ながさきけーぶるスマホサービス料金表
（法人向けサービス）
通 則
（用語の定義）
この料金表において使用する用語は、ながさきけーぶるスマホサービス約款に記載の意味で使用します。
（料金表の適用）
本サービスのうち、法人向けサービス関する料金の適用については、この料金表の規定によります。
（料金の変更）
当社は、この料金表を変更することがあります。この場合には、変更後の料金表によります。
（消費税相当額の加算）
ながさきけーぶるスマホサービス約款の規定により、料金表に規定する料金について支払を要する額は、
料金表により算出された請求額の合計に消費税相当額を加算した額とします。なお、実際の請求額と、こ
の料金表に規定する金額の合計額が異なる場合があります。
１ 月額料金
（１）サービスプラン基本料金
項目

料金

データ 0GB プラン※1

500 円(税込 550 円)

データ 1GB プラン

600 円(税込 660 円)

データ 20GB プラン

1,800 円(税込 1,980 円)

データ 30GB プラン

4,500 円(税込 4,950 円)

データ 40GB プラン

6,000 円(税込 6,600 円)

データ 50GB プラン

7,500 円(税込 8,250 円)

音声 0GB プラン※1

700 円(税込 770 円)

音声 1GB プラン

800 円(税込 880 円)

音声 20GB プラン

2,000 円(税込 2,200 円)

音声 30GB プラン

4,700 円(税込 5,170 円)

音声 40GB プラン

6,200 円(税込 6,820 円)

音声 50GB プラン

7,700 円(税込 8,470 円)

※1 通信速度は最大 200kbps となります。
① サービスプランの基本料金の支払期間は、当社が指定する利用開始日からサービスプランの利用終了
日の属する月までの期間（利用開始日と利用終了日が同一の月である場合は１ヶ月間とします。）と

します。
② 各サービスプランのデータ容量は、当社が毎月の初日において契約者に割当てるものとし、その有効
期間は当該月の翌月末日までとします。
（２） データ容量追加料金
項目

料金

データ容量追加１GB※2

500 円（税込 550 円）

※2 データ容量追加の有効期間は、追加した日の属する月の末日までとします。
（３） SMS 機能付き SIM カード料金
項目

料金

SMS 機能付き SIM カード

SIM カード 1 枚につき 200 円(税込 220 円)

利用料金（月額）

ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款
においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められ

SMS 料金

た額と同額（国外への送信においては、消費税相当額は課税されま
せん。
）

① SMS 機能付き SIM カード利用料金（月額）の支払期間は、当社が指定する利用開始日の属する月か
ら当該 SIM カードの利用終了日（機能区分の変更、SIM カードの削除又は本サービスの加入契約の
解約により終了した日を含みます。以下同じとします。
）の属する月までの期間とします。
② SMS 料金とは、SMS の利用に応じて、SMS 機能付き SIM カード利用料金（月額）とは別に支払を
要する料金として定めるものです。
③ SMS 機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。
SMS 機能付き SIM カードの利用の終了後も SMS 機能の利用が確認された場合、当社は、当該利用
に係る料金を契約者に請求するものとします。
（４） 音声通話機能付き SIM カード料金
項目
音声通話機能付き

料金
音声 0GB プラン・1GB プラン・20GB プラン・30GB プラン・

SIM カード利用料金（月額） 40GB プラン・50GB プラン基本料金に含む。
ドコモが定める FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款及び
SMS 料金

5G サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る
料金として定められた額と同額。（国外への送信においては、消費税
相当額は課税されません。
）

ドコモが定める FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款及
び 5G サービス契約約款において通話モードに係る料金として定め
通話料金（国内）

られた額と同額。
通話アプリ「ncm おトーク」を利用した場合、又はプレフィックス
番号が自動的に付与された場合は、割引通話の適用により 30 秒あた
り 10 円（税込 11 円）となります。※3
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料

通話料金（国際）

として定められた額と同額。(消費税相当額は課税されません。)
「ncm おトーク」を利用した場合は、割引通話の適用により 30 秒
あたり 10 円（消費税相当額は課税されません。）となります。※4
ドコモが定める FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款及

国際ローミング料金

び 5G サービス契約約款において国際アウトローミング利用料とし
て定められた額と同額。(消費税相当額は課税されません。) ※5

※3 テレビ電話等のデジタル通信、3 桁番号等の特番通話、付加機能では割引通話が適用されません。
※4 当社が別表 (国際電話サービス提供国・地域)に定める国へのみ発信が可能です。

※5 「ncm おトーク」は、国際ローミングに対応しておりません。
① 音声通話機能付き SIM カード利用料金（月額）の支払期間は、当社が指定する利用開始日の属する
月から当該 SIM カードの利用終了日（機能区分の変更、SIM カードの削除又は本サービスの加入契
約の解約により終了した日を含みます。以下同じとします。
）の属する月までの期間とします。
② SMS 料金、通話料金（国内）
、通話料金（国際）
、及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話、
及び国際ローミングの利用に応じて、音声通話機能付き SIM カード利用料金（月額）とは別に支払を
要する料金として定めるものです。
③ 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっ
ていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不
能等によりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。
④ 音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発
信を制限し、又はサービスの提供を停止する場合があります。
⑤ 音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能
な場合があります。音声通話機能付き SIM カードの利用の終了後も SMS 機能及び音声通話機能の利
用が確認された場合、当社は、当該利用に係る料金を契約者に請求するものとします。
⑥ 通話料金（国内）及び通話料金（国際）は、音声通話機能付き SIM カード利用料金（月額）より１ヶ
月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事
業者の状況により、１ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
⑦ 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、
ドコモが定める FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款及び５G サービス契約約款において
定められた額と同額を請求するものとします。

（５） ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第７条の規定により、国民生活に不可欠であるため、あま
ねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス（加入電話、
公衆電話、１１０番・１１９番等の緊急通報をいいます。
）の提供を確保するために必要な負担金をいい、
当社は、契約者が使用している契約者識別番号（当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード
毎に設定する一意の番号をいいます。
）の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させてい
ただくものとします。なお、当該額は変更される場合があります。
（６） 電話リレーサービス料
電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第２５条の規定によ
り、電話リレーサービス（聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいい
ます。
）の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号（当
社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。
）の数に比例
した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される
場合があります。
２ 付加機能利用料金（１端末設備あたり）
項目

料金（月額）

テクニカルサポート&セキュリティ&端末保証セット

600 円(税込 660 円)

テクニカルサポート&セキュリティセット

400 円(税込 440 円)

テクニカルサポート&こども安心パック&端末保証セット

750 円(税込 825 円)

テクニカルサポート&こども安心パックセット

550 円(税込 605 円)

テクニカルサポート（単品）

400 円(税込 440 円)

端末保証（単品）

300 円(税込 330 円)

通話定額オプション 10 分かけ放題※6

1,500 円(税込 1,650 円)

留守番電話

300 円(税込 330 円)

割り込み電話

200 円(税込 220 円)

i-フィルター for マルチデバイス

200 円(税込 220 円)

5G オプション※7※8

0円

※6 「ncm おトーク」を利用又はプレフィックス番号が自動的に付与された１音声通話あたり１０分
以内の国内通話に限り無料となります。テレビ電話等のデジタル通信、3 桁番号等の特番通話、
付加機能は通話定額オプションの適用対象外となります。また、１回の通話が１０分を超過した
場合、通話料金（30 秒あたり 10 円（税込 11 円）
）が発生します。

※7 ５G 通信への設定切り替えは、当社マイページ（https://mvno.cncm.ne.jp/di/）にて９：００～
２０：００（年中無休）で１日１回限り５G 通信 ON/OFF の切り替え申込が可能です。ただし、
当社が指定する利用開始日当日及び MNP 予約番号申請中（MNP 予約番号発行待ち、MNP 予約
番号有効期限内、MNP 予約番号有効期限の翌日）の５G 通信への設定切り替えはできません。
※8 SMS 機能付き SIM カードでは利用できません。
① 付加機能の料金（月額）の支払期間は、当社が指定する利用開始日の属する月から当該付加機能の利
用終了日の属する月までの期間とします。
② 付加機能の利用は、当社及び付加機能の提供元が別途定める規約に準ずるものとします。
③ 留守番電話、割り込み電話、通話定額オプションの利用申込、及びそれらの利用の終了について、契
約者は、事前に当社が定める方法で通知をする必要があります。当該サービスの利用申込及び利用終
了の通知回数の上限は、暦月あたりいずれか１とします。
３ 手続に関する料金
項目

料金

初期登録手数料

3,000 円(税込 3,300 円)／１SIM

SIM カード発行手数料※9

3,000 円(税込 3,300 円)／１SIM

コンビニ振込用紙発行手数料

200 円(税込 220)円／通

延滞手数料

200 円(税込 220 円)／回

MNP 転出手数料

0円

※9 SIM カードが故障した場合（自然故障であるか否かを問いません。）、異なる形状区分の SIM カ
ードへ変更する場合、異なる機能区分の SIM カードへ変更する場合、SIM カードを追加する場
合の発行手数料とします。
※ 表記税込金額は消費税１０％込みの金額です。消費税率の改正があった場合は改正後の税率によりま
す。また、前納されている場合には消費税額の差額を請求することがあります。
附 則
（実施期日）
この料金表は、２０１９年５月１日より適用します。
この料金表は、２０１９年１０月１日より改訂の上、適用します。
この料金表は、２０２１年６月１日より改訂の上、適用します。
この料金表は、２０２１年１２月１日より改訂の上、適用します。

