新あり）ハート割
ギガ放題プラス（２年自動更新なし）ハート割
ギガ放題プラス（期間条件なし）ハート割
(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）
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（２年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（期間条件なし）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割
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ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハート割
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（３年）
ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件なし）
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）ハート割
エ ＵＱ契約者は、基本使用料の料金種別を変更するとき
は、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取
扱所に申し込んでいただきます。
ただし、別紙において基本使用料の料金種別の変更
ができないこととされている場合は、その申込みを行
うことはできません。

ウ

ＵＱ契約者は、基本使用料の料金種別を変更するとき
は、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取
扱所に申し込んでいただきます。
ただし、別紙において基本使用料の料金種別の変更
ができないこととされている場合は、その申込みを行
うことはできません。
エ ＵＱ契約者は、ウの規定にかかわらず、下表の左欄に
定める基本使用料の料金種別から同表の右欄に定める
基本使用料の料金種別への変更については、変更前の料
金種別において最初の満了月（(７)及び(８)で定義され
る満了月をいいます｡)が到来している場合に限り申し
込むことができるものとします。
変更前
変更後
ＵＱＦｌａｔツープラスプラ ギガ放題（２年自動更
ン（ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 新あり）、ギガ放題（２
（４年）、ＵＱ Ｆｌａｔツー 年自動更新なし）、ギガ
プラス（期間条件なし）又はＵ 放題（期間条件なし）、
Ｑ Ｆｌａｔツープラス（４ ギガ放題（２年自動更
年）ハート割を除きます｡)又 新あり）ハート割、ギガ
はＵＱＦｌａｔツープラスギ 放題（２年自動更新な
ガ放題プラン（ＵＱ Ｆｌａｔ し）ハート割又はギガ
ツープラス ギガ放題（期間条 放題（期間条件なし）ハ
件なし）を除きます｡)
ート割
オ 当社は、ウの申込みがあった場合は、その申込みを当
社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変
更後の料金種別による基本使用料を適用します。
ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限り

オ 当社は、エの申込みがあった場合は、その申込みを当
社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変
更後の料金種別による基本使用料を適用します。
ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限り
でありません。
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(略)

でありません。
(略)

(略)
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(略)
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(11) ａ ｕ ス マ
ートバリュー
ｍｉｎｅの取
扱い

(略)

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（４年）、ＵＱ Ｆｌａ
ｔツープラス（２年）ハート割又は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（提
携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割
引であって、当社所定のものをいいます。以下同じとし
ます｡）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よ
る通信に係る情報量を、第 38 条の２（通信利用の制限）
第２項に定める累計課金対象データ量の集計から除外
します。
ただし、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）又はＵＱ
Ｆｌａｔ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（Ｉ
Ｓ）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)
(略)

(11) ａ ｕ ス マ
ートバリュー
ｍｉｎｅの取
扱い

(略)
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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（４年）、ＵＱ Ｆｌａ
ｔツープラス（２年）ハート割又は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（提
携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割
引であって、当社所定のものをいいます。以下同じとし
ます｡）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よ
る通信に係る情報量を、第 38 条の２（通信利用の制限）
第２項に定める累計課金対象データ量の集計から除外
します。
ただし、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）又はＵＱ
Ｆｌａｔ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、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）が適用されているものに限りま
す。

イ (略)
(略)
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２

料金額

２
区分

(略)
ギガ放題プラス モバイルルータ 最低利用期間内
ープラン（２年自動更新なし）
上記以外の期間
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件
なし）
(略)
ギガ放題プラス モバイルルータ 最低利用期間内
ープラン（２年自動更新なし）ハ 上記以外の期間
ート割
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件
なし）ハート割
(略)
ギガ放題プラス ホームルーター 最低利用期間内
プラン（２年自動更新なし）
上記以外の期間
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）
(略)
ギガ放題プラス ホームルーター 最低利用期間内
プラン（２年自動更新なし）ハー 上記以外の期間
ト割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）ハート割
(略)

１料金契約ごとに月額
料金額
税抜額(税込額)
(略)
4,380 円(4,818 円)
4,550 円(5,505 円)

料金額
区分

(略)
ギガ放題プラス モバイルルータ 最低利用期間内
ープラン（２年自動更新なし）
上記以外の期間
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件
なし）
(略)
ギガ放題プラス モバイルルータ 最低利用期間内
ープラン（２年自動更新なし）ハ 上記以外の期間
ート割
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件
なし）ハート割
(略)
ギガ放題プラス ホームルーター 最低利用期間内
プラン（２年自動更新なし）
上記以外の期間
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）
(略)
ギガ放題プラス ホームルーター 最低利用期間内
プラン（２年自動更新なし）ハー 上記以外の期間
ト割
ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な
し）ハート割
(略)

4,550 円(5,505 円)
(略)
3,999 円(4,398.9 円)
4,169 円(4,585.9 円)
4,169 円(4,585.9 円)
(略)
4,380 円(4,818 円)
4,550 円(5,505 円)
4,550 円(5,505 円)
(略)
3,999 円(4,398.9 円)
4,169 円(4,585.9 円)
4,169 円(4,585.9 円)
(略)
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１料金契約ごとに月額
料金額
税抜額(税込額)
(略)
4,380 円(4,818 円)
4,500 円(4,950 円)
4,500 円(4,950 円)
(略)
3,999 円(4,398.9 円)
4,119 円(4,530.9 円)
4,119 円(4,530.9 円)
(略)
4,380 円(4,818 円)
4,500 円(4,950 円)
4,500 円(4,950 円)
(略)
3,999 円(4,398.9 円)
4,119 円(4,530.9 円)
4,119 円(4,530.9 円)
(略)

【UQ コミュニケーションズ株式会社】
附 則（22-UQ 事企第 007 号）
（実施時期）
１ この改定規定（別紙に係るものを含みます｡)は、令和４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。
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別紙
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