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第１章

総

則

第１条（約款の適用）
このながさきけーぶるスマホサービス約款（以下「本約款」といいます。）は、株式会社長崎ケーブルメ
ディア（以下「当社」といいます。
）が株式会社 NTT ドコモ（以下「ドコモ」といいます。）の通信網を
使用して提供する電気通信サービス（附随する各種サービス等を含みます。以下｢本サービス｣といいま
す。
）において、当社と本サービスの加入契約を締結する者（以下「契約者」といいます。
）及び当該加入
契約に基づき本サービスを利用する者の利便性と当社の効率的な業務を遂行することを目的とし、当社
は、本約款に基づきサービスを提供します。なお、別に定める場合を除き、本約款に定めのない事項につ
いては、各サービス利用規約等によるほか、法令又は一般慣習によります。
第２条（関連法令の遵守）
本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとしま
す。
第３条（約款の効力）
本約款のいずれかの条項が関連法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、か
かる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関連法令
等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第４条（約款の変更）
当社は、本約款を変更することがあります。なお、この場合には、変更後の新約款を適用するものとしま
す。
第５条（合意管轄）
本約款は、日本国の国内法に準拠するものとし、契約者と当社との間における一切の紛争等については、
長崎地方裁判所又は長崎簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第６条（消費税相当額）
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法（昭和６３年法律第１０
８号）及び同法に関する法令の規定により、当該支払について消費税が賦課されるものとされていると
きは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものと
します。
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第２章

加入契約

第７条（サービスの内容等）
当社は、本約款及び契約者との契約内容に基づき、本サービスの提供を行います。なお、状況により、本
サービスの内容を変更又は終了する場合があります。
第８条（サービスの種類等）
本サービスの加入契約には、当社が別途定めるながさきけーぶるスマホサービス料金表（以下「料金表」
といいます。
）に規定するサービスの種類等があります。
２

契約者は、本サービスについて、料金表に規定する種類等の契約変更の申出をすることができます。

３

当社は、前項の申出があった場合、第１１条（加入契約申込の方法）及び第１２条（加入契約申込

の承認等）の規定を準用します。
第９条（付加機能の提供）
当社は、契約者から申出があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第１０条（加入契約の単位）
本サービスの加入契約は、料金表に規定するサービスプランの加入契約数を契約の単位とします。
第１１条（加入契約申込の方法）
本サービスの加入契約の申込を希望する者（以下｢加入申込者｣といいます。）は、予め本約款及び各サー
ビス利用規約等を承諾の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書（以下「契約書面」
といいます。
）を当社に提出するものとし、その他当社が指定する方法での申込が必要となります。
（１）契約者を特定するために必要な事項
（２）料金表に規定する本サービスの種類等
（３）その他加入契約の申込に必要な事項
２

加入申込者は、本人確認（携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務

の不正な利用防止に関する法律（平成１７年３１号）第９条の規定に基づきます。以下同じとします。）
のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
３

加入契約に基づいて、本サービスを受ける権利は、契約者にあるものとします。

第１２条（加入契約申込の承認等）
当社は、本サービスの加入契約の申込があったときは、受付けた順に従って承認します。ただし、当社の
業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
２

当社は、前項の規定にかかわらず、加入申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合に

は、本サービスの加入契約の申込を承認しないことがあります。また、当社は、承認後においても次の各
号のいずれかに該当する事実が判明した場合には、違約の責を負うことなく、その承認を取消すことが
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できるものとします｡
（１）加入申込者が、自己に課せられた債務（当社が別途定める料金及び料金以外の債務をいいます。以
下同じ。
）の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認めら
れる場合
（２）加入申込者が、当社が提供するサービスの加入契約を当社と締結したことがあり、かつ、当社から
当該サービスの加入契約を解除されたことがある場合
（３）契約書面及び当社への提出書類の記載事項等に虚偽、不備（名義、捺印、識別のための番号及び符
合情報等の相違、記入漏れ等をいいます。
）がある場合
（４）加入申込者が、当社又は他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれが
あると認められる場合
（５）第１１条（加入契約申込の方法）第２項において、本人確認ができない場合
（６）加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
（７）申込又は料金の支払等について、当社所定の方法に従っていただけない場合
（８）加入申込者が本約款及び各サービス利用規約等に違反するおそれがあると当社が判断した場合
（９）加入申込者が、暴力団、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴
力団員をいいます。以下同じ。
）
、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成員、
暴力団交友者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして不正な
利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者、特殊知能暴力
集団、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」といいます。）また、共生者。及び反社会的勢力と
みなされる政治・宗教活動に該当すると判明した場合
（１０）その他、当社の業務に著しい支障がある場合
３

前項の規定により、加入契約の申込の承認を取消したときは、当社は、加入申込者に対しその旨を通

知します。
４

当社は、第２項に掲げる事由の判断のため、加入申込者に対し、当該加入申込者の身分証明に係る公

的書類、その他の書類の提出を求める場合があります。この場合において当該加入申込者から当該書類
の提出が行われない間は、当社は、第１項に基づく加入契約の申込の承認を留保又は取消すことができ
るものとします。
５

当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの回線の上限を定めることができ

るものとします。この場合において、当該回線の上限を超えて本サービスの加入契約の申込があったと
きは、当社は、当該上限を超える部分に係る加入契約の申込を承認しないものとします。
第１３条（加入契約の成立）
本サービスの加入契約は、予め本約款及び各サービス利用規約等を承諾の上、当社所定の手続を経て、当
社が加入申込の承認を行い、当社が契約者へのサービスを開始したときに成立するものとします。
第１４条（その他の加入契約内容の変更）
当社は、第８条（サービスの種類等）第２項以外の加入契約内容の変更を契約者から申出された場合は、
第１１条（加入契約申込の方法）の規定に準じて加入契約内容の変更を行います。
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２

当社は、前項の申出があったときは、第１２条（加入契約申込の承認等）の規定に準じて取扱います。

第１５条（譲渡の禁止）
契約者は、加入契約に基づいて本サービスを受ける権利を譲渡することはできません。
第１６条（契約者の地位の承継）
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる本サービスは終了します。ただし、当社所定の
書面にて当社に申出ることにより、相続人（相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位
を承継した者で１名に限ります。
）は、引き続き当該加入契約による本サービスの提供を受けることがで
きます。この場合、相続人は、死亡した契約者の当該加入契約上の地位を承継するものとします。
２

当社は、前項の申出があったときは、第１２条（加入契約申込の承認等）の規定に準じて取扱います。

３

相続又は法人の合併により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人

若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類及び当社所定の書面を速やかに当社に提出
するものとします。
４

地位を承継した者は、当該加入契約上の債務も承継するものとします。

第１７条（契約者が行う加入契約の解約）
契約者は、当社に対し、当社所定の方法で通知をすることにより、本サービスの加入契約を解約すること
ができます。この場合において、当該解約の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める
日を経過する日、又は契約者が当該通知において解約の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅
い日に生じるものとします。
（１）契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
（２）契約者が当社に対し、携帯電話番号のポ一タビリティ制度（電話番号を変更することなく、音声通
話機能の提供を受ける事業者を変更することをいいます。以下「MNP」といいます。）による転出を通知
した場合は、本サービスの解約を通知したものとみなされます。
２

第２７条（サービスの廃止）第１項の規定により、本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、

当該廃止の日に本サービスが解約されたものとします。
３

契約者は、本サービスの加入契約を解約したときは、直ちにこの加入契約による全ての権利を失う

ものとします。
４

契約者は、本サービスの加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた契約

者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
第１８条（当社が行う加入契約の解除）
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの加入契約を解除します。
（１）本約款及び各サービス利用規約等に違反する行為があった場合
（２）第２８条（料金の適用）に規定する料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
（当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。）
（３）第２５条（サービスの停止等）第１項の規定により、本サービスの利用が停止又は制限された場合
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において、契約者が当該停止又は制限の日から１ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解
消しないとき。
２

当社は、前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由が

あるときは、直ちに本サービスの利用を停止し、その加入契約を解除する場合があります。
３

当社は、契約者が暴力団員等反社会的勢力に属すると判明した場合は、その加入契約を解除します。

４

当社は、第１項の規定により、本サービスの加入契約を解除しようとするときは、そのことを当社所

定の方法にて契約者に通知します。ただし、前２項に該当する場合は、加入契約の解除の旨を通知又は催
告しない場合があります。
５

契約者は、本サービスの加入契約を解除されたときは、直ちにこの加入契約による全ての権利を失

うものとします。
６

契約者は、本サービスの加入契約を解除された場合でも、故意又は過失によって解除前に生じた契

約者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
７

当社は、本サービスの加入契約を解除した場合、契約者に対していかなる責任も負わないものとし

ます。
第１９条（最低利用期間）
音声通話機能付 SIM カードを利用する場合、最低利用期間は１２ヶ月間とします。
（本サービスの加入契
約月を起算月とします。
）本サービスを最低利用期間内に解約した場合（第１７条（契約者が行う加入契
約の解約）第２項の規定により解約された場合を除きます。）における本サービスの料金の額は、当該最
低利用期間に対応する月額料金の額とし、次の計算式により算出した違約金を支払うものとします。
（１２ヶ月－利用月数（利用開始日の属する月を１と起算します。））×1,000 円
２

キャンペーンが適用される契約者は、その定められた期間内に加入契約の解約等によりキャンペー

ンの適用条件を満たさなくなった場合、理由の如何を問わず、加入契約時に設定された割引相当額等を
違約金として当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
３

前項以外の割引等が適用される契約者は、本サービスの加入契約の解約等により割引等の適用条件

を満たさなくなった場合、その時点で割引等は解除され、理由の如何を問わず、割引等の適用時に設定さ
れた違約金等を当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
第２０条（契約者情報の変更）
契約者は、当社への提出書類に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座等の変更がある場
合には、速やかにその旨を当社所定の方法にて当社に申出るものとします。
第２１条（通知）
当社は、契約者の届出た住所に宛て通知を発します。その通知は、通常到達すべきであった時に到達した
ものとみなします。
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第２２条（初期契約解除）
契約者は、法令による初期契約解除制度の適用がある場合は、当社が本サービスの加入契約締結後に発
行する当社所定の書面の受領から起算して８日を経過するまでの間、書面により当該加入契約の解除（以
下「初期契約解除」といいます。
）を行うことができ、その効力は、解除する旨の書面を発行した時に生
じます。ただし、法人及びその他の団体（法人等）の加入契約については、初期契約解除制度の適用対象
外となります。
２

当社が初期契約解除に関する事項について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内

容が事実であることの誤認をし、これによって８日間を経過するまでに本サービスの加入契約の解除が
できなかった場合、初期契約解除を行うことができる旨を記載した当社より発行する書面（不実告知後
書面）を受領した日から起算して８日を経過するまでの間であれば、当該加入契約を解除することがで
きます。
３

第１項により初期契約解除を行った場合、当社が別途定める本サービスの最低利用期間は適用され

ません。
４

第１項により初期契約解除を行った場合、当社は、契約者に対して、損害賠償又は違約金その他金銭

等の請求はいたしません。ただし、当社が料金表に規定する額を上限として、契約解除までに提供された
月額料金、付加機能利用料金、初期登録手数料及び MNP 転出手数料を請求できるものとします。
５

加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約

者に返還します。ただし、当社は、前項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等
を返還しない場合があります。
６

契約者が当社から取得した電話番号は、第１項により初期契約解除を行った場合、MNP による転出

はできません。
第２３条（サービス利用の要件）
当社は、サービス利用の要件を次の各号に定めるものとします。
（１）契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、MNP による転入又は転
出を行うことができます。
（２）MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
（イ）転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残
日数がある必要があります。
（ロ）電話番号を利用することができない期間（MNP 転入手続完了後から、当該手続に係る音声通話機
能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間）があります。
（ハ）本サービスの加入契約の申込と同時に MNP 手続を行う必要があります。
（３）当社は、契約者に対し、SIM カードを貸与するものとします。
（４）契約者は、当社が貸与する SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理し、また、第４０条（禁
止事項）に規定する行為を行ってはならないものとします。
（５）契約者は、当社が貸与する SIM カード以外の通信手段を用いた本サービスの利用はできません。
（６）日本国外での音声通話機能使用は、国際ローミング等により高額な請求が発生する場合がありま
す。また、国際電話の利用可能目安額（以下「制限額」といいます。）は 20,000 円となり、制限額を超え
8

た通話は利用制限されます。
（制限額の変更はできません。）なお、サービス運用上の都合により、制限額
を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。この場合において、制限額を超過して利用され
たことによって発生した料金については、その事由に依らず免除又は減額はいたしません。
（７）日本国外でのデータ SIM の SMS 機能は使用できません。
（８）契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく SIM カードを当社に返還するものとしま
す。
（イ） 本サービスが事由の如何を問わず終了した場合
（ロ）異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
（ハ）前記に掲げるほか、SIM カードを利用しなくなった場合
（９）契約者は、SIM カードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を
当社に通知するとともに当該 SIM カードを当社に返還するものとします。
（１０）SIM カードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該 SIM
カードの回復に要する費用として料金表に規定する SIM カード発行手数料を支払うものとします。
（１１）契約者は、SIM カードを亡失した場合は、可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知
するものとします。
（１２）契約者は、当社に対し、亡失品（第８号及び第９号に定める返還がなかった場合の当該 SIM カ
ードを含みます。
）の回復に要する費用として料金表に規定する SIM カード発行手数料を支払うものと
します。
（１３）亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支
払われた SIM カード発行手数料は返金しないものとします。
（１４）契約者は、本サービスにおいて当社から提供を受けた役務、SIM カード、その他一切について
第三者に販売（有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。）
してはならないものとします。
（１５）契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモ
が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、予め同意するものとします。
（１６）本サービスにおいては、第２５条（サービスの停止等）及び第２６条（利用の制限）に規定する
ほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別
途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合が
あり、契約者は予めこれに同意するものとします。
（１７）本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備（以下｢端末設備｣といいます。）は、当社が指
定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。
契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに
応じるものとします。

9

第３章

サービスの中止等

第２４条（サービスの中止）
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
（１）ドコモ及び相互接続事業者の電気通信設備の保守、工事等やむを得ない事由がある場合
（２）ドコモ及び相互接続事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合
２

当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、そのことを当社所定の方法にて契

約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第２５条（サービスの停止等）
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部若しくは一部の利用を停止
又は制限する場合があります。
（１）本サービスの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場合（当社がその
支払の事実を確認できないときを含みます。）
（２）本サービスの料金その他の債務の決済に用いるクレジットカード又は契約者が指定する預金口座
の利用が、解約その他の事由により認められなくなった場合
（３）本サービスの加入契約の申込に当たって、当社所定の書面等に事実に反する記載を行ったことが
判明した場合
（４）第４０条（禁止事項）のいずれかに該当する契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じな
い場合
（５）違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合
（６）本サービスに対し重大な支障を与えるおそれがある場合
（７）当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがあると当社が判断した場合
（８）第１２条（加入契約申込の承認等）第２項に定める加入契約の申込の取消事由に該当する場合
（９）本約款及び各サービス利用規約等に違反したおそれがあると当社が判断した場合
（１０）契約者が暴力団員等反社会的勢力に属すると判明した場合
（１１）当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合
（１２）前各号のほか、本約款及び各サービス利用規約等に違反する行為、当社が提供するサービスに関
する当社の業務の遂行に著しい支障を与え、又は与えるおそれがある場合
２

当社は、前項の規定により、本サービスの利用の停止又は制限の措置を講じるときは、予めその理由

（該当する前項各号に掲げる事由）及び期間を当社所定の方法にて契約者に通知します。ただし、緊急や
むを得ない場合は、この限りではありません。
３

加入者は、第１項の規定により本サービスの利用が停止となった場合、当社所定の方法により本サ

ービスの料金その他の債務について支払うものとします。なお、当社は、その支払の事実を確認した場合
に本サービスを再開するものとします。
４

当社は、第１項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事

由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第１項の措置を取ることを妨げ
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るものではないものとします。
５

契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、当該要請に応じるものとし

ます。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他
正当な理由があるときは、この限りではありません。
第２６条（利用の制限）
当社は、電気通信事業法第８条の規定に基づき、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に必要
な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限
する措置を取ることがあります。
２

当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（平成１１年法律

第５２号）において定める児童ポルノを閲覧及び取得するための通信を制限する場合があります。
３

本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網及び相互接続事業者の通信網

において通信が著しく輻輳した場合、電波状況が著しく悪化した場合、又はその他ドコモの定めに基づ
く場合において、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合がありま
す。
４

当社は、当社又は契約者が所有する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（以

下「電気通信設備」といいます。
）に対するサイバー攻撃への対処を行うため、法令上許容される範囲で
次の各号に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。
（１） 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）に基づき国立研究開発情報通
信研究機構が行う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（情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒
体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送
信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。）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
じるおそれがある場合に、必要な限度で、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 アドレス及びタイムスタンプから、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。
（２） 契約者が、C＆C（コマンド＆コントロール）サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信
することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を
自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、
かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第２７条（サービスの廃止）
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
２

当社は、前項の規定により、本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する

日の３ヶ月前までに、その旨を通知します。
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第４章

料金の支払等

第２８条（料金の適用）
本サービスの料金は、別に定める場合を除き、料金表に規定するところによります。
２

当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金等を改定する場合は、２ヶ月前に当社所定の方法により当

該契約者に通知するものとします。
第２９条（端数処理）
当社は、料金の支払について、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。た
だし、損害金に相当するものは消費税相当額を加算しません。
２

料金の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。

第３０条（料金の支払）
料金の支払は、当社所定の方法にて取扱います。なお、契約者は、料金その他の債務について、当社所定
の方法にて支払を要します。その際に要する支払手数料については、契約者の負担とします。
第３１条（月額料金等の支払義務）
契約者は、本サービスの月額料金及び付加機能利用料金（以下｢月額料金等｣といいます。）の支払につい
ては、第３０条（料金の支払）の規定に準じて定められた期日までに、料金表に規定する月額料金等を当
社に支払うものとします。
２

月額料金の支払期間は、料金表に規定するところによります。

３

契約者は、料金表に規定する付加機能の申込又は変更の申出を行い、当社がこれを承認したときは、

付加機能利用料金の支払を要します。この場合、当該料金の支払期間は、料金表に規定するところにより
ます。
４

前２項の期間において、第２５条（サービスの停止等）の規定により、本サービスの提供が停止又は

制限された場合における当該停止又は制限期間の月額料金等については、当該サービス又は付加機能の
提供があったものとして取扱うものとします。
第３２条（手続に関する料金の支払義務）
契約者は、本約款及び各サービス利用規約等に規定する加入契約の申込、変更又は解約の申出を行い、当
社がこれを承認したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその加入
契約の申込、変更又は解約の申出の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にそ
の料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。
２

当社は、加入契約の解約による手続に関する料金の返還はしないものとします。
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第３３条（割増金）
契約者は、本サービスの料金の支払を不法に免れた場合は、その不法に免れた期間の額のほか、その免れ
た額（消費税相当額を加算しない額）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、
当社所定の方法にて当社に支払うものとします。その際に要する支払手数料については、契約者が負担
するものとします。
第３４条（延滞処理）
契約者は、本サービスの料金を第３０条（料金の支払）に規定する支払方法により、定められた期日まで
に遅滞なく支払わなければなりません。契約者が、契約者の都合により、支払指定日に支払わなかった場
合は、別に定める延滞手数料を当社に支払うものとします。その際に要する支払手数料については、契約
者が負担するものとします。
２

契約者は、料金その他の債務（延滞手数料は除きます。）について、支払期日を経過してもなお支払

がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年１４．５％（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。）の割合で計算して得た額を
遅延損害金として当社に支払うものとします。その際に要する支払手数料については、契約者が負担す
るものとします。
第３５条（期限の利益の喪失）
契約者は、料金その他の債務について、一部でも履行を遅延したときは、当社に対する一切の債務の期限
の利益を失い、直ちに債務の弁済を行うものとします。
第３６条（債権譲渡）
契約者は、当社が契約者に対して有する契約者の料金その他の債権又はこれらに係わる延滞利息を第三
者に譲渡又は信託することがあることを予め承諾するものとします。
第３７条（債権回収）
当社は、契約者から料金又は債務の支払がない場合は、その回収を当社と業務契約を締結している債権
回収会社に委託することがあります。この場合、契約者の契約情報及びその他の債務の情報は、債権回収
会社に提供されます。

第５章

損害賠償

第３８条（責任の制限）
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により全く利用し得ない状態
（全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。）にあることを当社が認知し
た時刻から連続して２４時間以上の時間（以下「利用不能時間」といいます。）その状態が継続したとき
に限り、契約者からの申出に基づき、利用不能時間を２４で除した数（小数点以下の端数は、切捨てま
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す。
）に月額料金等の３０分の１を乗じて算出した額を、月額料金等から減額します。ただし、契約者が
当該申出をし得ることとなった日から３ヶ月を経過する日までに当該申出をしなかったときは、契約者
は、その権利を失うものとします。
２

本サービスが全く利用できない状態が SIM カードの故障によるものである場合は、当該 SIM カード

の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の規定は適用せ
ず、月額料金等は、免除又は減額されないものとします。
３

当社は、前２項の規定にかかわらず、本サービスの利用に関して、契約者と第三者との間に生じた契

約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
第３９条（免責）
当社は、本サービスを利用又は利用できなかったことで契約者が損害を被った場合、第７条（サービスの
内容等）
、第２４条（サービスの中止）
、第２５条（サービスの停止等）、第２６条（利用の制限）、及び第
３８条（責任の制限）の規定によるほか、当社の責に帰することのできない事由に該当する場合、いかな
る責任も負わないものとし、当該月額料金等は、免除又は減額されないものとします。
２

契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠

償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
３

本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網及び相互接続事業者の通信網

において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合、又はその他ドコモ及び相互接続
事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合が
あり、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について、当社はいかなる責任も負わないも
のとします。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありませ
ん。

第６章

禁止事項等

第４０条（禁止事項）
契約者は、故意又は過失を問わず、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
（１）当社が貸与する SIM カードを当社の許可なく第三者に貸与、質入れ及び譲渡する行為
（２）当社が貸与する SIM カードを直接又は間接を問わず複製、改造、変造、解析等する行為
（３）本約款及び各サービス利用規約等に違反する行為
（４）電気通信事業法及び関連法令に違反する行為
（５）その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第４１条（契約者の関係者による利用）
契約者は、契約者の家族又はその他の者（以下「関係者」といいます。）が本サービスを利用するときは、
関係者に対しても本約款及び各サービス利用規約等を遵守させる義務を負うものとします。
２

関係者が第４０条（禁止事項）に該当する事項を行った場合、又は故意、過失により当社に損害を被
14

らせた場合は、関係者の行為を契約者の行為とみなして、本約款及び各サービス利用規約等を適用する
ものとします。

第７章

雑

則

第４２条（データ通信対応エリア）
本サービスのデータ通信対応エリアは、ドコモが提供する国内のサービス「Xi®」
（クロッシィ）エリア及
び FOMA®エリアの提供区域に準ずるものとします。
第４３条（ID 及びパスワード）
契約者は、契約情報、利用金額又は利用状況を確認する際に利用する回線 ID 及び回線パスワード（以下
本条において「ID 等」といいます。
）の管理責任を負うものとします。
２

当社は、契約者が本サービスの加入契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示

を求めることがあります。
３

契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、未成年者の法定代理人はその未成

年者に当社が指定する方法で ID 等を利用させることができるものとします。
４

契約者は、ID 等が窃用され、又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社に

その旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID
等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について、いかなる責任も負わないもの
とします。
５

契約者は、回線 ID を変更することはできません。

第４４条（PIN・PIN ロック解除コード）
SIM カードに PIN コードを設定してロックをかけた場合、PIN コードを連続して入力を間違えると PIN
ロック解除コード（以下「PUK」といいます。
）が必要となります。
２

PUK は、契約者からの申出により、当社にて発行するものとします。

３

契約者が、PUK の入力を間違えたことで SIM カードが利用不可となった場合、契約者は、当社に対

し、SIM カード再発行の申出を行うものとします。その際に要する支払手数料については、契約者が負
担するものとします。

第８章

個人情報の取扱い

第４５条（個人情報の取扱い）
当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報を、当社が別途定める「個人情報保護に対する基本方
針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取扱います。
２

当社は、契約者に関する次の情報を業務の遂行上必要な範囲で取扱います。

（１）契約者の氏名、名称、電話番号、住所、居所、請求書の送付先及び生年月日に関する事項
15

（２）加入契約の内容に関する事項
（３）料金等の請求額、料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、支払方法、口座振替に係わる口座
名義人及び口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払に関する
事項
３

当社は、個人情報を次の目的のために利用するものとします。

（１）本サービスに係わる加入契約の申込、加入契約の締結、料金の適用、料金の請求や返金手続等、
サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する手続、その他の当社の契約等
に係わる業務遂行のため
（２）本サービスの使用状況（法の趣旨に則り法律上保護されるべきものは除きます。）を利用し、設備
の保守、営業・販売活動の促進及びプロモーションを行うため
（３）本サービスの使用状況（法の趣旨に則り法律上保護されるべきものは除きます。）について、アン
ケート調査及びその分析を行い、新規サービスの開発及びサービスの維持・向上を図るため
（４）契約者に電子メール、郵便、電話等で連絡することにより、当社の各種サービス・キャンペーン・
イベント又は業務提携先等の商品やサービス等の情報を提供するため
（５）契約者がダウンロードしたコンテンツ及びアプリケーションの情報の管理をするため。また、その
サポートを目的としたサービスの維持・向上のため
（６）前各号のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため
４

当社は、前項に規定する利用目的に必要な範囲で、個人情報の取扱いの全部又は一部を、当社の業務

を委託している者、提携事業者及びサービス提供に係わるクレジットカード会社等の金融機関に預託す
る場合があります。
５

契約者からの問合せ内容・意見・要望等を正確に把握し、サービス向上に活かすため、電話応対時に

通話録音する場合があります。
６

第３項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当社が契約者の個人情報を利用すること

があります。
（１）法令に基づく場合
（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場
合
（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得る
ことが困難である場合
（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
がある場合
７

当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。

（１）予め契約者本人の同意を得た場合
（２）合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合
（３）前項各号に該当する場合
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別

表（国際電話サービス提供国・地域）
エリア

アジア

アメリカ

オセアニア

国・地域名

国番号

エリアコード

韓国

82

香港

852

シンガポール

65

中国

86

台湾

886

マカオ

853

フィリピン

63

ブルネイ

673

インドネシア

62

マレーシア

60

タイ

66

ベトナム

84

アラスカ

1

アメリカ(本土)

1

カナダ

1

ブラジル

55

ハワイ

1

808

グアム

1

671

サイパン

1

670

オーストラリア

61

備考

907

以下番号帯はサー
ビス対象外
・61-89164
・61-89162

ニュージーランド

64

フランス

33

以下番号帯はサー
ビス対象外
・33-836
・33-890
・33-891
・33-892

ヨーロッパ

・33-893
・33-897
・33-898
・33-899
ドイツ

49
17

イギリス

44

イタリア

39

バチカン

39

ベルギー

32

ギリシャ

30

オランダ

31

スペイン

34

以下番号帯はサー

スペイン領土北アフリカ、

ビス対象外

カナリア諸島を含む

・34-902

スイス

41

ロシア連邦

7

以下番号帯はサー
ビス対象外
・7-903
・7-905
・7-906
・7-909
・7-954
・7-960
・7-961
・7-962
・7-963
・7-964
・7-965
・7-966
・7-967
・7-968

附

則

（実施期日）
本約款は、平成２７年３月２０日より実施します。
本約款は、平成２７年１１月２８日より改訂の上、実施します。
本約款は、平成２８年７月１日より改訂の上、実施します。
本約款は、平成２９年２月１０日より改訂の上、実施します。
本約款は、平成２９年１０月１日より改訂の上、実施します。
本約款は、平成３０年２月１日より改訂の上、実施します。
本約款は、平成３０年（２０１８年）１０月１日より改訂の上、実施します。
本約款は、２０１９年６月１日より改訂の上、実施します。
本約款は、２０１９年１０月１日より改訂の上、実施します。
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ながさきけーぶるスマホサービス料金表
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）
本サービスに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 S プラン

1,100 円(税込 1,210 円)

データ M プラン

1,800 円(税込 1,980 円)

データ L プラン

2,600 円(税込 2,860 円)

音声 S プラン

1,800 円(税込 1,980 円)

音声 M プラン

2,500 円(税込 2,750 円)

音声 L プラン

3,300 円(税込 3,630 円)

ファミリーパック S プラン

4,100 円(税込 4,510 円)

ファミリーパック M プラン

4,600 円(税込 5,060 円)

ファミリーパック L プラン

5,500 円(税込 6,050 円)

ファミリーパック SIM カード追加※１

1,300 円(税込 1,430 円)

※１ ファミリーパック M プラン及びファミリーパック L プランにおいて最大 2 枚まで追加できます。
SIM カード追加によるデータ容量の上限変更はありません。
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
日が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 当社の放送サービス、
インターネットサービス、
ケーブルプラス電話サービス又は ncm スマート BOX
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サービスのいずれかを契約しており、当該サービスと本サービスの契約住所及び料金の支払口座が同
一である場合、サービスプランの基本料金から 200 円割引されます。
③ 音声 S プラン・M プラン・L プラン又はファミリーパック S プラン・M プラン・L プランとインタ
ーネットサービスプラン（スマート・スーパー・ハイパー・光 50M コース・光 100M コース・光 1G
コース）又は ncm スマート BOX を同時にご加入いただく場合、月額利用料金から 300 円割引され
ます。
④ 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

800 円（税込 880 円）

※２ データ容量追加の有効期間は、追加した日が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が属する月か
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。）が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 S プラン・M プラン・L プラン及びファミリーパック S プラ

SIM カード利用料金（月額） ン・M プラン・L プラン基本料金に含む。
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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
SMS 料金

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 サービス契約約款及び Xi サービス契約約款
において通話モードに係る料金及び 64kb/s デジタル通信 モードに

通話料金（国内）

係る料金として定められた額と同額。
ncm おトークを利用する場合には、30 秒あたり 10 円（税込 11
円）※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 おトークを利用する場合には、30 秒あたり 10 円（消費税相当
額は課税されません。
）※３※４
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

国際ローミング料金

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 ご利用の端末設備に ncm おトークアプリをインストールし、起動していただく必要があります。

なお、本サービスの音声プラン及びファミリーパックの場合のみ利用が可能です。フリーダイヤ
ル、ナビダイヤル、１１０番等の３桁番号への発信はできません。
※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が属する
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。）が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 ncm おトークを利用して発信する場合であって、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。
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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 サービス契約約款及び Xi 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。
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&ncm アプリコレクション&端末保証セット

900 円(税込 990 円)

テクニカルサポート&ncm アプリコレクションセット

700 円(税込 770 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※６

830 円(税込 913 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)

エヌストレージ

300 円(税込 330 円)

※６ ncm おトークの利用により、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。国
際通話及び国際ローミングは対応しておりません。
① 付加機能の料金（月額）の支払期間は、利用開始日が属する月（エヌストレージについては利用開始
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日が属する月の翌月）から当該付加機能の利用終了日が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、割り込み電話及び通話定額オプションの利用並びにそれらの利用の終了については、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。
④ 通話定額オプションを法人（個人事業主を含みます。）で利用する場合、通話定額オプションの月額
利用料は 1,500 円（税込 1,650 円）となります。
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※７

3,000 円(税込 3,300 円)／１SIM

MNP 転出手数料

3,000 円(税込 3,300 円)／１SIM

メールアドレス再登録手数料（エヌストレージ）

300 円(税込 330 円)／回

延滞手数料

200 円(税込 220 円)／回

※７ 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、平成３０年（２０１８年）１０月 1 日より適用します。
この料金表は、平成３０年（２０１８年）１２月 1 日より改訂の上、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。
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