附則（平成１３年９月１７日ＫＤＤＩ移企第６１号、第６２号）
（実施時期）
第１条 この約款は、平成１３年１０月１日から実施します。
（契約約款の廃止）
第２条 この約款の実施に伴い、当社及び合併前の株式会社エーユー（以下「旧株式会社エー
ユー」といいます。）のａｕ電話サービス契約約款（以下「旧ａｕ電話サービス契約約款」と
いいます。）、ａｕデュアルサービス契約約款（以下「旧ａｕデュアルサービス契約約款」と
いいます。）及びａｕパケットサービス契約約款（以下「旧ａｕパケットサービス契約約款」
といいます。）（以下これらを総じて「廃止約款」といいます。）は、廃止します。
（契約に関する経過措置）
第３条 この約款実施の際現に、廃止約款の規定により次の各号の表の左欄の契約を締結して
いる者は、この約款実施の日において、それぞれ同表の右欄の契約を締結したものとみなし
ます。
（１） 当社の旧ａｕ電話サービス契約約款における契約
廃止約款における契約

この約款における契約

一般ａｕ電話契約
（第３種に係るもの）

一般ａｕ契約
（ＰＤＣ方式のａｕ電話に係るもの）

一般ａｕ電話契約
（第４種に係るもの）

一般ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕ電話に係るもの）

定期ａｕ電話契約
（第３種に係るもの）

定期ａｕ契約
（ＰＤＣ方式のａｕ電話に係るもの）

定期ａｕ電話契約
（第４種に係るもの）

定期ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕ電話に係るもの）

臨時ａｕ電話契約
（第３種に係るもの）

臨時ａｕ契約
（ＰＤＣ方式のａｕ電話に係るもの）

臨時ａｕ電話契約
（第４種に係るもの）

臨時ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕ電話に係るもの）

グループネットａｕ電話契約

グループ電話契約

前払ａｕ電話契約

第１種プリペイド電話契約

ローミング契約
ローミング契約
（その契約に係る移動無線装置の無線局の
免許人が、沖縄セルラー電話株式会社であ
るもの）
緊急通報用電話契約

緊急通報用電話契約

（２） 旧株式会社エーユーの旧ａｕ電話サービス契約約款における契約
廃止約款における契約
一般ａｕ電話契約
（ＰＤＣ方式に係るもの）

この約款における契約
一般ａｕ契約
（ＰＤＣ方式のａｕ電話に係るもの）
－ 附 １ －

一般ａｕ電話契約
（ＣＤＭＡ方式に係るもの）

一般ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕ電話に係るもの）

定期ａｕ電話契約
（ＰＤＣ方式に係るもの）

定期ａｕ契約
（ＰＤＣ方式のａｕ電話に係るもの）

定期ａｕ電話契約
（ＣＤＭＡ方式に係るもの）

定期ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕ電話に係るもの）

前払ａｕ電話契約

第２種プリペイド電話契約

ビジターコール契約

ローミング契約

緊急通報用電話契約

緊急通報用電話契約

（３） 当社の旧ａｕデュアルサービス契約約款における契約
廃止約款における契約

この約款における契約

一般ａｕデュアル契約

一般ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕデュアルに係るもの
）

定期ａｕデュアル契約

定期ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕデュアルに係るもの
）

デュアルローミング契約
ローミング契約
（その契約に係る移動無線装置の無線局の
免許人が、沖縄セルラー電話株式会社であ
るもの）
（４） 旧株式会社エーユーの旧ａｕデュアルサービス契約約款における契約
廃止約款における契約

この約款における契約

一般ａｕデュアル契約

一般ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕデュアルに係るもの
）

定期ａｕデュアル契約

定期ａｕ契約
（ＣＤＭＡ方式のａｕデュアルに係るもの
）

デュアルビジターコール契約

ローミング契約

（５） 当社及び旧株式会社エーユーの旧ａｕパケットサービス契約約款における契約
廃止約款における契約
ａｕパケット契約

この約款における契約
一般ａｕ契約
－ 附 ２ －

（９．６ｋｂｉｔ／ｓに係るもの）

（９．６ｋｂｉｔ／ｓのａｕパケットに係るもの）

ａｕパケット契約
（１４．４ｋｂｉｔ／ｓに係るもの）

一般ａｕ契約
（１４．４ｋｂｉｔ／ｓのａｕパケットに係るもの）

パケットローミング契約
ローミング契約
（その契約に係る移動無線装置の無線局の
免許人が、沖縄セルラー電話株式会社であ
るもの）
（契約月数等に関する経過措置）
第４条 この約款における契約月数、利用月数又は利用年数は、廃止約款における契約月数、
利用月数又は利用年数をそれぞれ通算して取り扱います。
（利用休止中の契約に関する経過措置）
第５条 この約款実施の際現に、当社の廃止約款の規定によりａｕ電話、ａｕデュアル若しく
はａｕパケットの一時休止をしている契約又は旧株式会社エーユーの廃止約款の規定により
ａｕ電話、ａｕデュアル若しくはａｕパケットの利用休止をしている契約については、この
約款実施の日において、この約款第１４条の規定により、ａｕサービスの利用の一時休止をし
ているものとみなします。
２ 前項の場合において、廃止約款における利用の一時休止中又は利用休止中の期間は、これ
らをこの約款における利用の一時休止期間に算入します。
（ａｕサービスのコース種別に関する経過措置）
第６条 この約款実施の際現に、当社の旧ａｕ電話サービス契約約款の規定によりａｕ電話契
約（前払ａｕ電話契約を除きます。）若しくはグループネットａｕ電話契約を締結している者、
旧ａｕデュアルサービス契約約款の規定によりａｕデュアル契約を締結している者又は旧ａ
ｕパケットサービス契約約款の規定によりａｕパケット契約を締結している者は、この約款
実施の日において、この約款におけるａｕサービス等の第８種コースを選択したものとみな
します。
２ この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの旧ａｕ電話サービス契約約款の規定により
ａｕ電話契約（前払ａｕ電話契約を除きます。）を締結している者、旧ａｕデュアルサービス
契約約款の規定によりａｕデュアル契約を締結している者又は旧ａｕパケットサービス契約
約款の規定によりａｕパケット契約を締結している者は、この約款実施の日において、それ
ぞれその廃止約款において選択していた基本使用料の適用におけるコース種別又はａｕパケ
ットの種別に対応するａｕサービスのコース種別を選択したものとみなします。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
第７条 この約款実施の際現に、当社の旧ａｕ電話サービス契約約款又は旧ａｕデュアルサー
ビス契約約款の規定により次表の左欄の基本使用料の料金種別を指定している者は、この約
款実施の日において、それぞれ同表の右欄の料金種別を選択したものとみなします。
廃止約款における料金種別

この約款における料金種別

１形

おてごろプラン

２形

おきがるプラン

３形

おふたいむプラン

４形

イーザ

５形

コミコミプランＬ

６形

コミコミプランＳ
－ 附 ３ －

７形

コミコミプランＬＬ

８形

コミコミＯｎｅファースト

９形

コミコミＯｎｅビジネス

１０形

コミコミＯｎｅスタンダード

１１形

コミコミＯｎｅエコノミー

１２形

りんでん

１３形

コミコミＯｎｅライト

１４形

デイタイムプラン

１５形

コミコミＯｎｅオフタイム

２ この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの旧ａｕ電話サービス契約約款又は旧ａｕデ
ュアルサービス契約約款の規定により次表の左欄の基本使用料の種別を選択している者は、
この約款実施の日において、それぞれ同表の右欄の料金種別を選択したものとみなします。
廃止約款における種別

この約款における料金種別

プランＡ

標準プラン

プランＢ

ちょっとコール

コミコミコールＬ

コミコミコールＬ

コミコミコールＳ

コミコミコールＳ

コミコミコールＸＳ

コミコミコールＸＳ

ホットコール

ホットコール

コミコミコールスーパー

コミコミコールスーパー

コミコミコールジャンボ

コミコミコールジャンボ

デイタイムプラン

デイタイムプラン

（基本使用料の割引の適用に関する経過措置）
第８条 この約款実施の際現に、当社の廃止約款の規定により次の各号の表の左欄の基本使用
料の割引を選択している者は、この約款実施の日において、それぞれ同表の右欄の基本使用
料の取扱い又は割引を選択したものとみなします。
（１） 旧ａｕ電話サービス契約約款及び旧ａｕデュアルサービス契約約款
廃止約款における基本使用料の割引

－ 附 ４ －

この約款における
基本使用料の取扱い又は割引

定期ａｕ電話契約に係る基本使用料の割引 定期ａｕ契約に係る基本使用料の取扱い
（一般用に係るもの）
（一般用に係るもの）
定期ａｕデュアル契約に係る基本使用料の
割引（一般用に係るもの）
定期ａｕ電話契約に係る基本使用料の割引 定期ａｕ契約に係る基本使用料の取扱い
（学生用に係るもの）
（学生用に係るもの）
定期ａｕデュアル契約に係る基本使用料の
割引（学生用に係るもの）
契約者を単位とした基本使用料割引

契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ

複数回線複合割引

複数回線複合割引

（２） 旧ａｕパケットサービス契約約款
廃止約款における基本使用料の割引
契約者を単位とする基本使用料割引

この約款における基本使用料の割引
契約者を単位とする基本使用料割引Ⅱ

２ この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの廃止約款の規定により次の各号の表の左欄
の基本使用料の取扱い又は割引を選択している者は、この約款実施の日において、それぞれ
同表の右欄の基本使用料の取扱い又は割引を選択したものとみなします。
（１） 旧ａｕ電話サービス契約約款及び旧ａｕデュアルサービス契約約款
廃止約款における
基本使用料の取扱い又は割引

この約款における
基本使用料の取扱い又は割引

定期ａｕ電話契約に係る基本使用料の取扱 定期ａｕ契約に係る基本使用料の取扱い
い（一般用に係るもの）
（一般用に係るもの）
定期ａｕデュアル契約に係る基本使用料の
取扱い（一般用に係るもの）
定期ａｕ電話契約に係る基本使用料の取扱 定期ａｕ契約に係る基本使用料の取扱い
い（学生用に係るもの）
（学生用に係るもの）
定期ａｕデュアル契約に係る基本使用料の
取扱い（学生用に係るもの）
契約者を単位とする基本使用料割引

契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ

複数回線複合割引

複数回線複合割引

複数回線割引

複数回線割引

（２） 旧ａｕパケットサービス契約約款
廃止約款における基本使用料の割引

－ 附 ５ －

この約款における基本使用料の割引

契約者を単位とする基本使用料割引

契約者を単位とする基本使用料割引Ⅱ

（通信料の月極割引の適用に関する経過措置）
第９条 この約款実施の際現に、当社の廃止約款の規定により次表の左欄の通話料又はパケッ
ト通信料の月極割引を選択している者は、この約款実施の日において、それぞれ同表の右欄
の通話料又はパケット通信料の月極割引を選択したものとみなします。
廃止約款における
通話料又はパケット通信料の月極割引

この約款における
通話料又はパケット通信料の月極割引

通話料の定額支払による定率割引
（Ａ形に係るもの）

通話料の定額支払による定率割引
（コール１０に係るもの）

通話料の定額支払による定率割引
（Ｂ形に係るもの）

通話料の定額支払による定率割引
（コール１５に係るもの）

特定電話番号への通話料の月極割引

特定電話番号への通話料の月極割引Ⅰ

特定固定電話との通話の月極割引等

特定加入電話との通話の月極割引等

契約者を単位とする通話料の月極割引

契約者を単位とする通話料の月極割引

ＤＬ加入回線からの通話に係る通話料の割 ＤＬ加入回線からの通話に係る通話料の割
引
引
パケット通信料の月極割引
（ミドルパックに係るもの）

最低パケット通信料の支払いを条件とする
パケット通信料の月極割引
（ミドルパックに係るもの）

パケット通信料の月極割引
（スーパーパックに係るもの）

最低パケット通信料の支払いを条件とする
パケット通信料の月極割引
（スーパーパックに係るもの）

２ この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの廃止約款の規定により次表の左欄の通話料
又はパケット通信料の月極割引を選択している者は、この約款実施の日において、それぞれ
同表の右欄の通話料又はパケット通信料の月極割引を選択したものとみなします。
廃止約款における
通話料又はパケット通信料の月極割引

この約款における
通話料又はパケット通信料の月極割引

通話料の月極割引
（パッケージ１に係るもの）

最低通話料の支払いを条件とする通話料の
月極割引
（とくとくパック１０００に係るもの）

通話料の月極割引
（パッケージ２に係るもの）

最低通話料の支払いを条件とする通話料の
月極割引
（とくとくパック２５００に係るもの）

通話料の月極割引
（パッケージ３に係るもの）

最低通話料の支払いを条件とする通話料の
月極割引
（とくとくパック５０００に係るもの）

－ 附 ６ －

契約者を単位とする通話料の月極割引

契約者を単位とする通話料の月極割引

特定電話番号への通話料の月極割引

特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱ

ＤＬ加入回線からの通話に係る通話料の割 ＤＬ加入回線からの通話に係る通話料の割
引
引
パケット通信料の月極割引
（ミドルパックに係るもの）

最低パケット通信料の支払いを条件とする
パケット通信料の月極割引
（ミドルパックに係るもの）

パケット通信料の月極割引
（スーパーパックに係るもの）

最低パケット通信料の支払いを条件とする
パケット通信料の月極割引
（スーパーパックに係るもの）

（オプション機能等に関する経過措置）
第１０条 この約款実施の際現に、当社の廃止約款の規定により次表の左欄のオプション機能を
選択している者は、この約款実施の日において、それぞれ同表の右欄のオプション機能を選
択したものとみなします。
廃止約款におけるオプション機能

この約款におけるオプション機能

三者通話機能

三者通話機能

割込通話機能

割込通話機能

着信短縮ダイヤル機能

着信短縮ダイヤル機能

留守番伝言受付機能及び不在案内機能

留守番伝言機能

文字メッセージ機能
（プチメールに係るもの）

プチメール機能

文字メッセージ機能
（プチメールαに係るもの）

プチメールα機能

文字メッセージ機能
（Ｃメールに係るもの）

Ｃメール機能

同報機能

同報機能

ＦＡＸ蓄積機能

ＦＡＸ蓄積機能

受信通知機能

Ｃメール受信通知機能

代表番号機能

代表番号機能

海外ローミング機能

海外ローミング機能

ＷＡＰ対応機能
ＥＺｗｅｂ機能
（タイプⅠに係るもの又は情報管理機能が （タイプⅠに係るもの）
あるもの）
－ 附 ７ －

ＷＡＰ対応機能
ＥＺｗｅｂ機能
（タイプⅡに係るもの又は情報管理機能が （タイプⅡに係るもの）
ないもの。ただし、タイプⅢに係るものを
除きます。）
ＷＡＰ対応機能
（タイプⅢに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能
（タイプⅢに係るもの）

ｅｚｐｌｕｓ通信機能

ｅｚｐｌｕｓ通信機能

高速パケット通信機能

高速パケット通信機能

制御情報通知機能

制御情報通知機能

音声蓄積機能

ボイスメール機能

２ この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの廃止約款の規定より次表の左欄の付加機能
又はオプション機能を選択している者は、この約款実施の日において、それぞれ同表の右欄
のオプション機能を選択したものとみなします。
廃止約款における
付加機能又はオプション機能

この約款におけるオプション機能

三者通話機能

三者通話機能

割込通話機能

割込通話機能

着信短縮ダイヤル機能

着信短縮ダイヤル機能

メッセージ機能
（メッセージサービスに係るもの）

留守番伝言機能

メッセージ機能
（Ｃメールに係るもの）

Ｃメール機能

メッセージ機能
（文字サービスに係るもの）

文字サービス機能

着信通知機能

ＥＶメール機能

料金分計機能

通話料分計機能

迷惑電話おことわり機能

迷惑電話拒否機能

番号情報送出機能

番号情報送出機能

音声認識ダイヤル機能

音声認識ダイヤル機能

海外ローミング機能

海外ローミング機能

ＥＺｗｅｂ機能

ＥＺｗｅｂ機能
－ 附 ８ －

（タイプⅠに係るもの又は情報管理機能が （タイプⅠに係るもの）
あるもの）
ＥＺｗｅｂ機能
ＥＺｗｅｂ機能
（タイプⅡに係るもの又は情報管理機能が （タイプⅡに係るもの）
ないもの。ただし、タイプⅢに係るものを
除きます。）
ＥＺｗｅｂ機能
（タイプⅢに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能
（タイプⅢに係るもの）

ｅｚｐｌｕｓ通信機能

ｅｚｐｌｕｓ通信機能

高速パケット通信機能

高速パケット通信機能

制御情報通知機能

制御情報通知機能

課金開始信号送出機能

課金開始信号送出機能

（プリペイドカードに関する経過措置）
第１１条 当社の廃止約款に規定する次表の左欄のプリペイドカードは、この約款実施の日にお
いて、それぞれ同表の右欄のプリペイドカードであるとみなします。
廃止約款におけるプリペイドカード

この約款におけるプリペイドカード

第２種カード

第１種カード

第３種カード

第２種カード

第４種カード

第３種カード

第５種カード

第４種カード

２ 旧株式会社エーユーの廃止約款に規定する次表の左欄のプリペイドカードは、この約款実
施の日において、それぞれ同表の右欄のプリペイドカードであるとみなします。
廃止約款におけるプリペイドカード

この約款におけるプリペイドカード

第１種カード

Ａ種カード

第２種カード

Ｂ種カード

（ローミング契約に関する経過措置）
第１２条 この約款実施の際現に、当社の旧ａｕ電話サービス契約約款の附則（平成１０年３月１０
日移通第１０－２３２号）第２項から第４項までの規定により従前のとおりとされた者に係る契約
者回線については、平成１３年１０月２５日までの間、その移動無線装置が別記２に定める関東地
区及び中部地区に在圏する場合には、これを利用することができません。
ただし、この約款実施の日以降、その契約者回線の契約者から関東地区及び中部地区に在
圏する場合もその契約者回線を利用したい旨の申出があった場合は、この限りでありません。
２ 当社は、前項本文の契約者回線について、ａｕサービスの種類の変更がなされたとき又は
特定事業者が提供するａｕサービスの種類の変更がなされたときは、前項ただし書きの申出
があったものとみなして取り扱います。
－ 附 ９ －

第１３条 この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの旧ａｕ電話サービス契約約款の附則（
平成１１年３月１０日関企発第 ５５３号）第２項から第４項までの規定により従前のとおりとされ
た者に係る契約者回線については、平成１３年１０月２５日までの間、その移動無線装置が別記２
に定める関東地区及び中部地区以外の地域に在圏する場合には、これを利用することができ
ません。
ただし、この約款実施の日以降、その契約者回線の契約者から関東地区及び中部地区以外
の地域に在圏する場合もその契約者回線を利用したい旨の申出があった場合は、この限りで
ありません。
２ 当社は、前項本文の契約者回線について、ａｕサービスの種類の変更がなされたときは、
前項ただし書きの申出があったものとみなして取り扱います。
（他社電話サービスの利用等に係る提供条件に関する経過措置）
第１４条 この約款実施の際現に、当社の旧ａｕ電話サービス契約約款の附則（平成１２年６月１６
日ＩＤＯ企Ｈ１２－００３５号）第３項の規定により従前のとおりとされた他社電話サービスの利
用等に係る提供条件及び旧株式会社エーユーの旧ａｕ電話サービス契約約款の附則（平成１２
年６月１６日関企発第 １５１号）第２項の規定により従前のとおりとされた株式会社エヌ・ティ
・ティ・ドコモ又は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海が提供するローミングの利用に
より生じた債権の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
（旧第１種カードの交換に関する経過措置）
第１５条 この約款実施の際現に、当社の旧ａｕ電話サービス契約約款の附則（平成１２年６月２２
日ＩＤＯ企Ｈ１２－００１６号）第３項の規定により、その廃止約款における第３種カードと交換
するとされたプリペイドカード（以下本条において「旧第１種カード」といいます。）につい
ては、次の場合を除き、当社が別に定める期間において、この約款における第２種カードと
交換します。
（１） 旧第１種カードにおいて、既にこの約款第８４条（プリペイド通話に係る前払い通話料
の登録等）に規定する登録を行っている場合。
（２） 旧第１種カードに記載されたカードの登録期限を経過している場合。
２ 契約者は、前項の場合には、当社が別に定めるサービス取扱所に申し出ていただきます。
３ 旧第１種カードについては、第８種コースに係るａｕサービス等及び第１種プリペイド電
話においてのみ登録できるものとし、その利用料金額等は、次表のとおりとします。
１のプリペイドカードごとに
有 効 日 数
プリペイドカードの種類

利用料金額
プリペイド電話契 ａｕ契約等のもの
約のもの

旧第１種カード

３，０００円

３０日

３６５日

（文字サービス機能の提供を受けていないＰＤＣ方式の契約者回線に関する経過措置）
第１６条 この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの旧ａｕ電話サービス契約約款の附則（
平成１１年１０月２１日関企発第 ３４４号）第３項の規定により、その廃止約款における文字サービ
スの提供を受けていないＰＤＣ方式の契約者回線について、その文字サービス及びＥＺｗｅ
ｂ機能を提供しないとされた取扱いについては、なお従前のとおりとします。
ただし、この約款実施の日以降、その契約者回線の契約者からこの約款における文字サー
ビス機能を利用したい旨の申出があったときは、この限りでありません。
（複数回線割引に関する経過措置）
第１７条 この約款実施の際現に、旧株式会社エーユーの旧ａｕ電話サービス契約約款の附則（
平成１３年４月２６日ａｕＫ総第８号）第３項の規定又は旧ａｕデュアルサービス契約約款の附
則（平成１３年４月２６日ａｕＫ総第９号）第３項の規定により、従前のとおりとされた基本使
用料のコース種別が第５種又は第６種の法人名義の契約者回線に係る複数回線割引について
は、この約款の料金表第１表第１（基本使用料等）の規定にかかわらず、なお従前のとおり
とします。
－ 附 １０ －

（自宅加入電話への通話料の月極割引に関する経過措置）
第１８条 当社が別に定めるまでの間、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄の通話料につ
いて、この約款の料金表第１表第２（通話料）に規定する自宅加入電話への通話料の月極割
引を適用しません。
第１種コース及び第６種コースのａｕサー 再利用があった日を含む料金月の通話料
ビスの利用の一時休止の再利用があった場
合
第１種コース、第２種コース及び第７種コ 譲渡承諾日以降の通話料（その料金月のも
ースに係るａｕサービス利用権の譲渡があ のに限ります。）
った場合
（料金等の支払いに関する経過措置）
第１９条 この約款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。
（この約款実施前に行った手続きの効力等）
第２０条 この約款実施前に廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規
定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づ
いて行ったものとみなします。
２ この約款実施の際現に、廃止約款の規定により提供している電気通信サービスは、この附
則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定
に基づいて提供しているものとみなします。
附則（平成１３年１０月１１日ＫＤＤＩ移企第６３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成１４年４月３０日までの間における着信課金用ドメイン名に係
るパケット通信料の割引については、この改正規定にかかわらず、その定額料の支払いを要
しないものとし、その適用額は１課金対象パケットごとに税抜額０．１円とします。
３ 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。
附則（平成１３年１１月１日ＫＤＤＩ移企第６４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、当社が別に定める日から実施します。
（プリペイド通話に係る利用有効期間に関する経過措置）
２ この改正規定実施日以降、プリペイド通話に係る前払い通話料を追加登録した場合におい
て、追加登録前の利用有効期間が ３６５日を超えているときは、第８４条第３項の規定を適用し
ません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１３年１１月１日ＫＤＤＩ移企第６５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１３年１１月２１日から実施します。ただし、第７種コースにおける迷惑
電話拒否機能に関する改正規定については、平成１３年１２月１日から、プリペイド通話に係る
前払い通話料に関する改正規定については、当社が別に定める日から実施します。
（Ａ種カード又はＢ種カードに関する経過措置）
２ 当社は、この改正規定実施日以降、改正前の料金表の規定により提供されていたプリペイ
－ 附 １１ －

ドカードであるＡ種カード又はＢ種カードについて、次の場合を除き、当社が別に定める期
間において、それぞれこの料金表における第１種カード又は第２種カードと交換します。
（１） Ａ種カード又はＢ種カードにおいて、既に第８４条（プリペイド通話に係る前払い通話
料の登録等）に規定する登録を行っている場合。
（２） Ａ種カード又はＢ種カードに記載されたカードの登録期限を経過している場合。
３ 契約者は、前項の場合には、当社が別に定めるサービス取扱所に申し出ていただきます。
４ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
５ 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。
附則（平成１３年１１月１２日ＫＤＤＩ移企第６６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１３年１２月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成１４年９月３０日までの間における料金表第１表第１（基本使
用料等）に規定するオプション機能使用料の減額については、この改正規定にかかわらず、
下表の料金額を減額して適用します。
１契約ごとに
区

分

ア イ以外の場合
イ 第８種コースの場合

控除額（月額）
６００円

タイプⅣ以外のもの

５００円

タイプⅣのもの

６００円

３ 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。
附則（平成１３年１２月１３日ＫＤＤＩ移企第６８号、第６９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１３年１２月２０日から実施します。
（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。
附則（平成１３年１２月２６日ＫＤＤＩ移企第７０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年１月７日から実施します。
ただし、海外ローミング機能に関する改正規定については、当社が別に定める日から実施
します。
（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。
附則（平成１４年１月２４日ＫＤＤＩ移企第７１号、第７２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。
ただし、北摂ケーブルネット株式会社及び株式会社ケーブルネット神戸芦屋との接続に関
する改正規定については、平成１４年２月４日から、定期ａｕ契約に係る基本使用料の取扱い
－ 附 １２ －

（適用の開始及び廃止の取扱いに限ります。）、複数回線複合割引の適用、契約者を単位とす
る基本使用料割引Ⅰの適用、特定データ通信に係る通話料の適用、特定電話番号への通話料
の月極割引の適用及び契約者を単位とする通話料の月極割引Ⅱの適用（適用の開始及び廃止
の取扱いに限ります。）に関する改正規定については、平成１４年３月１日から実施します。
（通話料の適用に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改定前の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、こ
の改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の適用を受けているものとみなします。
複数回線複合割引の通話料の取扱いⅠ

複数回線複合割引の通話料の取扱い

複数回線複合割引の通話料の取扱いⅡ
割引選択回線群を構成する契約者相互間の 割引選択回線群を構成する契約者相互間の
通話料の割引Ⅰの適用
通話料の割引の適用
割引選択回線群を構成する契約者相互間の
通話料の割引Ⅱの適用
特定電話番号への通話料の月極割引Ⅰの適 特定電話番号への通話料の月極割引の適用
用
特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適
用
契約者を単位とする通話料の月極割引の適 契約者を単位とする通話料の月極割引Ⅰの
用（第８種コース以外のコース種別の契約 適用
者回線に係るものに限ります。）
契約者を単位とする通話料の月極割引の適 契約者を単位とする通話料の月極割引Ⅱの
用（第８種コースの契約者回線に係るもの 適用
に限ります。）
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１４年２月２１日ＫＤＤＩ移企第７５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年３月２１日の午前２時から実施します。
（経過措置）
２ 平成１４年３月２１日の午前２時以前に開始された相互接続点からの通話（遠隔制御課金先指
定の取扱いを受けたものを除きます。）に係る料金については、この改正規定にかかわらず、
改正前の料金表の規定を適用します。
３ 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。
附則（平成１４年２月２８日ＫＤＤＩ移企第７６号、第７７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年５月１日から実施します。
ただし、浦和ケーブルテレビネットワーク株式会社との接続に関する改正規定については、
平成１４年３月２５日から、ＰＤＣ方式に係る契約申込みの取扱い、コミコミＯｎｅファースト
の取扱い及びケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー株式会社との新たな接続に関
－ 附 １３ －

する改正規定については、平成１４年４月１日から実施します。
（ＰＤＣ方式に係る契約申込みの取扱いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日以降、第７５条（通信利用の制限）に掲げる機関等からＰＤＣ方式に
係る契約申込みがあった場合は、ＣＤＭＡ方式のａｕサービスにより代替して提供すること
が困難であると当社が認めるときに限り、この改正規定にかかわらず、なお従前のとおり取
り扱うこととし、第９条（契約申込みの承諾）を準用する場合も同様とします。
（コミコミＯｎｅファーストの取扱いに関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、コミコミＯｎｅファーストを選択している契約者回線につい
ては、なお従前のとおり取り扱います。
（基本使用料等及び通話料の適用に関する経過措置）
４ この改正規定実施の際現に、改定前の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、こ
の改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の適用を受けているものとみなします。
複数回線割引の適用

契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰの適
用

契約者を単位とする通話料の月極割引Ⅰの 契約者を単位とする通話料の月極割引Ⅱの
適用（第１種コース、第５種コース及び第 適用
６種コースの契約者回線に係るものに限り
ます。）
（料金等の支払いに関する経過措置）
５ 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。
附則（平成１４年３月１１日ＫＤＤＩ移企第７８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から実施します。
（その他）
２ ＫＤＤＩ移企第６６号（平成１３年１１月１２日）の附則第２項（経過措置）中「平成１４年３月３１
日までの間」とあるのを「平成１４年９月３０日までの間」に改めます。
附則（平成１４年３月２５日ＫＤＤＩ移企第７９号、第８０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から実施します。
（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。
附則（平成１４年５月１日ＫＤＤＩ移企第８３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年５月１日から実施します。
ただし、株式会社スーパーネットワークユーとの接続に関する改正規定については、平成
１４年６月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、一時休止又は一時中断の状態にある契約者回線（第１種コー
ス、第５種コース又は第６種コースに係るものに限ります。）については、この改正規定にか
かわらず、その再利用又は再開に係る番号登録手数料又はシステム登録手数料の支払いを要
します。
３ 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。

－ 附 １４ －

附則（平成１４年４月２６日ＫＤＤＩ移企第８６号）
この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。
附則（平成１４年５月１４日ＫＤＤＩ移企第８４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。
ただし、第１表第１（基本使用料等）１（適用）（３）のアの改正規定については、平成１４
年７月１６日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改定前の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、こ
の改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の適用を受けているものとみなします。
契約者を単位とする通話料の月極割引Ⅰの 契約者を単位とする通話料の月極割引の適
適用
用
３ この改正規定実施の際現に、一時休止又は一時中断の状態にある契約者回線（第２種コー
スから第４種コース又は第７種コースに係るものに限ります。）については、この改正規定に
かかわらず、その再利用又は再開に係る番号登録手数料又はシステム登録手数料の支払いを
要します。
４ 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。
附則（平成１４年５月３１日ＫＤＤＩ移企第８８号）
この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。
附則（平成１４年６月４日ＫＤＤＩ移企第８９号、第９０号）
この改正規定は、平成１４年７月２２日から実施します。
附則（平成１４年６月２４日ＫＤＤＩ移企第９１号、第９２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。
（その他）
２ ＫＤＤＩ移企第８４号（平成１４年５月１４日）の附則第１項（実施時期）の規定を「平成１４年
７月１日から実施します。ただし、第１表第１（基本使用料等）１（適用）（３）のアの改正
規定については、平成１４年７月１６日から実施します。」に改めます。
附則（平成１４年７月１１日ＫＤＤＩ移企第９５号、第９６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年７月１８日から実施します。
ただし、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）に規定するオプション機能使用料
の減額適用及び第１（基本使用料）２（料金額）に規定するオプション機能使用料に係る改
正規定については、平成１４年１０月１日から、別表１（オプション機能）に係る改正規定につ
いては、平成１４年１０月７日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、タイプⅣに係るＥＺｗｅｂ機能の提供を受けている契約者回
線（高速パケット通信機能の提供を受けている契約者回線を除きます。）については、タイプ
Ⅳに係るＥＺｗｅｂ機能が廃止（この機能の種類の変更を含みます。）されるまでの間、高速
パケット通信機能に係る別表１（オプション機能）の改正規定にかかわらず、なお従前のと
おり取り扱います。
ただし、この改正規定実施の日以降、高速パケット通信機能の利用の請求があった場合は、
この限りでありません。
３ 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
－ 附 １５ －

の他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則（平成１４年７月２５日ＫＤＤＩ移企第９７号、第９８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年８月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改定前の規定により次表の左欄の契約を締結している者は、
この改正規定実施の日において、同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
定期ａｕ契約

第１種定期ａｕ契約

３ 削除
附則（平成１４年８月２６日ＫＤＤＩ移企第 １０１号）
この改正規定は、平成１４年９月２日から実施します。
附則（平成１４年８月２６日ＫＤＤＩ移企第９９号）
この改正規定は、平成１４年１０月１日から実施します。
附則（平成１４年９月２４日ＫＤＤＩ移企第１０２号、１０３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年１０月１日から実施します。
（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。
附則（平成１４年１０月１８日ＫＤＤＩ移企第１０４号）
この改正規定は、平成１４年１０月２５日から実施します。
ただし、別記１に規定する協定事業者の区分に係る改正規定については、平成１４年１１月１日
から実施します。
附則（平成１４年１１月２７日ＫＤＤＩ移企第１０５号、第１０６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年１２月４日から実施します。
ただし、この改正規定中、一般ａｕ契約者が行う一般ａｕ契約の解除、定期ａｕ契約者が
行う定期ａｕ契約の解除及び臨時ａｕ契約者が行う臨時ａｕ契約の解除に関する改正規定以
外の部分については、平成１５年１月１日から実施します。
（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。
附則（平成１４年１２月９日ＫＤＤＩ移企第１０７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１４年１２月９日から実施します。
附則（平成１４年１月５日ＫＤＤＩ移企第１０８号）
この改正規定は、平成１５年１月５日から実施します。
附則（平成１５年１月２４日ＫＤＤＩ移企第１０９号、第１１０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年２月１日から実施します。
ただし、ソフトバンクＢＢ株式会社との接続に関する改正規定については、平成１５年２月
－ 附 １６ －

７日から、ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能及びＥＺｗｅｂ機能に関する改正規定については、平成１５
年２月２１日から実施します。
（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。
附則（平成１５年３月５日ＫＤＤＩ移企第１１３号、第１１４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年４月１日から実施します。
ただし、料金表第１表第２（通話料）２（料金額）２－３の改正規定については、平成１５
年４月２１日の午前２時から実施します。
（経過措置）
２ 平成１５年４月２１日の午前２時以前に開始された通話（料金表第１表第２（通話料）２（料
金額）２－３に係る通話に限ります。）に係る料金については、この改正規定にかかわらず、
改正前の料金表の規定を適用します。
３ 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。
附則（平成１５年３月２４日ＫＤＤＩ移企第１１６号、第１１７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年４月１日から実施します。
（ａｕサービスの種類の廃止に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結していたＰＤＣ方式のａｕサービス
に係る契約は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により提供するａｕサービス
に係る契約に移行するものとします。
３ 前項の場合において、約款第９６条（当社が行うａｕサービスの種類の変更の場合の費用負
担）の規定は、平成１５年９月３０日までの間にその請求があったときに限り適用するものとし
ます。
４ 平成１５年３月３１日において現に利用され、第２項の規定により契約が移行したａｕサービ
スについて、当社は、約款第１４条（ａｕサービスの利用の一時休止）に規定する一時休止が
あったものとみなして取り扱います。
５ 前項の場合において、当社は、平成１５年９月３０日までの間にそのａｕサービスが再利用さ
れたときに限り、一時休止前と同一の電話番号を付与するものとします。
６ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結していたＰＤＣ方式に係る定期ａｕ
契約については、この改正規定実施の日おける一般ａｕ契約への移行にかかわらず、その契
約解除料の支払いを要しません。
（プリペイド電話の種類の廃止に関する経過措置）
７ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結していた第１種プリペイド電話契約
及び第２種プリペイド電話契約は、この改正規定実施の日において、それぞれ改正後の規定
におけるプリペイド電話契約に移行するものとします。
８ 前項の場合において、当社は、移行後のプリペイド電話契約に係る契約者回線に端末設備
が接続されていない期間について、その契約者回線に端末設備が接続されている場合と同様
に取り扱います。
９ 当社は、平成１５年９月３０日までの間に端末設備が接続されなかった契約者回線（第７項の
規定により第２種プリペイド電話契約から移行した契約に係るものに限ります。）について、
平成１５年１０月１日に電話番号を変更するものとします。
（臨時ａｕ契約及び当社が提供する端末設備に関する経過措置）
１０ この改正規定実施の日から平成１５年５月３１日までの間における臨時ａｕ契約及び当社が提
供する端末設備に関する料金その他の提供条件については、第２項の規定に該当する場合を
除き、なお従前のとおりとします。
ただし、平成１５年５月１日以降、当社は、臨時ａｕ契約の締結又は当社が提供する端末設
備の利用に係る申込みがあったときは、これを承諾しません。
－ 附 １７ －

（料金等の支払いに関する経過措置）
１１ 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。
附則（平成１５年４月１日ＫＤＤＩ移企第１１８号、第１１９号）
この改正規定は、平成１５年４月８日から実施します。
ただし、この改正規定中、別表１（オプション機能）３欄の改正規定については、平成１５年
４月２３日から実施します。
附則（平成１５年４月２４日ＫＤＤＩ移企第１２０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年５月１日から実施します。
ただし、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する海外ローミング機能に係るオプシ
ョン機能使用料に関する改正規定については、平成１５年５月２６日から、第２（通話料）に規
定するプリペイド通話に係る通話料に関する改正規定については、当社が別に定める日から
実施します。
（プリペイド通話に係る前払い通話料の登録に関する経過措置）
２ ａｕサービス（第８種コースを除きます。）に係るａｕ契約者は、平成１５年５月１９日から当
社が別に定める日までの間において、前払い通話料を登録できません。
（Ａ種カード又はＢ種カードに関する経過措置に関する変更）
３ ＫＤＤＩ移企第６５号（平成１３年１１月１日）の附則第４項（Ａ種カード又はＢ種カードに関
する経過措置）については、平成１５年５月１９日をもって「削除」に改めます。
（パケット通信料の適用に関する経過措置）
４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、こ
の改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の適用を受けている者とみなします。
最低パケット通信料の支払いを条件とする 定額料の支払いを条件とするパケット通信
パケット通信料の月極割引（その種類がミ 料の月極割引Ⅰ（その種類がミドルパック
ドルパックのものに限ります。）
のものに限ります。）
最低パケット通信料の支払いを条件とする 定額料の支払いを条件とするパケット通信
パケット通信料の月極割引（その種類がス 料の月極割引Ⅰ（その種類がスーパーパッ
ーパーパックのものに限ります。）
クのものに限ります。）
定額料の支払いを条件とするパケット通信 定額料の支払いを条件とするパケット通信
料の月極割引
料の月極割引Ⅱ
（セット品に係るプリペイドカードに関する経過措置）
５ この改正規定実施の際現に、改正前の料金表の規定により提供されていたセット品に係る
プリペイドカードについては、それぞれこの料金表における第１種カードとみなして取扱い
ます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
６ 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。
附則（平成１５年５月１６日ＫＤＤＩ移企第１２１号、第１２２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年５月２３日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の端末設備が接続されている
契約者回線については、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のａｕサービ
スを利用しているものとみなします。
－ 附 １８ －

端末設備の種類

ａｕサービスの種類

ア イ以外のデュアル端末

第１種ａｕデュアル

イ 受信において最高１４４ｋｂｉｔ／ｓ の符号伝 第２種ａｕデュアル
送が可能な通信方式に対応したデュアル
端末
ウ エ以外のパケット端末

第１種ａｕパケット

エ 受信において最高１４４ｋｂｉｔ／ｓ の符号伝 第２種ａｕパケット
送が可能な通信方式に対応したパケット
端末
３ 前項の規定により第２種ａｕパケットを利用しているとみなされる契約者回線であって、
契約者、請求書の送付先、オプション機能の利用その他の契約内容が同一であるものは、こ
の改正規定実施の日以降、同一の包括回線グループに所属しているものとみなします。
ただし、その日において、その契約者回線に係る契約者から、異なる包括回線グループを
指定する申出があったときは、この限りでありません。
附則（平成１５年５月２８日ＫＤＤＩ移企第１２３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年７月１日から実施します。
（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。
附則（平成１５年６月５日ＫＤＤＩ移企第１２５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年７月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第１表第２（通話料）１（適用）（２２）の料金額の規定に
ついては同日の午前２時から実施し、別記３（６）の規定については平成１５年７月３日から実
施します。
（経過措置）
２ 平成１５年７月１日の午前２時以前に開始された通話（料金表第１表第２（通話料）１（適
用）（２２）の適用を受ける通話に限ります。）に関する料金については、この改正規定にかかわ
らず、改正前の規定に係る料金額を適用します。
３ 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。
附則（平成１５年６月１６日ＫＤＤＩ移企第１２６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年６月２３日から実施します。
（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。
ただし、この改正規定実施の日を含む料金月については、第７８条（基本使用料等の支払義
務）の規定にかかわらず、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する同報機能に係るオ
プション機能使用料の支払いを要しません。
附則（平成１５年７月４日ＫＤＤＩ移企第１２７号）
－ 附 １９ －

（実施時期）
この改正規定は、平成１５年８月１日から実施します。

１

附則（平成１５年７月２４日ＫＤＤＩ移企第１２８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年８月１日から実施します。
ただし、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する海外ローミング機能に係るオプシ
ョン機能使用料のうち、タイ王国に関する改正規定については、平成１５年８月８日から、台
湾に関する改正規定については、平成１５年９月１８日から実施します。
（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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １２７号（平成１５年７月４日）の附則第２項の（１）のア中「２－３－６」を
「２－３－５」に、イを「イ 契約者は、特定加入電話番号について、その数の増加を伴う
変更の請求を行うことができません。」に改めます。
附則（平成１５年７月３０日ＫＤＤＩ移企第１２９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年１１月１日から実施します。
（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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １２７号（平成１５年７月４日）の附則第２項（経過措置）の（１）のオ及び（
２）のエ中「学生用の基本使用料」を、「学生用又は障害者用の基本使用料」に改めます。
附則（平成１５年８月８日ＫＤＤＩ移企第１３０号、第１３１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年８月１５日から実施します。
（割引選択回線群の指定に係る取扱いの廃止）
２ ＫＤＤＩ移企第 １０７号（平成１４年１２月９日）の附則第２項（割引選択回線群の指定に係る
取扱い）については、平成１５年８月１６日をもって「削除」に改めます。
（経過措置）
３ 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。
附則（平成１５年８月２５日ＫＤＤＩ移企第１３２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年９月１日から実施します。
（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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １２７号（平成１５年７月４日）の附則第２項の（１）のア中「株式会社パワー
ドコム又は中部テレコミュニケーション株式会社が提供する加入電話サービスに係る着信通
話の場合」を「中部テレコミュニケーション株式会社が提供する加入電話サービスに係る着
信通話の場合」に改めます。
附則（平成１５年９月１８日ＫＤＤＩ移企第１３３号）
この改正規定は、平成１５年９月１８日から実施します。

－ 附 ２０ －

附則（平成１５年９月２４日ＫＤＤＩ移企第１３４号）
この改正規定は、平成１５年１０月１日から実施します。
ただし、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信番号（００３５に限
ります。）を使用して行った通話に関する改正規定については、当社が別に定める日から実施し
ます。
附則（平成１５年１０月３日ＫＤＤＩ移企第１３５号、第１３６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年１０月１０日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成１５年１１月３０日までの間、ＩＰ電話サービスの電気通信回線
への通話（電気通信番号規則第１０条第２号に規定する電気通信番号を使用して行ったものに
限ります。）については、この改正規定にかかわらず、料金表第１表第２（通話料）１（適用
（１３）に規定する特定電話番号への通話料の月極割引を適用しません。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １２７号（平成１５年７月４日）の附則第２項の（１）のア中「当社が別に定め
る加入電話事業者が提供する加入電話サービスの電話番号（料金表第１表第２（通話料）１
（適用）（１３）に規定する特定電話番号以外の番号であって、当社が別に定めるものに限りま
す。）とします」を「当社が別に定める加入電話サービス又はＩＰ電話サービスの電話番号（
料金表第１表第２（通話料）１（適用）（１３）に規定する特定電話番号及び電気通信番号規則
第１０条第２号に規定する電気通信番号以外の番号であって、当社が別に定めるものに限りま
す。）とします」に改めます。
附則（平成１５年１０月２２日ＫＤＤＩ移企第１３７号、第１３８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年１１月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、ＥＺｗｅｂ利用制限に関する部分は平成１５年１１月４日から、第
３種ａｕデュアル及び第３種ａｕパケットに関する部分は平成１５年１１月２８日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成１６年５月３１日までの間におけるａｕ．ＮＥＴ機能に係るオ
プション機能使用料については、この改正規定にかかわらず、その支払いを要しません。
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩ移企第 １２７号（平成１５年７月４日）の附則第２項の（１）のア中「２－３－５」を
「２－３－４」に、エ又はカ中「ａｕパケット」を「ａｕパケット又は第３種ａｕデュアル
」に改めます。
附則（平成１５年１２月１日ＫＤＤＩ移企第１４２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年１２月１日から実施します。
（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。
附則（平成１５年１２月８日ＫＤＤＩ移企第１４３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１５年１２月１５日から実施します。
（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。

－ 附 ２１ －

附則（平成１５年１２月２５日ＫＤＤＩ移企第１４５号）
この改正規定は、平成１６年１月１日から実施します。
ただし、土浦ケーブルテレビ株式会社及び株式会社木更津ケーブルテレビが提供する加入電
話サービスとの接続に関する改正規定は、平成１６年１月８日から実施します。
附則（平成１６年１月９日ＫＤＤＩ移企第１４６号、第１４７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年２月９日から実施します。
（ａｕ．ＮＥＴ電子メールに関する経過措置）
２ この改正前の約款に規定するａｕ．ＮＥＴ電子メールについては、この改正規定にかかわ
らず、この改正規定実施の日から平成１６年５月３１日までの間、なお従前のとおり提供するも
のとし、平成１６年６月１日をもって廃止します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１６年２月１０日ＫＤＤＩ移企第１４８号、第１４９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年２月１７日から実施します。
ただし、この改正規定中、定期ａｕ契約に係る契約解除料に関する部分は、平成１６年３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。
附則（平成１６年２月２３日ＫＤＤＩ移企第１５０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年３月１日から実施します。
（空き電話番号検索サービスに関する経過措置）
２ ａｕ契約の申込み（他のａｕ契約を解除すると同時に行われたものを除きます。）と同時に
別記３（７）に規定する調査の請求を行った場合であって、平成１６年３月１日から平成１６年４
月３０日までの間に、その申込みに係る契約者回線の提供の開始があったときは、別記３（７）
ウの規定にかかわらず、料金表第４表（付随サービスに関する料金等）に規定する空き電話
番号検索手数料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩ移企第 １２７号（平成１５年７月４日）の附則第２項の（１）のアについて、（イ）の②
の表を削除し、「２－３－１の（１）、２－３－２及び２－３－４」を「２－３－１の（１）及
び２－３－３」に、（イ）中「① ②及び③以外の場合」を「① ②以外の場合」に、「③
ソフトバンクＢＢ株式会社が提供する加入電話サービスに係る着信通話の場合」を「② ソ
フトバンクＢＢ株式会社が提供する加入電話サービスに係る着信通話の場合」に改めます。
附則（平成１６年４月１日ＫＤＤＩ移企第１５２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年４月１日から実施します。
（消費税法の改正に伴う附則の改正）
２ ＫＤＤＩ移企第８４号（平成１４年５月１４日）の附則第５項及びＫＤＤＩ移企第 １２７号（平成
１５年７月４日）の附則第２項を削ります。
３ ＫＤＤＩ移企第 １４８号、第 １４９号（平成１６年２月１０日）の附則第２項を削り、第３項を１
項繰り上げます。
－ 附 ２２ －

４ 削除
５ 削除
６ 平成１６年２月２９日の時点で、定期ａｕ契約（第２種ａｕパケットに係る第１種定期ａｕ契
約を除きます。）を締結している契約者については、その定期ａｕ契約に係る契約解除料とし
て、料金表第１表第４（契約解除料）の規定に代えて、その満了に伴いその契約を更新した
回数（以下この附則において「更新回数」といいます。） に従い下表を適用します。
１契約ごとに
料金額
区分
税抜額
第１種定期ａｕ契約

更新回数が０回のもの

３，０００円

更新回数が１回のもの

１，０００円

削除
削除
備考 更新回数が２回以上の場合は、その契約解除料の支払いを要しません。
（ＧＰＳＭＡＰサービス及びセンタープッシュサービスに関する経過措置）
７ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の契約を締結していた者は、
この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄に規定する契約を締結しているものと
みなします。
旧 契 約

新 契 約

ＧＰＳＭＡＰ契約

当社のＧＰＳＭＡＰサービス契約約款に規定するＧＰＳ
ＭＡＰ契約

センタープッシュ契約

当社のセンタープッシュサービス契約約款に規定するセ
ンタープッシュ契約

（料金等の支払いに関する経過措置）
８ 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。
（２ＧＨｚ帯データ通信サービス契約約款の廃止に関する経過措置）
９ この改正規定実施の際現に、当社の２ＧＨｚ帯データ通信サービス契約約款（以下この附
則において「旧約款」といいます。）に規定するデータ契約を締結している者は、この改正規
定実施の日において、この約款に規定する一般ａｕ契約（第３種ａｕパケットのものに限り
ます。）を締結しているものとみなします。
１０ この改正規定実施の際現に、旧約款第３章（端末設備の提供）に規定する端末設備が契約
者回線に接続されている場合は、当社は、この約款第１４条（ａｕサービスの利用の一時休止
）に規定する一時休止があったものとみなして取り扱います。
１１ 旧約款第１３条及び第１５条の規定に基づく端末設備の返還及びその返還の遅延による損害の
賠償、旧約款に基づき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。
附則（平成１６年４月２０日ＫＤＤＩ移企第１５５号）
（実施時期）
－ 附 ２３ －

１ この改正規定は、平成１６年５月１日から実施します。
（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。
附則（平成１６年５月１９日ＫＤＤＩ移企第１５７号）
この改正規定は、平成１６年５月１９日から実施します。
附則（平成１６年５月２６日ＫＤＤＩ移企第１５８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年６月１日から実施します。
（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。
３ 削除
附則（平成１６年６月２２日ＫＤＤＩ移企第１５９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年７月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する海外ローミング
機能に係るオプション機能使用料に関する改正規定については、平成１６年１０月１日から、第
３（パケット通信料）に規定する定額料の支払いを条件とするパケット通信料の月極割引Ⅲ
の適用及び特定のパケット通信への２段階定額制の適用に関する改正規定については、平成
１６年８月１日から実施します。
（特定のパケット通信への定額料の適用の廃止に関する経過措置）
２ 改正前の規定により特定のパケット通信への定額料の適用を受けている者は、平成１６年８
月１日において、この改正規定に規定する特定のパケット通信への２段階定額制の適用を受
けているものとみなします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１６年７月２１日ＫＤＤＩ移企第１６０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年７月２６日から実施します。
ただし、この改正規定中、Ｃメール機能に関する部分は平成１６年７月２７日以降当社が別に
定める日から、三者通話機能及び割込通話機能に関する部分は平成１６年８月１日から、契約
者の氏名等を通知する中継事業者に関する部分は平成１６年８月２日から実施します。
（ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、変更前のａｕ通信サービス契約約款の別表１（オプション機
能）のＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能に関する規定に基づき提供しているオプション機能は、この改
正規定実施の日において、この約款の別表１（オプション機能）に定める第１種ＢＲＥＷ．
ＮＥＴ機能に関する規定に基づき提供します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１６年８月５日ＫＤＤＩ移企第１６１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年８月９日から実施します。
（パケット通信料の月極割引Ⅲの適用及び特定のパケット通信への定額料の適用に関する規
定の廃止に伴う附則の改正）
－ 附 ２４ －

２ ＫＤＤＩ移企第 １５９号（平成１６年６月２２日）の附則第１項のただし書き後段及び表を削り
ます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１６年８月１８日ＫＤＤＩ移企第１６２号）
この改正規定は、平成１６年８月２３日から実施します。
附則（平成１６年８月２６日ＫＤＤＩ移企第１６３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年８月３１日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社ＳＴＮｅｔ及びＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株式会社との
間の相互接続通信の接続形態と料金の取扱いに関する部分については、平成１６年９月１日か
ら実施します。
（空き電話番号検索サービスに関する経過措置）
２ ａｕ契約の申込み（他のａｕ契約を解除すると同時に行われたものを除きます。）と同時に
別記３（７）に規定する調査の請求を行った場合であって、平成１６年９月１日から平成１６年１２
月３１日までの間に、その申込みに係る契約者回線の提供の開始があったときは、別記３（７）
ウの規定にかかわらず、料金表第４表（付随サービスに関する料金等）に規定する空き電話
番号検索手数料の支払いを要しません。
（その他の経過措置）
３ 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。
附則（平成１６年９月２８日ＫＤＤＩ移企第１６４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年１０月１日から実施します。
（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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １５９号（平成１６年６月２２日）の附則第１項のただし書き中「料金表第１表
第１（基本使用料等）に規定する海外ローミング機能に係るオプション機能使用料に関する
改正規定については、当社が別に定める日から」を「料金表第１表第１（基本使用料等）に
規定する海外ローミング機能に係るオプション機能使用料に関する改正規定については、平
成１６年１０月１日から」に改めます。
附則（平成１６年１０月１３日ＫＤＤＩ移企第１６５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年１０月１８日から実施します。
（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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １６３号（平成１６年８月２６日）の附則第２項中「平成１６年１０月３１日まで」を
「平成１６年１２月３１日まで」に改めます。
附則（平成１６年１０月２５日ＫＤＤＩ移企第１６６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年１０月２９日から実施します。
ただし、特定文字メッセージ送信に係る通話料に関する改正規定、学生又は障害者である
－ 附 ２５ －

ことを条件とする通話料の月極割引に関する改正規定及びｅｚｐｌｕｓ通信に関する改正規
定は平成１６年１１月１日から実施します。
（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。
附則（平成１６年１１月１１日ＫＤＤＩ移企第１６８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年１１月１５日から実施します。
（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。
附則（平成１６年１１月２５日ＫＤＤＩ移企第１７０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年１２月１日から実施します。
（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。
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の各号に規定する表の左欄の適用を受
けている者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄に定めるパケット通信
料の取扱い若しくは割引又は基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。
（１） 第３種ａｕデュアルに係るもの
改正前の規定における
パケット通信料の取扱い又は割引

この改正規定における
パケット通信料の取扱い又は割引

定額料の支払いを条件とするパケット通信 特定のパケット通信への２段階定額制（パ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮスーパ ケット割ＷＩＮスーパーに限ります。）
ーに限ります。）
定額料の支払いを条件とするパケット通信 特定のパケット通信への２段階定額制（パ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮミドル ケット割ＷＩＮミドルに限ります。）
に限ります。）
定額料の支払いを条件とするパケット通信 定額料の支払いを条件とするパケット通信
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮに限り 料の月極割引Ⅲ
ます。）
特定のパケット通信への２段階定額制

特定のパケット通信への２段階定額制（ダ
ブル定額に限ります。）

定額料の支払いを条件とするパケット通信 特定のパケット通信への２段階定額制（パ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮスーパ ケット割ＷＩＮスーパーに限ります。）
ーに限ります。）及び特定のパケット通信へ
の２段階定額制
定額料の支払いを条件とするパケット通信 特定のパケット通信への２段階定額制（パ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮミドル ケット割ＷＩＮミドルに限ります。）
に限ります。）及び特定のパケット通信への
２段階定額制

－ 附 ２６ －

定額料の支払いを条件とするパケット通信 特定のパケット通信への２段階定額制（ダ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮに限り ブル定額に限ります。）
ます。）及び特定のパケット通信への２段階
定額制
（２） 第３種ａｕパケットに係るもの
改正前の規定における割引

この改正規定における
基本使用料の料金種別

定額料の支払いを条件とするパケット通信 ＷＩＮシングルＬ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮスーパ
ーに限ります。）
定額料の支払いを条件とするパケット通信 ＷＩＮシングルＭ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮミドル
に限ります。）
定額料の支払いを条件とするパケット通信 ＷＩＮシングルＳ
料の月極割引Ⅲ（パケット割ＷＩＮに限り
ます。）
備考 改正前の規定において上記のいずれの適用も受けていない場合、当社は、その契
約者がこの改正規定による基本使用料の料金種別としてＷＩＮシングルＳＳを選択
したものとして取り扱います。

附則（平成１６年１２月１０日ＫＤＤＩ移企第１７２号）
この改正規定は、平成１６年１２月１３日から実施します。
ただし、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する海外ローミング機能に係るオプション
機能使用料に関する改正規定については、平成１６年１２月１５日から実施します。
附則（平成１６年１２月１７日ＫＤＤＩ移企第１７３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１６年１２月２０日から実施します。
ただし、相互接続通信の接続形態と料金の取扱いに関する規定については、平成１６年１２月
２１日から実施します。
（プリペイド電話契約者の取扱いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、当社とプリペイド電話契約を締結している者（改正前のａｕ
通信サービス契約約款第３９条の規定により、当社がプリペイド電話契約者と取り扱う者を含
みます。以下この項及び次項において「改正前契約者」といいます。）は、当社が別に定める
期日までに、プリペイド電話契約者としての届出を行っていただきます。この場合において
は、改正前契約者は、その契約者回線に接続された端末設備を持参のうえ、当社所定の書面
及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを、そのプリペ
イド電話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。
３ 改正前契約者（前項に基づきプリペイド契約者としての届出を行ったものを除きます。）に
ついては、この改正以後のａｕ通信サービス契約約款第３１条、第３２条、第３３条又は第６９条の
規定によらず、それぞれ改正前のａｕ通信サービス契約約款第３６条、第３７条、第３８条又は第
６９条の規定を従前のとおり適用するものとします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
－ 附 ２７ －

附則（平成１６年１２月２２日ＫＤＤＩ移企第１７４号）
この改正規定は、平成１７年１月１日から実施します。
附則（平成１７年１月２８日ＫＤＤＩ移企第１７５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年２月１日から実施します。
ただし、基本使用料の料金種別（プランＬＬに限ります。）及び通話料（基本使用料の料金
種別がプランＬＬのものに限ります。）に関する部分は、平成１７年２月１４日から実施します。
（第３種ａｕパケットの基本使用料に関する経過措置）
２ 第３種ａｕパケットの基本使用料については、その料金種別に応じ、平成１７年２月１日か
ら平成１７年４月３０日までの間、料金表第１表（ａｕ通信サービスに関する料金等）第１（基
本使用料等）２（料金額）２－１－２（ａｕパケットに係るもの）（１）（一般ａｕ契約に係
るもの）の規定に代え、次表を適用するものとします。
１電話番号ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額

第
３
種
ａ
ｕ
パ
ケ
ッ
ト

ＷＩＮシングルＬＬ

７，８００円

ＷＩＮシングルＬ

５，６００円

ＷＩＮシングルＭ

３，９００円

ＷＩＮシングルＳ

２，２５０円

ＷＩＮシングルＳＳ

１，４００円

（空き電話番号検索サービスに関する経過措置）
３ ａｕ契約の申込み（他のａｕ契約を解除すると同時に行われたものを除きます。）と同時に
別記３（７）に規定する調査の請求を行った場合であって、平成１７年２月１日から平成１７年４
月３０日までの間に、その申込みに係る契約者回線の提供の開始があったときは、別記３（７）
ウの規定にかかわらず、料金表第４表（付随サービスに関する料金等）に規定する空き電話
番号検索手数料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（平成１７年２月２３日ＫＤＤＩ移企第１７６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年３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。
３ この改正規定実施前に、改定前の規定に基づく回収代行の取扱いを利用して行われた有料
サービスの利用又は商品の購入に関する料金の取扱いについては、なお従前のとおりとしま
す。
附則（平成１７年３月２８日ＫＤＤＩ移企第１７７号）
この改正規定は、平成１７年３月３１日から実施します。
－ 附 ２８ －

附則（平成１７年３月２５日ＫＤＤＩ移企第１７８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７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。
附則（平成１７年４月１３日ＫＤＤＩ移企第１７９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年４月１８日から実施します。
（定期前払ａｕ契約に係る基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ 複数回線の利用を条件とする定期前払ａｕサービスに関する基本使用料の減額適用を受け
る定期前払ａｕサービスの契約者回線について、平成１７年４月１８日から平成１８年３月３１日ま
での間に、その定期前払ａｕサービスの提供が開始されたときは、当社は、第７８条及び第８１
条の規定にかかわらず、その定期前払ａｕ契約の基本使用料課金対象期間（更新後のものを
除きます。）に限り、その基本使用料及び定期前払ａｕ契約手数料の支払いを要しない取扱い
を行います。
附則（平成１７年４月１７日ＫＤＤＩ移企第１８０号）
（実施時期）
１ この改正規定は平成１７年４月２０日から実施します。
（プリペイド電話契約者の取扱いに関する経過措置）
２ ＫＤＤＩ移企第 １７３号（平成１６年１２月１７日）の附則第２項中「当社が別に定める期日まで
に」を「平成１７年１２月３１日までに」に改めます。
３ 当社は、ＫＤＤＩ移企第 １７３号（平成１６年１２月１７日）附則第２項に規定する改正前契約者
が、同項に定める期日までにプリペイド契約者としての届出を行わなかった場合には、その
プリペイド電話の利用を停止することがあります。
附則（平成１７年４月２５日ＫＤＤＩ移企第１８１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年４月２８日から実施します。
ただし、有料サービスの利用又は商品の購入に係る料金の合算請求の取扱い、複数回線の
利用を条件とする第３種ａｕパケットに関する基本使用料の減額適用、定額料の支払いを条
件とするパケット通信料の月極割引Ⅲの適用及び特定のパケット通信への２段階定額制の適
用に関する部分は、平成１７年５月１日から実施します。
（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。
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の各号に規定する表の左欄の適用を受
けているａｕ契約者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄に定めるパケ
ット通信料の取扱いを選択したものとみなします。
改正前の規定における
パケット通信料の割引

この改正規定における
パケット通信料の取扱い

定額料の支払いを条件とするパケット通信 特定のパケット通信への２段階定額制（ダ
料の月極割引Ⅲ
ブル定額ライトに限ります。）

附則（平成１７年５月２７日ＫＤＤＩ移企第１８２号）
この改正規定は、平成１７年６月１日から実施します。
－ 附 ２９ －

附則（平成１７年６月１３日ＫＤＤＩ移企第１８３号）
この改正規定は、平成１７年６月１６日から実施します。
附則（平成１７年６月２４日ＫＤＤＩ移企第１８４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年７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。
附則（平成１７年７月５日ＫＤＤＩ移企第１８５号）
この改正規定は、平成１７年７月１３日から実施します。
附則（平成１７年８月５日ＫＤＤＩ移企第１８６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年８月１５日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、当社が別に定める契約に基づき一定額到達案内サービスの提
供を受けている者は、この改正規定実施の日において、料金安心サービス（通知コースであ
って、概算額の算定の対象となる通信の種類がタイプⅠのものに限ります。）の提供を受けて
いるものとみなします。
附則（平成１７年８月２６日ＫＤＤＩ移企第１８７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年９月１日から実施します。
ただし、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する海外ローミング機能（タイプⅠの
ものであって、パケット通信に係るものに限ります。）に係るオプション機能使用料に関する
改正規定は、平成１７年９月２日から実施します。
（その他）
２ ＫＤＤＩ移企第 １０７号（平成１４年１２月９日）の附則第２項及び第３項並びにＫＤＤＩ移企
第 １３０号、第 １３１号（平成１５年８月８）の附則第１項ただし書き、第３項及び第４項を削り、
同附則第５項を２項繰り上げます。
３ 削除
４ ＫＤＤＩ移企第６１号、第６２号（平成１３年９月１７日）の附則第５条第１項中「第１３条又は第
３３条」を「第１４条」に、同附則第１５条第１項第１号中「第８５条」を「第８４条」に、ＫＤＤＩ
移企第６４号（平成１３年１１月１日）の附則第２項中「第８５条」を「第８４条」に、ＫＤＤＩ移企
第６５号（平成１３年１１月１日）の附則第２項中「第８５条」を「第８４条」に、ＫＤＤＩ移企第７６
号、第７７号（平成１４年２月２８日）の附則第２項中「第７６条」を「第７５条」に、「第１０条」を
「第９条」に、ＫＤＤＩ移企第 １１６号、第 １１７号（平成１５年３月２４日）の附則第３項中「第
９９条」を「第９６条」に、同附則第４項中「第１３条」を「第１４条」に、ＫＤＤＩ移企第 １２６号
（平成１５年６月１６日）の附則第２項中「第７９条」を「第７８条」に、ＫＤＤＩ移企第 １５２号（
平成１６年４月１日）の附則第１０項中「第１３条」を「第１４条」に、ＫＤＤＩ移企第 １７３号（平
成１６年１２月１７日）の附則第３項中「改正後のａｕ通信サービス契約約款第３６条、第３７条、第
３８条又は第６９条の２の規定」を「この改正以後のａｕ通信サービス契約約款第３１条、第３２条、
第３３条又は第６９条の規定」に、ＫＤＤＩ移企第 １７９号（平成１７年４月１３日）の附則第２項中
「第７９条及び第８２条」を「第７８条及び第８１条」に改めます。
附則（平成１７年９月３０日ＫＤＤＩ移企第１８８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年１０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）
－ 附 ３０ －

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。
附則（平成１７年１０月１４日ＫＤＤＩ移企第１９０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年１０月１６日から実施します。
ただし、料金表第１表第２（通話料）１（適用）に規定する自宅加入電話への通話料の月
極割引の適用に関する改正規定については、平成１７年１０月１９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。
附則（平成１７年１０月２４日ＫＤＤＩ移企第１９１号）
この改正規定は、平成１７年１０月２８日から実施します。
附則（平成１７年１０月２８日ＫＤＤＩ移企第１９２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年１１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。
３ 削除
附則（平成１７年１１月８日ＫＤＤＩ移企第１９４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年１１月１０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。
附則（平成１７年１１月９日ＫＤＤＩ移企第１９５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年１１月１４日から実施します。
ただし、この改正規定中、別表２ 海外ローミング機能（タイプⅡに限ります。）の海外利
用地域に関する部分については、平成１７年１１月１６日から実施します。
２ 削除
３ 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。
４ 削除
５ 削除
附則（平成１７年１１月１８日ＫＤＤＩ移企第１９６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年１１月２２日から実施します。
２ 削除
附則（平成１７年１１月２５日ＫＤＤＩ移企第１９７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１７年１２月１日から実施します。
（ＥＺｗｅｂ機能の一部廃止及び同機能に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供していたＥＺｗｅｂ機能（タイプⅠ
又はタイプⅡに係るものに限ります。）は、この改正規定の実施をもって廃止します。
－ 附 ３１ －

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のオプション機能を選択して
いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のオプション機能を選択し
たものとみなします。
改正前の規定におけるオプション機能

この改正規定におけるオプション機能

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅢに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅠに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅣに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅤに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅢに係るもの）

（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（平成１７年１２月１３日ＫＤＤＩ移企第１９８号）
この改正規定は、平成１７年１２月１６日から実施します。
附則（平成１８年１月１８日ＫＤＤＩ移企第１９９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年１月１９日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前のａｕ通信サービス契約約款第６９条第２項又は第３項
の規定により利用を停止されているプリペイド電話に係る契約の解除、利用停止及びプリペ
イド通話に係る前払い通話料の登録等の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
３ 当社は、ＫＤＤＩ移企第 １７３号（平成１６年１２月１７日）附則第２項に規定する改正前契約者
であって、平成１７年１２月３１日までにプリペイド契約者としての届出を行わなかったものにつ
いて、そのプリペイド電話の利用を停止し、又は契約を解除する場合、同附則第３項の規定
によらず、この約款に定めるプリペイド電話契約者とみなして、この約款の第３３条、第６９条
及び第８４条を適用します。
この場合においては、通知を省略します。
４ 当社は、前項の規定によりその利用を停止したプリペイド電話に係るプリペイド電話契約
者について、その利用を停止した日から ３６５日を経過してもなお、そのプリペイド電話契約
者本人の確認ができない場合は、この約款の第３３条第２項に規定する「その事実が解消しな
い場合」に該当するものとして取り扱います。
附則（平成１８年１月２５日ＫＤＤＩ移企第２００号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年２月１日から実施します。
２ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１８年２月１３日ＫＤＤＩ移企第２０２号）
この改正規定は、平成１８年２月１６日から実施します。
附則（平成１８年２月１６日ＫＤＤＩ移企第２０３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年２月２０日から実施します。
２ 削除
－ 附 ３２ －

（オプション機能の提供に関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、変更前のａｕ通信サービス契約約款の別表１（オプション機
能）に規定する留守番伝言機能、ボイスメール機能、Ｃメール機能又はｅｚｐｌｕｓ通信機
能を提供されていない契約者回線（第８種コース以外のコース種別に係るものに限ります。）
については、当社は、この約款の別記３０の規定にかかわらず、海外ローミング機能、ａｕ．
ＮＥＴ機能及びハローメッセンジャー機能の提供に限り請求があったものとみなして取り扱
います。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（平成１８年２月２４日ＫＤＤＩ移企第２０４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年３月１日から実施します。
（サポートプランに関する基本使用料の減額適用に関する経過措置）
２ 削除
３ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（平成１８年３月２９日ＫＤＤＩ移企第２０７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８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
他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則（平成１８年４月６日ＫＤＤＩ移企第２０８号）
この改正規定は、平成１８年４月１０日から実施します。
附則（平成１８年４月２１日ＫＤＤＩ移企第２０９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年５月１日から実施します。
（その他）
２ 削除。
附則（平成１８年４月２４日ＫＤＤＩ移企第２１０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年５月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、デイタイムプランＷＩＮの取扱いに関する改正規定については、
平成１８年５月６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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １９５号（平成１７年１１月９日）の附則第２項（第３種ａｕデュアル又はＵＩ
Ｍサービスの契約者回線から行うデータ通信等に係る通話料に関する経過措置）については、
「削除」に改めます。
附則（平成１８年５月２６日ＫＤＤＩ移企第２１１号）
（実施時期）
－ 附 ３３ －

１ この改正規定は、平成１８年６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。
（その他）
３ 料金表第１表（ａｕ通信サービスに関する料金）第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の
５について、この改正規定実施の日から平成１８年１０月３１日までの間、次の各号のとおり取り
扱います。
（１） 同欄のアの規定にかかわらず、適用条件Ⅱを満たす場合は、本減額適用を行います。
（２） 前号のほか、同欄のイの規定にかかわらず、適用条件を満たすいずれの契約者回線又
は他網契約者回線についても、本減額適用を行うものとします。
附 則（平成１８年５月２９日ＫＤＤＩ移企第２１２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年６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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第２０４号（平成１８年２月２８日）の附則第３項（プリペイド電話契約手数料に
関する経過措置）については、「削除」に改めます。
附則（平成１８年５月２９日ＫＤＤＩ移企第２１３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年６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。
附則（平成１８年６月１５日ＫＤＤＩ移企第２１４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年６月１６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。
附則（平成１８年６月２６日ＫＤＤＩ移企第２１５号）
（実施時期）
この改正規定は、平成１８年６月３０日から実施します。
ただし、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する海外ローミング機能（タイプⅡのもの
に限ります。）に係るオプション機能使用料に関する改正規定は、平成１８年７月１日から実施し
ます。
附則（平成１８年７月２０日ＫＤＤＩ移企第２１８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年８月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施の日を含む料金月に係る前料金月からの繰越控除可能額（料金表第１表
（ａｕ通信サービスに関する料金）第２（通話料）１（適用）（１０）の２に定めるものをいい
ます。）については、同規定によらず、０円とします。
３ 削除
４ 削除
５ この改正規定実施の際現に料金表第１表（ａｕ通信サービスに関する料金）第１（基本使
－ 附 ３４ －

用料等）１（適用）（６）の適用を受けている契約者回線又はその適用の申出を平成１８年８月
１３日までに当社が承諾した契約者回線については、料金表第１表（ａｕ通信サービスに関す
る料金）第２（通話料）１（適用）（１０）のイに規定する申出があったものとして取り扱いま
す。この場合、平成１８年８月１３日を含む料金月以降の通話に関する料金について、料金表第
１表（ａｕ通信サービスに関する料金）第２（通話料）１（適用）（１０）のエの規定によらず
その取扱いの適用の対象とします。
６ 料金表第１表（ａｕ通信サービスに関する料金）第２（通話料）１（適用）（１０）の適用を
受けている契約者回線（前項の規定により料金表第１表（ａｕ通信サービスに関する料金）
第２（通話料）１（適用）（１０）のイに規定する申出があったものとして取り扱われるものを
含みます。）について、平成１８年８月１３日以前に、その契約者からその適用を廃止する申出が
あった場合、当社は、同規定中のオ又はカによらず、平成１８年８月１３日を含む料金月の初日
に遡って同規定に定める取扱いの適用を廃止するものとし、その料金月に係る通話料につい
ては、その取扱いの適用の対象としないものとします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
附則（平成１８年７月２７日ＫＤＤＩ移企第２１９号、第２２０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年８月１日から実施します。
ただし、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する海外ローミング機能（タイプⅠのも
のに限ります。）に係るオプション機能使用料に関する改正規定は、平成１８年８月３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。
３ 削除
４ 削除
附則（平成１８年８月７日ＫＤＤＩ移企第２２１号）
（実施時期）
この改正規定は、平成１８年８月１６日から実施します。
附則（平成１８年８月２５日ＫＤＤＩ移企第２２２号、第２２３号）
この改正規定は、平成１８年９月１日から実施します。
附則（平成１８年９月６日ＫＤＤＩ移企第２２４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年９月１５日から実施します。
（オプション機能の利用に係るパケット通信料に関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成１８年１２月３１日までの間、マルチキャスト情報受信機能（タ
イプⅠに限ります。）に係るパケット通信については、この改正規定にかかわらず、料金表第
１表第３（パケット通信料）１（適用）（１）に規定するパケット通信料の支払いを要しませ
ん。
附則（平成１８年９月２２日ＫＤＤＩ移企第２２６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年１０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。
（その他）
－ 附 ３５ －

３ ＫＤＤＩ移企第 ２０４号（平成１８年２月２４日）の附則第２項については、「削除」に改めま
す。
附則（平成１８年１０月１３日ＫＤＤＩ移企第２２７号）
この改正規定は、平成１８年１０月２４日から実施します。
附則（平成１８年１０月２７日ＫＤＤＩ移企第２２８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年１１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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ移企第 １９６号（平成１７年１１月１８日）の附則第２項及び ＫＤＤＩ移企第 ２０９号（
平成１８年４月２１日）の附則第２項については、「削除」に改めます。
附則（平成１８年１０月２７日ＫＤＤＩ移企第２２９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年１１月１日から実施します。
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。
３ 削除
附則（平成１８年１０月２７日ＫＤＤＩ移企第２３０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年１１月１日から実施します。
（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。
附則（平成１８年１１月８日ＫＤＤＩ移企第２３１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１８年１１月１３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。
附則（平成１８年１１月２７日ＫＤＤＩ移企第２３２号）
（実施時期）
この改正規定は、平成１８年１１月２８日から実施します。ただし、料金安心サービスに関する改正
規定については、平成１８年１２月１日から実施します。
附則（平成１８年１２月２２日ＫＤＤＩ移企第２３４号、第２３５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年１月１日から実施します。
（マルチキャスト情報受信機能に係るパケット通信料に関する経過措置）
２ 平成１８年１２月１日から平成１９年９月３０日までの間に、マルチキャスト情報受信機能（タイ
プⅠに限ります。）の利用に係る請求を行ったａｕ契約者は、その請求がこの機能を廃止した
後に再び利用するためのものでない限り、料金表第１表第３（パケット通信料）１（適用）
（１）の規定によるほか、その請求を行った日を含む料金月の翌料金月についても、この機能
に係るパケット通信に関する料金の支払いを要しません。

－ 附 ３６ －

附則（平成１９年１月２５日ＫＤＤＩ移企第２３７号、第２３８号、第２３９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年２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。
（包括回線グループに関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定に定める包括回線グループに所属していた契約
者回線は、改正後の別記３６に定める包括的管理の取扱いの適用を受けるものとします。
附則（平成１９年２月６日ＫＤＤＩ移企第２４０号）
この改正規定は、平成１９年２月１３日から実施します。
附則（平成１９年２月２２日ＫＤＤＩ移企第２４１号、第２４２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年３月１日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ 平成１９年３月１日から平成１９年４月３０日までの間にａｕ契約（契約変更により締結される
ものを除きます。）を締結し当社がａｕサービスの提供を開始した場合であって、そのａｕサ
ービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月の末日までに、当社が別表１（オプショ
ン機能）に規定する呼出音設定機能の提供を開始したときは、契約者は、第７８条第１項の規
定にかかわらず、当社がそのオプション機能の提供を開始した日を含む料金月及びその翌料
金月について、そのオプション機能使用料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（平成１９年３月１４日ＫＤＤＩ移企第２４４号）
この改正規定は、平成１９年３月１９日から実施します。
附則（平成１９年３月２０日ＫＤＤＩ移企第２４５号）
この改正規定は、平成１９年３月２６日から実施します。
附則（平成１９年３月２６日ＫＤＤＩ移企第２４６号、第２４７号、第２４８号、第２４９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年４月１日から実施します。
ただし、位置情報検索サービス及び端末設備ロックサービスに関する改正規定は、平成１９
年４月５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。
（位置情報検索機能手数料の支払いに関する経過措置）
３ この改正規定実施の日から平成１９年７月３１日までに、ａｕ契約者は、別記３（１４）に定める
位置情報検索サービスにより、移動無線装置の位置情報を検索し、その結果の通知を受け取
った場合であって、その料金月における結果の通知の回数が１０回目までのときは、別記３（１
４）の規定にかかわらず、位置情報検索手数料の支払いを要しません。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年５月１４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
－ 附 ３７ －

の他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第７号）
この改正規定は、平成１９年５月２２日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年６月８日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ 平成１９年６月８日から平成１９年８月３１日までの間に、当社がａｕサービス（第３種ａｕデ
ュアル又はＵＩＭサービスに限ります。）の提供を開始した場合（そのａｕ契約が契約変更に
より締結される場合、そのａｕ契約の締結時に選択されたａｕサービスの種類が第３種ａｕ
デュアル、第３種ａｕパケット又はＵＩＭサービス以外の場合及びそのａｕサービスの提供
の開始のあった日（以下、この附則において「ａｕサービス開始日」といいます。）を含む料
金月において、ａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があった場合を除きます。）
であって、そのａｕサービス開始日を含む料金月の末日までに、特定パケット通信２段階定
額制の適用の申込みがあったとき（ａｕサービス開始日を含む料金月において、特定パケッ
ト通信２段階定額制の適用が廃止されることとなる申出があったときを除きます。）は、当社
は、そのａｕサービス開始日を含む料金月以降において、そのａｕサービスの契約者回線に
ついて、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払を要することとされる額（オプ
ション機能使用料に係るものを除き、料金表第１表第１（基本使用料等）第１（適用）（１０）
の６の適用を受けている契約者回線については、その適用を受ける前の額とします。）のうち、
税抜額 ４，２００円を、当社が別に定める方法により一括又は分割で控除する取扱いを行います。
３ 前項の取扱いにおいて、分割で控除することにより、翌料金月において控除されることと
なる額（以下、この附則において「翌月控除額」といいます。）が生じる場合であっても、そ
の料金月においてａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があったときは、翌月
控除額は０円とします。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１１号、第１３号）
この改正規定は、平成１９年６月２１日から実施します。
ただし、ビジネスメッセンジャー機能に関する改正規定は、平成１９年７月１日から実施しま
す。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１６号）
この改正規定は、平成１９年７月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年７月１１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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年７月１７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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２１号）
この改正規定は、平成１９年７月２０日から実施します。
－ 附 ３８ －

附則（ＫＤＤＩＣ事企第２２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年７月２０日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ 平成１９年７月２０日から平成１９年８月３１日までの間に、当社がａｕサービスの提供を開始し
た場合（そのａｕ契約が契約変更により締結される場合及びそのａｕサービスの提供の開始
のあった日（以下、この附則において「ａｕサービス開始日」といいます。）を含む料金月に
おいて、ａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があった場合を除きます。）であ
って、そのａｕサービス開始日を含む料金月の翌料金月の初日において、第４種定期ａｕ契
約に係る基本使用料の適用を受けているとき（そのａｕサービス開始日を含む料金月の翌料
金月の初日において、第４種定期ａｕ契約への契約変更を行いたい旨の申出があったときを
除きます。）は、当社は、そのａｕサービス開始日を含む料金月以降において、そのａｕサー
ビスの契約者回線について、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払を要する
こととされる額のうち、税抜額 ４，２００円を、当社が別に定める方法により一括又は分割で控
除する取扱いを行います。
ただし、ＫＤＤＩＣ事企第９号の附則第２項の適用を受けている契約者回線についてはこ
の限りでありません。
３ 前項の取扱いにおいて、分割で控除することにより、翌料金月において控除されることと
なる額（以下、この附則において「翌月控除額」といいます。）が生じる場合であっても、そ
の料金月において、ａｕ契約の解除、ａｕ契約の種別の変更又はａｕサービスの利用の一時
休止があったときは、翌月控除額は０円とします。
（その他）
４ ＫＤＤＩＣ事企第９号の附則第２項中「当社がａｕサービスの提供を開始した場合（その
ａｕ契約が契約変更により締結される場合及びそのａｕサービスの提供の開始のあった日」
を「当社がａｕサービス（第３種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスに限ります。）の提供を開
始した場合（そのａｕ契約が契約変更により締結される場合、そのａｕ契約の締結時に選択
されたａｕサービスの種類が第３種ａｕデュアル、第３種ａｕパケット又はＵＩＭサービス
以外の場合及びそのａｕサービスの提供の開始のあった日」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２３号）
この改正規定は、平成１９年７月３１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年８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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第３１号、第３２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年９月１日から実施します。
（コミコミＯｎｅファーストの取扱いに関する経過措置）
２ ＫＤＤＩ移企第 ２０３号（平成１８年２月１６日）の附則第２項を削除します。
３ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第３８号）
この改正規定は、平成１９年１０月１日から実施します。
－ 附 ３９ －

附則（ＫＤＤＩＣ事企第第４０号）
この改正規定は、平成１９年１０月９日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第第３９号）
この改正規定は、平成１９年１０月１６日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第４５号、第４６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年１１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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第４７号、第４８号、第４９号、第５０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年１１月１２日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ 平成１９年１１月１２日から平成２０年１月３１日までの間に、当社がａｕサービスを開始した場合
（そのａｕ契約の申込みにあたって、別記３（１１）に規定する携帯電話番号ポータビリティを
希望した場合に限ります。）は、当社は、そのａｕサービスの提供の提供の開始のあった日（
以下、この附則において「ａｕサービス開始日」といいます。）を含む料金月以降において、
そのａｕサービスの契約者回線について、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により
支払を要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを除き、料金表第１表第１
（基本使用料等）第１（適用）（１０）の６の適用を受けている契約者回線については、その適
用を受ける前の額とします。）のうち、税抜額 ２，０００円を、当社が別に定 める方法により一
括又は分割で控除する取扱いを行います。
ただし、ａｕサービス開始日を含む料金月において、ａｕ契約の解除又はａｕサービスの
利用の一時休止があった場合は、この限りでありません。
３ 前項の取扱いにおいて、分割で控除することにより、翌料金月において控除されることと
なる額（以下、この附則において「翌月控除額」といいます。）が生じる場合であっても、そ
の料金月においてａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があったときは、翌月
控除額は０円とします。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、こ
の改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の適用を受けているものとみなします。
コミコミデイタイムＷＩＮ

デイタイムＬ

デイタイムプランＷＩＮ

デイタイムＳ

５ ＫＤＤＩ移企第 １５２号（平成１６年４月１日）の附則第４項、ＫＤＤＩ移企第 ２００号（平成
１８年１月２５日）の附則第２項、ＫＤＤＩ移企第 ２１８号（平成１８年７月２０日）の附則第３項及
びＫＤＤＩＣ事企第３１号、第３２号の附則第３項については、「削除」に改めます。
６ この改正規定実施の際現に、次表に定める基本使用料の料金種別を選択している場合の料
金その他の提供条件については、この約款の規定によるほか、附則別紙１のとおりとします。
基本使用料の料金種別 標準プラン、ちょっとコール、コミコミコールスーパー、コミコ
ミコールジャンボ、コミコミコールＬ、コミコミコールＳ、デイ
タイムプランＫＯ、コミコミＯｎｅファースト、コミコミＯｎｅ
ビジネス、コミコミＯｎｅスタンダード、コミコミＯｎｅエコノ
ミー、コミコミＯｎｅライト、コミコミＯｎｅオフタイム、デイ
－ 附 ４０ －

タイムプランＥＮ、コミコミデイタイム
（シンプルプランに関する経過措置）
７ 料金表第１表（ａｕ通信サービスに関する料金）第１（基本使用料等）１（適用）（３）の
エに規定する特定端末設備の購入は、平成１９年１１月１２日以降に当社が別に定めるサービス取
扱所において行われたものに限ります。
（契約解除料に関する経過措置）
８ 料金表第１表第４（契約解除料）１（適用）（２）の規定によるほか、当社が別に定めるサ
ービス取扱所において特定端末設備を購入するに際し、購入サポートの適用を受けない契約
者回線についても、この改正規定実施の日から平成２０年１１月３０日までの間、契約解除料の支
払いを要しません。
９ 削除
（ａｕサービスの継続的利用に対する補助金の支給に関する取扱いに関する経過措置）
１０ 別記３７の（４）の規定によるほか、この改正規定実施の際現にａｕサービスを利用している
ａｕ契約者は、その契約者回線に関して当社が別に定めるサービス取扱所において端末設備
を購入した日を含む料金月から起算し、６料金月（一時休止日を含む料金月の翌料金月から
再利用開始日を含む料金月までの月数を除いた月数とします。）を経過していない場合、その
契約者回線について購入サポートの適用を受けることはできません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
１１ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第５６号、第５７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年１１月３０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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第５８号）
この改正規定は、平成１９年１２月３日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第６０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成１９年１２月２２日から実施します。
（ＷＩＮシングル定額に関する経過措置）
２ 料金表第１表（ａｕ通信サービスに関する料金）第１（基本使用料等）１（適用）（３）の
キに規定する特定端末設備の購入は、平成１９年１１月１２日以降に当社が別に定めるサービス取
扱所において行われたものに限ります。
３ この改正規定実施の日から平成２１年１月末日までの間に、料金表第１表第１（基本使用料
等）１（適用）（３）の規定に基づき、ＷＩＮシングル定額フルサポートを選択することとな
る契約者回線に係る基本使用料の料金種別については、その規定によらず、次のとおり取り
扱います。
（１） その契約者回線が、購入サポートの適用を受けたものである場合、その購入サポート
に係るフルサポート最小期間内であっても、ＷＩＮシングル定額シンプルを適用するも
のとします。
（２） （１）以外の場合は、この改正規定実施の日から平成２１年１月末日までの間、ＷＩＮシ
ングル定額シンプルを適用するものとします。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第６５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年１月１日から実施します。
－ 附 ４１ －

ただし、プリペイド電話に関するユニバーサルサービス料に関する改正規定は、平成２０年
１月１６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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第７３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年１月２９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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第７４号、第７５号、第７６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年２月１日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ 平成２０年２月１日から平成２０年３月３１日までの間に、当社がａｕサービスの提供を開始し
た場合（そのａｕ契約が契約変更により締結される場合及びそのａｕサービスの提供を開始
した日（以下、この附則において「ａｕサービス開始日」といいます。）を含む料金月におい
て、ａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があった場合を除きます。）であって、
ａｕサービス開始日を含む料金月の末日までに料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）
（６）に規定する割引の適用の申出があったときは、当社は、ａｕサービス開始日を含む料金
月以降において、そのａｕサービスの契約者回線について、料金表第１表第１（基本使用料
等）の規定により支払を要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを除き、
料金表第１表第１（基本使用料等）第１（適用）（１０）の６の適用を受けている契約者回線に
ついては、その適用を受ける前の額とします。）のうち、税抜額 ３，０００円を、当社が別に定め
る方法により一括又は分割で控除する取扱いを行います。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
（１） ａｕサービス開始日を含む料金月の末日において、料金表第１表第１（基本使用
料等）１（適用）（６）の規定によりその契約者回線が属する割引選択回線群を構成
する契約者回線及び他網契約者回線の数が２未満であるとき。
（２） 削除
３ 前項の取扱いにおいて、分割で控除することにより、翌料金月において控除されることと
なる額（以下、この附則において「翌月控除額」といいます。）が生じる場合であっても、そ
の料金月においてａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があったときは、翌月
控除額は０円とします。
４ 平成２０年２月１日から平成２０年３月３１日までの間に、当社がａｕサービス（第３種ａｕパ
ケットであって、その基本使用料の料金種別がＷＩＮシングル定額のものに限ります。）の提
供を開始した場合（そのａｕ契約が契約変更により締結される場合及びそのａｕサービスの
提供を開始した日（以下、この附則において「ａｕサービス開始日」といいます。）を含む料
金月において、ａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があった場合を除きます。）
であって、ａｕサービス開始日を含む料金月の末日までに、料金表第１表第１（基本使用料
等）第１（適用）（１０）の３に規定する取扱いの申込みがあったときは、当社は、ａｕサービ
ス開始日を含む料金月の翌料金月から起算し、３料金月の間（以下、この附則において「控
除対象期間」といいます。）、そのａｕサービスの契約者回線（料金表第１表第１（基本使用
料等）第１（適用）（１０）の６の適用を受けているものを除きます。）について、料金表第１表
第１（基本使用料等）の規定により支払を要することとされる額（オプション機能使用料に
係るものを除きます。）のうち、１の料金月ごとに税抜額 １，８００円を控除する取扱いを行いま
す。
５ 前項の規定にかかわらず、控除対象期間内に、ａｕ契約の解除、ａｕサービスの利用の一
時休止又は料金表第１表第１（基本使用料等）第１（適用）（１０）の３に規定する取扱いを廃
－ 附 ４２ －

止することとなる申出があったときは、その申出があった日を含む料金月以降、その控除の
取扱いを行いません。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第８２号）
この改正規定は、平成２０年２月１９日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第８３号、第８４号、第８５号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１を含みます。）は、平成２０年３月１日から実施します。
（海外ローミング機能に係るオプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２０年３月１４日までの間、料金表第１表第１（基本使用料等）
に規定する海外ローミング機能（タイプⅠに限ります。）に係るオプション機能使用料（パケ
ット通信に係るものに限ります。）について、料金表第１表第１（基本使用料等）２（料金額）
の規定に代え、１課金対象パケットごとに０．３５円を適用します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第９２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年３月３日から実施します。
（その他）
２ ＫＤＤＩＣ事企第７５号の附則第２項第２号については、「削除」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第９８号）
この改正規定は、平成２０年３月６日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１０３号、第１０４号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１を含みます。）は、平成２０年３月１５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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１０９号）
この改正規定は、平成２０年３月２０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１１０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年３月２４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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１１１号）
この改正規定は、平成２０年３月２５日の午前１０時から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１１３号、第１１４号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１を含みます。）は、平成２０年４月１日から実施します。
（ツーカー通信サービスに関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、ａｕサービスの提供を受けている契約者回線（そのａｕ契約
－ 附 ４３ －

が、平成２０年３月３１日をもって廃止した当社のツーカー通信サービス契約約款（以下、この
附則において「廃止約款」といいます。）に基づき締結されたツーカー契約又はツーカープリ
ペイド電話契約を解除すると同時に当社が別に定める態様により締結されたものであるもの
に限ります。）に係るａｕサービスの利用月数の計算においては、廃止約款に基づき提供して
いたツーカー通信サービス（緊急通報用電話を除きます。以下、この附則において「廃止サ
ービス」といいます。）の利用月数（廃止サービスに係る利用開始月からその契約の解除日を
含む料金月の前料金月までの月数（一時休止日の前日を含む料金月の翌料金月から再利用開
始日を含む料金月の前料金月までの月数を除きます。）をいいます。）を、ａｕサービスの利用
月数とみなして取り扱います。
３ 廃止約款の廃止の際現に、廃止約款に基づき廃止サービスの提供を受けていた者（以下、
この附則において「廃止サービス契約者」といいます。）が、この改正規定実施の日から平成
２０年９月３０日までの間に、当社が別に定める態様によりａｕ契約を締結した場合、そのａｕ
サービスの利用月数の計算において、廃止サービスの利用月数（廃止サービスに係る利用開
始月から平成２０年３月までの間の月数（一時休止日の前日を含む料金月の翌料金月から再利
用開始日を含む料金月の前料金月までの月数を除きます。）をいいます。）を、ａｕサービスの
利用月数とみなして取扱います。
４ この改正規定実施の日から平成２０年９月３０日までの間、廃止サービス契約者が、当社が別
に定める態様によりａｕ契約を締結した場合、料金表第１表第６（手続きに関する料金）に
定める契約事務手数料の支払いを要しません。
５ この改正規定実施の日から平成２０年９月３０日までの間、廃止サービス契約者が、当社が別
に定める態様によりプリペイド電話契約を締結した場合であって、その締結と同時にそのプ
リペイド電話の契約者回線に移動無線装置を接続する請求を行うときは、料金表第１表第６
（手続きに関する料金）に定めるプリペイド電話設定手数料の支払いを要しません。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
６ 平成２０年４月１日から平成２０年５月１１日までの間に、当社がａｕサービスの提供を開始し
た場合（そのａｕ契約が契約変更により締結される場合及びそのａｕサービスの提供を開始
した日（以下、この附則において「ａｕサービス開始日」といいます。）を含む料金月におい
て、ａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があった場合を除きます。）であって、
ａｕサービス開始日を含む料金月の末日までに料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）
（６）に規定する割引の適用の申出があったときは、当社は、ａｕサービス開始日を含む料金
月以降において、そのａｕサービスの契約者回線について、料金表第１表第１（基本使用料
等）の規定により支払を要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを除き、
料金表第１表第１（基本使用料等）第１（適用）（１０）の６の適用を受けている契約者回線に
ついては、その適用を受ける前の額とします。）のうち、税抜額 ３，０００円を、当社が別に定め
る方法により一括又は分割で控除する取扱いを行います。
ただし、ａｕサービス開始日を含む料金月の末日において、料金表第１表第１（基本使用
料等）１（適用）（６）の規定によりその契約者回線が属する割引選択回線群を構成する契約
者回線及び他網契約者回線の数が２未満である場合は、この限りでありません。
７ 前項の取扱いにおいて、分割で控除することにより、翌料金月において控除されることと
なる額（以下、この附則において「翌月控除額」といいます。）が生じる場合であっても、そ
の料金月においてａｕ契約の解除又はａｕサービスの利用の一時休止があったときは、翌月
控除額は０円とします。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１１７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年５月１日から実施します。
ただし、契約解除料の支払義務の免除に関する改正規定は、平成２０年５月１２日から実施し
ます。
（繰越控除可能額に係る通話料の減額適用に関する経過措置）
２ この改正規定実施の日を含む料金月においては、その料金月の前料金月の末日において障
害者用の基本使用料の適用を受ける契約者回線に係る前料金月からの繰越控除可能額を０円
とします。
－ 附 ４４ －

（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１１８号）
この改正規定は、平成２０年５月１５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１２７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年６月１日から実施します。
（ＥＺｗｅｂ機能の一部廃止及び同機能に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供していたＥＺｗｅｂ機能（タイプⅠ
に係るものに限ります。）は、この改正規定の実施をもって廃止します。
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のオプション機能を選択して
いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のオプション機能を選択し
たものとみなします。
改正前の規定におけるオプション機能

この改正規定におけるオプション機能

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅠに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅢに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに係るもの）

（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１２８号、第１２９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年６月１０日から実施します。
（基本使用料等、通話料又はパケット通信料の適用に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の規定の適用を受けている契
約者回線（この改正規定実施の際現に、改正前の規定により同規定の適用を受けている契約
者回線が属する割引選択回線群を指定して同規定の適用を受けようとする契約者回線を含み
ます。）については、それぞれ改正後の同規定のア中同表の中央欄の語句を同表の右欄の語句
のとおり読み替えるものとします。
ただし、その契約者回線について読み替え前の同規定を適用することを当社が承諾した場
合は、この限りでありません。
規定

読み替え前

読み替え後

料金表第１表第１（基本料 シンプルプランＬ若しくはシ シンプルプランのもの
使用料等）１（適用）（７） ンプルプランＳのもの
料金表第１表第１（基本料 シンプルプランＬ、シンプル シンプルプラン又はＷＩＮシ
使用料等）１（適用）（１０） プランＳ又はＷＩＮシングル ングル定額のもの
の６
定額のもの
料金表第１表第２（通話料 シンプルプランＬ若しくはシ シンプルプランのもの
）１（適用）（１６）に規定す ンプルプランＳのもの
る割引

－ 附 ４５ －

料金表第１表第２（通話料 シンプルプランＬ又はシンプ シンプルプランのもの
）１（適用）（２５）
ルプランＳのもの
料金表第１表第３（パケッ シンプルプランＬ、シンプル シンプルプラン又はＷＩＮシ
ト通信料）１（適用）（１０） プランＳ又はＷＩＮシングル ングル定額のもの
定額のもの
（契約解除料に関する経過措置）
３ 料金表第１表第４（契約解除料）１（適用）（２）の規定によるほか、当社が別に定めるサ
ービス取扱所において特定端末設備を購入するに際し、購入サポートの適用を受けた契約者
回線であって、その基本使用料の料金種別がシンプルプラン（プランＬＬシンプル、プラン
Ｌシンプル、プランＭシンプル、プランＳシンプル、プランＳＳシンプル、デイタイムＬシ
ンプル又はデイタイムＳシンプルに限ります。）のものについては、この改正規定実施の日か
ら平成２０年１１月３０日までの間、契約解除料の支払いを要しません。
（料金その他の債務の書面による請求に関する取扱いに関する経過措置）
４ ＫＤＤＩＣ事企第４７号、第４８号、第４９号、第５０号の附則第９項については、「削除」に改
めます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
５ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１３１号）
この改正規定は、平成２０年６月２５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１３２号）
この改正規定は、平成２０年７月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１４２号）
この改正規定は、平成２０年７月４日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１４３号）
この改正規定は、平成２０年７月８日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１４４号）
この改正規定は、平成２０年７月１６日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１４５号）
この改正規定は、平成２０年７月２３日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１４６号、第１４７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年８月１日から実施します。
（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。
３ 削除
４ 削除
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１５４号、第１５４号、第１５９号、第１６０号）
この改正規定は、平成２０年９月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１６５号、第１６６号）
－ 附 ４６ －

（実施時期）
１ この改正規定は平成２０年９月１６日から実施します。
ただし、別表１（オプション機能）１２欄に関する改正規定は、平成２０年９月１日から実施
します。
（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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１６７号）
この改正規定は平成２０年１０月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１７６号）
この改正規定は平成２０年１０月１０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１８５号、第１８６号、第１８７号、第１８８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年１１月１日から実施します。
（附則別紙に関する経過措置）
２ ＫＤＤＩ移企第 １５２号（平成１６年４月１日）の附則第５項（２）欄中、ＫＤＤＩ移企第４７号、
第４８号、第４９号、第５０号（平成１９年１１月１２日）の附則第６項中、ＫＤＤＩＣ事企第８３号、第
８４号、第８５号の附則第１項中、ＫＤＤＩＣ事企第１０３号、第１０４号の附則第１項中、ＫＤＤＩ
Ｃ事企第１１３号、第１１４号の附則第１項中及びＫＤＤＩＣ事企第１４６号、第１４７号の附則第４項
中「附則別紙」とあるのをそれぞれ「附則別紙１」に改めます。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
３ この改正規定実施の際限に、次表に定める基本使用料の料金種別を選択している場合の料
金その他の提供条件については、この約款の規定によるほか、附則別紙２のとおりとします。
基本使用料の料金種別 シンプルプランＬ、シンプルプランＳ
（満１８歳に満たない契約者のＥＺｗｅｂ機能の利用に係る経過措置）
４ ａｕサービスの契約者回線（平成２０年１月３１日終了時において、別表１（オプション機能
）５欄（ＥＺｗｅｂ機能）に定めるＥＺｗｅｂ機能の提供を受けているものであって、同欄
の備考（１１）に定める取扱い（以下この欄において「本取扱い」といいます。）の適用を受け
ていないものに限ります。）について、その契約者（平成２１年２月２８日において満１８歳に満た
ないものに限ります。）は、平成２１年１月３１日までに、当社に対し、本取扱いの適用の要否
についての意思表示を行っていただきます。
ただし、平成２０年２月１日以降、その契約者が親権者又は後見人の同意を得て本取扱いを
適用しない旨の意思表示を行った場合は、この限りでありません。
５ 契約者が、前項に定める本取扱いの適用の要否についての意思表示を行うにあたり、本取
扱いを適用しない旨の意思表示を行う場合は、その親権者又は後見人の同意を得ていただき
ます。
６ 契約者が第４項に定める本取扱いの適用の要否についての意思表示を行わない場合、当社
は、その契約者が、本取扱い（その契約者の年齢に応じ、当社が別に定める種類のものとし
ます。）を適用する旨の請求があったものとみなして取り扱うこととし、平成２１年２月１日か
ら平成２１年２月２８日までの間で当社が別に定める日から、その適用を開始します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１８９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２０年１２月１日から実施します。
－ 附 ４７ －

（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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第１９７号、第１９８号、第１９９号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙を含みます。）は、平成２１年２月１日から実施します。
ただし、番号変換機能に関する改正規定は、平成２１年４月１５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。
３ 削除
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２１２号、第２１３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年２月９日から実施します。
ただし、別記３（６）に関する改正規定は、平成２１年２月１７日から実施します。
（ワイドサポートの対象者に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（１０）の５に規
定する対象者である者は、この改正規定実施の日以降、登録利用者として取り扱います。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２１５号、第２１６号、第２１７号、第２１８号、第２１９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年３月１日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ 平成２１年３月１日から平成２１年９月３０日までの間に、当社が別表１（オプション機能）に
規定する呼出音設定機能の提供を開始したときは、契約者は、第７８条第１項の規定にかかわ
らず、当社がそのオプション機能の提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月につい
て、そのオプション機能使用料の支払いを要しません。
ただし、その契約者回線について呼出音設定機能の提供を受けたことがある場合は、この
限りでありません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２２３号、第２２４号）
この改正規定は、平成２１年３月１５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ事企第２２５号）
この改正規定は、平成２１年４月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１号、第２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年５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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第８号、第９号、第１０号）
－ 附 ４８ －

（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１を含みます。）は、平成２１年５月１１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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１１号、第１２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年６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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１９号）
この改正規定は、平成２１年６月１０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２１号、第２２号、第２３号、第２４号、第２５号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２を含みます。）は、平成２１年６月１６日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年６月３０日までの間、第７８条第１項の規定にかかわらず、
別表１（オプション機能）に規定するＷｉ－Ｆｉ ＷＩＮ機能に係るオプション機能使用料
の支払いを要しません。
３ この改正規定実施の日から平成２２年５月３１日までの間、料金表第１（基本使用料等）２（
料金額）の規定にかかわらず、ｗｅｂフィルタリング・カスタマイズ機能の利用に係る加算
額の支払いを要しません。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２７号、第２８号、第２９号、第３０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年７月１日から実施します。
ただし、第３（パケット通信料）１（適用）（８）に規定する特定のパケット通信への２段
階定額制の適用に関する改正規定に関する改正規定は、平成２１年８月１日から、第２（通話
料）１（適用）（２７）に規定する特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適用に関する改正規
定（附則別紙１、附則別紙２を含みます。）は、平成２１年８月１０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。
３ 削除
４ 削除
附則（ＫＤＤＩＣ営企第３１号）
この改正規定は、平成２１年７月１５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第３２号）
この改正規定は、平成２１年８月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第３４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年８月３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。
－ 附 ４９ －

附則（ＫＤＤＩＣ営第３９号、第４０号、第４１号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１、附則別紙２を含みます。）は、平成２１年８月１０日から実施しま
す。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際限に、次表に定める基本使用料の料金種別を選択している場合の料
金その他の提供条件については、この約款の規定によるほか、附則別紙１のとおりとします。
基本使用料の料金種別 サポートプラン
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
４ 削除
５ 削除
附則（ＫＤＤＩＣ営第４２号、第４３号、第４４号、第４５号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１、附則別紙２を含みます。）は、平成２１年９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。
附則（ＫＤＤＩＣ営第４７号）
この改正規定は、平成２１年９月１５日から実施します。
ただし、この改正規定中、保留転送機能に関する改正規定については、平成２１年１０月１日か
ら実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営第４８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年９月２８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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第５２号、第５３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年１０月１日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ 平成２１年１０月１日から平成２１年１２月３１日までの間に、当社が別表１（オプション機能）に
規定する呼出音設定機能の提供を開始したときは、契約者は、第７８条第１項の規定にかかわ
らず、当社がそのオプション機能の提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月につい
て、そのオプション機能使用料の支払いを要しません。
ただし、その契約者回線について呼出音設定機能の提供を受けたことがある場合は、この
限りでありません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ営第６６号）
－ 附 ５０ －

（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１、附則別紙２に係るものを含みます。）は、平成２１年１０月３１日か
ら実施します。
（ビジネスメッセンジャー機能に関する経過措置）
２ 削除
３ 削除
４ 削除
５ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
６ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ営第６７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年１１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。
附則（ＫＤＤＩＣ営第７１号、第７２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２１年１１月９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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第７５号、第７６号、第７７号、第７８号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１に係るものを含みます。）は、平成２１年１２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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第８８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年１月１日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ 平成２２年１月１日から平成２２年５月９日までの間に、当社のＦＴＴＨサービス契約約款に
定めるＦＴＴＨ電話契約若しくはインターネット契約（タイプⅠ（カテゴリーⅢのものに限
ります。）のものを除きます。）又は特定事業者のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ
電話契約若しくはインターネット契約の申込み（下表に定めるものを除きます。）があり、当
社又は特定事業者が承諾した場合、当社の「ＫＤＤＩまとめて請求」に係る取扱い規約によ
り、その料金その他債務がそのＦＴＴＨ接続回線に係るＦＴＴＨサービスの料金その他債務
と合わせてＫＤＤＩまとめて請求の取扱いにより請求されることとなるａｕサービス（第４
種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線（その契約者名義が法人（法人に相当するものと
当社が認めるものを含みます。）以外であるものに限ります。）について、下表に定める料金月
において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額
（オプション機能使用料に係るものを除きます。以下「控除対象額」といいます。）のうち、
税抜額 ３７２円（控除対象額が税抜額 ３７２円に満たない場合は控除対象額とします。）を控除す
る取扱いを行います。
ただし、ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項又はＫＤＤＩＣ営企第２４５号、第２４６号の附
則第２項の適用を受ける契約者回線については、この限りでありません。
－ 附 ５１ －

申込み

ア その申込みにより新たにＦＴＴＨ接続回線を設置することとならないも
の。
イ 当社のＦＴＴＨサービス契約約款料金表第４（手続きに関する料金及び
工事費）１（適用）の１）欄のウ又は４）欄のイの適用を受けることとなる申
込み。
ウ 当社のＦＴＴＨサービス契約約款の附則（平成２１年１２月９日）第２項又
は第３項の適用を受けることとなる申込み。

料金月

そのＦＴＴＨ接続回線に係るＦＴＴＨサービスの提供が開始された日を含む
料金月の翌料金月（その月が平成２２年６月以前の場合は、平成２２年７月とし
ます。）から平成２３年６月までの各料金月であって、そのａｕサービスの契約
者回線及びそのＦＴＴＨ接続回線について、ＫＤＤＩまとめて請求の取扱い
による請求が行われることとなる料金その他債務が生じた月。

（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第９１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年１月１６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。
（その他）
３ ＫＤＤＩＣ営企第８８号の附則第２項中「当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴ
Ｈ電話契約又はインターネット契約（タイプⅠ（カテゴリーⅢのものに限ります。）のものを
除きます。）の申込み（下表に定めるものを除きます。）があり、当社が承諾した場合」を「当
社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話契約若しくはインターネット契約（タ
イプⅠ（カテゴリーⅢのものに限ります。）のものを除きます。）又は特定事業者のＦＴＴＨサ
ービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話契約若しくはインターネット契約の申込み（下表に定
めるものを除きます。）があり、当社又は特定事業者が承諾した場合」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第９４号、第９６号、第９７号）
この改正規定は、平成２２年２月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１０９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年２月９日から実施します。
（基本使用料等の支払に関する経過措置）
２ 当社は、ａｕ契約者からの申出により、次表に定める基本使用料の減額適用を行います。
（１） 学生である ア 学生であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下この附
ことを条件と
則において「本減額適用Ⅰ」といいます。）とは、平成２２年２月９日
する基本使用
から平成２２年５月９日までの間（以下この附則において「申出対象
料の減額適用
期間」といいます。）に、ａｕ契約者からの申出があり、当社が承諾
した場合、そのａｕサービスの契約者回線について、次表に定める
料金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により
支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るもの
を除きます。以下この（１）欄において「控除対象額」といいます。）
のうち、次表に定める控除額（控除対象額が控除額に満たない場合
－ 附 ５２ －

は、控除対象額とします。）を控除する取扱いを行うことをいいます
。
料金月

本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した日を含む料金
月（以下この欄において「適用承諾月」といいます
。）の翌料金月から起算し、３６料金月が経過するまで
の各料金月であって、その契約者回線について、次
欄に定める適用条件のいずれも満たしている月。

適用条件

（ア） 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用
）（４）に規定する障害者用の基本使用料の適用
又は（４）の２の適用を受けていること。
（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＥ、プラ
ンＦ（ＩＳ）、プランＥシンプル、プランＦ（
ＩＳ）シンプル又はプランＺシンプルを選択し
ていること。

控除額

（ア） 基本使用料の料金種別とし
てプランＥ又はプランＥシン
プルを選択しているとき。

税抜額 ３７２円

（イ） 基本使用料の料金種別とし
てプランＦ（ＩＳ）又はプラ
ンＦ（ＩＳ）シンプルを選択
しているとき。

税抜額 ８７２円

（ウ） 基本使用料の料金種別とし
てプランＺシンプルを選択し
ているとき。

税抜額 ４６７円

イ 本減額適用Ⅰは、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル又はＵＩＭ
サービスに限ります。）の契約者回線であって、その契約者（そのａ
ｕ契約について利用者登録が行われているときは、登録利用者とし
ます。）が学生であるものに限り、申し出ることができます。
ウ 当社は、イに規定する申出があった契約者回線に係る対象名義（
契約者名義（利用者登録が行われているときは、登録利用者の名義
とします。）とします。以下この附則において同じとします。）が、当
社との間で締結している若しくは締結していた他のａｕ契約（その
契約者回線について、本減額適用Ⅰの申出又は（２）に定める本減額
適用Ⅱの申出を当社が承諾したものに限ります。）の対象名義又は特
定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ契約（そ
の他網契約者回線について、特定事業者のＷＩＮ約款附則に定める
学生であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出又は学生
の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出を特定
事業者が承諾したものに限ります。）の対象名義と同一であるときは
、その申出を承諾しません。
エ 当社は、次に該当する場合には、アの表の料金月の欄に定める３６
料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅰを廃止します。
（ア） ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
－ 附 ５３ －

（オ） 削除
（カ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅰを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分

本減額適用Ⅰの適用

１ ２以外により本減額適用Ⅰ その廃止日を含む料金月までの
を廃止したとき。
基本使用料について、本減額適
用Ⅰの対象とします。
２ 定期ａｕ契約の更新日を含
む料金月にａｕ契約の解除（
ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約
款に定める定期ＬＴＥ契約に
限ります。）への契約移行に係
るものを除きます。）又はａｕ
サービスの利用の一時休止が
あったとき。

ａｕ契約の解除があった日又は
ａｕサービスの利用の一時休止
があった日を含む料金月の前料
金月までの基本使用料について
、本減額適用Ⅰの対象とします
。

カ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において
同表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条件を満
たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りしま
す。
キ 契約者は、本減額適用Ⅰの可否を判断するために、その契約者回
線に係る情報（本減額適用Ⅰの適用に必要な範囲に限ります。）を、
当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
ク 当社は、本減額適用Ⅰに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除
（ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります。）への契約移行に係るものに限ります。）があった場合
、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係るａｕ（ＬＴ
Ｅ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります
。）から次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は
、その料金額とします。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める期間が経過するまでの各料金月であって
次欄に定める適用条件のいずれも満たしている月。
適用承諾月の翌料金月から起算して、契約移行
のあった日を含む料金月の前料金月までの月数
を、３６料金月から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定め
る定期ＬＴＥ契約であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約
款に定めるＬＴＥプランを選択していること。
税抜額 ４６７円

－ 附 ５４ －

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
について、ＬＴＥ約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
についてａｕ契約への契約移行があったときは、その契約移行があ
った日を含む料金月以降のそのａｕ契約について、適用承諾月から
継続してアに定める取扱いを受けているものとみなしてアからキの
規定を適用します。
（２） 学生の家族 ア 学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下
であることを
この附則において「本減額適用Ⅱ」といいます。）とは、申出対象期
条件とする基
間に、ａｕ契約の申込み（他のａｕ契約を解除すると同時に行われ
本使用料の減
たものを除きます。）と同時に申出があり、当社が承諾した場合、そ
額適用
のａｕサービスの契約者回線について、（１）欄のアの表に定める料
金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支
払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを
除きます。以下この（２）欄において「控除対象額」といいます。）の
うち、（１）欄のアの表に定める控除額（控除対象額が控除額に満た
ない場合は、控除対象額とします。）を控除する取扱いを行うことを
いいます。
イ 本減額適用Ⅱは、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル又はＵＩＭ
サービスに限ります。）の契約者回線であって、アに定めるａｕ契約
の申込と同時に、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（
６）に規定する割引の適用の申出（その契約者が指定する割引選択
回線群に、（１）に定める本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した契約
者回線又は特定事業者のＷＩＮ約款附則に定める学生であることを
条件とする基本使用料の減額適用の申出を特定事業者が承諾した他
網契約者回線が含まれるものに限ります。）があったものに限り、申
し出ることができます。
ウ 当社は、イに規定する申出があった契約者回線に係る対象名義が
、当社との間で締結している若しくは締結していた他のａｕ契約（
その契約者回線について、本減額適用Ⅰの申出又は（２）に定める本
減額適用Ⅱの申出を当社が承諾したものに限ります。）の対象名義又
は特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ契約
（その他網契約者回線について、特定事業者のＷＩＮ約款附則に定
める学生であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出又は
学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出を
特定事業者が承諾したものに限ります。）の対象名義と同一であると
きは、その申出を承諾しません。
エ 当社は、次に該当する場合には、（１）のアの表の料金月の欄に定
める３６料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅱを廃止します
。
（ア） ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 削除
（カ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅱを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分
－ 附 ５５ －

本減額適用Ⅰの適用

１ ２以外により本減額適用を その廃止日を含む料金月までの
廃止したとき。
基本使用料について、本減額適
用Ⅰの対象とします。
２ 定期ａｕ契約の更新日を含
む料金月にａｕ契約の解除（
ＬＴＥ契約（当社ＬＴＥ約款
に定める定期ＬＴＥ契約に限
ります。）への契約移行に係る
ものを除きます。）又はａｕサ
ービスの利用の一時休止があ
ったとき。

ａｕ契約の解除があった日又は
ａｕサービスの利用の一時休止
があった日を含む料金月の前料
金月までの基本使用料について
、本減額適用Ⅱの対象とします
。

カ 当社は、アに規定する控除額について、その料金月において（１）
欄のアの表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条
件を満たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割
りします。
キ 契約者は、本減額適用Ⅱの可否を判断するために、その契約者回
線に係る情報（本減額適用Ⅱの適用に必要な範囲に限ります。）を、
当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
ク 当社は、本減額適用Ⅱに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除
（ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります。）への契約移行に係るものに限ります。）があった場合
、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係るａｕ（ＬＴ
Ｅ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります
。）から次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は
、その料金額とします。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める期間が経過するまでの各料金月であって
次欄に定める適用条件のいずれも満たしている月。
適用承諾月（（１）欄のアの表に定める適用承諾
月をいいます。以下この欄において同じとしま
す。）の翌料金月から起算して、契約移行のあっ
た日を含む料金月の前料金月までの月数を、３６
料金月から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定め
る定期ＬＴＥ契約であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約
款に定めるＬＴＥプランを選択していること。
税抜額 ４６７円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
について、ＬＴＥ約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
についてａｕ契約への契約移行があったときは、その契約移行があ
った日を含む料金月以降のそのａｕ契約について、適用承諾月から
－ 附 ５６ －

継続してアに定める取扱いを受けているものとみなしてアからキの
規定を適用します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩＣ営企第８８号の附則第２項の後に次のように加えます。
ただし、ＫＤＤＩＣ営企第号の附則第２項の適用を受ける契約者回線については、この限
りでありません。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１１０号）
この改正規定は、平成２２年２月１８日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１１１号）
この改正規定は、平成２２年３月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１１３号）
この改正規定は、平成２２年３月１４日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１１９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年３月２６日から実施します。
（その他）
２ ＫＤＤＩＣ営企第６６号の附則第２項から第５項については、「削除」に改めます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１２０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１３５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年４月１５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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１４０号）
この改正規定は、平成２２年４月２２日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１４１号、第１４６号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２を含みます。）は、平成２２年４月２３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。
－ 附 ５７ －

附則（ＫＤＤＩＣ営企第１４９号、第１５０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年５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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１５４号、第１５５号）
この改正規定は、平成２２年５月１０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１５７号）
この改正規定は、平成２２年５月２５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１５９号、第１６０号、第１６１号、第１６２号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１を含みます。）は、平成２２年６月１日から実施します。
（ＩＳ ＮＥＴ機能に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに限ります。）の提供を受けている
契約者回線について、この改正規定の実施の日において、ＩＳ ＮＥＴ機能の請求があった
ものとみなして取り扱います。
（パケット通信料に関する経過措置）
３ この改正規定実施の日から平成２２年１１月３０日までの間、料金表第３（パケット通信料）１
（適用）（３）の７、（３）の１２、（８）又は（８）の２の適用を受けている契約者回線から行った
パケット通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通信
の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。）であって、当社が別に定める接続先と
の間で行ったものに係る料金について、同（３）の７、（３）の１２、（８）又は（８）の２の規定に
かかわらず、同欄のＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信に係る料金と同様に取り扱います。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企１７４号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２を含みます。）は、平成２２年６月２４日から実施します。
（パケット通信料に関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年５月３１日までの間、第４種ａｕパケットの契約者回線
（基本使用料の料金種別がＰＨＯＴＯ－Ｕプランのものに限ります。）の契約者は、第７９条第
２項の規定にかかわらず、その契約者回線からのパケット通信（当社が別に定める接続先と
の間のものに限ります。）に関する料金（特定事業者が提供するローミングに係るものを含み
ます。）の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩＣ営企第８８号の附則第２項中「ＫＤＤＩまとめて請求の取扱いにより請求される
こととなるａｕサービスの契約者回線」を「ＫＤＤＩまとめて請求の取扱いにより請求され
ることとなるａｕサービス（第４種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１７５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年６月２９日から実施します。
－ 附 ５８ －

（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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１７８号、第１７９号、第１８０号、第１８１号、第１８２号）
この改正規定は、平成２２年７月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１８３号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２２年７月１２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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１８４号）
この改正規定は、平成２２年７月１３日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第１９４号、第１９５号）
この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２０３号）
この改正規定は、平成２２年８月９日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２０５号、第２０９号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２２年９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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２１１号）
この改正規定は、平成２２年９月３０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２１２号、第２１３号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２２年１０月１日から実施します。
（支払証明書等の発行手数料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年８月３１日までの間に、支払証明書等の発行の請求をし
その承諾を受けたときは、ａｕ契約者（タイプⅡに係るものを除きます。）は、別記３（１）の
イの規定にかかわらず、その請求に係る料金表第４表（付随サービスに関する料金等）に規
定する支払証明書発行手数料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２３０号、第２３２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年１１月２日から実施します。
（ａｕサービスに関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、この約款の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、
この改正規定実施の日において、同表右欄の適用を受けているものとみなします。

－ 附 ５９ －

ＵＩＭサービス

ＵＩＭサービス（タイプⅠ）

（契約に関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款（株式会社インフォニックスのセレクトモ
バイル通信サービス契約約款をいいます。以下この附則において同じとします。）の規定によ
り次表の左欄の契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の
右欄の契約を締結したものとみなします。
ＭＶＮＯ廃止約款における契約

この約款における契約

一般セレクトモバイル契約

一般ａｕ契約
（ＵＩＭサービス（タイプⅡ）に係るもの）

第１種定期セレクトモバイル契約

第４種定期ａｕ契約
（ＵＩＭサービス（タイプⅡ）に係るもの）

第２種定期セレクトモバイル契約

第１種定期ａｕ契約
（ＵＩＭサービス（タイプⅡ）に係るもの）

（契約月数等に関する経過措置）
４ この約款における契約月数及び利用月数は、ＭＶＮＯ廃止約款における契約月数及び利用
月数をそれぞれ通算して取り扱います。
（利用の一時中断に関する経過措置）
５ この約款実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定によりセレクトモバイル通信サービスの
利用の一時中断を行っている契約については、この改正規定実施の日において、この約款第
１３条の規定により、ａｕサービスの利用の一時中断を行っているものとみなします。
（利用停止に関する経過措置）
６ この約款実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定によりセレクトモバイル通信サービスの
利用を停止されている契約については、この改正規定実施の日において、この約款第６８条の
規定により、ａｕ通信サービスの利用を停止されているものとみなします。
（カテゴリー種別に関する経過措置）
７ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定により次表の左欄の基本使用料の料
金種別を選択している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のカテゴ
リー種別を適用します。
ＭＶＮＯ廃止約款における料金種別

この約款におけるカテゴリー種別

＜ＥＣＮ＞プランＬＬ、＜ＥＣＮ＞プランＬ カテゴリーⅠ
、＜ＥＣＮ＞プランＭ、＜ＥＣＮ＞プランＳ
、＜ＥＣＮ＞プランＳＳ、＜ＥＣＮ＞プラン
Ｅ、＜ＥＣＮ＞プランＬＬシンプル、＜ＥＣ
Ｎ＞プランＬシンプル、＜ＥＣＮ＞プランＭ
シンプル、＜ＥＣＮ＞プランＳシンプル、＜
ＥＣＮ＞プランＳＳシンプル、＜ＥＣＮ＞プ
ランＥシンプル
＜ＴＫ＞プランＬＬ、＜ＴＫ＞プランＬ、＜ カテゴリーⅡ
ＴＫ＞プランＭ、＜ＴＫ＞プランＳ、＜ＴＫ
＞プランＳＳ、＜ＴＫ＞プランＥ、＜ＴＫ＞
プランＬＬシンプル、＜ＴＫ＞プランＬシン
プル、＜ＴＫ＞プランＭシンプル、＜ＴＫ＞
プランＳシンプル、＜ＴＫ＞プランＳＳシン
－ 附 ６０ －

プル、＜ＴＫ＞プランＥシンプル
＜ＪＭＰ＞プランＬＬ、＜ＪＭＰ＞プランＬ カテゴリーⅢ
、＜ＪＭＰ＞プランＭ、＜ＪＭＰ＞プランＳ
、＜ＪＭＰ＞プランＳＳ、＜ＪＭＰ＞プラン
Ｅ、＜ＪＭＰ＞プランＬＬシンプル、＜ＪＭ
Ｐ＞プランＬシンプル、＜ＪＭＰ＞プランＭ
シンプル、＜ＪＭＰ＞プランＳシンプル、＜
ＪＭＰ＞プランＳＳシンプル、＜ＪＭＰ＞プ
ランＥシンプル
＜ＧＫ＞プランＬＬ、＜ＧＫ＞プランＬ、＜ カテゴリーⅣ
ＧＫ＞プランＭ、＜ＧＫ＞プランＳ、＜ＧＫ
＞プランＳＳ、＜ＧＫ＞プランＥ、＜ＧＫ＞
プランＬＬシンプル、＜ＧＫ＞プランＬシン
プル、＜ＧＫ＞プランＭシンプル、＜ＧＫ＞
プランＳシンプル、＜ＧＫ＞プランＳＳシン
プル、＜ＧＫ＞プランＥシンプル
（ａｕサービスのコース種別に関する経過措置）
８ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定によりセレクトモバイル契約を締結
している者は、この改正規定実施の日において、この約款におけるａｕサービスの第８種コ
ースを選択したものとみなします。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
９ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定により次表の左欄の基本使用料の料
金種別を選択している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の料金種
別を選択したものとみなします。
ＭＶＮＯ廃止約款における料金種別

この約款における料金種別

＜ＥＣＮ＞プランＬＬ
＜ＴＫ＞プランＬＬ
＜ＪＭＰ＞プランＬＬ
＜ＧＫ＞プランＬＬ

プランＬＬ

＜ＥＣＮ＞プランＬ
＜ＴＫ＞プランＬ
＜ＪＭＰ＞プランＬ
＜ＧＫ＞プランＬ

プランＬ

＜ＥＣＮ＞プランＭ
＜ＴＫ＞プランＭ
＜ＪＭＰ＞プランＭ
＜ＧＫ＞プランＭ

プランＭ

＜ＥＣＮ＞プランＳ
＜ＴＫ＞プランＳ
＜ＪＭＰ＞プランＳ
＜ＧＫ＞プランＳ

プランＳ

＜ＥＣＮ＞プランＳＳ
＜ＴＫ＞プランＳＳ

プランＳＳ

－ 附 ６１ －

＜ＪＭＰ＞プランＳＳ
＜ＧＫ＞プランＳＳ
＜ＥＣＮ＞プランＥ
＜ＴＫ＞プランＥ
＜ＪＭＰ＞プランＥ
＜ＧＫ＞プランＥ

プランＥ

＜ＥＣＮ＞プランＬＬシンプル
＜ＴＫ＞プランＬＬシンプル
＜ＪＭＰ＞プランＬＬシンプル
＜ＧＫ＞プランＬＬシンプル

プランＬＬシンプル

＜ＥＣＮ＞プランＬシンプル
＜ＴＫ＞プランＬシンプル
＜ＪＭＰ＞プランＬシンプル
＜ＧＫ＞プランＬシンプル

プランＬシンプル

＜ＥＣＮ＞プランＭシンプル
＜ＴＫ＞プランＭシンプル
＜ＪＭＰ＞プランＭシンプル
＜ＧＫ＞プランＭシンプル

プランＭシンプル

＜ＥＣＮ＞プランＳシンプル
＜ＴＫ＞プランＳシンプル
＜ＪＭＰ＞プランＳシンプル
＜ＧＫ＞プランＳシンプル

プランＳシンプル

＜ＥＣＮ＞プランＳＳシンプル
＜ＴＫ＞プランＳＳシンプル
＜ＪＭＰ＞プランＳＳシンプル
＜ＧＫ＞プランＳＳシンプル

プランＳＳシンプル

＜ＥＣＮ＞プランＥシンプル
＜ＴＫ＞プランＥシンプル
＜ＪＭＰ＞プランＥシンプル
＜ＧＫ＞プランＥシンプル

プランＥシンプル

（基本使用料の割引等の適用に関する経過措置）
１０ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定により次表の左欄の基本使用料の取
扱い又は割引を選択している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の
基本使用料の取扱い又は割引を選択したものとみなします。
ＭＶＮＯ廃止約款における
基本使用料の取扱い又は割引

この約款における
基本使用料の取扱い又は割引

第１種定期セレクトモバイル契約に係る
基本使用料の取扱い

第４種定期セレクトモバイル契約に係る
基本使用料の取扱い

第２種定期セレクトモバイル契約に係る
基本使用料の取扱い

第１種定期セレクトモバイル契約に係る
基本使用料の取扱い（障害者用）

－ 附 ６２ －

複数回線複合割引

複数回線複合割引

（カテゴリーⅠに係る基本使用料の減額適用に関する経過措置）
１１ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定によりプラン選択割引の適用を受け
ている契約者回線について、次表に定める基本使用料の減額適用を行います。
カテゴリーⅠに係
る基本使用料の減
額適用（購入サポ
ート割）

ア カテゴリーⅠに係る基本使用料の減額適用（以下この表において
「本減額適用」といいます。）とは、ＵＩＭサービスの契約者回線（タ
イプⅡ（カテゴリーⅠに限ります。）に限ります。）に係る基本使用料に
ついて、料金表第１表第１（基本使用料等）２（料金額）２－１－１
の（１）、（２）又は（５）に規定する料金額から、次表に規定する割引額
を割引いた額を適用することをいいます。
１電話番号ごとに月額
割 引 額
区

分
税抜額

プランＬＬ

８００円

プランＬ

８００円

プランＭ

８００円

プランＳ

８００円

プランＳＳ

８６７円

イ アに定める基本使用料の料金種別は、この附則の第９項に定める
基本使用料の料金種別に関する経過措置を適用した後のものとしま
す。
ウ 本減額適用の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位で
行います。
エ 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（３）の規定に基づ
き、アに定める基本使用料の料金種別の変更（アに定めるもの以外
への料金種別の変更を含みます。）があった場合又はａｕ契約の解除
があった場合は、基本使用料の料金種別ごとにアに規定する割引額
の日割りを行います。
オ 当社は、本減額適用を受けている契約者回線について、次に該当
する場合には、その事由が生じた日をもって本減額適用を廃止しま
す。
（ア） ａｕ契約の解除があったとき。
（イ） アに定めるもの以外への料金種別の変更があったとき。

（通話料の割引等の適用に関する経過措置）
１２ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定により次表の左欄の通話料の取扱い
又は割引を選択している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の通話
料の取扱い又は割引を選択したものとみなします。
ＭＶＮＯ廃止約款における

この約款における
－ 附 ６３ －

通話料の取扱い又は割引

通話料の取扱い又は割引

特定電話番号への通話料の月極割引の適用

特定電話番号への通話料の月極割引の適用

自宅加入電話への通話料の月極割引の適用

自宅加入電話への通話料の月極割引の適用

特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適
用

特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱの適
用

（パケット通信料の割引等の適用に関する経過措置）
１３ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定により次表の左欄のパケット通信料
の取扱い又は割引を選択している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右
欄のパケット通信料の取扱い又は割引を選択したものとみなします。
ＭＶＮＯ廃止約款における
パケット通信料の取扱い又は割引

この約款における
パケット通信料の取扱い又は割引

特定のパケット通信への２段階定額制の
適用（ダブル定額スーパーライト）

特定のパケット通信への２段階定額制の
適用（ダブル定額スーパーライト）

特定のパケット通信への２段階定額制の
適用（ダブル定額ライト）

特定のパケット通信への２段階定額制の
適用（ダブル定額ライト）

特定のパケット通信への２段階定額制の
適用（ダブル定額）

特定のパケット通信への２段階定額制の
適用（ダブル定額）

（オプション機能に関する経過措置）
１４ この改正規定実施の際現に、ＭＶＮＯ廃止約款の規定により次表の左欄のオプション機能
を選択している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のオプション機
能を選択したものとみなします。
ＭＶＮＯ廃止約款におけるオプション機能

この約款におけるオプション機能

留守番伝言機能

留守番伝言機能

ボイスメール機能

ボイスメール機能

Ｃメール機能

Ｃメール機能

ＥＺｗｅｂ機能

ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡ）

三者通話機能

三者通話機能

割込通話伝言機能

割込通話伝言機能

迷惑電話拒否機能

迷惑電話拒否機能

海外ローミング機能

海外ローミング機能

ａｕ．ＮＥＴ機能

ａｕ．ＮＥＴ機能
－ 附 ６４ －

呼出音設定機能

呼出音設定機能

マルチキャスト情報受信機能（タイプⅠ）

マルチキャスト情報受信機能（タイプⅠ）

マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡ）

マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡ）

テレビ電話機能

テレビ電話機能

ブロードキャスト文字メッセージ受信機能

ブロードキャスト文字メッセージ受信機能

ＩＳ ＮＥＴ機能

ＩＳ ＮＥＴ機能

Ｗｉ－Ｆｉ ＷＩＮ機能

Ｗｉ－Ｆｉ ＷＩＮ機能

（料金等の支払いに関する経過措置）
１５ 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。
（その他）
１６ ＫＤＤＩＣ営企第２１２号、第２１３号の附則第２項中「ａｕ契約者は、」を「ａｕ契約者（タ
イプⅡに係るものを除きます。）は、」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２３４号、第２３５号、第２３６号）
（実施期日）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２２年１１月２６日から実施し
ます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年１１月３０日までの間、この約款の規定にかかわらず、Ｓ
ｋｙｐｅ－ＧＷ機能に係るオプション機能使用料及びＳｋｙｐｅ通話に係る料金の支払いを
要しません。
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩＣ営企第１５９号、第１６０号、第１６１号、第１６２号の附則第３項中「（３）の７又は（８）
の適用を受けている」を「（３）の７、（３）の１２、（８）又は（８）の２の適用を受けている」に、
「同（３）の７又は（８）の規定にかかわらず」を「同（３）の７、（３）の１２、（８）又は（８）の２
の規定にかかわらず」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２３７号、第２３８号、第２３９号、第２４０号、第２４１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年１２月１日から実施します。
（パケット通信料に関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年５月３１日までの間、料金表第３（パケット通信料）１
（適用）（３）の７、（３）の１３、（８）又は（８）の２の適用を受けている契約者回線から行った
パケット通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通信
の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。）であって、当社が別に定める接続先と
の間で行ったものに係る料金について、同（３）の７、（３）の１３、（８）又は（８）の２の規定に
かかわらず、同欄のＥＺｗｅｂ機能に係るパケット通信に係る料金と同様に取り扱います。
３ この改正規定実施の日から平成２３年２月２８日までの間に、マルチキャスト情報受信機能（
タイプⅡに限ります。）の利用に係る請求を行ったａｕ契約者は、料金表第１表第３（パケッ
ト通信料）１（適用）（１）の規定によるほか、その請求を行った日を含む料金月の翌料金月
についても、この機能に係るパケット通信に関する料金の支払いを要しません。
－ 附 ６５ －

（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企２４２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２２年１２月２５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。
（その他）
３ ＫＤＤＩＣ営企第２３７号、第２３８号、第２３９号、第２４０号、第２４１号の附則第２項中「（３）の
７、（３）の１２、（８）又は（８）の２の適用を受けている」を「（３）の７、（３）の１３、（８）又は
（８）の２の適用を受けている」に「同（３）の７、（３）の１２、（８）又は（８）の２の規定にかか
わらず」を「同（３）の７、（３）の１３、（８）又は（８）の２の規定にかかわらず」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２４３号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２３年１月３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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２４５号、第２４６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年１月２８日から実施します。
（基本使用料等の支払に関する経過措置）
２ 当社は、ａｕ契約者からの申出により、次表に定める基本使用料の減額適用を行います。
（１） 学生である ア 学生であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下この附
ことを条件と
則において「本減額適用Ⅰ」といいます。）とは、平成２３年１月２８日
する基本使用
から平成２３年５月３１日までの間（以下この附則において「申出対象
料の減額適用
期間」といいます。）に、ａｕ契約者からの申出があり、当社が承諾
した場合、そのａｕサービスの契約者回線について、次表に定める
料金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により
支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るもの
を除きます。以下この（１）欄において「控除対象額」といいます。）
のうち、次表に定める控除額（控除対象額が控除額に満たない場合
は、控除対象額とします。）を控除する取扱いを行うことをいいます
。
料金月

本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した日を含む料金
月（以下「適用承諾月」といいます。）の翌料金月か
ら起算し、３６料金月が経過するまでの各料金月であ
って、その契約者回線について、次欄に定める適用
条件のいずれも満たしている月。

適用条件

（ア） 障がい者等用の基本使用料の適用又は（４）の
２の適用を受けていること。
（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＥ、プラ
ンＦ（ＩＳ）、プランＥシンプル、プランＦ（
ＩＳ）シンプル又はプランＺシンプルを選択し
－ 附 ６６ －

ていること。

控除額

（ア） 基本使用料の料金種別とし
てプランＥ又はプランＥシン
プルを選択しているとき。

税抜額 ３７２円

（イ） 基本使用料の料金種別とし
てプランＦ（ＩＳ）又はプラ
ンＦ（ＩＳ）シンプルを選択
しているとき。

税抜額 ８７２円

（ウ） 基本使用料の料金種別とし
てプランＺシンプルを選択し
ているとき。

税抜額 ４６７円

イ 本減額適用Ⅰは、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４種ａ
ｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに限ります。）に限ります
。）の契約者回線であって、その契約者（そのａｕ契約について利用
者登録が行われているときは、登録利用者とします。）が学生である
ものに限り、申し出ることができます。
ウ 当社は、イに規定する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） その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している
若しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契
約者名義（利用者登録が行われているときは、登録利用者の名
義とします。以下この附則第２項において同じとします。）が、
申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります
。）について、次表の区分１に定める申出を当社が承諾している
とき。
（イ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、
次表の区分２に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
区 分

申 出

１

本減額適用Ⅰの申出、（２）欄に定める本減額適用Ⅱ
の申出又はＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項に
定める学生であることを条件とする基本使用料の減
額適用の申出若しくは学生の家族であることを条件
とする基本使用料の減額適用の申出。

２

特定事業者のＷＩＮ約款のＯＣＴ営発第１１０１２８号の
附則第２項又はＯＣＴ営発第１００２０９号の附則第２項
に定める学生であることを条件とする基本使用料の
減額適用の申出又は学生の家族であることを条件と
する基本使用料の減額適用の申出。

エ 当社は、次に該当する場合には、アの表の料金月の欄に定める３６
料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅰを廃止します。
－ 附 ６７ －

（ア） ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 削除
（カ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅰを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分

本減額適用Ⅰの適用

１ ２以外により本減額適用を その廃止日を含む料金月までの
廃止したとき。
基本使用料について、本減額適
用Ⅰの対象とします。
２ 定期ａｕ契約の更新日を含
む料金月にａｕ契約の解除（
ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約
款に定める定期ＬＴＥ契約に
限ります。）への契約移行に係
るものを除きます。）又はａｕ
サービスの利用の一時休止が
あったとき。

ａｕ契約の解除があった日又は
ａｕサービスの利用の一時休止
があった日を含む料金月の前料
金月までの基本使用料について
、本減額適用Ⅰの対象とします
。

カ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において
同表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条件を満
たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りしま
す。
キ 契約者は、本減額適用Ⅰの可否を判断するために、その契約者回
線に係る情報（本減額適用Ⅰの適用に必要な範囲に限ります。）を、
当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
ク 当社は、本減額適用Ⅰに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除
（ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります。）への契約移行に係るものに限ります。）があった場合
、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係るａｕ（ＬＴ
Ｅ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります
。）から次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は
、その料金額とします。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める期間が経過するまでの各料金月であって
次欄に定める適用条件のいずれも満たしている月。
適用承諾月の翌料金月から起算して、契約移行
のあった日を含む料金月の前料金月までの月数
を、３６料金月から除いた期間

適用条件

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定め
る定期ＬＴＥ契約であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約
－ 附 ６８ －

款に定めるＬＴＥプランを選択していること。
控除額

税抜額 ４６７円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
について、ＬＴＥ約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
についてａｕ契約への契約移行があったときは、その契約移行があ
った日を含む料金月以降のそのａｕ契約について、適用承諾月から
継続してアに定める取扱いを受けているものとみなしてアからキの
規定を適用します。
（２） 学生の家族 ア 学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下
であることを
この附則において「本減額適用Ⅱ」といいます。）とは、申出対象期
条件とする基
間に、ａｕ契約の申込み（他のａｕ契約を解除すると同時に行われ
本使用料の減
たものを除きます。）と同時に申出があり、当社が承諾した場合、そ
額適用
のａｕサービスの契約者回線について、（１）欄のアの表に定める料
金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支
払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを
除きます。以下この（２）欄において「控除対象額」といいます。）の
うち、（１）欄のアの表に定める控除額（控除対象額が控除額に満た
ない場合は、控除対象額とします。）を控除する取扱いを行うことを
いいます。
イ 本減額適用Ⅱは、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４種ａ
ｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに限ります。）に限ります
。）の契約者回線であって、アに定めるａｕ契約の申込と同時に、料
金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（６）に規定する割引の
適用の申出（その契約者が指定する割引選択回線群に、次表の区分
１に定める申出を当社が承諾した契約者回線（その減額適用を廃止
又は終了していないものに限ります。）又は次表の区分２に定める申
出を特定事業者が承諾した他網契約者回線（その減額適用を廃止又
は終了していないものに限ります。）が含まれるものに限ります。）が
あったものに限り、申し出ることができます。
区

１

２

分

申

出

本減額適用Ⅰの申出又はＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の
附則第２項に定める学生であることを条件とする基
本使用料の減額適用の申出。
特定事業者のＷＩＮ約款のＯＣＴ営発第１１０１２８号の
附則第２項又はＯＣＴ営発第１００２０９号の附則第２項
に定める学生であることを条件とする基本使用料の
減額適用の申出。

ウ 当社は、イに規定する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） その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している
若しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契
約者名義が、申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のも
のに限ります。）について、（１）欄のウの表の区分１に定める申
出を当社が承諾しているとき。
－ 附 ６９ －

（イ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、
（１）欄のウの表の区分２に定める申出を特定事業者が承諾して
いるとき。
エ 当社は、次に該当する場合には、（１）欄のアの表の料金月の欄に
定める３６料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅱを廃止しま
す。
（ア） ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 削除
（カ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅱを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分

本減額適用Ⅰの適用

１ ２以外により本減額適用を その廃止日を含む料金月までの
廃止したとき。
基本使用料について、本減額適
用Ⅰの対象とします。
２ 定期ａｕ契約の更新日を含
む料金月にａｕ契約の解除（
ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約
款に定める定期ＬＴＥ契約に
限ります。）への契約移行に係
るものを除きます。）又はａｕ
サービスの利用の一時休止が
あったとき。

ａｕ契約の解除があった日又は
ａｕサービスの利用の一時休止
があった日を含む料金月の前料
金月までの基本使用料について
、本減額適用Ⅱの対象とします
。

カ 当社は、アに規定する控除額について、その料金月において（１）
欄のアの表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条
件を満たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割
りします。
キ 契約者は、本減額適用Ⅱの可否を判断するために、その契約者回
線に係る情報（本減額適用Ⅱの適用に必要な範囲に限ります。）を、
当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
ク 当社は、本減額適用Ⅱに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除
（ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります。）への契約移行に係るものに限ります。）があった場合
、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係るａｕ（ＬＴ
Ｅ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります
。）から次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は
、その料金額とします。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める期間が経過するまでの各料金月であって
次欄に定める適用条件のいずれも満たしている月。

－ 附 ７０ －

適用承諾月（（１）欄のアの表に定める適用承諾
月をいいます。以下この欄において同じとしま
す。）の翌料金月から起算して、契約移行のあっ
た日を含む料金月の前料金月までの月数を、３６
料金月から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定め
る定期ＬＴＥ契約であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約
款に定めるＬＴＥプランを選択していること。
税抜額 ４６７円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
について、ＬＴＥ約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
についてａｕ契約への契約移行があったときは、その契約移行があ
った日を含む料金月以降のそのａｕ契約について、適用承諾月から
継続してアに定める取扱いを受けているものとみなしてアからキの
規定を適用します。
３ この改正規定実施の日から平成２３年５月３１日までの間に、当社のＦＴＴＨサービス契約約
款に定めるＦＴＴＨ電話契約若しくはインターネット契約又は特定事業者のＦＴＴＨサービ
ス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話契約若しくはインターネット契約の申込み（次表に定める
ものを除きます。）があり、当社又は特定事業者が承諾した場合、当社の「ＫＤＤＩまとめて
請求」に係る取扱い規約により、その料金その他債務がそのＦＴＴＨ接続回線に係るＦＴＴ
Ｈサービスの料金その他債務と合わせてＫＤＤＩまとめて請求の取扱いにより請求されるこ
ととなるａｕサービス（第４種ａｕパケットを除きます。）の契約者回線（その契約者名義が
法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）以外であるものに限ります。）に
ついて、次表に定める料金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支
払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを除きます。以下「控除対
象額」といいます。）のうち、税抜額 ３７２円（控除対象額が税抜額 ３７２円に満たない場合は控
除対象額とします。）を控除する取扱いを行います。
ただし、ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項、この附則第２項又はＫＤＤＩ次ビジ戦第
９９号、第１００号、第１０１号、第１０２号、第１０３号の附則第３項の適用を受ける契約者回線につい
ては、この限りでありません。
申込み

ア その申込みにより新たにＦＴＴＨ接続回線を設置することとならないも
の。
イ 当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話契約又はインタ
ーネット契約の申込みであって、次の該当するもの。
（ア） タイプⅠ（カテゴリーⅢに限ります。）に係る申込み。
（イ） タイプⅣ又はタイプⅤに係る申込みであって、この改正規定実施の
日において、その利用契約に係る基本契約者が、当社のＦＴＴＨサー
ビス契約約款に定めるＫＤＤＩ合算請求の申込みを受け付けていない
もの。

料金月

そのＦＴＴＨ接続回線に係るＦＴＴＨサービスの提供が開始された日を含む
料金月の翌料金月（その月が平成２３年６月以前の場合は、平成２３年７月とし
ます。）から平成２４年６月までの各料金月であって、そのａｕサービスの契約
者回線及びそのＦＴＴＨ接続回線について、ＫＤＤＩまとめて請求の取扱い
－ 附 ７１ －

による請求が行われることとなる料金その他債務が生じた月。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
（その他）
５ ＫＤＤＩＣ営企第８８号の附則第２項中「ただし、ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項の
適用を受ける契約者回線については、この限りでありません。」を「ただし、ＫＤＤＩＣ営
企第 １０９号の附則第２項又はＫＤＤＩＣ営企第２４５号、第２４６号の附則第２項の適用を受ける
契約者回線については、この限りでありません。」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２４７号、第２４８号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２３年２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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２５７号、第２５８号、第２５９号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１、２を含みます。）は、平成２３年２月９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。
３ 削除
４ 削除
５ 削除
６ 削除
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２６１号）
この改正規定は、平成２３年２月２２日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２６２号、第２６３号、第２６４号、第２６５号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１、２を含みます。）は、平成２３年３月１日から実施します。
（料金等の支払に関する経過措置）
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。
（その他）
３ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のアの表中、適用条件の欄の（イ）について、
次のように改めます。
（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＥ、プランＦ（ＩＳ）、プランＥシンプル又
はプランＦ（ＩＳ）シンプルを選択していること。
４ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のアの表中及びＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号の附
則第２項（１）欄のアの表中、控除額の欄について、それぞれ次のように改めます。
控除額

（ア） 基本使用料の料金種別としてプランＥ又は
プランＥシンプルを選択しているとき。

税抜額 ３７２円

（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＦ（Ｉ
Ｓ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルを選択し
ているとき。

税抜額 ８７２円

－ 附 ７２ －

５ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄中及びＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号の附則第２項
（１）欄中、それぞれ「カ」を「キ」とし、「オ」の次に次のように加えます。
カ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において同表の適用条件を
満たさない日があった場合は、その適用条件を満たした日の日数に応じて、基本使用
料の料金種別ごとに日割りします。
６ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（２）欄中及びＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号の附則第２項
（２）欄中、それぞれ「カ」を「キ」とし、「オ」の次に次のように加えます。
カ 当社は、アに規定する控除額について、その料金月において（１）欄のアの表の適用
条件を満たさない日があった場合は、その適用条件を満たした日の日数に応じて、基
本使用料の料金種別ごとに日割りします。
７ 削除
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２７０号）
この改正規定は、平成２３年３月３１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２７５号、第２８４号、第２８９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３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。
附則（ＫＤＤＩＣ営企第２９６号）
この改正規定は、平成２３年４月４日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年４月８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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２３年４月１５日から実施し
ます。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年８月３１日までの間、第４種ａｕデュアルの契約者回線
の契約者は、この約款の規定にかかわらず、ＷｉＭＡＸ利用機能に係るオプション機能使用
料の支払いを要しません。
（パケット通信利用の制限に関する経過措置）
３ この改正規定実施の日から平成２４年９月３０日までの間、料金表第１表第３（パケット通信
料）１（適用）（１３）の規定にかかわらず、その制限を行いません。
（ａｕサービスの種類に関する経過措置）
４ この改正規定実施の際現に、次表の左欄の適用を受けている者は、この改正規定実施の日
において、同表右欄の適用を受けているものとみなします。
第３種ａｕパケット（ＷｉＭＡＸ通信対応端 第４種ａｕパケット
末設備を利用するものに限ります。）
（料金等の支払いに関する経過措置）
－ 附 ７３ －

５ 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。
６ 削除
７ ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２４６号の附則第２項（１）欄のイ及び（２）欄のイ中「第３種ａ
ｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに限ります。）に限ります。）の契約者回線」をそれ
ぞれ「第３種ａｕデュアル、第４種ａｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに限ります
。）に限ります。）の契約者回線」に改めます。
８ ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２４６号の附則第２項（１）欄のエ（オ）及び（２）欄のエ（オ）中「
第３種ａｕパケット（包括的管理の取扱いを受けるものを除きます。）又はＵＩＭサービス（
タイプⅠに限ります。）」をそれぞれ「第３種ａｕパケット（包括的管理の取扱いを受けるも
のを除きます。）、第４種ａｕパケット又はＵＩＭサービス（タイプⅠに限ります。）」に改め
ます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年４月２０日から実施します。
（料金等の支払に関する経過措置）
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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第７号）
この改正規定は、平成２３年４月２１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年５月１日から実施します。
（料金等の支払に関する経過措置）
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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年５月２５日から実施します。
（料金等の支払に関する経過措置）
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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１９号、第２０号、第２１号、第２２号、第２３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年６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 この改正規定実施の日から平成２３年８月３１日までの間、ａｕ契約者は、料金表第１表第３
（パケット通信料）１（適用）（１４）の規定にかかわらず、同欄に規定する定額料の支払いを
要しません。
３ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２８号、第２９号、第３０号）
この改正規定は、平成２３年６月３０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第３３号、第３４号、第３５号）
（実施期日）
－ 附 ７４ －

１ この改正規定は、平成２３年７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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第３７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年７月１１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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第３８号、第３９号）
この改正規定は、平成２３年７月１３日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第４１号、第４２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年８月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、海外ローミング機能に関する改正規定については、平成２３年８
月１日午後２時００分００秒（本邦の時刻とします。）から実施します。
（パケット通信料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年１１月３０日までの間、ａｕ契約者は、別表１（オプショ
ン機能）２８欄に規定するアプリケーションを利用して行われた第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能
に係るパケット通信（そのアプリケーションを端末設備に格納するために行われたものを除
きます。）について、この約款の規定にかかわらず、パケット通信料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第４８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年８月５日から実施します。
（契約事務手数料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年９月３０日までの間にａｕ契約（基本使用料の料金種別
がＰＨＯＴＯ－Ｕプランのものに限ります。）の申込みがあり、当社がこれを承諾した場合、
その申込みを行ったａｕ契約者は、料金表第１表第６（手続きに関する料金の支払義務）に
定める契約事務手数料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第４９号）
この改正規定は、平成２３年８月１５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第５０号）
この改正規定は、平成２３年８月２２日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第５２号、第５３号、第５４号、第５５号、第５６号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２３年９月１日から実施し
ます。
ただし、この改正規定中、ペルー共和国における海外ローミング機能（タイプⅠに限りま
－ 附 ７５ －

す。）に関する改正規定については、平成２３年９月１日午後２時００分００秒（本邦の時刻としま
す。）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。
３ 削除
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第６１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年９月１６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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第４８号の附則第２項中「平成２３年９月２５日までの間に」を「平成２３年９
月３０日までの間に」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第６２号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２３年９月２８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。
（その他）
３ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のアの表中及びＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第
２４６号の附則第２項（１）欄のアの表中、適用条件の欄の（イ）について、それぞれ次のように
改めます。
（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＥ、プランＦ（ＩＳ）、プランＥシンプル、
プランＦ（ＩＳ）シンプル又はプランＺシンプルを選択していること。
４ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のアの表中及びＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第
２４６号の附則第２項（１）欄のアの表中、控除額の欄について、それぞれ次のように改めます。
控除額

（ア） 基本使用料の料金種別としてプランＥ又は
プランＥシンプルを選択しているとき。

税抜額 ３７２円

（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＦ（Ｉ
Ｓ）又はプランＦ（ＩＳ）シンプルを選択し
ているとき。

税抜額 ８７２円

（ウ） 基本使用料の料金種別としてプランＺシン
プルを選択しているとき。

税抜額 ４６７円

附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第７０号、第７１号、第７２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年１０月１日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年１月３１日までの間、ａｕ契約者は、この約款の規定に
かかわらず、ＷｉＭＡＸ利用機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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
－ 附 ７６ －

の他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第７４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年１０月１４日から実施します。
（オプション機能に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のオプション機能を選択して
いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のオプション機能を選択し
たものとみなします。
Ｃメール機能（パケット送信機能があるもの）

Ｃメール機能（タイプⅠ）

Ｃメール機能（パケット送信機能がないもの）

Ｃメール機能（タイプⅢ）

（基本使用料又はパケット通信料の支払いに関する経過措置）
３ 当社は、ａｕ契約者からの申出により、次表に定める取扱いを行います。
（１） 特定携帯情 ア 当社は、平成２３年１０月１４日から平成２４年１月３１日までの間（以下
報端末の購入
この附則において「申出対象期間」といいます。）に、ａｕ契約者（
に伴うプラン
次表に定める適用条件を満たす者に限ります。）からの申出があり、
Ｆ（ＩＳ）シ
当社が承諾した場合、次表に定める料金月から起算し、２４料金月の
ンプルの選択
間（以下この附則において「控除対象期間Ⅰ」といいます。）、その
を条件とする
ａｕサービスの契約者回線について、料金表第１表第１（基本使用
基本使用料の
料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプション機
減額適用
能使用料に係るものを除きます。以下「控除対象額」といいます。）
のうち、税抜額 ４５７円（控除対象額が税抜額 ４５７円に満たない場合
は、控除対象額とします。）を控除する取扱い（以下この附則におい
て「本減額適用Ⅰ」といいます。）を行います。
適用条件

申出対象期間内に、当社が別に定めるサービス取扱
所において当社が別に定める特定携帯情報端末を購
入すると同時に、基本使用料の料金種別としてプラ
ンＦ（ＩＳ）シンプルを選択していること。

料金月

本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した日を含む料金
月の翌料金月。

イ 当社は、次に該当する場合には、控除対象期間Ⅰ内であっても、
本減額適用Ⅰを廃止します。
（ア） プランＦ（ＩＳ）シンプル以外への料金種別の変更があった
とき。
（イ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（ウ） ａｕ契約の解除があったとき。
（エ） その契約者回線に新たな端末設備を接続する請求があったと
き。
（オ） 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（２８）の適用を
受けたとき。
ウ イの規定により、本減額適用Ⅰを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区

分

本減額適用Ⅰの適用

－ 附 ７７ －

１ プランＦ（Ｉ その廃止日を含む料金月までの基本使用料に
Ｓ）シンプル以 ついて、本減額適用Ⅰの対象とします。
外への料金種別
の変更があった
とき（イの（エ）
の請求又はイの
（オ）に係る適用
と同時に変更が
あったときを除
きます。）。
２ ａｕサービス
の一時休止、ａ
ｕ契約の解除若
しくはその契約
者回線に新たな
端末設備を接続
する請求があっ
たとき又は料金
表第１表第１（
基本使用料等）
１（適用）（２８）
の適用を受けた
とき。

一時休止日、契約解除日若しくは新たな端末
設備を接続する請求があった日又は料金表第
１表第１（基本使用料等）１（適用）（２８）の
適用を受けた日を含む料金月の前料金月まで
の基本使用料について、本減額適用Ⅰの対象
とします。

（２） 特定携帯情 ア 当社は、申出対象期間内に、ａｕ契約者（次表に定める適用条件
報端末の購入
のいずれかを満たす者に限ります。）からの申出があり、当社が承諾
に伴うＩＳフ
した場合、次表に定める料金月から起算し、２４料金月の間（以下こ
ラットの適用
の附則において「控除対象期間Ⅱ」といいます。）、そのａｕサービ
を条件とする
スの契約者回線について、料金表第１表第３（パケット通信料）１
パケット通信
（適用）（８）の２のアをこの（２）欄のイに読み替え、その他につい
料の減額適用
ては同（８）の２の規定のとおり適用する取扱い（以下この附則にお
いて「本減額適用Ⅱ」といいます。）を行います。
適用条件

（ア） 申出対象期間内に、当社が別に定めるサービ
ス取扱所において当社が別に定める特定携帯情
報端末を購入すると同時に、特定パケット通信
定額制の適用の申込みをすること。
（イ） この改正規定実施の際現に、特定パケット通
信定額制の適用を受けていて、申出対象期間内
に、当社が別に定めるサービス取扱所において
当社が別に定める特定携帯情報端末を購入する
こと。

料金月

（ア） 適用条件（ア）を 特定パケット通信定額制の
満たす場合
適用を開始した日を含む料
金月
（イ） 適用条件（イ）を 本減額適用Ⅱの申出を当社
満たす場合
が承諾した日を含む料金月
の翌料金月
－ 附 ７８ －

イ 当社は、ａｕ契約者からの申込みにより、次表に規定する定額料
を支払った場合に、そのａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４
種ａｕデュアル又はＵＩＭサービスに限ります。）の契約者回線から
のパケット通信（特定事業者が提供するローミングに係るものを含
み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたもの
を除きます。以下この欄において同じとします。）について、（ア）、
（イ）及び（ウ）に規定する額を合計した額を適用する取扱い（以下「
特定パケット通信定額制」といいます。）を行います。
１契約ごとに月額
区

分

料 金 額

定額料

税抜額４，７４３円

（ア） ＰＣサイト閲覧機能に係るパケット通信並びにＩＳ ＮＥＴ
機能に係るパケット通信及び特定携帯情報端末通信（当社が別
に定める特定携帯情報端末を利用して行われたものを除きます
。）について２（料金額）の規定に代えて①の表に規定する適用
額により算定した額（②の表に規定するＰＣサイト閲覧機能等
上限額（ケの規定によりＰＣサイト閲覧機能等上限額を日割り
した場合はその額とします。）以上となる場合、ＰＣサイト閲覧
機能等上限額をその額とします。）に、負荷制御通信について２
（料金額）の規定に代えて①の表に規定する適用額により算定
した額を合算した額（②の表に規定するＰＣ等接続通信上限額
（ケの規定によりＰＣ等接続通信上限額を日割りした場合はそ
の額とします。）以上となる場合、ＰＣ等接続通信上限額をその
額とします。）。
① 適用額
１課金対象パケットごとに
区

分

料 金 額

適用額

税抜額０．０２５円

② 上限額
１契約ごとに月額
料 金 額
区

分
税抜額

ＰＣサイト閲覧機能等上限額
ＰＣ等接続通信上限額

４５７円
５，１５７円

（イ） ＥＺｗｅｂ機能、第２種ＢＲＥＷ．ＮＥＴ機能、ＰＣサイト
閲覧機能、マルチキャスト情報受信機能若しくはＩＳ ＮＥＴ
機能に係るパケット通信、特定携帯情報端末通信又は負荷制御
通信以外のパケット通信について、２（料金額）の規定に代え
て、（ア）の②の表に規定する適用額により算定した額
（ウ） マルチキャスト情報受信機能に係るパケット通信について（
－ 附 ７９ －

１）に規定する料金額
ウ 当社は、次に該当する場合には、控除対象期間Ⅱ内であっても、
本減額適用Ⅱを廃止します。
（ア） 特定パケット通信定額制の適用を廃止したとき。
（イ） 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（２８）の適用を
受けたとき。
エ ウの規定により、本減額適用Ⅱを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区

分

本減額適用Ⅱの適用

１ 特定パケット その廃止日を含む料金月までのパケット通信
通信定額制の廃 料について、本減額適用Ⅱの対象とします。
止があったとき
（ウの（イ）の適
用と同時に廃止
があったときを
除きます。）。
２ 料金表第１表
第１（基本使用
料等）１（適用
）（２８）の適用を
受けたとき。

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用
）（２８）の適用を受けた日を含む料金月の前料
金月までのパケット通信料について、本減額
適用Ⅱの対象とします。

（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第７５号）
この改正規定は、平成２３年１０月１７日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第７７号、第７８号、第７９号、第８０号、第８１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年１１月１日から実施します。
（ＥＺｗｅｂ機能に係る取扱いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の取扱いを受けている者は、
この改正規定実施の日において、同表の右欄の取扱いを受けているものとみなします。
ＥＺｗｅｂ利用制限

ｗｅｂ利用制限

（マルチキャスト情報受信機能に係るパケット通信料に関する経過措置）
３ この改正規定実施の日から平成２３年１２月３１日までの間に、マルチキャスト情報受信機能（
タイプⅡに限ります。）の利用に係る請求を行った場合、ａｕ契約者は、その請求を行った日
を含む料金月の翌料金月について、この機能に係るパケット通信に関する料金の支払いを要
しません。
ただし、その請求を行った日を含む料金月の前料金月から起算し、前３料金月の間におい
て、マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡに限ります。）又は当社のニュースＥＸ利用規約
に定めるＥＺニュースＥＸ若しくはａｕ ｏｎｅ ニュースＥＸの提供を受けている場合は、
この限りでありません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
－ 附 ８０ －

４ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第８２号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２３年１１月９日から実施し
ます。
（ａｕサービスの種類の取扱いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のａｕサービスの適用を受け
ている契約者回線又は同欄のａｕサービスに係るａｕ契約の申込みについて当社から承諾を
受けている契約者回線について、平成２３年１２月１日において、同表の右欄のａｕサービスへ
のａｕサービスの種類の変更があったものとみなして取り扱います。
第２種ａｕデュアル（当社が別に定める移動無線 第５種ａｕデュアル
装置を利用しているものに限ります。）
第３種ａｕデュアル（当社が別に定める移動無線 第５種ａｕデュアル
装置を利用しているものに限ります。）
（基本使用料の料金種別の取扱いに関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の基本使用料の料金種別を選択して
いる第２種ａｕデュアル（当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。）
の契約者回線について、平成２３年１１月３０日までの間に、その契約者から次表の料金種別以外
への料金種別の変更の請求がないときは、平成２３年１２月１日において、プランＳＳシンプル
への料金種別の変更があったものとみなして取り扱います。
標準プラン、ちょっとコール、コミコミコールスーパー、コミコミコールジャンボ、コミ
コミコールＬ、コミコミコールＳ、デイタイムプランＫＯ、コミコミＯｎｅファースト、
コミコミＯｎｅビジネス、コミコミＯｎｅスタンダード、コミコミＯｎｅエコノミー、コ
ミコミＯｎｅライト、コミコミＯｎｅオフタイム、デイタイムプランＥＮ、コミコミデイ
タイム、サポートプラン
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
５ 削除
６ 削除
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第８３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年１１月１６日から実施します。
（３ＬＭセキュリティサービス利用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年２月２９日までの間、ａｕ契約者は、別記３（１６）の規定
にかかわらず、料金表第４表に規定する３ＬＭセキュリティサービス利用料の支払いを要し
ません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第８４号、第８５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年１１月２１日から実施します。
－ 附 ８１ －

（パケット通信利用の制限に関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年２月２９日までの間、料金表第１表第３（パケット通信
料）１（適用）（１６）の規定にかかわらず、その制限を行いません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第８６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２３年１１月２４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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第８８号、第８９号、第９０号、第９１号、第９２号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２３年１２月１日から実施し
ます。
（契約事務手数料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２３年１２月３１日までの間に、ａｕ契約（基本使用料の料金種
別がＰＨＯＴＯ－Ｕプラン又はｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプランのものに限ります。）の申込み
があり当社が承諾したときは、ａｕ契約者は、料金表第１表第６（手続きに関する料金）に
規定する契約事務手数料の支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩ次ビジ戦第２号の附則第３項中「平成２４年１月３１日までの間に」を「平成２４年９
月３０日までの間に」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第９３号、第９４号、第９５号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２を含みます。）は、平成２４年１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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第１００号、第１０１号、第１０２号、第１０３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１月１８日から実施します。
（ｗｅｂフィルタリングⅡに関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、ｗｅｂフィルタリングⅠの適用を受けている契約者回線につ
いて、この改正規定実施の日において、適用を受けているｗｅｂフィルタリングⅠの種類に
応じたｗｅｂフィルタリングⅡの適用に係る請求があったものとみなして取り扱います。
（基本使用料等の支払に関する経過措置）
３ 当社は、ａｕ契約者からの申出により、次表に定める基本使用料の減額適用を行います。
（１） 学生である ア 学生であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下この附
ことを条件と
則において「本減額適用Ⅰ」といいます。）とは、平成２４年１月１８日
する基本使用
から平成２４年５月３１日までの間（以下この附則において「申出対象
料の減額適用
期間」といいます。）に、ａｕ契約の申込み（他のａｕ契約を解除す
ると同時に行われたものを除きます。）と同時に申出があり、当社が
－ 附 ８２ －

承諾した場合、そのａｕサービスの契約者回線について、次表に定
める料金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定に
より支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係る
ものを除きます。以下この（１）欄において「控除対象額」といいま
す。）のうち、次表に定める控除額（控除対象額が控除額に満たない
場合は、控除対象額とします。）を控除する取扱いを行うことをいい
ます。
料金月

本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した日を含む料金
月（以下「適用承諾月」といいます。）の翌料金月か
ら起算し、３６料金月が経過するまでの各料金月であ
って、その契約者回線について、次欄に定める適用
条件のいずれも満たしている月。

適用条件

（ア） 障がい者等用の基本使用料の適用又は（４）の
２の適用を受けていること。
（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプ
ル、電話カケ放題プラン（ケータイ・データ付
）又は電話カケ放題プラン（ケータイ）を選択
していること。

控除額

税抜額 ９３４円

イ 本減額適用Ⅰは、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４種ａ
ｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに
限ります。）に限ります。）の契約者回線であって、その契約者（その
ａｕ契約について利用者登録が行われているときは、登録利用者と
します。）が学生であるものに限り、申し出ることができます。
ウ 当社は、イに規定する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） その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している
若しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契
約者名義（利用者登録が行われているときは、登録利用者の名
義とします。以下この附則第２項において同じとします。）が、
申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります
。）について、次表の区分１に定める申出を当社が承諾している
とき。
（イ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、
次表の区分２に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
区 分

１

申 出
本減額適用Ⅰの申出、（２）欄に定める本減額適用Ⅱ
の申出、ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２４６号の附則
又はＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項に定める
学生であることを条件とする基本使用料の減額適用
の申出若しくは学生の家族であることを条件とする
基本使用料の減額適用の申出。
特定事業者のＷＩＮ約款のＯＣＴ営発第１２０１１８号の
－ 附 ８３ －

２

附則第２項、ＯＣＴ営発第１１０１２８号の附則第２項又
はＯＣＴ営発第１００２０９号の附則第２項に定める学生
であることを条件とする基本使用料の減額適用の申
出若しくは学生の家族であることを条件とする基本
使用料の減額適用の申出。

エ 当社は、次に該当する場合には、アの表の料金月の欄に定める３６
料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅰを廃止します。
（ア） ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 削除
（カ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅰを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分

本減額適用Ⅰの適用

１ ２以外により本減額適用を その廃止日を含む料金月までの
廃止したとき。
基本使用料について、本減額適
用Ⅰの対象とします。
２ 定期ａｕ契約の更新日を含
む料金月にａｕ契約の解除（
ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約
款に定める定期ＬＴＥ契約に
限ります。）への契約移行に係
るものを除きます。）又はａｕ
サービスの利用の一時休止が
あったとき。

ａｕ契約の解除があった日又は
ａｕサービスの利用の一時休止
があった日を含む料金月の前料
金月までの基本使用料について
、本減額適用Ⅰの対象とします
。

カ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において
同表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条件を満
たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りしま
す。
キ 契約者は、本減額適用Ⅰの可否を判断するために、その契約者回
線に係る情報（本減額適用Ⅰの適用に必要な範囲に限ります。）を、
当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
ク 当社は、本減額適用Ⅰに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除
（ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります。）への契約移行に係るものに限ります。）があった場合
、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係るａｕ（ＬＴ
Ｅ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります
。）から次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は
、その料金額とします。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める期間が経過するまでの各料金月であって
次欄に定める適用条件のいずれも満たしている月。

－ 附 ８４ －

適用承諾月の翌料金月から起算して、契約移行
のあった日を含む料金月の前料金月までの月数
を、３６料金月から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定め
る定期ＬＴＥ契約であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約
款に定めるＬＴＥプランを選択していること。
税抜額 ９３４円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
について、ＬＴＥ約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
についてａｕ契約への契約移行があったときは、その契約移行があ
った日を含む料金月以降のそのａｕ契約について、適用承諾月から
継続してアに定める取扱いを受けているものとみなしてアからキの
規定を適用します。
（２） 学生の家族 ア 学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下
であることを
この附則において「本減額適用Ⅱ」といいます。）とは、申出対象期
条件とする基
間に、ａｕ契約の申込み（他のａｕ契約を解除すると同時に行われ
本使用料の減
たものを除きます。）と同時に申出があり、当社が承諾した場合、そ
額適用
のａｕサービスの契約者回線について、次表に定める料金月におい
て、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要す
ることとされる額（オプション機能使用料に係るものを除きます。
以下この（２）欄において「控除対象額」といいます。）のうち、次表
に定める控除額（控除対象額が控除額に満たない場合は、控除対象
額とします。）を控除する取扱いを行うことをいいます。
料金月

本減額適用Ⅰ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、１５料金月（アに定めるａ
ｕ契約の申込みにあたって、別記３（１１）に規定する
携帯電話番号ポータビリティを希望した場合は３６料
金月とします。）が経過するまでの各料金月であって
、その契約者回線について、次欄に定める適用条件
のいずれも満たしている月。

適用条件

（ア） 障がい者等用の基本使用料の適用又は（４）の
２の適用を受けていること。
（イ） 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプ
ル、電話カケ放題プラン（ケータイ・データ付
）又は電話カケ放題プラン（ケータイ）を選択
していること。

控除額

税抜額 ９３４円

イ 本減額適用Ⅱは、ａｕサービス（第３種ａｕデュアル、第４種ａ
ｕデュアル、第５種ａｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに
限ります。）に限ります。）の契約者回線であって、アに定めるａｕ契
約の申込と同時に、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）
－ 附 ８５ －

（６）に規定する割引の適用の申出（その契約者が指定する割引選択
回線群に、次表の区分１に定める申出を当社が承諾した契約者回線
（その減額適用を廃止又は終了していないものに限ります。）又は次
表の区分２に定める申出を特定事業者が承諾した他網契約者回線（
その減額適用を廃止又は終了していないものに限ります。）が含まれ
るものに限ります。）があったものに限り、申し出ることができます
。
区 分

１

２

申 出
本減額適用Ⅰの申出、ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第
２４６号の附則又はＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第
２項に定める学生であることを条件とする基本使用
料の減額適用の申出。
特定事業者のＷＩＮ約款のＯＣＴ営発第１２０１１８号の
附則第２項、ＯＣＴ営発第１１０１２８号の附則第２項又
はＯＣＴ営発第１００２０９号の附則第２項に定める学生
であることを条件とする基本使用料の減額適用の申
出。

ウ 当社は、イに規定する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） その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している
若しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契
約者名義が、申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のも
のに限ります。）について、（１）欄のウの表の区分１に定める申
出を当社が承諾しているとき。
（イ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、
（１）欄のウの表の区分２に定める申出を特定事業者が承諾して
いるとき。
エ 当社は、次に該当する場合には、アの表の料金月の欄に定める１５
料金月又は３６料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅱを廃止
します。
（ア） ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） 削除
（カ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅱを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分

本減額適用Ⅰの適用

１ ２以外により本減額適用を その廃止日を含む料金月までの
廃止したとき。
基本使用料について、本減額適
用Ⅰの対象とします。

－ 附 ８６ －

２ 定期ａｕ契約の更新日を含
む料金月にａｕ契約の解除（
ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約
款に定める定期ＬＴＥ契約に
限ります。）への契約移行に係
るものを除きます。）又はａｕ
サービスの利用の一時休止が
あったとき。

ａｕ契約の解除があった日又は
ａｕサービスの利用の一時休止
があった日を含む料金月の前料
金月までの基本使用料について
、本減額適用Ⅱの対象とします
。

カ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において
同表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条件を満
たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りしま
す。
キ 契約者は、本減額適用Ⅱの可否を判断するために、その契約者回
線に係る情報（本減額適用Ⅱの適用に必要な範囲に限ります。）を、
当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
ク 当社は、本減額適用Ⅱに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除
（ＬＴＥ契約（当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります。）への契約移行に係るものに限ります。）があった場合
、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係るａｕ（ＬＴ
Ｅ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります
。）から次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は
、その料金額とします。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める期間が経過するまでの各料金月であって
次欄に定める適用条件のいずれも満たしている月。
適用承諾月（（１）欄のアの表に定める適用承諾
月をいいます。以下この欄において同じとしま
す。）の翌料金月から起算して、契約移行のあっ
た日を含む料金月の前料金月までの月数を、１５
料金月（アに定めるａｕ契約の申込みにあたっ
て、別記３（１１）に規定する携帯電話番号ポータ
ビリティを希望した場合は３６料金月とします。）
から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定め
る定期ＬＴＥ契約であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約
款に定めるＬＴＥプランを選択していること。
税抜額 ９３４円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
について、ＬＴＥ約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線
についてａｕ契約への契約移行があったときは、その契約移行があ
った日を含む料金月以降のそのａｕ契約について、適用承諾月から
継続してアに定める取扱いを受けているものとみなしてアからキの
規定を適用します。
－ 附 ８７ －

４ この改正規定実施の日から平成２４年２月２９日までの間に、ａｕサービス（基本使用料の料
金種別がｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプランのものに限ります。）の提供を開始した場合（そのａ
ｕ契約の締結に際し、当社が別に定めるサービス取扱所において端末設備の購入を伴う場合
に限ります。）、当社は、そのａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して２４
料金月の間（以下この附則において「控除対象期間」といいます。）、そのａｕサービスの契
約者回線について、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することと
される額（オプション機能使用料に係るものを除きます。以下この附則において「控除対象
額」といいます。）のうち、１の料金月ごとに税抜額 ５００円（控除対象額が税抜額 ５００円に満
たない場合は、控除対象額とします。）を控除する取扱いを行います。
５ 前項の規定にかかわらず、控除対象期間内にａｕ契約の解除があったときは、その解除の
あった日を含む料金月以降、その控除の取扱いを行いません。
（料金等の支払に関する経過措置）
６ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１０４号）
この改正規定は、平成２４年１月２０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１０５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１月２７日から実施します。
（その他）
２ ＫＤＤＩＣ営企第２４５号、第２４６号の附則第２項中「ただし、ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附
則第２項又はこの附則第２項の適用を受ける契約者回線については、この限りでありません。
」を「ただし、ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項、この附則第２項又はＫＤＤＩ次ビジ
戦第９９号、第１００号、第１０１号、第１０２号、第１０３号の附則第３項の適用を受ける契約者回線に
ついては、この限りでありません。」に改めます。
３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第１００号、第１０１号、第１０２号、第１０３号の附則第３項（２）欄のア
の表の料金月の欄中「１５料金月」を「１５料金月（アに定めるａｕ契約の申込みにあたって、
別記３（１１）に規定する携帯電話番号ポータビリティを希望した場合は３６料金月とします。）に、
同（２）欄のエ中「１５料金月」を「１５料金月又は３６料金月」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１０５号）
この改正規定は、平成２４年２月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１１４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年２月９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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１１５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年２月１４日から実施します。
ただし、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係る契約事務手数料に関する改
正規定については、平成２４年３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。

－ 附 ８８ －

附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１１８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年２月１７日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年５月３１日までの間にａｕ契約の申込みがあり、そのａ
ｕサービスの提供を開始した契約者回線の契約者から申出があったときは、当社は、そのａ
ｕサービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して３６料金月の間（以下この附則にお
いて「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線に係る基本使用料等（この約款の規定
により支払いを要することとされるａｕ通信サービスの料金（基本使用料、オプション機能
使用料（着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番
号変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます。）、通話料（ａｕ国際通話及び国際Ｓ
ＭＳ送信に係るものを除きます。）及びパケット通信料に限ります。）、付随サービスに関する
料金等（料金安心サービスに関する料金、３ＬＭセキュリテ ィサービス利用料及びａｕス
マートサポート接続サービス利用料に限ります。）及び当社が別に定める料金をいいます。以
下この附則において同じとします。）について、１の料金月ごとに税抜額 ７４３円（基本使用料
等の額が税抜額 ７４３円に満たない場合は、基本使用料等の額とします。）を控除する取扱いを
行います。
ただし、その料金月の末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休
止（タイプⅡに限ります。）を行っているときは、この限りでありません。
３ 当社は、前項の申出があったときは、次の全てを満たす場合に限り、これを承諾します。
（１） その申出が、その契約者回線に係るａｕ契約の申込みと同時に行われたものであるこ
と。
（２） そのａｕ契約の申込みに際し、当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める
端末設備の購入を伴うこと。
（３） その契約者回線が、障がい者等用の基本使用料の適用を受けていること。
（４） 基本使用料の料金種別として、プランＥシンプルを選択していること。
（５） 平成２４年４月１日までに満１３歳に満たない契約者（そのａｕ契約について利用者登録
が行われているときは、登録利用者とします。）からの申出であること。
（６） そのａｕ契約の申込みと同時に、ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに限ります。）の請求があ
ること。
４ 第２項の規定にかかわらず、控除対象期間内にａｕ契約の解除、ａｕサービスの利用の一
時休止（タイプⅠに限ります。）、プランＥシンプル以外への料金種別の変更又は新たな端末
設備の購入があったときは、それらのあった日を含む料金月以降、第２項に定める控除の取
扱いを行いません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
５ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１１９号、第１２０号、第１２１号、第１２２号、第１２３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年３月１日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（２８）の適用の申出が平成２４年３月１日から
平成２４年３月３１日までの間にあり、当社がその承諾をした場合には、平成２４年４月１日から
その適用を開始します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩ次ビジ戦第７４号の附則第３項の表の（１）欄イの（エ）の次に、次のように加えます。
（オ） 第１表第１（基本使用料等）１（適用）（２８）の適用を受けたとき。
５ ＫＤＤＩ次ビジ戦第７４号の附則第３項の表の（１）欄ウの表の区分１中「イの（エ）の請求と
－ 附 ８９ －

同時に変更があったとき」を「イの（エ）の請求又はイの（オ）に係る適用と同時に変更があっ
たとき」に改め、同表の区分２中「ａｕサービスの一時休止、ａｕ契約の解除又はその契約
者回線に新たな端末設備を接続する請求があったとき。」を「ａｕサービスの一時休止、ａ
ｕ契約の解除若しくはその契約者回線に新たな端末設備を接続する請求があったとき又は料
金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（２８）の適用を受けたとき。」に、「一時休止日、
契約解除日又は新たな端末設備を接続する請求があった日を含む料金月の前料金月までの基
本使用料について、本減額適用Ⅰの対象とします。」を「一時休止日、契約解除日若しくは
新たな端末設備を接続する請求があった日又は料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用
）（２８）の適用を受けた日を含む料金月の前料金月までの基本使用料について、本減額適用Ⅰ
の対象とします。」にそれぞれ改めます。
６ ＫＤＤＩ次ビジ戦第７４号の附則第３項の表の（２）欄ウ及びエを、それぞれ次のように改め
ます。
ウ 当社は、次に該当する場合には、控除対象期間Ⅱ内であっても、本減額適用Ⅱを廃止し
ます。
（ア） 特定パケット通信定額制の適用を廃止したとき。
（イ） 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（２８）の適用を受けたとき。
エ ウの規定により、本減額適用Ⅱを廃止した場合における取扱いについては、次表のとお
りとします。
区

分

本減額適用Ⅱの適用

１ 特定パケット通信定額制の廃止があっ その廃止日を含む料金月までのパケット通
たとき（ウの（イ）の適用と同時に廃止が 信料について、本減額適用Ⅱの対象としま
あったときを除きます。）。
す。
２ 料金表第１表第１（基本使用料等）１ 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適
（適用）（２８）の適用を受けたとき。
用）（２８）の適用を受けた日を含む料金月の
前料金月までの基本使用料について、本減
額適用Ⅱの対象とします。
７ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２４６号の附則第２項中「着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、
番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます」
を「着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能、番号変換
文字メッセージ受信機能及びａｕスマートパス接続機能に係るものを除きます」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１２５号）
この改正規定は、平成２４年３月１５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１２６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年３月２１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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１２７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年３月２２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。

－ 附 ９０ －

附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１２８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年３月２４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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１２９号）
この改正規定は、平成２４年３月３０日の午前１０時から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１３３号、第１３４号、第１３５号、第１３６号、第１３７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年４月１日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ 平成２４年５月３１日までの間に、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（２５）に定め
る基本使用料の減額適用の申出があり当社が承諾した場合、この改正規定実施の日から平成
２７年５月３１日までの間、同（２５）のアの表を次表に読み替えて適用します。
１契約ごとに月額
その料金月の課金対象パケットの総情報量

料金額
税抜額

１０，４８５，７６０バイト（１０メガバイト）以下の場合
１０，４８５，７６０バイト（１０メガバイト）を超える場合

０円
４，２００円

３ 前項に定める取扱いは、この改正規定実施前に、料金表第１表第１（基本使用料等）１（
適用）（２５）に定める基本使用料の減額適用の申出があり当社が承諾した場合についても、同
様に適用します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１４６号、第１４７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年４月２日から実施します。
（留守番伝言機能に係るオプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年５月３１日までの間、ａｕ契約者は、この約款の規定に
かかわらず、留守番伝言機能（追加機能に限ります。）に係るオプション機能使用料の支払い
を要しません。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１４８号）
この改正規定は、平成２４年４月１０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１５０号）
この改正規定は、平成２４年４月１２日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１５１号）
この改正規定は、平成２４年４月１６日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１５２号）
－ 附 ９１ －

（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２４年４月１８日から実施し
ます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年５月３１日までの間、ａｕ契約者は、この約款の規定に
かかわらず、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料（海外Ｃメール利用（国際Ｃ
メールに係るものに限ります。）に係るものに限ります。）及び国際Ｃメール送信に係る通話料
の支払いを要しません。
３ 削除
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１５５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年４月２６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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１５６号、第１５７号、第１５８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年５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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１５９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年５月１４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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１６０号、第１６１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年５月２２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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１６３号、第１６４号、第１６５号、第１６６号、第１６７号、第１６８号、
第１６９号、第１７０号、第１７１号、第１７２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年６月１日から実施します。
（定期ａｕ契約の満了に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、定期ａｕ契約を締結している場合、その定期ａｕ契約に係る
満了日については、なお従前のとおりとします。
（オプション機能に関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のオプション機能を選択して
いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のオプション機能を選択し
たものとみなします。
マルチキャスト情報受信機能（タイプⅡ）

－ 附 ９２ －

マルチキャスト情報受信機能

（基本使用料の支払いに関する経過措置）
４ この改正規定実施の日から平成２７年５月３１日までの間に、料金表第１表第１（基本使用料
等）１（適用）（２５）に定める基本使用料の減額適用の申出があり当社が承諾した場合、この
改正規定実施の日から平成２７年５月３１日までの間、同（２５）のアの表を次表に読み替えて適用
します。
１契約ごとに月額
その料金月の課金対象パケットの総情報量

料金額
税抜額

１０，４８５，７６０バイト（１０メガバイト）以下の場合
１０，４８５，７６０バイト（１０メガバイト）を超える場合

０円
４，２００円

（料金等の支払いに関する経過措置）
５ この改正規定実施の日から平成２４年７月３１日までの間にａｕ契約の申込みがあり、そのａ
ｕサービスの提供を開始した契約者回線の契約者から申出があったときは、当社は、そのａ
ｕサービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して３６料金月の間（以下この附則にお
いて「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線に係る基本使用料等（この約款の規定
により支払いを要することとされるａｕ通信サービスの料金（基本使用料、オプション機能
使用料（着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番
号変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます。）、通話料（ａｕ国際通話及び国際Ｓ
ＭＳ送信に係るものを除きます。）及びパケット通信料に限ります。）、付随サービスに関する
料金等（料金安心サービスに関する料金、３ＬＭセキュリティサービス利用料及びａｕスマ
ートサポート接続サービス利用料に限ります。）及び当社が別に定める料金をいいます。以下
この附則において同じとします。）について、１の料金月ごとに税抜額 ７４３円（基本使用料等
の額が税抜額 ７４３円に満たない場合は、基本使用料等の額とします。）を控除する取扱いを行
います。
ただし、その料金月の末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休
止（タイプⅡに限ります。）を行っているときは、この限りでありません。
６ 当社は、前項の申出があったときは、次の全てを満たす場合に限り、これを承諾します。
（１） その申出が、その契約者回線に係るａｕ契約の申込みと同時に行われたものであるこ
と。
（２） そのａｕ契約の申込みに際し、当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める
端末設備の購入を伴うこと。
（３） その契約者回線が、障がい者等用の基本使用料の適用を受けていること。
（４） 基本使用料の料金種別として、プランＥシンプルを選択していること。
（５） 平成２４年４月１日までに満１３歳に満たない契約者（そのａｕ契約について利用者登録
が行われているときは、登録利用者とします。）からの申出であること。
（６） そのａｕ契約の申込みと同時に、ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに限ります。）の請求があ
ること。
７ 第５項の規定にかかわらず、控除対象期間内にａｕ契約の解除、ａｕサービスの利用の一
時休止（タイプⅠに限ります。）、プランＥシンプル以外への料金種別の変更又は新たな端末
設備の購入があったときは、それらのあった日を含む料金月以降、第５項に定める控除の取
扱いを行いません。
８ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１７３号）
この改正規定は、平成２４年６月４日の午後２時から実施します。

－ 附 ９３ －

附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１７４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年６月５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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１７５号）
この改正規定は、平成２４年６月１４日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１７６号、第１７７号、第１７８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年７月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、タイ王国における海外ローミング機能に関する改正規定につい
ては、平成２４年７月１日午前２時００分００秒（本邦の時刻とします。）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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１８２号）
この改正規定は、平成２４年７月２日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１８３号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年７月１６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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１８４号）
この改正規定は、平成２４年７月１７日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１８５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年７月１９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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１８６号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙１及び附則別紙２を含みます。）は、平成２４年７月２３日から実施し
ます。
（ａｕサービスの種類の廃止等に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結していた次表に定めるａｕサービス
に係る契約は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により提供するａｕサービス
に係る契約に移行するものとします。
ａｕ電話、第１種ａｕデュアル、第２種ａｕデュアル、第３種ａｕデュアル、第１種ａｕ
パケット、第３種ａｕパケット（カテゴリーⅠであって、当社が別に定める移動無線装置
を利用しているものを除きます。）

－ 附 ９４ －

３ この改正規定実施の際現に利用され、前項の規定により契約が移行したａｕサービスは、
この改正規定実施の日において、この約款第１４条（ａｕサービスの利用の一時休止）に規定
する一時休止があったものとみなして取り扱います。
４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結していた次表に定めるａｕサービス
に係る契約は、この改正規定実施の日において、契約の解除があったものとみなして取り扱
います。
第２種ａｕパケット（カテゴリーⅠに限ります。）、第３種ａｕパケット（カテゴリーⅠで
あって、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。）
５ 第２項及び前項の表に定めるａｕサービスに係る契約者回線の契約者は、この約款の規定
にかかわらず、この改正規定実施の日における、そのａｕサービスの利用の一時休止又はそ
の契約の解除に係る契約解除料、フルサポート解除料並びに番号登録手数料について、その
支払いを要しません。
６ この改定規定実施の際現に利用されていた第２項の表に定めるａｕサービスについては、
この約款第２４条（定期ａｕ契約の更新）第２項に定める取扱いを適用しません。
７ 第３項の場合において、当社は、平成２４年１０月２０日までの間にそのａｕサービスの再利用
の請求があったときは、一時休止前と同一の電話番号を付与するものとします。
（ａｕ通信サービスの種類に関する経過措置）
８ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、こ
の改正規定実施の日において、それぞれ同表右欄の適用を受けているものとみなします。
第５種ａｕデュアル

第１種ａｕデュアル

第４種ａｕデュアル

第２種ａｕデュアル

第３種ａｕパケット（カテゴリーⅡであって、当 第１種ａｕパケット
社が別に定める移動無線装置を利用しているもの
を除きます。）
第４種ａｕパケット

第２種ａｕパケット

第２種ａｕパケット（カテゴリーⅡに限ります。） 第１種ａｕモジュール
第３種ａｕパケット（カテゴリーⅡであって、当 第２種ａｕモジュール
社が別に定める移動無線装置を利用しているもの
に限ります。）
第５種ａｕパケット

第３種ａｕモジュール

（ａｕ通信サービスに係る契約に関する経過措置）
９ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の契約を締結している者は、
この改正規定実施の日において、それぞれ同表右欄の契約を締結しているのとみなします。
第４種定期ａｕ契約（第５種ａｕパケットに係る 第２種定期ａｕ契約
ものを除きます。）
第１種定期ａｕ契約（第２種ａｕパケット（カテ 第１種定期ａｕモジュール契約
ゴリーⅡに限ります。）又は第５種ａｕパケットに
係るものに限ります。）
第４種定期ａｕ契約（第５種ａｕパケットに係る 第２種定期ａｕモジュール契約
－ 附 ９５ －

ものに限ります。）
（オプション機能に関する経過措置）
１０ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のオプション機能を選択して
いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表右欄のオプション機能を選択した
ものとみなします。
ＥＺｗｅｂ機能（タイプⅡに係るもの）

ＥＺｗｅｂ機能

（携帯電話番号ポータビリティに関する経過措置）
１１ 別記３（１１）の規定により発行された携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要とな
る番号（ａｕ電話又はａｕデュアルに係るａｕ契約の解除に関して発行された番号であって
同（１１）のオの規定により無効となっていないものに限ります。）は、同（１１）のオの規定にかか
わらず、この改正規定実施の日において無効となります。
（料金等の支払いに関する経過措置）
１２ 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。
（その他）
１３ ＫＤＤＩ移企第 １５２号の附則第５項について、「削除」に改めます。
１４ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のアの表中、ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２
４６号の附則第２項（１）欄のアの表中及びＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第 １００号、第 １０１号、第
１０２号、第 １０３号の附則第３項（１）欄のアの表中、適用条件の欄について、「（４）の４」を
それぞれ「（４）の２」に改めます。
１５ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のエの（オ）及び（２）欄のエの（オ）、ＫＤＤＩ
Ｃ営企第 ２４５号、第 ２４６号の附則第２項（１）欄のエの（オ）及び（２）欄のエの（オ）並びにＫＤ
ＤＩ次ビジ戦第９９号、第 １００号、第 １０１号、第 １０２号、第 １０３号の附則第３項（１）欄のエの
（オ）及び（２）欄のエの（オ）のについて、それぞれ「削除」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１９２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年７月２７日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）（１）の２に規定
するａｕ契約者からの新たな請求に基づくＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります）の提供の
終了に関する改正規定については、平成２４年７月２８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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１９３号、第１９４号、第１９５号、第１９６号、第１９７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年８月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、ニュージーランドにおける海外ローミング機能に関する改正規
定については、平成２４年８月１日午前０時００分００秒（現地の時刻とします。）から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年１１月３０日までの間ａｕ契約の申込みがあり、そのａｕ
サービスの提供を開始した契約者回線の契約者から申出があったときは、当社は、そのａｕ
サービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して１３料金月の間（以下この附則におい
て「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線に係る基本使用料等（この約款の規定に
より支払いを要することとされるａｕ通信サービスの料金（基本使用料、オプション機能使
用料（着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号
変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます。）、通話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭ
Ｓ送信に係るものを除きます。）及びパケット通信料に限ります。）、付随サービスに関する料
－ 附 ９６ －

金等（料金安心サービスに関する料金、３ＬＭセキュリティサービス利用料及びａｕスマー
トサポート接続サービス利用料に限ります。）及び当社が別に定める料金をいいます。以下こ
の附則において同じとします。）について、１の料金月ごとに税抜額 ７４３円（基本使用料等の
額が税抜額 ７４３円に満たない場合は、基本使用料等の額とします。）を控除する取扱いを行い
ます。
ただし、その料金月の末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休
止（タイプⅡに限ります。）を行っているときは、この限りでありません。
３ 当社は、前項の申出があったときは、次の全てを満たす場合に限り、これを承諾します。
（１） その申出が、その契約者回線に係るａｕ契約の申込みと同時に行われたものであるこ
と。
（２） そのａｕ契約の申込みに際し、当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める
端末設備の購入を伴うこと。
（３） その契約者回線が、障がい者等用の基本使用料の適用又は（４）の２の適用を受けてい
ること。
（４） 基本使用料の料金種別として、プランＥシンプルを選択していること。
（５） 平成２５年４月１日までに満１３歳に満たない契約者（そのａｕ契約について利用者登録
が行われているときは、登録利用者とします。）からの申出であること。
（６） そのａｕ契約の申込みと同時に、ＥＺｗｅｂ機能の請求があること。
４ 第２項の規定にかかわらず、控除対象期間内にａｕ契約の解除、ａｕサービスの利用の一
時休止（タイプⅠに限ります。）、プランＥシンプル以外への料金種別の変更又は新たな端末
設備の購入があったときは、それらのあった日を含む料金月以降、第２項に定める控除の取
扱いを行いません。
５ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１９８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年８月７日から実施します。
ただし、この改正規定実施の日から平成２４年９月３日までの間に、料金表第１表（基本使
用料等）１（適用）（２４）に定める基本使用料等の割引の適用の申出（この改正規定に係るも
のに限ります。）があったときは、平成２４年９月４日において、その申出があったものとみな
して取り扱います。
２ 前項の規定にかかわらず、料金表第１表（基本使用料等）１（適用）（２５）に定める基本使
用料の減額適用の申出（この改正規定に係るものに限ります。）については、平成２４年９月４
日から行うことができます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第１９９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年８月１０日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年１１月３０日までの間ａｕ契約の申込みがあり、そのａｕ
サービスの提供を開始した契約者回線の契約者から申出があったときは、当社は、そのａｕ
サービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して１３料金月の間（以下この附則におい
て「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線に係る基本使用料等（この約款の規定に
より支払いを要することとされるａｕ通信サービスの料金（基本使用料、オプション機能使
用料（着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号
変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます。）、通話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭ
Ｓ送信に係るものを除きます。）及びパケット通信料に限ります。）、付随サービスに関する料
金等（料金安心サービスに関する料金、３ＬＭセキュリティサービス利用料及びａｕスマー
－ 附 ９７ －

トサポート接続サービス利用料に限ります。）及び当社が別に定める料金をいいます。以下こ
の附則において同じとします。）について、１の料金月ごとに税抜額 ７４３円（基本使用料等の
額が税抜額 ７４３円に満たない場合は、基本使用料等の額とします。）を控除する取扱いを行い
ます。
ただし、その料金月の末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休
止（タイプⅡに限ります。）を行っているときは、この限りでありません。
３ 当社は、前項の申出があったときは、次の全てを満たす場合に限り、これを承諾します。
（１） その申出が、その契約者回線に係るａｕ契約の申込みと同時に行われたものであるこ
と。
（２） そのａｕ契約の申込みに際し、当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める
端末設備の購入を伴うこと。
（３） 基本使用料の料金種別として、プランＺシンプルを選択していること。
（４） その契約者回線が、障がい者等用の基本使用料の適用又は（４）の２の適用を受けてい
ること。
（５） そのａｕ契約の申込みと同時に、料金表第１表第３（パケット通信料）１（適用）（
８）又は（８）の２の適用の申込みがあること。
（６） そのａｕ契約の申込みと同時に、ＥＺｗｅｂ機能の請求があること。
（７） そのａｕ契約の申込みと同時に、当社の「安心ケータイサポートプラス」規定に定め
る安心ケータイサポートプラスへの入会の申込があること。
４ 当社は、第２項に定める控除の取扱いを受けている契約者回線について、控除対象期間内
に次のいずれかに該当することとなった場合には、第２項の規定にかかわらず、その事由が
生じた日を含む料金月以降、その控除の取扱いを行いません。
（１） ａｕ契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止（タイプⅠに限ります。）があったとき。
（３） 新たな端末設備の購入があったとき。
（４） プランＺシンプル以外への料金種別の変更があったとき。
（５） 料金表第１表第３（パケット通信料）１（適用）（８）又は（８）の２の適用の廃止があ
ったとき。
５ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２００号）
この改正規定は、平成２４年８月１４日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２０３号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年９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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２０５号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年９月４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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２０７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年９月７日から実施します。
ただし、第２項に定める控除の取扱いについては、平成２４年９月８日から実施します。
－ 附 ９８ －

（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２４年１１月３０日までの間にａｕ契約の申込みがあり、そのａ
ｕサービスの提供を開始した契約者回線の契約者から申出があったときは、当社は、そのａ
ｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して２４料金月の間（以下こ
の附則において「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線に係る基本使用料等（この
約款の規定により支払いを要することとされるａｕ通信サービスの料金（基本使用料、オプ
ション機能使用料（着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送
機能及び番号変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます。）、通話料（ａｕ国際通話
及び国際ＳＭＳ送信に係るものを除きます。）、付随サービスに関する料金等（料金安心サー
ビスに関する料金、３ＬＭセキュリティサービス利用料及びａｕスマートサポート接続サー
ビス利用料に限ります。）及びパケット通信料に限ります。）及び当社が別に定める料金をいい
ます。以下この附則において同じとします。）について、１の料金月ごとに税抜額 ９３４円（基
本使用料等の額がその額に満たない場合は、基本使用料等の額とします。）を控除する取扱い
を行います。
ただし、その料金月の末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休
止（タイプⅡに限ります。）を行っているときは、この限りでありません。
３ 当社は、前項の申出があったときは、次の全てを満たす場合に限り、これを承諾します。
（１） その申出が、その契約者回線に係るａｕ契約の申込みと同時に行われたものであるこ
と。
（２） そのａｕ契約の申込みに際し、別記３（１１）に規定する携帯電話番号ポータビリティを
希望する旨の申出があること。
（３） そのａｕ契約の申込みに際し、当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める
特定携帯情報端末の購入を伴うこと。
（４） その契約者回線が、障がい者等用の基本使用料の適用又は（４）の２の適用を受けてい
ること。
（５） そのａｕ契約の申込みと同時に、料金表第１表第３（パケット通信料）１（適用）（
８）の２の適用の申込みがあること又は基本使用料の料金種別としてプランＦ（ＩＳ）
シンプルを選択していること。
４ 当社は、第２項に定める控除の取扱いを受けている契約者回線について、控除対象期間内
に次のいずれかに該当することとなった場合には、第２項の規定にかかわらず、その事由が
生じた日を含む料金月以降、その控除の取扱いを行いません。
（１） ａｕ契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止（タイプⅠに限ります。）があったとき。
（３） 新たな端末設備の購入があったとき。
（４） 料金表第１表第３（パケット通信料）１（適用）（８）の２の適用を受けていること又
は料金種別がプランＦ（ＩＳ）シンプル若しくは電話カケ放題プラン（ケータイ・デー
タ付）であることのいずれにも該当しなくなったとき。
５ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２０７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年９月１３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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２１０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年９月２１日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成２５年５月３１日までの間に、留守番伝言機能（追加機能に限
－ 附 ９９ －

ります。以下この附則において同じとします。）の提供の請求があり当社が承諾した場合、当
社は、留守番伝言機能の加入を条件とする特定オプション機能使用料の減額適用（留守番伝
言機能の提供を開始した日を含む料金月から起算して６料金月の間（以下この項から第６項
において「控除対象期間」といいます。）、この約款の規定にかかわらず、料金表第１表第１
（基本使用料等）１（適用）（３０）に定める特定オプション機能に係るオプション機能使用料
の支払いを免除する取扱いをいいます。以下この項から第６項において「本取扱い」といい
ます。）を行います。
ただし、その契約者回線について、この約款若しくは当社のＬＴＥ約款の附則又は特定事
業者のＷＩＮ約款若しくはＬＴＥ約款の附則に定める留守番伝言機能の加入を条件とする特
定オプション機能使用料の減免適用を受けたことがある場合は、この限りでありません。
３ 前項の規定によるほか、この改正規定実施の際現に、留守番伝言機能の提供を受けている
契約者回線について、この改正規定実施の日から平成２４年１１月３０日までの間、特定オプショ
ン機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。
４ 前２項の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成２４年１１月３０日までの間は、そ
の料金月において、特定オプション機能の全ての提供を受けている場合に限り、前２項の取
扱いを行います。
５ 当社は、その契約者回線について、以下のいずれかに該当する場合には、控除対象期間内
であっても、本取扱いを廃止します。
（１） ａｕ契約の解除があったとき（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものであって、当社が
別に定める場合に該当するときを除きます。）。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（３） 留守番伝言機能の廃止があったとき。
６ 前項の規定により、本取扱いを廃止した場合における本取扱いについては、次表のとおり
とします。
区分

本取扱いの適用

１ 平成２４年１１月３０日以前に前項の各号に該当 その事由が生じた日を含む料金月までの
することとなったとき（その事由が生じた日 オプション機能使用料について、本取扱
を含む料金月について、第４項に規定する条 いの対象とします。
件を満たす場合に限ります。）。
２ 平成２４年１１月３０日以前に前項の各号に該当 その事由が生じた日を含む料金月の前料
することとなったとき（その事由が生じた日 金月までのオプション機能使用料につい
を含む料金月について、第４項に規定する条 て、本取扱いの対象とします。
件を満たす場合を除きます。）。
３ 平成２４年１２月１日以降に前項の各号に該当 その事由が生じた日の前日までのオプシ
することとなったとき。
ョン機能使用料について、本取扱いの対
象とします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
（その他）
８ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のアの表中、ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２
４６号の附則第２項（１）欄のアの表中及びＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第 １００号、第 １０１号、第
１０２号、第 １０３号の附則第３項（１）欄のアの表中、料金月の欄について、それぞれ次のよう
に改めます。
料金月

本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した日を含む料金月（以下この欄に
おいて「適用承諾月」といいます。）の翌料金月から起算し、３６料金月
－ 附 １００ －

が経過するまでの各料金月であって、その契約者回線について、次欄
に定める適用条件のいずれも満たしている月。
９ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項中、ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２４６号の附則第２
項中及びＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第 １００号、第 １０１号、第 １０２号、第 １０３号の附則第３項
中、「ａｕ通信サービス契約約款」をそれぞれ「ＷＩＮ約款」に改めます。
１０ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のキ及びＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２４６号
の附則第２項（１）欄のキの次に、次のように加えます。
ク 当社は、本減額適用Ⅰに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約（当
社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るものに限ります。）への契約移行に係る
ものに限ります。）があった場合、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係
るａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります。）か
ら次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は、その料金額とします
。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次表に定める期間が
経過するまでの各料金月であって次欄に定める適用条件のいずれも満
たしている月。
適用承諾月の翌料金月から起算して、契約移行のあった日を含む
料金月の前料金月までの月数を、３６料金月から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定める定期ＬＴＥ契約
であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥ
プランを選択していること。
税抜額 ４６７円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線について、ＬＴＥ
約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線についてａｕ契約
への契約移行があったときは、その契約移行があった日を含む料金月以降のそのａｕ
契約について、適用承諾月から継続してアに定める取扱いを受けているものとみなし
てアからキの規定を適用します。
１１ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（２）欄のキ及びＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２４６号
の附則第２項（２）欄のキの次に、次のように加えます。
ク 当社は、本減額適用Ⅱに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約（当
社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るものに限ります。）への契約移行に係る
ものに限ります。）があった場合、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係
るａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります。）か
ら次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は、その料金額とします
。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次表に定める期間が
経過するまでの各料金月であって次欄に定める適用条件のいずれも満
たしている月。
適用承諾月（（１）欄のアの表に定める適用承諾月をいいます。以
下この欄において同じとします。）の翌料金月から起算して、契約
移行のあった日を含む料金月の前料金月までの月数を、３６料金月
－ 附 １０１ －

から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定める定期ＬＴＥ契約
であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥ
プランを選択していること。
税抜額 ４６７円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線について、ＬＴＥ
約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線についてａｕ契約
への契約移行があったときは、その契約移行があった日を含む料金月以降のそのａｕ
契約について、適用承諾月から継続してアに定める取扱いを受けているものとみなし
てアからキの規定を適用します。
１２ ＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第 １００号、第 １０１号、第 １０２号、第 １０３号の附則第３項（１）欄
のキの次に、次のように加えます。
ク 当社は、本減額適用Ⅰに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約（当
社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るものに限ります。）への契約移行に係る
ものに限ります。）があった場合、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係
るａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります。）か
ら次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は、その料金額とします
。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次表に定める期間が
経過するまでの各料金月であって次欄に定める適用条件のいずれも満
たしている月。
適用承諾月の翌料金月から起算して、契約移行のあった日を含む
料金月の前料金月までの月数を、３６料金月から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定める定期ＬＴＥ契約
であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥ
プランを選択していること。
税抜額 ９３４円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線について、ＬＴＥ
約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線についてａｕ契約
への契約移行があったときは、その契約移行があった日を含む料金月以降のそのａｕ
契約について、適用承諾月から継続してアに定める取扱いを受けているものとみなし
てアからキの規定を適用します。
１３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第 １００号、第 １０１号、第 １０２号、第 １０３号の附則第３項（２）欄
のキの次に、次のように加えます。
ク 当社は、本減額適用Ⅱに係る申出の承諾を受けたａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約（当
社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るものに限ります。）への契約移行に係る
ものに限ります。）があった場合、次表に定める料金月において、そのＬＴＥ契約に係
るａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金額（控除対象額に相当するものに限ります。）か
－ 附 １０２ －

ら次表に定める控除額（その料金額が控除額に満たない場合は、その料金額とします
。）を控除する取扱いを行います。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次表に定める期間が
経過するまでの各料金月であって次欄に定める適用条件のいずれも満
たしている月。
適用承諾月（（１）欄のアの表に定める適用承諾月をいいます。以
下この欄において同じとします。）の翌料金月から起算して、契約
移行のあった日を含む料金月の前料金月までの月数を、１５料金月
（アに定めるａｕ契約の申込みにあたって、別記３（１１）に規定す
る携帯電話番号ポータビリティを希望した場合は３６料金月としま
す。）から除いた期間

適用条件

控除額

（ア） そのＬＴＥ契約が、当社のＬＴＥ約款に定める定期ＬＴＥ契約
であること。
（イ） 基本使用料の料金種別として当社のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥ
プランを選択していること。
税抜額 ９３４円

ケ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線について、ＬＴＥ
約款に定める他、エからキの規定を準用します。
コ 当社は、クに定める取扱いの適用を受けているＬＴＥ契約者回線についてａｕ契約
への契約移行があったときは、その契約移行があった日を含む料金月以降のそのａｕ
契約について、適用承諾月から継続してアに定める取扱いを受けているものとみなし
てアからキの規定を適用します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２１６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年９月２６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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２２０号、第２２２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１０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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２２４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１０月１０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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２２８号）
（実施時期）
－ 附 １０３ －

１ この改正規定は、平成２４年１０月２５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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２３０号、第２３２号、第２３８号、第２３９号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１１月１日から実施します。
２ 削除
３ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２４１号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年１１月２日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ 当社は、この改正規定実施の日から平成２４年１２月３１日までの間（以下この附則において「
購入対象期間といいます。）に、ａｕ契約者（ａｕ契約を締結しようとする者であって、その
ａｕ契約の申込みにあたって、別記３（１１）に規定する携帯電話番号ポータビリティを希望す
るものを除きます。）が、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める端末設
備を購入した場合（基本使用料の料金種別として、プランＺシンプルを選択している又は端
末設備の購入と同時に選択するときに限ります。）、その購入のあった日を含む料金月（以下
この附則において「購入月」といいます。）の翌料金月から起算し１２料金月の間（以下この附
則において「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線について、料金表第１表第１（
基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係る
ものを除きます。以下「控除対象額」といいます。）のうち、次表に定める控除額（基本使用
料を日割りした場合は、その日数に応じて次表に定める控除額を日割りした額とします。）を
控除する取扱い（以下この附則において「本減額適用」といいます。）を行います。
ただし、次のいずれかに該当する料金月についてはこの限りでありません。
（１） この約款の附則又は当社のＬＴＥ約款の附則に定める基本使用料の減額適用（当社
が別に定めるものに限ります。）を受ける料金月。
（２） その末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休止（タイプ
Ⅱに限ります。）を行っている料金月。
控除額

税抜額 ４６７円

３ 当社は、本減額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場合には、
控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
（１） 契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（３） ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（４） プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
（５） 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおり
とします。
区分

本取扱いの適用

１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用料
き。
について、本減額適用の対象とします。
－ 附 １０４ －

２ 新たな端末設備の購入があったとき（ 新たな端末設備の購入があった日を含む料金
前項の第３号又は第４号を伴う場合を除 月の末日までの基本使用料について、本減額
きます。）。
適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合又は第３項の規定により本減額適用を廃止
した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料
の料金種別ごとに第２項に規定する控除額の日割りを行います。
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、第２項の規定により本減額適
用を開始した場合は、その料金月におけるプランＺシンプルの基本使用
料の適用開始日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第３項の規定により本減額適
用を廃止した場合は、廃止日）

（料金等の支払いに関する経過措置）
６ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２４４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１１月１３日から実施します。
（ａｕサービスの利用の一時休止に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりａｕサービスの利用の一時休止を行って
いる契約者回線については、この改正規定実施の日において、ａｕサービスの利用の一時休
止（タイプⅠ）を行っているものとみなします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １１８号の附則第２項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １６３号、第 １６４号、第 １６５
号、第 １６６号、第 １６７号、第 １６８号、第 １６９号、第 １７０号、第 １７１号、第 １７２号の附則第５
項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １９３号、第 １９４号、第 １９５号、第 １９６号、第 １９７号の附則第２項、
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １９９号の附則第２項及びＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２０７号の附則第２項の後に
それぞれ次のように加えます。
ただし、その料金月の末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休
止（タイプⅡに限ります。）を行っているときは、この限りでありません。
５ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １１８号の附則第４項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １６３号、第 １６４号、第 １６５
号、第 １６６号、第 １６７号、第 １６８号、第 １６９号、第 １７０号、第 １７１号、第 １７２号の附則第７
項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １９３号、第 １９４号、第 １９５号、第 １９６号、第 １９７号の附則第４項、
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １９９号の附則第４項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２０７号の附則第４項及びＫＤ
ＤＩ次ビジ戦第 ２４１号の附則第３項における「ａｕサービスの利用の一時休止」を「ａｕサ
ービスの利用の一時休止（タイプⅠに限ります。）」にそれぞれ改めます。
６ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２４１号の附則第２項のただし書きを次のように改めます。
ただし、次のいずれかに該当する料金月についてはこの限りでありません。
（１） ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項、ＫＤＤＩＣ営企第 ２４５号、第 ２４６号の附則
第２項又はＫＤＤＩ次ビジ戦第９９号、第 １００号、第 １０１号、第 １０２号、第 １０３号の附
則第３項の適用を受ける料金月。
（２） その末日において、その契約者回線に係るａｕサービスの利用の一時休止（タイプ
－ 附 １０５ －

Ⅱに限ります。）を行っている料金月。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２４６号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１１月１５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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２４８号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年１１月２２日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ 平成２４年１１月１５日から平成２５年１月１５日までの間（以下この附則において「控除対象期間
」といいます。）に、ａｕサービスの契約者回線（次の各号に該当しないものに限ります。）か
ら国際ＳＭＳ送信（海外ローミング機能を利用して行われたもの及び特定事業者が提供する
ローミングに係るものを含みます。以下この附則において同じとします。）が行われた場合、
当社は、その国際ＳＭＳ送信が行われた日を含む料金月以降において、その契約者回線につ
いてこの約款の規定により支払いを要することとされるａｕ（ＷＩＮ）通信サービスの料金
のうち、国際ＳＭＳ送信に関する料金（国際ＳＭＳ送信に係る通話料及び海外ローミング機
能に係るオプション機能使用料（海外ＳＭＳ利用（国際ＳＭＳに係るものに限ります。）に係
るものに限ります。）をいい、特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。）に相
当する額（控除対象期間に行われた国際ＳＭＳ送信の回数が３回を超える場合は、 ３００円を
上限とします。）を控除する取扱い（以下この附則において「本取扱い」といいます。）を行い
ます。
ただし、平成２４年１２月３１日までに、その契約者回線に係るａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約へ
の契約移行を除きます。）があった場合は、この限りでありません。
（１） その契約者名義が法人であるもの。
（２） 平成２４年６月１日から平成２４年１１月１４日までの間に、その契約者回線から国際ＳＭＳ
送信が行われたもの。
３ 控除対象期間内にＬＴＥ契約からの契約移行があった場合、契約移行前のＬＴＥ契約者回
線から行われた国際ＳＭＳ送信を契約者回線から行われたものとして取り扱います。
４ 控除対象期間内にＬＴＥ契約への契約移行があった場合、契約移行前の契約者回線から行
われた国際ＳＭＳ送信に関する本取扱いについては、当社のＬＴＥ約款の規定（この附則に
相当するものをいいます。）に定めるところによります。
５ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２５０号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１１月２８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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２５２号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年１１月３０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。
（その他）
－ 附 １０６ －

３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２４１号の附則第３項を、次のように改めます。
３ 当社は、本減額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場合に
は控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
（１） 契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（３） ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（４） プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
（５） 新たな端末設備の購入があったとき。
４ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２４１号の附則第４項を第６項に改め、第３項の次に、次のように加え
ます。
４ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとお
りとします。
区分

本取扱いの適用

１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用
き。
料について、本減額適用の対象とします。
２ 新たな端末設備の購入があったとき（ 新たな端末設備の購入があった日を含む料
前項の第３号又は第４号を伴う場合を除 金月の末日までの基本使用料について、本
きます。）。
減額適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合又は第３項の規定により本減額適用を廃
止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使
用料の料金種別ごとに第２項に規定する控除額の日割りを行います。
区 分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、第２項の規定により本減額
適用を開始した場合は、その料金月におけるプランＺシンプルの基本
使用料の適用開始日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第３項の規定により本減額
適用を廃止した場合は、廃止日）

附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２５６号、第２５８号、第２６０号、第２６６号、第２６７号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２４年１２月１日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改定規定実施の日から平成２５年２月１８日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった場合
（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たすときに限ります。）、そのａｕサ
ービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して１３料金月の間（以下この附則第６項ま
でにおいて「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線について、料金表第１表第１（
基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係る
ものを除き、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定のＬ
ＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用を受ける場合は、それぞれ
適用する前の額とします。）のうち、次表に定める控除額（第５項の規定により控除額を日割
りした場合はその額とします。）を控除する取扱い（以下この附則第６項までにおいて「本減
額適用」といいます。）を行います。
適用条件

（１） 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の
－ 附 １０７ －

購入を伴うこと。
（２） 基本使用料の料金種別としてプランＥシンプルを選択すること。
（３） 平成２５年４月１日までに満１３歳に満たない契約者（そのａｕ契約
について利用者登録が行われているときは、登録利用者とします。）
からの申出であること。
控除額

税抜額 ７４３円

３ 当社は、本減額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場合には、
控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
（１） ａｕ契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（３） ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（４） プランＥシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
（５） 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により本減額適用を廃止する場合、その事由が生じた日の前日までの基本使用
料について、本減額適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合又は前項の規定により本減額適用を廃止し
た場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料の
料金種別ごとに第２項に規定する控除額の日割りを行います。
区分

起算日

適用開始日

その料金月の初日（その料金月において、第２項の規定により本減額適
用を開始した場合は、開始日）

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第３項の規定により本減額適
用を廃止した場合は、廃止日）

６ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げま
す。
７ この改定規定実施の日から平成２４年１２月３１日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった場合
（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たすときに限ります。）、そのａｕサ
ービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して２４料金月の間（以下この附
則において「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線について、料金表第１表第１（
基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係る
ものを除き、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用、特定のＬＴ
Ｅシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サービスに係る契約
を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合は、それぞれ適用する前の額と
します。）のうち、次表に定める控除額（第１０項の規定により控除額を日割りした場合はその
額とします。）を控除する取扱い（以下この附則において「本減額適用」といいます。）を行い
ます。
適用条件

控除額

（１） 別記３（１１）に定める携帯電話番号ポータビリティを希望する旨の
申出があること。
（２） 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の
購入を伴うこと。
（３） 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプルを選択すること。
（１） （２）以外の場合

税抜額

（２） そのａｕサービスの提供を開

税抜額 １，８６８円

－ 附 １０８ －

９３４円

始した日を含む料金月の末日に
おいて、契約者を単位とする金
額指定割引の適用を受けている
場合
８ 当社は、本減額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場合には
控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
（１） ａｕ契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（３） ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（４） プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
（５） 新たな端末設備の購入があったとき。
９ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおり
とします。
区分

本減額適用の適用

１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用料
き。
について、本減額適用の対象とします。
２ 新たな端末設備の購入があったとき（ 新たな端末設備の購入があった日を含む料金
前項の第３号又は第４号を伴う場合を除 月の末日までの基本使用料について、本減額
きます。）。
適用の対象とします。
１０ 第７項の規定により本減額適用を開始した場合又は前項の規定により本減額適用を廃止し
た場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料の
料金種別ごとに第７項に規定する控除額の日割りを行います。
区分

起算日

適用開始日

その料金月の初日

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第８項の規定により本減額適
用を廃止した場合は、廃止日）

１１ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げま
す。
（料金等の支払いに関する経過措置）
１２ 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。
（その他）
１３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 １９３号、第 １９４号、第 １９５号、第 １９６号、第 １９７号の附則第２項中「
この改正規定実施の日以降に」を「この改正規定実施の日から平成２４年１１月３０日までの間に
」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２６８号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年１２月６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。

－ 附 １０９ －

附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２７０号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成２４年１２月１５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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２７３号、第２８０号、第２８２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２５年１月１日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改定規定実施の日から平成２５年１月２１日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった場合
（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たすときに限ります。）、そのａｕサ
ービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して２４料金月の間（以下この附
則第６項までにおいて「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線について、料金表第
１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプション機能使
用料に係るものを除き、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用、
特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サービス
に係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合は、それぞれ適用す
る前の額とします。）のうち、次表に定める控除額（第５項の規定により控除額を日割りした
場合はその額とします。）を控除する取扱い（以下この附則第６項までにおいて「本減額適用
」といいます。）を行います。
（１） 適用条件
ア 別記３（１１）に定める携帯電話番号ポータビリティを希望する旨の申出があること。
イ 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の購入を伴うこと。
ウ 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプルを選択すること。
（２） 控除額
１契約ごとに月額
区分

控除額

ア イ以外の場合

税抜額

９３４円

イ そのａｕサービスの提供を開始した日
を含む料金月の末日において、契約者を
単位とする金額指定割引の適用を受けて
いる場合

税抜額 １，８６８円

３ 当社は、本減額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場合には、
控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
（１） ａｕ契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（３） ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（４） プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
（５） 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおり
とします。
区分

本減額適用の適用

－ 附 １１０ －

１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用料
き。
について、本減額適用の対象とします。
２ 新たな端末設備の購入があったとき（ 新たな端末設備の購入があった日を含む料金
前項の第３号又は第４号を伴う場合を除 月の末日までの基本使用料について、本減額
きます。）。
適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合又は第３項の規定により本減額適用を廃止
した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料
の料金種別ごとに第２項に規定する控除額の日割りを行います。
区分

起算日

適用開始日

その料金月の初日

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第３項の規定により本減額適
用を廃止した場合は、廃止日）

６ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げま
す。
（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２８９、２９１号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２５年１月２２日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ 当社は、ａｕ契約者からの申出により、次表に定める基本使用料の減額適用を行います。
（１） 学生である ア 学生であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下この附
ことを条件と
則第２項において「本減額適用Ⅰ」といいます。）とは、平成２５年１
する基本使用
月２２日から平成２５年５月３１日までの間（以下この附則第２項におい
料の減額適用
て「申出対象期間」といいます。）に、ａｕ契約の申込み（契約変更
及びＬＴＥ契約からの契約移行に係るものを除きます。）と同時に申
出があり、当社が承諾した場合、そのａｕサービスの契約者回線に
ついて、次表に定める料金月において、料金表第１表第１（基本使
用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプション
機能使用料に係るものを除きます。以下この（１）欄において「控除
対象額」といいます。）のうち、次表に定める控除額（控除対象額が
控除額に満たない場合は、控除対象額とします。）を控除する取扱い
を行うことをいいます。
料金月

本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した日を含む料金
月の翌料金月（以下この附則第２項において「適用
開始月Ⅰ」といいます。）から起算して３６料金月が経
過するまでの各料金月であって、その契約者回線に
ついて、次欄に定める適用条件を全て満たしている
月。

適用条件

（ア） 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用
）（５）の２に規定する障がい者等に係る基本使
－ 附 １１１ －

用料の割引の適用又は第２種定期ａｕ契約に係
る基本使用料の適用を受けていること。
（イ） 基本使用料の料金種別がプランＺシンプル、
電話カケ放題プラン（ケータイ・データ付）又
は電話カケ放題プラン（ケータイ）であること
。
控除額

税抜額 ９３４円

イ 本減額適用Ⅰは、ａｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに
限ります。）の契約者回線であって、その契約者（そのａｕ契約につ
いて利用者登録が行われているときは、登録利用者とします。）が学
生（次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者
（単位制高等学校教育規程第９条に規定する科目履修生、通信によ
る教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その他の当社が別に定め
る基準に適合しない者を除きます。）をいいます。以下同じとします
。）であるものに限り、申し出ることができます。
（ア） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校の
うち、当社が別に定めるもの。
（イ） 学校教育法第１条に規定する学校以外の国公立の学校又は学
校教育法第１２４ 条若しくは第１３４ 条の規定により成立した私立
学校のうち、当社が指定した学校。
ウ 当社は、イに定める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） その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している
若しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契
約者名義（利用者登録が行われているときは、登録利用者の名
義とします。以下この附則第２項において同じとします。）が、
申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります
。）について、次表の区分１に定める申出を当社が承諾している
とき。
（イ） 当社との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ契約
に係るＬＴＥ契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契
約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、次
表の区分２に定める申出を当社が承諾しているとき。
（ウ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、
次表の区分３に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
（エ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたＬＴ
Ｅ契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあっ
た契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について
、次表の区分４に定める申出を特定事業者が承諾しているとき
。
区分

申出

１

本減額適用Ⅰの申出又は（２）欄に定める本減額適用
Ⅱの申出

２

当社のＬＴＥ約款の附則に定める学生であることを
条件とする基本使用料の減額適用の申出又は学生の
－ 附 １１２ －

家族であることを条件とする基本使用料の減額適用
の申出
３

特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生である
ことを条件とする基本使用料の減額適用の申出又は
学生の家族であることを条件とする基本使用料の減
額適用の申出

４

特定事業者のＬＴＥ約款の附則に定める学生である
ことを条件とする基本使用料の減額適用の申出又は
学生の家族であることを条件とする基本使用料の減
額適用の申出

エ 当社は、本減額適用Ⅰ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場合には、アの表の料金月の欄に定める３６
料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅰを廃止します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅰを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分

本減額適用Ⅰの適用

１ ２以外により本減額適用を その事由が生じた日（ａｕサー
廃止したとき。
ビス利用権の譲渡又は契約者の
地位の承継により本減額適用Ⅰ
を廃止したときは、その譲渡承
諾日又は地位の承継の届出日と
します。）を含む料金月までの基
本使用料について、本減額適用
Ⅰの対象とします。
２ エの（ウ）又は（オ）の規定に その事由が生じた日の前日まで
より本減額適用Ⅰを廃止した の基本使用料について、本減額
とき。
適用Ⅰの対象とします。
カ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において
同表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条件を満
たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りしま
す。
キ 当社は、当社のＬＴＥ約款に定める学生であることを条件とする
基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅰに相当するものをいいます。）
に係る申出の承諾を受けたＬＴＥ契約者回線について、ａｕ契約へ
の契約移行があった場合、そのａｕサービスの契約者回線について
、次表に定める料金月において、本減額適用Ⅰを適用します。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める月数が経過するまでの各料金月であって
－ 附 １１３ －

、その契約者回線について、アに定める適用条件を
全て満たしている月。
当社のＬＴＥ約款に定める適用開始月Ⅰ（アに
定める適用開始月Ⅰに相当するものをいいます
。）から起算して契約移行のあった日を含む料金
月の前料金月までの月数を、３６料金月から除い
た月数

ク 本減額適用Ⅰに係る申出の承諾を受けた契約者回線について、Ｌ
ＴＥ契約への契約移行があった場合、そのＬＴＥ契約者回線に係る
学生であることを条件とする基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅰ
に相当するものをいいます。）については、当社のＬＴＥ約款の規定
（キに相当するものをいいます。）に定めるところによります。
ケ 契約者は、本減額適用Ⅰの適用の可否を判断するために、その契
約者回線に係る情報（本減額適用Ⅰの適用に必要な範囲に限ります
。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
（２） 学生の家族 ア 学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用（以下
であることを
この附則第２項において「本減額適用Ⅱ」といいます。）とは、申出
条件とする基
対象期間に、ａｕ契約の申込み（契約変更及びＬＴＥ契約からの契
本使用料の減
約移行に係るものを除きます。）と同時に申出があり、当社が承諾し
額適用
た場合、そのａｕサービスの契約者回線について、次表に定める料
金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支
払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを
除きます。以下この（２）欄において「控除対象額」といいます。）の
うち、次表に定める控除額（控除対象額が控除額に満たない場合は
、控除対象額とします。）を控除する取扱いを行うことをいいます。
料金月

本減額適用Ⅱの申出を当社が承諾した日を含む料金
月の翌料金月（以下この附則第２項において「適用
開始月Ⅱ」といいます。）から起算して１２料金月（そ
のａｕ契約の申込みにあたって、別記３（１１）に定め
る携帯電話番号ポータビリティを希望した場合は３６
料金月とします。）が経過するまでの各料金月であっ
て、その契約者回線について、次欄に定める適用条
件を全て満たしている月。

適用条件

（ア） 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用
）（５）の２に規定する障がい者等に係る基本使
用料の割引の適用又は第２種定期ａｕ契約に係
る基本使用料の適用を受けていること。
（イ） 基本使用料の料金種別がプランＺシンプル、
電話カケ放題プラン（ケータイ・データ付）又
は電話カケ放題プラン（ケータイ）であること
。

控除額

税抜額 ９３４円

イ 本減額適用Ⅱは、ａｕデュアル又はＵＩＭサービス（タイプⅠに
限ります。）の契約者回線であって、アに定めるａｕ契約の申込みと
－ 附 １１４ －

同時に、複数回線複合割引の適用の申出（その契約者が指定する割
引選択回線群に、次表の区分１若しくは区分２に定める申出を当社
が承諾した契約者回線若しくはＬＴＥ契約者回線（その減額適用を
廃止又は終了していないものに限ります。）又は次表の区分３若しく
は区分４に定める申出を特定事業者が承諾した他網契約者回線（そ
の減額適用を廃止又は終了していないものに限ります。）が含まれる
ものに限ります。）があったものに限り、申し出ることができます。
区分

申出

１

本減額適用Ⅰの申出

２

当社のＬＴＥ約款の附則に定める学生であることを
条件とする基本使用料の減額適用の申出

３

特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生である
ことを条件とする基本使用料の減額適用の申出

４

特定事業者のＬＴＥ約款の附則に定める学生である
ことを条件とする基本使用料の減額適用の申出

ウ 当社は、イに定める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） その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している
若しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契
約者名義が、申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のも
のに限ります。）について、（１）欄のウの表の区分１に定める申
出を当社が承諾しているとき。
（イ） 当社との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ契約
に係るＬＴＥ契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契
約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、（
１）欄のウの表の区分２に定める申出を当社が承諾していると
き。
（ウ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について、
（１）欄のウの表の区分３に定める申出を特定事業者が承諾して
いるとき。
（エ） 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたＬＴ
Ｅ契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあっ
た契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります。）について
、（１）欄のウの表の区分４に定める申出を特定事業者が承諾し
ているとき。
エ 当社は、本減額適用Ⅱ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場合には、アの表の料金月の欄に定める１２
料金月又は３６料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅱを廃止
します。
（ア） ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
（イ） 契約者の地位の承継があったとき。
（ウ） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（エ） ａｕ契約の解除があったとき。
（オ） そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の
－ 附 １１５ －

変更が行われたとき。
オ エの規定により、本減額適用Ⅱを廃止した場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分

本減額適用Ⅱの適用

１ ２以外により本減額適用を その事由が生じた日（ａｕサー
廃止したとき。
ビス利用権の譲渡又は契約者の
地位の承継により本減額適用Ⅰ
を廃止したときは、その譲渡承
諾日又は地位の承継の届出日と
します。）を含む料金月までの基
本使用料について、本減額適用
Ⅱの対象とします。
２ エの（ウ）又は（オ）の規定に その事由が生じた日の前日まで
より本減額適用Ⅱを廃止した の基本使用料について、本減額
とき。
適用Ⅱの対象とします。
カ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において
同表の適用条件を満たさない日があった場合は、その適用条件を満
たした日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りしま
す。
キ 当社は、当社のＬＴＥ約款に定める学生の家族であることを条件
とする基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅱに相当するものをいい
ます。）に係る申出の承諾を受けたＬＴＥ契約者回線について、ａｕ
契約への契約移行があった場合、そのａｕサービスの契約者回線に
ついて、次表に定める料金月において、本減額適用Ⅱを適用します
。
料金月

契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める月数が経過するまでの各料金月であって
、その契約者回線について、アに定める適用条件を
全て満たしている月。
当社のＬＴＥ約款に定める適用開始月Ⅱ（アに
定める適用開始月Ⅱに相当するものをいいます
。）から起算して契約移行のあった日を含む料金
月の前料金月までの月数を、１２料金月（そのａ
ｕ契約の申込みにあたって、当社のＬＴＥ約款
別記３（１０）に定める携帯電話番号ポータビリテ
ィを希望した場合は３６料金月とします。）から除
いた月数

ク 本減額適用Ⅱに係る申出の承諾を受けた契約者回線について、Ｌ
ＴＥ契約への契約移行があった場合、そのＬＴＥ契約者回線に係る
学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用（本減額
適用Ⅱに相当するものをいいます。）については、当社のＬＴＥ約款
の規定（キに相当するものをいいます。）に定めるところによります
。
ケ 契約者は、本減額適用Ⅱの適用の可否を判断するために、その契
－ 附 １１６ －

約者回線に係る情報（本減額適用Ⅱの適用に必要な範囲に限ります
。）を、当社が特定事業者に通知することを承諾していただきます。
３ この改定規定実施の日から平成２５年５月３１日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった場合
（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たすときに限ります。）、そのａｕサ
ービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して２４料金月の間（以下この附
則第７項までにおいて「控除対象期間」といいます。）、その契約者回線について、料金表第
１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプション機能使
用料に係るものを除き、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用、
特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サービス
に係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合は、それぞれ適用す
る前の額とします。）のうち、次表に定める控除額（第６項の規定により控除額を日割りした
場合はその額とします。）を控除する取扱い（以下この附則第７項までにおいて「本減額適用
」といいます。）を行います。
ただし、前項に定める学生であることを条件とする基本使用料の減額適用又は学生の家族
であることを条件とする基本使用料の減額適用を受ける料金月においては、この限りであり
ません。
（１） 適用条件
ア 別記３（１１）に定める携帯電話番号ポータビリティを希望する旨の申出があること。
イ 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の購入を伴うこと。
ウ 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプルを選択すること。
（２） 控除額
１契約ごとに月額
区分

控除額

ア イ以外の場合

税抜額

９３４円

イ そのａｕサービスの提供を開始した日を含む料
金月の末日において、契約者を単位とする金額指
定割引の適用を受けている場合

税抜額 １，８６８円

４ 当社は、本減額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場合には、
控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
（１） ａｕ契約の解除があったとき。
（２） ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
（３） ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
（４） プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
（５） 新たな端末設備の購入があったとき。
５ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおり
とします。
区分

本減額適用の適用

１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用料
き。
について、本減額適用の対象とします。
２ 新たな端末設備の購入があったとき（ 新たな端末設備の購入があった日を含む料金
前項の第３号又は第４号を伴う場合を除 月の末日までの基本使用料について、本減額
きます。）。
適用の対象とします。
－ 附 １１７ －

６ 第３項の規定により本減額適用を開始した場合又は第４項の規定により本減額適用を廃止
した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料
の料金種別ごとに第３項に規定する控除額の日割りを行います。
区分

起算日

適用開始日

その料金月の初日

適用終了日

その料金月の末日（その料金月において、第４項の規定により本減額適
用を廃止した場合は、廃止日）

７ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げま
す。
（料金等の支払いに関する経過措置）
８ 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。
（その他）
９ ＫＤＤＩＣ営企第 １０９号の附則第２項（１）欄のオ及び（２）欄のオの表中、ＫＤＤＩＣ営企
第 ２４５号、第 ２４６号の附則第２項（１）欄のオ及び（２）欄のオの表中及びＫＤＤＩ次ビジ戦第
９９号、第 １００号、第 １０１号、第 １０２号、第 １０３号の附則第３項（１）欄のオ及び（２）欄のオの
表中、区分２について、それぞれ「定期ａｕ契約の更新日を含む料金月にａｕ契約の解除（
ＬＴＥ契約（当社ＬＴＥ約款に定める定期ＬＴＥ契約に限ります。）への契約移行に係るもの
を除きます。）又はａｕサービスの利用の一時休止があったとき。」に改めます。
１０ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２７３号、第 ２８０号、第 ２８２号の附則第２項中「この改定規定実施の日
から平成２５年１月３１日までの間に」を「この改定規定実施の日から平成２５年１月２１日までの
間に」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第２９５号）
この改正規定は、平成２５年１月３０日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第３０２号、第３０９号、第３１２号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２５年２月１日から実施します。
（料金等の支払に関する経過措置）
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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 ２４１号の附則第２項のただし書き（１）について、次のように改めます。
（１） この約款の附則又は当社のＬＴＥ約款の附則に定める基本使用料の減額適用（当社
が別に定めるものに限ります。）を受ける料金月。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第３１４号、第３１６号、第３１８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成２５年２月１３日から実施します。
（手続きに関する料金の経過措置）
２ この改正規定実施前に請求のあった手続きが、この改正規定実施の日において完了してい
ない場合、その手続きに関する料金の支払いについては、改正後の規定によるものとします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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（前項に定めるものを除きます。）については、なお従前のとおりとします。

－ 附 １１８ －

附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 320 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年２月 19 日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改定規定実施から平成 30 年３月 31 日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった場合
（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たすときに限ります｡)、そのａｕ
サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 12 料金月の間（以下こ
の附則第６項までにおいて「控除対象期間」といいます｡)、その契約者回線について、料
金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプショ
ン機能使用料に係るものを除き、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割
引の適用又は特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用を
受ける場合は、それぞれ適用する前の額とします｡) のうち、次表に定める控除額（第５項
の規定により控除額を日割りした場合はその額とします｡)を控除する取扱い（以下この附
則第６項までにおいて「本減額適用」といいます｡)を行います。
適用条件
(１) 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の
購入を伴うこと。
(２) 基本使用料の料金種別としてプランＥシンプルを選択すること。
(３) そのａｕ契約の申込があった日（以下この附則第６項までにおい
て「申込日」といいます｡)を含む年の翌年（申込日が１月１日から３
月 31 日までの間である場合は、申込日を含む年とします｡)の４月１
日までに満 13 歳に満たない契約者（そのａｕ契約について利用者登
録が行われているときは、登録利用者とします｡)からの申出であるこ
と。
控除額
税抜額 743 円
３ 当社は、本減額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場合に
は、控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
(１) ａｕ契約の解除があったとき。
(２) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(３) ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
(４) プランＥシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
(５) 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により本減額適用を廃止する場合、その事由が生じた日の前日までの基本使
用料について、本減額適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合又は前項の規定により本減額適用を廃止
した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用
料の料金種別ごとに第２項に規定する控除額の日割りを行います。
区分
起算日
適用開始日
その料金月の初日（その料金月において、第２項の規定により本減額適
用を開始した場合は、開始日）
適用終了日
その料金月の末日（その料金月において、第３項の規定により本減額適
用を廃止した場合は、廃止日）
６ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ
ます。
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（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
（その他）
８ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 256 号､第 258 号､第 260 号､第 266 号､第 267 号の附則第２項中「こ
の改正規定実施の日以降に」を「この改正規定実施の日から平成 25 年２月 18 日までの間
に」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 323 号､第 325 号､第 327 号)
（実施時期）
１ この改正規定は､平成 25 年３月１日から実施します。
（ａｕサービスのカテゴリー種別の廃止に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結していた次表に定めるａｕサービ
ス（以下この附則において「対象サービス」といいます｡)に係る契約は、この改正規定実
施の日において、契約の解除があったものとみなして取り扱います。
ＵＩＭサービス（タイプⅡ（カテゴリーⅠ、カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅣに限りま
す｡)に限ります｡)
（携帯電話番号ポータビリティに関する経過措置）
３ 別記３(11)の規定により発行された携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要と
なる番号（対象サービスに係るａｕ契約の解除に関して発行された番号であって、同(11)
のオの規定により無効となっていないものに限ります｡)は、同(11)のオの規定にかかわら
ず、この改正規定実施の日において無効となります。
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 329 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年３月８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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 331 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年３月 15 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 333 号)
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年３月 18 日から実施します。
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（料金等の支払に関する経過措置）
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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 230 号､第 232 号､第 238 号､第 239 号の附則第２項及び第３項につい
て、それぞれ「削除」に改めます。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 335 号)
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年３月 20 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 337 号）
（実施期日）
１ この改正規定は、平成 25 年３月 22 日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成 25 年３月 31 日までの間（以下この附則において「控除
対象期間」といいます｡)に、ａｕサービスの契約者回線から国際ＳＭＳ送信（海外ローミ
ング機能を利用して行われたもの及び特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、
フィリピン共和国又はブラジル連邦共和国の電気通信事業者が提供する電気通信サービス
に係る電気通信回線との間の国際ＳＭＳ送信に限ります。以下この附則（次項第２号を除
きます｡)において同じとします｡)が行われた場合、当社は、その国際ＳＭＳ送信が行われ
た日を含む料金月の翌料金月において、その契約者回線についてこの約款の規定により支
払いを要することとされるａｕ（ＷＩＮ）通信サービスの料金のうち、国際ＳＭＳ送信に
関する料金（国際ＳＭＳ送信に係る通話料及び海外ローミング機能に係るオプション機能
使用料（海外ＳＭＳ利用（国際ＳＭＳに係るものに限ります｡)に係るものに限ります｡)を
いい、特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます｡)に相当する額（控除対象
期間に行われた国際ＳＭＳ送信の回数が５回を超える場合は、500 円を上限とします｡)を
控除する取扱い（以下この附則において「本取扱い」といいます｡)を行います。
３ 本取扱いは、ａｕサービスの契約者回線であって、次に該当しないものに限り、適用し
ます。
(１) その契約者名義が法人であるもの。
(２) 平成 24 年６月１日から平成 25 年３月 21 日までの間に、国際ＳＭＳ送信（そのａｕ
契約がＬＴＥ契約からの契約移行により締結されたものであるときは、ＬＴＥ契約者回
線から行われたものを含みます｡)が行われたもの。
４ 控除対象期間内にＬＴＥ契約からの契約移行があった場合、契約移行前のＬＴＥ契約者
回線から行われた国際ＳＭＳ送信を契約者回線から行われたものとして取り扱います。
５ 控除対象期間内にＬＴＥ契約への契約移行があった場合、契約移行前の契約者回線から
行われた国際ＳＭＳ送信に関する本取扱いについては、当社のＬＴＥ約款の規定（この附
則に相当するものをいいます｡)に定めるところによります。
６ 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
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その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則（ＫＤＤＩ次ビジ戦第 338 号、第 340 号、第 342 号、第 345 号、第 347 号、第 349 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙に係るものを含みます｡)は、平成 25 年４月１日から実施します。
（第３種定期ａｕ契約及び第４種定期ａｕ契約に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定（以下この附則おいて「旧規定」とい
います｡)に基づき締結されている次表左欄の契約（以下この附則おいて「旧契約」といい
ます｡)がある場合、この改正規定実施の日において、その旧契約を解除すると同時に新た
に改正後の約款の規定（以下この附則おいて「新規定」といいます｡)に基づき次表右欄の
契約（以下この附則において「新契約」といいます｡)を締結する契約変更があったものと
して取り扱います。
第３種定期ａｕ契約
第１種定期ａｕ契約
第４種定期ａｕ契約
第１種定期ａｕ契約
３ 新契約において適用される料金その他の提供条件は、この附則に定めるほか、新規定に
相応の規定がある限りにおいて、旧契約のものと同等とします。
この場合において、旧契約において適用されている料金その他の取扱いは当該契約変更
の日の前日末まで、新契約において適用される料金その他の取扱いは当該契約変更の日よ
り、それぞれ適用されるものとします。
（契約解除料に関する経過措置）
４ この改正規定実施の際現に、旧契約を締結している定期ａｕ契約者は、第２項に定める
契約変更に伴う旧契約の解除によっては、料金表第１表第４（契約解除料）に規定する料
金の支払いを要しません。
（繰越控除可能額に関する経過措置）
５ この改正規定実施の日を含む料金月の前料金月において、旧契約に係る翌料金への繰越
控除可能額は、第２項に定める契約変更に伴う旧契約の解除によっては、無効とならない
ものとします。
（回線群に関する経過措置）
６ この改正規定実施の際現に、旧回線等（契約者回線であって旧契約に係るもの又は他網
契約者回線であって特定事業者のＷＩＮ約款の附則（この附則に相当するものに限ります。
以下この附則において「ＯＣＴ附則」といいます｡)第２項に定める旧契約に係るものをい
います。以下この附則において同じとします｡)が属する回線群に関して適用されている旧
規定に定める料金その他の取扱いは、契約変更等（第２項に定める契約変更又はＯＣＴ附
則第２項に定める契約変更をいいます。以下この附則において同じとします｡)に伴う旧契
約等（旧契約又はＯＣＴ附則第２項に定める旧契約をいいます。以下この附則において同
じとします｡)の解除によっては、終了しないものとします。
この場合において、その回線群に属する旧回線等は、新規定に当該取扱いに係る相応の
規定がある限りにおいて、契約変更等と同時に、相応の新回線等（契約者回線であって旧
契約に係るもの又は他網契約者回線であってＯＣＴ附則第２項に定める新契約に係るもの
をいいます。以下この附則において同じとします｡)へ変更されたものとみなします。
（指定等に関する経過措置）
７ この改正規定実施の際現に、旧回線等を指定等することにより適用されている料金その
他の取扱いは、第２項に定める契約変更等に伴う旧契約等の解除によっては、終了しない
ものとします。
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この場合において、その指定等に係る旧回線等は、新規定に当該取扱いに係る相応の規
定がある限りにおいて、契約変更等と同時に、相応の新回線等へ変更されたものとみなし
ます。
（契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ等に関する経過措置）
８ この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき旧契約に係る契約者回線（以下この
附則において「旧回線」といいます｡)に適用されている次表に掲げる取扱いは、この改正
規定実施の日においてその適用を廃止する申出があったものとして取り扱います。
料金表第１表（ａｕ（ＷＩＮ）通信サービスに関する料金）第１（基本使用料）１（適
用）(10)「契約者を単位とする基本使用料割引Ⅲ」
料金表第１表（ａｕ（ＷＩＮ）通信サービスに関する料金）第２（通話料）１（適用）
(24)「特定サービス等の電気通信回線への通話に係る料金に応じた通話料の割引」
（手続きに関する経過措置）
９ この改正規定実施の前に、旧規定により行った旧契約に係る手続きその他の行為は、新
規定中にこれに相当する規定があるときは、新規定に基づいて行ったものとみなします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
10 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。
（その他）
11 次に掲げる規定は「削除」に改めます。
ＫＤＤＩ移企第 97 号、第 98 号（平成 14 年７月 25 日）の附則第３項
ＫＤＤＩ移企第 158 号（平成 16 年５月 26 日）の附則第３項
ＫＤＤＩ移企第 187 号（平成 17 年８月 26 日）の附則第３項
ＫＤＤＩ移企第 192 号（平成 17 年 10 月 28 日）の附則第３項
ＫＤＤＩ移企第 195 号（平成 17 年 11 月９日）の附則第４項及び第５項
ＫＤＤＩ移企第 218 号（平成 17 年７月 30 日）の附則第４項
ＫＤＤＩ移企第 219 号、第 220 号（平成 18 年７月 27 日）の附則第３項及び第４項
ＫＤＤＩ移企第 229 号（平成 18 年 10 月 27 日）の附則第３項
ＫＤＤＩＣ営企第 146 号、第 147 号の附則第３項及び第４項
ＫＤＤＩＣ事企第 197 号、第 198 号、第 199 号の附則第３項
ＫＤＤＩＣ営企第 27 号、第 28 号、第 29 号、第 30 号の附則第３項及び第４項
ＫＤＤＩＣ営第 39 号、第 40 号、第 41 号の附則第４項及び第５項
ＫＤＤＩＣ営企第 257 号、第 258 号、第 259 号の附則第３項から第６項まで
ＫＤＤＩＣ営企第 262 号、第 263 号、第 264 号、第 265 号の附則第７項
ＫＤＤＩ次ビジ戦第２号の附則第６項
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 52 号、第 53 号、第 54 号、第 55 号、第 56 号の附則第３項
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 82 号の附則第５項及び第６項
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 152 号号の附則第３項
12 ＫＤＤＩ移企第 152 号（平成 16 年４月１日）の附則第６項の表を次のとおりに改めま
す。
１契約ごとに
区分
料金額
税抜額
第１種定期ａｕ契約 更新回数が０回のもの
3,000 円
更新回数が１回のもの
1,000 円
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削除
削除
備考 更新回数が２回以上の場合は、その契約解除料の支払いを要しません。
13 ＫＤＤＩ次ビジ戦第 186 号の附則第９項の表を次のとおりに改めます。
第４種定期ａｕ契約（第５種ａｕパケット 第２種定期ａｕ契約
に係るものを除きます｡)
第１種定期ａｕ契約（第２種ａｕパケット 第１種定期ａｕモジュール契約
（カテゴリーⅡに限ります｡)又は第５種ａ
ｕパケットに係るものに限ります｡)
第４種定期ａｕ契約（第５種ａｕパケット 第２種定期ａｕモジュール契約
に係るものに限ります｡)
14 次の規定中「又は(４)の４」を削ります。
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 99 号、第 100 号、第 101 号、第 102 号、第 103 号の第３項(２)ア
「適用 条件」(ア)
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 118 号の第３項(３)
ＫＤＤＩ次ビジ戦第 163 号、第 164 号、第 165 号、第 166 号、第 167 号、第 168 号、
第 169 号、第 170 号、第 171 号、第 172 号）の第６項(３)
附則（ＫＤＤＩＣマ第２号、第４号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年４月 16 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第８号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年４月 25 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 11 号、第 20 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年５月１日から実施します。
（払込取扱票の発行等に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料
金等の支払いを選択している場合、この改正規定実施の日において、別記３(３)のアに定
める請求があったものとみなして取り扱います。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 23 号）
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（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年５月 25 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 26 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年５月 27 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 29 号、第 31 号、第 33 号、第 34、第 36 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年６月１日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成 25 年８月 31 日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった
場合（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たすときに限ります｡)、その
ａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 24 料金月の間（以
下この附則第６項までにおいて「控除対象期間」といいます｡)、その契約者回線について、
料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額（オプシ
ョン機能使用料に係るものを除き、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の
割引の適用、特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又
は特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合は、
それぞれ適用する前の額とします｡)のうち、次表に定める控除額（第５項の規定により控
除額を日割りした場合はその額とします｡)を控除する取扱い（以下この附則第６項までに
おいて「本減額適用」といいます｡)を行います。
ただし、この約款の附則又は当社のＬＴＥ約款の附則に定める基本使用料の減額適用
（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける料金月については、この限りでありません。
(１) 適用条件
ア 別記３(11)に定める携帯電話番号ポータビリティ（特定事業者又は株式会社ケ
イ・オプティコムからのものを除きます｡)を希望する旨の申出があること。
イ 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の購入を伴うこ
と。
ウ 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプルを選択すること。
(２) 控除額
１契約ごとに月額
区分
控除額
ア イ以外の場合
税抜額 934 円
イ そのａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の末日
税抜額 1,868 円
において、契約者を単位とする金額指定割引の適用を受けて
いる場合
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３

当社は、本減額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場合に
は、控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
(１) ａｕ契約の解除があったとき。
(２) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(３) ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
(４) プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
(５) 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとお
りとします。
区分
本減額適用の適用
１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用
き。
料について、本減額適用の対象とします。
２ 新たな端末設備の購入があったとき 新たな端末設備の購入があった日を含む料
（前項の第３号又は第４号を伴う場合を 金月の末日までの基本使用料について、本
除きます｡)。
減額適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合又は第３項の規定により本減額適用を廃
止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使
用料の料金種別ごとに第２項規定する控除額の日割りを行います。
区分
起算日
適用開始日
その料金月の初日
適用終了日
その料金月の末日（その料金月において、第３項の規定により本減額適
用を廃止した場合は、廃止日）
６ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ
ます。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
７ この改正規定実施の日から平成 25 年８月 31 日までの間に、留守番伝言機能（追加機能
に限ります。以下この附則において同じとします｡)の提供の請求があり当社が承諾した場
合、当社は、留守番伝言機能の加入を条件とする特定オプション機能使用料の減額適用
（留守番伝言機能の提供を開始した日を含む料金月から起算して３料金月の間（以下この
項から第９項において「控除対象期間」といいます｡)、この約款の規定にかかわらず、料
金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(30)に定める特定オプション機能に係るオプ
ション機能使用料の支払いを免除する取扱いをいいます。以下この項から第９項において
「本取扱い」といいます｡)を行います。
ただし、その契約者回線について、この約款若しくは当社のＬＴＥ約款の附則又は特定
事業者のＷＩＮ約款若しくはＬＴＥ約款の附則に定める留守番伝言機能の加入を条件とす
る特定オプション機能使用料の減免適用を受けたことがある場合は、この限りでありませ
ん。
８ 当社は、本取扱い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場合には、
控除対象期間内であっても、本取扱いを廃止します。
(１) ａｕ契約の解除があったとき（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものであって、当社
が別に定める場合に該当するときを除きます｡)。
(２) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(３) 留守番伝言機能の廃止があったとき。
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９

前項の規定により、本取扱いを廃止した場合、その事由が生じた日の前日までのオプシ
ョン機能使用料について、本取扱いの対象とします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
10 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。
（その他）
11 ＫＤＤＩ次ビジ戦第 210 号の附則第２項について、次のように改めます。
２ この改正規定実施の日から平成 25 年５月 31 日までの間に、留守番伝言機能（追加機
能に限ります。以下この附則において同じとします｡)の提供の請求があり当社が承諾し
た場合、当社は、留守番伝言機能の加入を条件とする特定オプション機能使用料の減額
適用（留守番伝言機能の提供を開始した日を含む料金月から起算して６料金月の間（以
下この項から第６項において「控除対象期間」といいます｡)、この約款の規定にかかわ
らず、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(31)に定める特定オプション機能
に係るオプション機能使用料の支払いを免除する取扱いをいいます。以下この項から第
６項において「本取扱い」といいます｡)を行います。
ただし、その契約者回線について、この約款若しくは当社のＬＴＥ約款の附則又は特
定事業者のＷＩＮ約款若しくはＬＴＥ約款の附則に定める留守番伝言機能の加入を条件
とする特定オプション機能使用料の減免適用を受けたことがある場合は、この限りであ
りません。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 38 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年６月３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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 40 号、第 42 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年６月６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。
（その他）
３ ＫＤＤＩ次ビジ戦第 118 号の附則第２項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 163 号、第 164 号、第
165 号、第 166 号、第 167 号、第 168 号、第 169 号、第 170 号、第 171 号、第 172 号の
附則第５項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 193 号、第 194 号、第 195 号、第 196 号、第 197 号の
附則第２項、ＫＤＤＩ次ビジ戦第 199 号の附則第２項及びＫＤＤＩ次ビジ戦第 207 号の附
則第２項における「及び当社が別に定める料金をいいます。」を「、付随サービスに関す
る料金等（料金安心サービスに関する料金、３ＬＭセキュリティサービス利用料及びａｕ
スマートサポート接続サービス利用料に限ります｡)及び当社が別に定める料金をいいま
す。」にそれぞれ改めます。
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附則（ＫＤＤＩＣマ第 48 号）
この改正規定は、平成 25 年６月 18 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 50 号、第 52 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年６月 20 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 54 号、第 55 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年７月１日から実施します。
（ａｕサービスに関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、この約款の規定により次表の左欄のａｕサービスの提供を
受けている者は、この改正規定実施の日において、同表右欄のａｕサービスの提供を受け
ているものとみなします。
ＵＩＭサービス（タイプⅠ）
ＵＩＭサービス
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結していた次表に定めるａｕサービ
ス（以下この附則において「対象サービス」といいます｡)に係る契約は、この改正規定実
施の日において、契約の解除があったものとみなして取り扱います。
ＵＩＭサービス（タイプⅡに限ります｡)
（契約解除料の支払いに関する経過措置）
４ 前項に定めるａｕ契約の解除に係る契約解除料については、この約款の規定にかかわら
ず、その支払いを要しません。
（携帯電話番号ポータビリティに関する経過措置）
５ 別記３(11)の規定により発行された携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要と
なる番号（対象サービスに係るａｕ契約の解除に関して発行された番号であって、同(11)
のオの規定により無効となっていないものに限ります｡)は、同(11)のオの規定にかかわら
ず、この改正規定実施の日において無効となります。
（料金等の支払いに関する経過措置）
６ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 61 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年７月３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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 63 号）
（実施時期）
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１ この改正規定は、平成 25 年７月 17 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。
（その他）
３ 平成 23 年１月 28 日から実施の附則第２項(１)欄のアの表中、平成 24 年１月 18 日から
実施の附則第３項(１)欄及び(２)欄中、平成 24 年２月 17 日から実施の附則第３項第３号
中、平成 24 年６月１日から実施の附則第３項第３号中、平成 24 年８月１日から実施の附
則第３項第３号中、平成 24 年８月 10 日から実施の附則第３項第４号中及び平成 24 年９月
８日から実施の附則第３項第４号中「料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(４)
に規定する障害者用の基本使用料」を「障がい者等用の基本使用料」に、平成 25 年１月 22
日から実施の附則第２項(１)欄及び(２)欄中「障害者用の基本使用料」を「障がい者等用
の基本使用料」に、それぞれ改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 65 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年７月 25 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 67 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年７月 31 日から実施します。
ただし、この改正規定中この附則第３項に定める部分については、平成 25 年８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。
（その他）
３ 平成 24 年 11 月２日から実施の附則第２項中「料金表第１表第１（基本使用料等）の規
定により支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを除き、契約
者を単位とする基本使用料割引Ⅰ又は契約者を単位とする金額指定割引の適用を受ける場
合は、適用する前の額とします。以下「控除対象額」といいます｡)のうち、次表に定める
控除額（基本使用料を日割りした場合は、その日数に応じて次表に定める控除額を日割り
した額、その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)で
あって、購入月の末日において、第２種定期ａｕ契約に係る基本使用料の取扱い又は契約
者を単位とする金額指定割引の適用を受けている場合は、控除対象額に 50％を乗じて得た
額とします｡)を控除する取扱い」とあるのは「料金表第１表第１（基本使用料等）の規定
により支払いを要することとされる額（オプション機能使用料に係るものを除きます。以
下「控除対象額」といいます｡)のうち、次表に定める控除額（基本使用料を日割りした場
合は、その日数に応じて次表に定める控除額を日割りした額とします｡)を控除する取扱い」
に改めます。
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４ 平成 24 年 12 月１日から実施の附則第７項、平成 25 年１月１日から実施の附則第２項、
平成 25 年１月 22 日から実施の附則第３項及び平成 25 年６月１日第２項中「、契約者を単
位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位とする金額指定割引の適用」を削ります。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 71 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年８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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 72 号、第 73 号、第 75 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 25 年８月 21 日から実施し
ます。
（基本使用料及びパケット通信料の支払いに関する経過措置）
２ 当社は、次表に定める基本使用料及びパケット通信料の減額適用を行います。
(１) 特定の ア 特定の端末設備を接続するａｕ契約の申込みを条件とする基本使用
端末設備
料の減額適用（以下この(１)欄において「本減額適用Ⅰ」といいま
を接続す
す｡)とは、平成 25 年８月 21 日から平成 25 年 11 月 30 日までの間（以
るａｕ契
下この附則第２項において「申込み対象期間」といいます｡)に、ａｕ
約の申込
契約の申込み（契約変更及びＬＴＥ契約からの契約移行に係るものを
みを条件
除きます｡)があった場合（その申込みに際し、次表に定める適用条件
とする基
の全てを満たすときに限ります｡)、そのａｕサービスの提供を開始し
本使用料
た日を含む料金月から起算して 24 料金月の間（以下この(１)欄にお
の減額適
いて「控除対象期間Ⅰ」といいます｡)、その契約者回線（以下この
用
(１)欄において「控除対象回線」といいます｡)について、料金表第１
表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる額
（オプション機能使用料に係るものを除き、特定サービスに係る契約
を条件とする基本使用料等の割引の適用、特定のＬＴＥシングルに係
る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サービスに係
る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合
は、それぞれ適用する前の額とします｡)のうち、次表に定める控除額
（エの規定により控除額を日割りした場合は、その額とします｡)を控
除する取扱いをいいます。
適用条件
(ア) 控除対象回線に接続しようとする端末設備
が、当社が別に定める特定携帯情報端末であっ
て、そのａｕ契約者又はその家族（当社が別に定
める基準に該当するものをいいます。以下この附
則において同じとします｡)が締結していた他のａ
ｕ契約（特定事業者のＷＩＮ約款に定めるａｕ契
約を含み、ＬＴＥ契約（当社又は特定事業者のＬ
ＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るものに限
ります｡)への契約移行により解除されたものに限
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ります｡)に係る契約者回線（以下この(１)欄にお
いて「判定対象回線」といいます｡)に関して、当
社が別に定めるサービス取扱所において最後に購
入されたものであること。
(イ) (ア)に定めるＬＴＥ契約への契約移行が、当
社が別に定めるサービス取扱所において端末設備
の購入を伴うものであって、控除対象回線に係る
ａｕ契約の申込みのあった日を含む料金月から起
算し、前３料金月の間に行われたものであるこ
と。
(ウ) 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプ
ルを選択すること。
控除額
税抜額 934 円
イ 当社は、控除対象回線又は判定対象回線について、次のいずれかに
該当する場合には、控除対象期間Ⅰ内であっても、本減額適用Ⅰを廃
止します。
(ア) 控除対象回線に係る事由
① ａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥ契約への契約移行があったとき。
③ ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき（ａｕサービス利用
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該当するときを除きます｡)。
④ 契約者の地位の承継があったとき。
⑤ ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
⑥ 新たな端末設備の購入があったとき（⑦を伴うときを除きま
す｡)。
⑦ プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があっ
たとき。
(イ) 判定対象回線に係る事由
① ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥサービスの利用権の譲渡があったとき。
③ 契約者の地位の承継があったとき。
④ ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。
ウ イの規定により、本減額適用Ⅰを廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅰの適用
１ ２以外により本減額適用Ⅰを その事由が生じた日を含む料金月
廃止したとき。
の末日までの基本使用料につい
て、本減額適用Ⅰの対象としま
す。
２ イの(ア)の①、②、⑤又は⑦ その事由が生じた日の前日までの
により本減額適用Ⅰを廃止した 基本使用料について、本減額適用
とき。
Ⅰの対象とします。
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エ

(２) 特定の
端末設備
を接続す
るａｕ契
約の申込
みを条件
とするパ
ケット通
信料の減
額適用

アの規定により本減額適用Ⅰを開始した場合又はイの規定により本
減額適用Ⅰを廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日まで
の期間に係る日数に応じて、アに定める控除額の日割りを行います。
適用開始日
その料金月の初日（その料金月において、アの規定
により本減額適用Ⅰを開始した場合は、開始日）
適用終了日
その料金月の末日（その料金月において、イの規定
により本減額適用Ⅰを廃止した場合は、廃止日）
オ エの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
カ 契約者は、アの適用条件の(ア)に定める家族が特定事業者の他網契
約者回線に係る者である場合又は特定事業者のＷＩＮ約款附則に定め
る特定の端末設備を接続するａｕ契約の申込みを条件とする基本使用
料の減額適用（本減額適用Ⅰに相当するものをいいます。以下この
(１)欄において「特定減額適用Ⅰ」といいます｡)の適用条件に定める
家族が契約者回線に係る者である場合、当社又は特定事業者がそれぞ
れ本減額適用Ⅰ又は特定減額適用Ⅰの適用の可否を判断するために、
その控除対象回線に係る情報（本減額適用Ⅰ又は特定減額適用Ⅰの適
用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定事業者に通知することを
承諾していただきます。
ア
特定の端末設備を接続するａｕ契約の申込みを条件とするパケッ
ト通信料の減額適用（以下この(２)欄において「本減額適用Ⅱ」とい
います｡)とは、申込み対象期間に、ａｕ契約の申込み（契約変更及び
ＬＴＥ契約からの契約移行に係るものを除きます｡)があった場合（そ
の申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たすときに限りま
す｡)、そのａｕサービスの提供を開始した料金月から起算して 24 料
金月の間（以下この(２)欄において「控除対象期間Ⅱ」といいま
す｡)、その契約者回線（以下この(２)欄において「控除対象回線」と
いいます｡)について、料金表第１表第３（パケット通信料）に定める
特定パケット通信２段階定額制（ダブル定額スーパーライトに限りま
す｡)に係る最小定額料)のうち、次表に定める控除額（エの規定によ
り控除額を日割りした場合は、その額とします｡)を控除する取扱いを
いいますす。
適用条件
(ア) 控除対象回線に接続しようとする端末設備
が、当社が別に定める特定携帯情報端末であっ
て、そのａｕ契約者又はその家族が締結していた
他のａｕ契約（特定事業者のＷＩＮ約款に定める
ａｕ契約を含み、ＬＴＥ契約（当社又は特定事業
者のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります｡)への契約移行により解除されたも
のに限ります｡)に係る契約者回線（以下この(２)
欄において「判定対象回線」といいます｡)に関し
て、当社が別に定めるサービス取扱所において最
後に購入されたものであること。
(イ) (ア)に定めるＬＴＥ契約への契約移行が、当
社が別に定めるサービス取扱所において端末設備
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の購入を伴うものであって、控除対象回線に係る
ａｕ契約の申込みのあった日を含む料金月から起
算し、前３料金月の間に行われたものであるこ
と。
(ウ) 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプ
ルを選択すること。
(エ) 特定パケット通信２段階定額制（ダブル定額
スーパーライトに限ります｡)の適用を申し込むこ
と。
控除額
税抜額 372 円
イ 当社は、控除対象回線又は判定対象回線について、次のいずれかに
該当する場合には、控除対象期間Ⅱ内であっても、本減額適用Ⅱを廃
止します。
(ア) 控除対象回線に係る事由
① ａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥ契約への契約移行があったとき。
③ ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき（ａｕサービス利用
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該当するときを除きます｡)。
④ 契約者の地位の承継があったとき。
⑤ ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
⑥ 新たな端末設備の購入があったとき（⑦を伴うときを除きま
す｡)。
⑦ ダブル定額スーパーライトの適用の廃止があったとき。
(イ) 判定対象回線に係る事由
① ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥサービスの利用権の譲渡があったとき。
③ 契約者の地位の承継があったとき。
④ ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。
ウ イの規定により、本減額適用Ⅱを廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅱの適用
１ ２以外により本減額適用Ⅱを その事由が生じた日を含む料金月
廃止したとき。
の末日までの最小定額料につい
て、本減額適用Ⅱの対象としま
す。
２ イの(ア)の②は⑦により本減 その事由が生じた日の前日までの
額適用Ⅱを廃止したとき。
最小定額料について、本減額適用
Ⅱの対象とします。
エ アの規定により本減額適用Ⅱを開始した場合又はイの規定により本
減額適用Ⅱを廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日まで
の期間に係る日数に応じて、アに定める控除額の日割りを行います。
適用開始日
その料金月の初日（その料金月において、アの規定
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により本減額適用Ⅱを開始した場合は、開始日）
適用終了日
その料金月の末日（その料金月において、イの規定
により本減額適用Ⅱを廃止した場合は、廃止日）
オ エの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
カ 契約者は、アの適用条件の(ア)に定める家族が特定事業者の他網契
約者回線に係る者である場合又は特定事業者のＷＩＮ約款附則に定め
る特定の端末設備を接続するａｕ契約の申込みを条件とするパケット
通信料の減額適用（本減額適用Ⅱに相当するものをいいます。以下こ
の(２)欄において「特定減額適用Ⅱ」といいます｡)の適用条件に定め
る家族が契約者回線に係る者である場合、当社又は特定事業者がそれ
ぞれ本減額適用Ⅰ又は特定減額適用Ⅱの適用の可否を判断するため
に、その控除対象回線に係る情報（本減額適用Ⅱ又は特定減額適用Ⅱ
の適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定事業者に通知するこ
とを承諾していただきます。
（テレビ電話機能に関する経過措置）
３ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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
附則（ＫＤＤＩＣマ第 77 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙に係るものを含みます｡)は、平成 25 年８月 26 日から実施しま
す。
ただし、この改正規定中、料金表第１表第２（通話料）１（適用）(８)の２に定める支
払いを要しない通話先の電気通信回線に係る表中エの部分については、平成 25 年９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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 78 号、第 80 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙３に係るものを含みます｡)は、平成 25 年９月１日から実施しま
す。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、次表に定める基本使用料の料金種別を選択している場合の
料金その他の提供条件については、次項及びこの約款の規定によるほか、附則別紙３のと
おりとします。
基本使用料の料金種別 ＷＮＤプラン、リーダー３ＧプランⅠ、リーダー３ＧプランⅡ
（定期ａｕモジュール契約に関する経過措置）
３ 当社は、第３種ａｕモジュール（当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに
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限ります。以下この第３項において同じとします｡)に係る第１種定期ａｕモジュール契約
者について、特定協業事業者（第３種ａｕモジュールの提供に係る当社が別に定める第三
者をいいます。以下同じとします｡)とその第１種定期ａｕモジュール契約者との間で締結
された当社が別に定める契約が終了したことを知ったときは、その第１種定期ａｕモジュ
ール契約を解除します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
４ この改定規定実施の日から平成 26 年８月 31 日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった
場合（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たす場合に限ります｡)、その
ａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 24 料金月の間（以
下この附則第８項までにおいて「控除対象期間」といいます｡)、その契約者回線について、
料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）の規定により支払いを要することとされる
基本使用料の額（特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用、特定
のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サービスに
係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合は、それぞれ適用す
る前の額とします｡)のうち、次表に定める控除額（第７項の規定により控除額を日割りし
た場合はその額とします｡)を控除する取扱い（以下この附則第８項までにおいて「本減額
適用」といいます｡)を行います。
ただし、この約款の附則若しくは当社のＬＴＥ約款の附則に定める基本使用料の減額適
用（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける料金月又はプランＺシンプルの基本使用
料の適用を受けない料金月については、この限りでありません。
(１) 適用条件
ア 別記３(11)に定める携帯電話番号ポータビリティ（特定事業者又は株式会社ケ
イ・オプティコムからのものを除きます｡)を希望する旨の申出があること。
イ 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の購入を伴うこ
と。
ウ 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプルを選択すること。
エ 特定パケット通信定額制の適用の申込みがあること。
(２) 控除額
１契約ごとに月額
控除額
税抜額 934 円
３ 当社は、本減額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場合に
は、控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
(１) ａｕ契約の解除があったとき。
(２) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(３) ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
(４) 特定パケット通信定額制の適用の廃止があったとき。
(５) 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとお
りとします。
区分
本減額適用の適用
１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用
き。
料について、本減額適用の対象とします。
２ 新たな端末設備の購入があったとき 新たな端末設備の購入があった日を含む料
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（前項の第３号又は第４号を伴う場合を 金月の末日までの基本使用料について、本
除きます｡)。
減額適用の対象とします。
７ 第４項の規定により本減額適用を開始した場合、第５項の規定により本減額適用を廃止
した場合又は基本使用料の料金種別の変更（プランＺシンプルとそれ以外の料金種別の間
のものに限ります｡)があった場合は、その料金月におけるプランＺシンプルの基本使用料
の適用を受ける日数に応じて、第４項に規定する控除額の日割りを行います。
８ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ
ます。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
９ この改正規定実施の日以降、留守番伝言機能（追加機能に限ります。以下この附則にお
いて同じとします｡)の提供の請求があり当社が承諾した場合、当社は、留守番伝言機能の
加入を条件とする特定オプション機能使用料の減額適用（留守番伝言機能の提供を開始し
た日を含む料金月から起算して３料金月の間（以下この附則第 11 項までにおいて「控除対
象期間」といいます｡)、この約款の規定にかかわらず、料金表第１表第１（基本使用料等）
１（適用）(30)に定める特定オプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを免除
する取扱いをいいます。以下この附則第 11 項までににおいて「本取扱い」といいます｡)を
行います。
ただし、その契約者回線について、この約款若しくは当社のＬＴＥ約款の附則又は特定
事業者のＷＩＮ約款若しくはＬＴＥ約款の附則に定める留守番伝言機能の加入を条件とす
る特定オプション機能使用料の減免適用を受けたことがある場合は、この限りでありませ
ん。
10 当社は、本取扱い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場合には、
控除対象期間内であっても、本取扱いを廃止します。
(１) ａｕ契約の解除があったとき（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものであって、当社
が別に定める場合に該当するときを除きます｡)。
(２) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(３) 留守番伝言機能の廃止があったとき。
11 前項の規定により、本取扱いを廃止した場合、その事由が生じた日の前日までのオプシ
ョン機能使用料について、本取扱いの対象とします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
12 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。
（その他）
13 平成 25 年６月１日から実施の附則第２項中「この改正規定実施の日以降」を「この改正
規定実施の日から平成 25 年８月 31 日までの間に」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 83 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年９月２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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附則（ＫＤＤＩＣマ第 85 号）
この改正規定は、平成 25 年９月９日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 92 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年９月 20 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。
（その他）
３ 平成 25 年８月 21 日から実施の附則第２項(１)のア中、「平成 25 年８月 21 日から平成
25 年９月 30 日までの間」を「平成 25 年８月 21 日から平成 25 年 11 月 30 日までの間」に
改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 95 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年９月 25 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 97 号、第 98 号、第 100 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 107 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 10 月 10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 112 号、第 115 号、第 117 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 11 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。
（その他）
３ 平成 25 年８月 21 日から実施の附則第３項の表の(２)のア中、「契約者回線（ＵＩＭサ
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ービスのものであって、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。」
を「契約者回線（当社が別に定める移動無線装置を利用しているＵＩＭサービスの契約者
回線であって、その電話番号が当社が別に定める電気通信番号であるものに限ります。」
に、「特定事業者の他網契約者回線（特定事業者が提供するＵＩＭサービスのものであっ
て、特定事業者が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。」を「特定事
業者の他網契約者回線（特定事業者が別に定める移動無線装置を利用している同社が提供
するＵＩＭサービスの他網契約者回線であって、その電話番号が同社が別に定める電気通
信番号であるものに限ります。」に、それぞれ改めます。
４ 平成 25 年８月 21 日から実施の附則第３項の表の備考(１)中「契約者回線（当社が別に
定める移動無線装置を利用しているものに限ります｡)」を「契約者回線（当社が別に定め
る移動無線装置を利用している契約者回線であって、その電話番号が当社が別に定める電
気通信番号であるものに限ります｡)」に改めます。
５ 平成 25 年８月 21 日から実施の附則第３項の表の備考中「(８)」を「(９)」とし、「(７)」
の次に、次のように加えます。
(８) 提供条件欄及び備考(１)に定める当社が別に定める電気通信番号は、 080 又は
090 から始まるものをいいます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 119 号、第 120 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 11 月 12 日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ 削除
３ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
（その他）
５ 平成 23 年 10 月 14 日から実施の附則第３項(１)のイの(オ)、ウ、(２)のウの(イ)及びエ
中並びに平成 24 年３月１日から実施の附則第２項、第４項、第５項、第６項のウの(イ)及
びエ中「料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(27)」を「料金表第１表第１（基
本使用料等）１（適用）(28)」に、それぞれ改めます。
６ 平成 24 年９月 21 日から実施の附則第２項中、平成 25 年６月１日から実施の附則第７項
及び第 11 項中並びに平成 25 年９月１日から実施の附則第９項中「料金表第１表第１（基
本使用料等）１（適用）(30)」を「料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(31)」
に、それぞれ改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 122 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 11 月 15 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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附則（ＫＤＤＩＣマ第 124 号）
この改正規定は、平成 25 年 11 月 25 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 129 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 11 月 28 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 131 号、133 号、135 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 12 月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社コミュニティテレビこもろ及び株式会社ケーブルネ
ット鈴鹿に関する改正規定については、平成 25 年 12 月２日から実施します。
（基本使用料及びパケット通信料の支払いに関する経過措置）
２ 当社は、次表に定める基本使用料及びパケット通信料の減額適用を行います。
( １ ) 特 定 の ア 当社は、この改正規定実施の日から平成 27 年９月 30 日までの間
端末設備
に、ａｕ契約の申込み（契約変更及びＬＴＥ契約からの契約移行に係
を接続す
るものを除きます｡)があった場合（その申込みに際し、次表に定める
るａｕ契
適用条件の全てを満たすときに限ります｡)、そのａｕサービスの提供
約の申込
を開始した日を含む料金月から起算して 24 料金月の間（以下この
みを条件
(１)欄において「控除対象期間Ⅰ」といいます｡)、その契約者回線
とする基
（以下この(１)欄において「控除対象回線」といいます｡)について、
本使用料
料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要すること
の減額適
とされる額（オプション機能使用料に係るものを除き、特定サービス
用
に係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用、特定のＬＴＥシ
ングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サ
ービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用を受
ける場合は、それぞれ適用する前の額とします｡)のうち、次表に定め
る控除額（エの規定により控除額を日割りした場合は、その額としま
す｡)を控除する取扱い（以下この(１)欄において「本減額適用Ⅰ」と
いいます｡)を行います。
適用条件
(ア) 控除対象回線に接続しようとする端末設備
が、当社が別に定める特定携帯情報端末であっ
て、そのａｕ契約者又はその家族（当社が別に定
める基準に該当するものをいいます。以下この附
則第２項において同じとします｡)が締結していた
他のａｕ契約（特定事業者のＷＩＮ約款に定める
ａｕ契約を含み、ＬＴＥ契約（当社又は特定事業
者のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります｡)への契約移行により解除されたも
のに限ります｡)に係る契約者回線（以下この(１)
欄において「判定対象回線」といいます｡)に関し
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て、当社が別に定めるサービス取扱所において最
後に購入されたものであること。
(イ) (ア)に定めるＬＴＥ契約への契約移行が、当
社が別に定めるサービス取扱所において端末設備
の購入を伴うものであって、控除対象回線に係る
ａｕ契約の申込みのあった日を含む料金月から起
算し、前３料金月の間に行われたものであるこ
と。
(ウ) 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプ
ルを選択すること。
控除額
税抜額 934 円
イ 当社は、控除対象回線又は判定対象回線について、次のいずれかに
該当する場合には、控除対象期間Ⅰ内であっても、本減額適用Ⅰを廃
止します。
(ア) 控除対象回線に係る事由
① ａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥ契約への契約移行があったとき。
③ ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき（ａｕサービス利用
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該当するときを除きます｡)。
④ 契約者の地位の承継があったとき。
⑤ ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
⑥ 新たな端末設備の購入があったとき（⑦を伴うときを除きま
す｡)。
⑦ プランＺシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があっ
たとき。
(イ) 判定対象回線に係る事由
① ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥサービスの利用権の譲渡があったとき。
③ 契約者の地位の承継があったとき。
④ ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。
ウ イの規定により、本減額適用Ⅰを廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅰの適用
１ ２以外により本減額適用Ⅰを その事由が生じた日を含む料金月
廃止したとき。
の末日までの基本使用料につい
て、本減額適用Ⅰの対象としま
す。
２ イの(ア)の①、②、⑤又は⑦ その事由が生じた日の前日までの
により本減額適用Ⅰを廃止した 基本使用料について、本減額適用
とき。
Ⅰの対象とします。
エ アの規定により本減額適用Ⅰを開始した場合又はイの規定により本
減額適用Ⅰを廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日まで
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(２) 特定の
端末設備
を接続す
るａｕ契
約の申込
みを条件
とするパ
ケット通
信料の減
額適用

の期間に係る日数に応じて、アに定める控除額の日割りを行います。
適用開始日
その料金月の初日（その料金月において、アの規定
により本減額適用Ⅰを開始した場合は、開始日）
適用終了日
その料金月の末日（その料金月において、イの規定
により本減額適用Ⅰを廃止した場合は、廃止日）
オ エの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
カ 契約者は、アの適用条件の(ア)に定める家族が特定事業者の他網契
約者回線に係る者である場合又は特定事業者のＷＩＮ約款附則に定め
る特定の端末設備を接続するａｕ契約の申込みを条件とする基本使用
料の減額適用（本減額適用Ⅰに相当するものをいいます。以下この
(１)欄において「特定減額適用Ⅰ」といいます｡)の適用条件に定める
家族が契約者回線に係る者である場合、当社又は特定事業者がそれぞ
れ本減額適用Ⅰ又は特定減額適用Ⅰの適用の可否を判断するために、
その控除対象回線に係る情報（本減額適用Ⅰ又は特定減額適用Ⅰの適
用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定事業者に通知することを
承諾していただきます。
ア 当社は、この改正規定実施の日から平成 27 年９月 30 日までの間
に、ａｕ契約の申込み（契約変更及びＬＴＥ契約からの契約移行に係
るものを除きます｡)があった場合（その申込みに際し、次表に定める
適用条件の全てを満たすときに限ります｡)、そのａｕサービスの提供
を開始した料金月から起算して 24 料金月の間（以下この(２)欄にお
いて「控除対象期間Ⅱ」といいます｡)、その契約者回線（以下この
(２)欄において「控除対象回線」といいます｡)について、料金表第１
表第３（パケット通信料）に定める特定パケット通信２段階定額制
（ダブル定額スーパーライトに限ります｡)に係る最小定額料のうち、
次表に定める控除額（エの規定により控除額を日割りした場合は、そ
の額とします｡)を控除する取扱い（以下この(２)欄において「本減額
適用Ⅱ」といいます｡)を行います。
適用条件
(ア) 控除対象回線に接続しようとする端末設備
が、当社が別に定める特定携帯情報端末であっ
て、そのａｕ契約者又はその家族が締結していた
他のａｕ契約（特定事業者のＷＩＮ約款に定める
ａｕ契約を含み、ＬＴＥ契約（当社又は特定事業
者のＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルに係るも
のに限ります｡)への契約移行により解除されたも
のに限ります｡)に係る契約者回線（以下この(２)
欄において「判定対象回線」といいます｡)に関し
て、当社が別に定めるサービス取扱所において最
後に購入されたものであること。
(イ) (ア)に定めるＬＴＥ契約への契約移行が、当
社が別に定めるサービス取扱所において端末設備
の購入を伴うものであって、控除対象回線に係る
ａｕ契約の申込みのあった日を含む料金月から起
算し、前３料金月の間に行われたものであるこ
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と。
(ウ) 基本使用料の料金種別としてプランＺシンプ
ルを選択すること。
(エ) 特定パケット通信２段階定額制（ダブル定額
スーパーライトに限ります｡)の適用を申し込むこ
と。
控除額
税抜額 372 円
イ 当社は、控除対象回線又は判定対象回線について、次のいずれかに
該当する場合には、控除対象期間Ⅱ内であっても、本減額適用Ⅱを廃
止します。
(ア) 控除対象回線に係る事由
① ａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥ契約への契約移行があったとき。
③ ａｕサービスの利用権の譲渡があったとき（ａｕサービス利用
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該当するときを除きます｡)。
④ 契約者の地位の承継があったとき。
⑤ ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
⑥ 新たな端末設備の購入があったとき（⑦を伴うときを除きま
す｡)。
⑦ ダブル定額スーパーライトの適用の廃止があったとき。
(イ) 判定対象回線に係る事由
① ＬＴＥ契約の解除（ａｕ契約への契約移行に係るものを除きま
す｡)があったとき。
② ＬＴＥサービスの利用権の譲渡があったとき。
③ 契約者の地位の承継があったとき。
④ ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。
ウ イの規定により、本減額適用Ⅱを廃止する場合における取扱いに
ついては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅱの適用
１ ２以外により本減額適用Ⅱを その事由が生じた日を含む料金月
廃止したとき。
の末日までの最小定額料につい
て、本減額適用Ⅱの対象としま
す。
２ イの(ア)の②は⑦により本減 その事由が生じた日の前日までの
額適用Ⅱを廃止したとき。
最小定額料について、本減額適用
Ⅱの対象とします。
エ アの規定により本減額適用Ⅱを開始した場合又はイの規定により本
減額適用Ⅱを廃止した場合は、次表の適用開始日から適用終了日まで
の期間に係る日数に応じて、アに定める控除額の日割りを行います。
適用開始日
その料金月の初日（その料金月において、アの規定
により本減額適用Ⅱを開始した場合は、開始日）
適用終了日
その料金月の末日（その料金月において、イの規定
により本減額適用Ⅱを廃止した場合は、廃止日）

- 附 142 -

オ

エの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
カ 契約者は、アの適用条件の(ア)に定める家族が特定事業者の他網契
約者回線に係る者である場合又は特定事業者のＷＩＮ約款附則に定め
る特定の端末設備を接続するａｕ契約の申込みを条件とするパケット
通信料の減額適用（本減額適用Ⅱに相当するものをいいます。以下こ
の(２)欄において「特定減額適用Ⅱ」といいます｡)の適用条件に定め
る家族が契約者回線に係る者である場合、当社又は特定事業者がそれ
ぞれ本減額適用Ⅰ又は特定減額適用Ⅱの適用の可否を判断するため
に、その控除対象回線に係る情報（本減額適用Ⅱ又は特定減額適用Ⅱ
の適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定事業者に通知するこ
とを承諾していただきます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ 平成 24 年 12 月１日から実施の附則第２項及び平成 25 年２月 19 日から実施の附則第２
項中「特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用」を「特定サービ
スに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定のＬＴＥシングルに係る契
約を条件とする基本使用料等の割引の適用」に、平成 24 年 12 月１日から実施の附則第７
項、平成 25 年１月１日から実施の附則第２項、平成 25 年１月 22 日から実施の附則第３項、
平成 25 年６月１日から実施の附則第２項、平成 25 年８月 21 日から実施の附則第２項(１)
欄のア及び平成 25 年９月１日から実施の附則第４項中「特定サービスに係る契約を条件と
する基本使用料等の割引の適用」を「特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等
の割引の適用、特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用」
にそれぞれ改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 141 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 12 月４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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 143 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 12 月 14 日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日以降、ａｕモジュール契約（基本使用料の料金種別があんしんＧ
ＰＳプラン又はＰＨＯＴＯ－Ｕ ＴＶプランの契約者回線に係るものに限ります｡)の申込
みがあり当社が承諾した場合、そのａｕモジュールの提供を開始した日を含む料金月から
起算して 24 料金月の間（以下この附則において「控除対象期間」といいます｡)、その契約
者回線について、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することと
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される基本使用料の額のうち、次表に定める控除額（第４項の規定により控除額を日割り
した場合は、その額とします｡)を控除する取扱い（以下この附則において「本減額適用」
といいます｡)を行います。
１契約ごとに月額
区分
控除額
税抜額
あんしんＧＰＳプラン
380 円
ＰＨＯＴＯ－Ｕ ＴＶプラン
850 円
３ 当社は、本減額適用を受けている契約者回線について、ａｕモジュール契約の解除があ
った場合、控除対象期間であっても、その契約解除日の前日をもって本減額適用を廃止し
ます。
４ 当社は、第２項に定める控除額について、その料金月においてあんしんＧＰＳプラン又
はＰＨＯＴＯ－Ｕ ＴＶプランの基本使用料の適用を受ける日数に応じて、基本使用料の
料金種別ごとに日割りします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
５ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 145 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 12 月 16 日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社ジェイコム札幌、株式会社ジェイコム東京、株式会
社ジェイコム湘南、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムさいたま、株式会
社ジェイコム千葉及び株式会社ジェイコムイーストに関する改正規定については、平成 25
年 12 月 20 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 147 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 12 月 17 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 149 号、第 151 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 25 年 12 月 27 日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成 26 年１月 13 日までの間に、ａｕスマートサポート契約
（当社の「ａｕスマートサポート会員利用規約」に定めるａｕスマートサポートの提供を
受けるための契約をいいます。以下この附則において同じとします｡)の申込みがあり当社
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が承諾した場合、そのａｕスマートサポート契約の締結があった日を含む料金月において、
その契約者回線（その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含み
ます｡)以外であるものに限ります｡)について、この約款の規定により支払いを要すること
とされるａｕ（ＷＩＮ）通信サービスの料金のうち、税抜額 1,500 円を控除する取扱いを
行います。
ただし、そのａｕスマートサポート契約を締結した後、同一料金月内において、次のい
ずれかに該当することとなった場合は、この限りでありません。
(１) その契約者回線について、ａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものを
除きます｡)があったとき。
(２) その契約者回線について、ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時
休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます｡)。
(３) ａｕスマートサポート契約が終了したとき。
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 153 号、第 156 号、第 158 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年１月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の
割引の適用に関する改正規定については、平成 26 年１月６日から、Korek Telecom Ltd.に
関する改正規定については、平成 26 年１月８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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 161 号、第 163 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年１月 16 日から実施します。
ただし、この改正規定中、ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株式会社に関する改正規定について
は、平成 26 年１月 17 日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ 当社は、ａｕ契約者からの申出により、次表に定める基本使用料の減額適用を行います。
( １ ) 学 生 で ア この改正規定実施の日から平成 26 年６月１日までの間（以下この
あること
附則第２項において「申出対象期間」といいます｡)に、ａｕ契約の
を条件と
申込み（契約変更及びＬＴＥ契約からの契約移行に係るものを除き
する基本
ます｡)と同時に申出があり当社が承諾した場合、当社は、そのａｕ
使用料の
サービスの契約者回線について、次表に定める料金月において、料
減額適用
金表第１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要すること
とされる基本使用料の額のうち、次表に定める控除額（基本使用料
の額が控除額に満たない場合は、基本使用料の額とします｡)を控除
する取扱い（以下この附則において「本減額適用Ⅰ」といいます｡)
を行います。
料金月
本減額適用Ⅰの申出を当社が承諾した日を含む料金
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月の翌料金月（以下この附則第２項において「適用
開始月Ⅰ」といいます｡)から起算して 36 料金月が経
過するまでの各料金月であって、その契約者回線に
ついて、次欄に定める適用条件を全て満たしている
月。
適用条件
(ア) 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適
用）(５)の２に規定する障がい者等に係る基本使
用料の割引の適用又は第２種定期ａｕ契約に係る
基本使用料の適用を受けていること。
(イ) 基本使用料の料金種別がプランＺシンプル、
カケホ（３Ｇケータイ・データ付）又はカケホ
（３Ｇケータイ）であること。
控除額
税抜額 934 円
イ 本減額適用Ⅰは、ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの契約者回線で
あって、その契約者（そのａｕ契約について利用者登録が行われてい
るときは、登録利用者とします｡)が学生又は満 25 歳以下であるもの
に限り、申し出ることができます。
ウ 当社は、イに定める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) その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している若
しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契約者名
義（利用者登録が行われているときは、登録利用者の名義としま
す。以下この附則第２項において同じとします｡)が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表
の区分１に定める申出を当社が承諾しているとき。
(イ) 当社との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ契約に
係るＬＴＥ契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者回
線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表の区分２
に定める申出を当社が承諾しているとき。
(ウ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ契
約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者
回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表の区分
３に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
(エ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約
者回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表の区
分４に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
区分
申出
１
本減額適用Ⅰの申出、(２)欄に定める本減額適用Ⅱの申
出、この約款の附則に定める学生であることを条件とす
る基本使用料の減額適用の申出又は学生の家族であるこ
とを条件とする基本使用料の減額適用の申出
２
当社のＬＴＥ約款の附則に定める学生であることを条件
とする基本使用料の減額適用の申出又は学生の家族であ
ることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
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３

特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出又は学生の家
族であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
４
特定事業者のＬＴＥ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出又は学生の家
族であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
エ アに定めるａｕ契約の申込みにあたって、別記３(11)のアに定める
取扱いの申出（特定事業者からの変更に係るものを除きます｡)を行っ
た場合は、当社又は特定事業者との間で締結していたａｕ契約若しく
はＬＴＥ契約に係る契約者回線、ＬＴＥ契約者回線若しくは他網契約
者回線について、ウの(ア)から(エ)に定める事由に該当しないものと
します。
オ 当社は、本減額適用Ⅰ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場合には、アの表の料金月の欄に定める 36 料
金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅰを廃止します。
(ア) ａｕ契約の解除があったとき。
(イ) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(ウ) ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
(エ) 契約者の地位の承継があったとき。
(オ) そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の変
更が行われたとき。
カ オの規定により、本減額適用Ⅰを廃止する場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅰの適用
１ ２以外により本減 その事由が生じた日（ａｕサービス利用権
額適用Ⅰを廃止した の譲渡又は契約者の地位の承継により本減
とき。
額適用Ⅰを廃止したときは、その譲渡承諾
日又は地位の承継の届出日とします｡)を含
む料金月の末日までの基本使用料につい
て、本減額適用Ⅰの対象とします。
２ オの(ア)又は(イ) その事由が生じた日の前日までの基本使用
の規定により本減額 料 に つ い て 、 本 減 額 適 用 Ⅰ の 対 象 と し ま
適用Ⅰを廃止したと す。
き。
キ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において同
表の適用条件を満たさない日があった場合は、適用条件を満たした日
の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りします。
ク キの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
ケ 当社は、当社のＬＴＥ約款に定める学生であることを条件とする基
本使用料の減額適用（本減額適用Ⅰに相当するものをいいます｡)に係
る申出の承諾を受けたＬＴＥ契約者回線について、ａｕ契約への契約
移行があった場合、そのａｕサービスの契約者回線について、次表に
定める料金月において、本減額適用Ⅰを適用します。
料金月
契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
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表に定める月数が経過するまでの各料金月であっ
て、その契約者回線について、アに定める適用条件
を全て満たしている月。
当社のＬＴＥ約款に定める適用開始月Ⅰ（アに定
める適用開始月Ⅰに相当するものをいいます｡)か
ら起算して契約移行のあった日を含む料金月の前
料金月までの月数を、36 料金月から除いた月数
コ

(２) 学生の
家族であ
ることを
条件とす
る基本使
用料の減
額適用

本減額適用Ⅰに係る申出の承諾を受けた契約者回線について、ＬＴ
Ｅ契約への契約移行があった場合、そのＬＴＥ契約者回線に係る学生
であることを条件とする基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅰに相当
するものをいいます｡)については、当社のＬＴＥ約款の規定（ケに相
当するものをいいます｡)に定めるところによります。
サ 契約者は、当社又は特定事業者がそれぞれ本減額適用Ⅰ又は特定減
額適用Ⅰ（特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生であることを
条件とする基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅰに相当するものをい
います。以下この附則第２項において同じとします｡)の適用の可否を
判断するために、その契約者回線に係る情報（本減額適用Ⅰ又は特定
減額適用Ⅰの適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定事業者に
通知することを承諾していただきます。
ア 申出対象期間に、ａｕ契約の申込み（契約変更及びＬＴＥ契約から
の契約移行に係るものを除きます｡)と同時に申出があり当社が承諾し
た場合、当社は、そのａｕサービスの契約者回線について、次表に定
める料金月において、料金表第１表第１（基本使用料等）の規定によ
り支払いを要することとされる基本使用料の額のうち、次表に定める
控除額（基本使用料の額が控除額に満たない場合は、基本使用料の額
とします｡)を控除する取扱い（以下この附則第２項において「本減額
適用Ⅱ」といいます｡)を行います。
料金月
本減額適用Ⅱの申出を当社が承諾した日を含む料金
月の翌料金月（以下この附則第２項において「適用
開始月Ⅱ」といいます｡)から起算して 12 料金月（そ
のａｕ契約の申込みにあたって、別記３(11)に定め
る携帯電話番号ポータビリティ（特定事業者からの
ものを除きます｡)を希望した場合は 36 料金月としま
す｡)が経過するまでの各料金月であって、その契約
者回線について、次欄に定める適用条件を全て満た
している月月。
適用条件
(ア) 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適
用）(５)の２に規定する障がい者等に係る基本使
用料の割引の適用又は第２種定期ａｕ契約に係る
基本使用料の適用を受けていること。
(イ) 基本使用料の料金種別がプランＺシンプル、
カケホ（３Ｇケータイ・データ付）又はカケホ
（３Ｇケータイ）であること。
控除額
税抜額 934 円
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イ

本減額適用Ⅱは、ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの契約者回線で
あって、アに定めるａｕ契約の申込みと同時に、複数回線複合割引の
適用の申出（その契約者が指定する割引選択回線群に、次表の区分１
若しくは区分２に定める申出を当社が承諾した契約者回線若しくはＬ
ＴＥ契約者回線（その減額適用を廃止又は終了していないものに限り
ます｡)又は次表の区分３若しくは区分４に定める申出を特定事業者が
承諾した他網契約者回線（その減額適用を廃止又は終了していないも
のに限ります｡)が含まれるものに限ります｡)があったものに限り、申
し出ることができます。
区分
申出
１
本減額適用Ⅰの申出又はこの約款の附則に定める学生で
あることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
２
当社のＬＴＥ約款の附則に定める学生であることを条件
とする基本使用料の減額適用の申出
３
特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出
４
特定事業者のＬＴＥ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出
ウ 当社は、イに定める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) その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している若
しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契約者名
義が、申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のものに限りま
す｡)について、(１)欄のウの表の区分１に定める申出を当社が承諾
しているとき。
(イ) 当社との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ契約に
係るＬＴＥ契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者回
線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、(１)欄のウの
表の区分２に定める申出を当社が承諾しているとき。
(ウ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ契
約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者
回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、(１)欄のウ
の表の区分３に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
(エ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約
者回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、(１)欄の
ウの表の区分４に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
エ アに定めるａｕ契約の申込みにあたって、別記３(11)のアに定める
取扱いの申出（特定事業者からの変更に係るものを除きます｡)を行っ
た場合は、当社又は特定事業者との間で締結していたａｕ契約若しく
はＬＴＥ契約に係る契約者回線、ＬＴＥ契約者回線若しくは他網契約
者回線について、ウの(ア)から(エ)に定める事由に該当しないものと
します。
オ 当社は、本減額適用Ⅱ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場合には、アの表の料金月の欄に定める 12 料
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金月又は 36 料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅱを廃止し
ます。
(ア) ａｕ契約の解除があったとき。
(イ) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(ウ) ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
(エ) 契約者の地位の承継があったとき。
(オ) そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の変
更が行われたとき。
カ オの規定により、本減額適用Ⅱを廃止する場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅱの適用
１ ２以外により本減 その事由が生じた日（ａｕサービス利用権の
額適用Ⅱを廃止した 譲渡又は契約者の地位の承継により本減額適
とき。
用Ⅱを廃止したときは、その譲渡承諾日又は
地位の承継の届出日とします｡)を含む料金月
の末日までの基本使用料について、本減額適
用Ⅱの対象とします。
２ オの(ア)又は(イ) その事由が生じた日の前日までの基本使用料
の規定により本減額 について、本減額適用Ⅱの対象とします。
適用Ⅱを廃止したと
き。
キ 当社は、アの表に規定する控除額について、その料金月において同
表の適用条件を満たさない日があった場合は、適用条件を満たした日
の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りします。
ク キの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
ケ 当社は、当社のＬＴＥ約款に定める学生の家族であることを条件と
する基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅱに相当するものをいいま
す｡)に係る申出の承諾を受けたＬＴＥ契約者回線について、ａｕ契約
への契約移行があった場合、そのａｕサービスの契約者回線につい
て、次表に定める料金月において、本減額適用Ⅱを適用します。
料金月
契約移行のあった日を含む料金月から起算して、次
表に定める月数が経過するまでの各料金月であっ
て、その契約者回線について、アに定める適用条件
を全て満たしている月。
当社のＬＴＥ約款に定める適用開始月Ⅱ（アに定
める適用開始月Ⅱに相当するものをいいます｡)か
ら起算して契約移行のあった日を含む料金月の前
料金月までの月数を、12 料金月（そのａｕ契約の
申込みにあたって、当社のＬＴＥ約款別記３(11)
に定める携帯電話番号ポータビリティ（特定事業
者からのものを除きます｡)を希望した場合は 36 料
金月とします｡)から除いた月数
コ

本減額適用Ⅱに係る申出の承諾を受けた契約者回線について、ＬＴ
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Ｅ契約への契約移行があった場合、そのＬＴＥ契約者回線に係る学生
の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅱ
に相当するものをいいます｡)については、当社のＬＴＥ約款の規定
（クに相当するものをいいます｡)に定めるところによります。
サ 契約者は、当社又は特定事業者がそれぞれ本減額適用Ⅱ又は特定減
額適用Ⅱ（特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生の家族である
ことを条件とする基本使用料の減額適用（本減額適用Ⅱに相当するも
のをいいます。以下この附則第２項において同じとします｡)の適用の
可否を判断するために、その契約者回線に係る情報（本減額適用Ⅱ又
は特定減額適用Ⅱの適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定事
業者に通知することを承諾していただきます。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
３ 削除
（料金等の支払に関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 165 号、第 167 号、第 168 号、170 号、第 177 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 26 年２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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 180 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年２月 15 日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ 削除
３ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
４ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 182 号、第 184 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年２月 18 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 190 号、第 192 号、第 194 号、第 197 号、第 199 号）
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（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年３月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社 ケーブルワンに関する改正規定については、平成
26 年３月３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。
３ 平成 26 年１月 16 日から実施の附則第２項(１)欄及び(２)欄中「エ」を「オ」に、「オ」
を「カ」に、「カ」を「キ」に、「キ」を「ク」に、「ク」を「ケ」に、「ケ」を「コ」
に、「コ」を「サ」にそれぞれ改め、「ウ」の次に、それぞれ次のように加えます。
エ アに定めるＬＴＥ契約の申込みにあたって、別記３(11)のアに定める取扱いの申出
（特定事業者からの変更に係るものを除きます｡)を行った場合は、当社又は特定事業者
との間で締結していたａｕ契約若しくはＬＴＥ契約に係る契約者回線、ＬＴＥ契約者回
線若しくは他網契約者回線について、ウの(ア)から(エ)に定める事由に該当しないもの
とします。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 201 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年３月５日から実施します。
（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
２ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 203 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年３月 15 日から実施します。
ただし、この改正規定中、ＣＴＢメディア株式会社に関する改正規定については、平成
26 年３月 17 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 205 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年３月 19 日から実施します。
（ａｕスマートパス接続機能に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりａｕスマートパス接続機能の提供を受
けている者は、当社のａｕスマートパス利用規約（以下この附則において「利用規約」と
いいます｡)に定めるところにより、利用規約に定めるａｕスマートパス接続サービスにお
いて提供する各種サービス（以下この附則において「ａｕスマートパスサービス」といい
ます｡)の提供を継続して受けるものとします。
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（オプション機能使用料の支払いに関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、改正前の附則（平成 26 年１月 16 日から実施の附則第３項、
平成 26 年２月 15 日から実施の附則第２項及び第３項並びに平成 26 年３月５日から実施の
附則第２項をいいます｡)の規定により、ａｕスマートパス接続機能に係るオプション機能
使用料の支払いを免除する取扱いを受けている場合、それぞれ次に定める料金月において、
利用規約に定めるａｕスマートパスサービスの接続利用料の支払いを免除する取扱いを行
います。
(１) 平成 26 年１月 16 日から実施の附則第３項に係るもの
平成 26 年３月１日から平成 26 年 12 月 31 日までの各料金月（その初日において、平成
26 年１月 16 日から実施の附則第２項に定める学生であることを条件とする基本使用料の
減額適用又は学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用を受けている料
金月に限ります｡)。
(２) 平成 26 年２月 15 日から実施の附則第２項に係るもの
平成 26 年３月１日から平成 26 年５月 31 日までの各料金月（次のいずれかに該当する
料金月を除きます｡）。
ア 判定日（その料金月の前料金月の末日をいいます。以下この附則において同じとし
ます｡)における最終購入端末（判定日以前に購入した端末設備であって、最後の購入
に係るものをいいます。以下この附則において同じとします｡)が当社が別に定める端
末設備でない料金月。
イ この附則に定めるａｕスマートパスサービスの接続利用料の支払いを免除する取扱
い（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける料金月。
(３) 平成 26 年２月 15 日から実施の附則第３項に係るもの
平成 26 年３月１日から平成 26 年５月 31 日までの各料金月（この附則に定めるａｕス
マートパスサービスの接続利用料の支払いを免除する取扱い（当社が別に定めるものに
限ります｡)を受ける料金月を除きます｡）。
(４) 平成 26 年３月５日から実施の附則第２項に係るもの
平成 26 年３月１日から平成 26 年５月 31 日までの各料金月（この附則に定めるａｕス
マートパスサービスの接続利用料の支払いを免除する取扱い（当社が別に定めるものに
限ります｡)を受ける料金月を除きます｡）。
４ この改正規定実施の日から平成 26 年 11 月 30 日までの間に、利用規約に定めるａｕスマ
ートパスサービスの利用に関する契約（以下この附則において「ａｕスマートパス利用契
約」といいます｡)の申込みがあり当社が承諾した場合、ａｕスマートパスサービスの提供
を開始した日を含む料金月の翌料金月から平成 26 年 12 月 31 日までの各料金月（その初日
において、平成 26 年１月 16 日から実施の附則第２項に定める学生であることを条件とす
る基本使用料の減額適用又は学生の家族であることを条件とする基本使用料の減額適用を
受けている料金月に限ります｡)において、利用規約に定めるａｕスマートパスサービスの
接続利用料の支払いを免除する取扱いを行います。
５ この改正規定実施の日から平成 26 年４月 30 日までの間に、ａｕスマートパス利用契約
の申込みがあり当社が承諾した場合、ａｕスマートパスサービスの提供を開始した日を含
む料金月の翌料金月から平成 26 年５月 31 日までの各料金月（前項第２号のア又はイに該
当する料金月を除きます｡)において、利用規約に定めるａｕスマートパスサービスの接続
利用料の支払いを免除する取扱いを行います。
６ この改正規定実施の日から平成 26 年３月 31 日までの間に、ａｕスマートパス利用契約
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の申込みがあり当社が承諾した場合（次表に定める適用条件を全て満たす場合に限りま
す｡)、ａｕスマートパスサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から平成 26
年５月 31 日までの各料金月（この附則に定めるａｕスマートパスサービスの接続利用料の
支払いを免除する取扱い（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける料金月を除きま
す｡)において、利用規約に定めるａｕスマートパスサービスの接続利用料の支払いを免除
する取扱いを行います。
適用条件
(１) 平成 26 年 1 月 31 日において、３ＬＭセキュリティサービス
の提供を受けていること。
(２) 平成 26 年 1 月 31 日において、ａｕスマートパスサービスの
提供を受けていないこと。
７ この改正規定実施の日から平成 26 年４月 30 日までの間に、ａｕスマートパス利用契約
の申込みがあり当社が承諾した場合（次表に定める適用条件を全て満たす場合に限りま
す｡)、ａｕスマートパスサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から平成 26
年５月 31 日までの各料金月（この附則に定めるａｕスマートパスサービスの接続利用料の
支払いを免除する取扱い（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける料金月を除きま
す｡)において、利用規約に定めるａｕスマートパスサービスの接続利用料の支払いを免除
する取扱いを行います。
適用条件
(１) 平成 26 年２月９日において、当社の「安心ナビ利用規約」に
定める有料サービスの提供を受けていること。
(２) 平成 26 年２月９日において、ａｕスマートパスサービスの提
供を受けていないこと。
（料金等の支払に関する経過措置）
８ 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。
（その他）
９ 平成 24 年２月 17 日から実施の附則第２項、平成 24 年６月１日から実施の附則第５項、
平成 24 年８月１日から実施の附則第２項、平成 24 年８月 10 日から実施の附則第２項及び
平成 24 年９月７日から実施の附則第２項中「オプション機能使用料（着信短縮ダイヤル機
能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能、番号変換文字メッセージ受信機
能及びａｕスマートパス接続機能に係るものを除きます｡)」を「オプション機能使用料
（着信短縮ダイヤル機能、海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変
換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます｡)」にそれぞれ改めます。
10 平成 24 年９月 21 日の附則第２項、平成 25 年６月１日から実施の附則第７項及び平成 25
年９月１日から実施の附則第９項中「料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(31)
に定める特定オプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを免除する取扱い」を
「料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(30)に定める特定オプション機能に係る
オプション機能使用料の支払いを免除する取扱い」にそれぞれ改めます。
11 平成 26 年１月 16 日から実施の附則第３項、平成 26 年２月 15 日から実施の附則第２項
及び第３項並びに平成 26 年３月５日から実施の附則第２項について、それぞれ「削除」に
改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 207 号）
（実施時期）
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１ この改正規定は、平成 26 年３月 20 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 209 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年３月 28 日から実施します。
ただし、この改正規定中、ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社及び皇徳寺ケー
ブルテレビ株式会社に関する改正規定については、平成 26 年３月 31 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 211 号、第 220 号、第 222 号、第 224 号、第 226 号、第 228 号、第 231
号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙に係るものを含みます｡)は、平成 26 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。
（その他）
３ 平成 25 年８月 21 日から実施の附則第３項について、「削除」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 233 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年４月 10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 239 号、第 241 号、第 243 号、第 245 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年５月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社ケーブルネットテレビ富山に関する改正規定につい
ては、平成 26 年５月 12 日から、日本海ケーブルネットワーク株式会社に関する改正規定
については、平成 26 年５月 20 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 249 号）
この改正規定は、平成 26 年５月 19 日から実施します。
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附則（ＫＤＤＩＣマ第 252 号、第 253 号、第 255 号、第 260 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年６月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の
割引の適用に関する改正規定については、平成 26 年６月２日から、ケーブルテレビ株式会
社に関する改正規定については、平成 26 年６月 21 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 262 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年６月３日から実施します。
（その他）
２ 平成 25 年９月１日から実施の附則第４項(１)のア中「特定事業者からのものを除きます」
を「特定事業者又は株式会社ケイ・オプティコムからのものを除きます」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 268 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年６月 13 日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社秋田ケーブルテレビに関する改正規定については、
平成 26 年６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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 270 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年６月 20 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 272 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年６月 30 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 273 号、第 274 号、第 277 号、第 279 号、第 281 号、第 287 号、第 290
号、第 295 号）
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（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年７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。
（その他）
３ 平成 25 年 11 月 12 日から実施の附則第３項について、「削除」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 297 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年７月 18 日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改定規定実施の日から平成 26 年８月 31 日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった
場合（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たす場合に限ります｡)、その
ａｕサービスの提供を開始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（以
下この附則において「控除対象期間」といいます｡)、その契約者回線について、料金表第
１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる基本使用料の額（特
定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用、特定のＬＴＥシングルに
係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サービスに係る契約を条件とす
る基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合は、それぞれ適用する前の額とします｡)
のうち、次表に定める控除額（第５項の規定により控除額を日割りした場合はその額とし
ます｡)を控除する取扱い（以下この附則において「本減額適用」といいます｡)を行います。
ただし、この約款の附則又は当社のＬＴＥ約款の附則に定める基本使用料の減額適用
（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける料金月については、この限りでありません。
(１) 適用条件
ア 別記３(11)に定める携帯電話番号ポータビリティ（特定事業者又は株式会社ケ
イ・オプティコムからのものを除きます｡)を希望する旨の申出があること。
イ 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の購入を伴うこ
と。
ウ 基本使用料の料金種別としてプランＭシンプルを選択すること。
(２) 控除額
１契約ごとに月額
控除額
税抜額 2,500 円
３ 当社は、本減額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場合に
は、控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
(１) ａｕ契約の解除があったとき。
(２) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(３) ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
(４) プランＭシンプル以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。
(５) 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとお
りとします。
区分
本減額適用の適用
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１

２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用
き。
料について、本減額適用の対象とします。
２ 新たな端末設備の購入があったとき 新たな端末設備の購入があった日を含む料
（前項の第３号又は第４号を伴う場合を 金月の末日までの基本使用料について、本
除きます｡)。
減額適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合又は第３項の規定により本減額適用を廃
止した場合は、その料金月におけるプランＭシンプルの基本使用料の適用を受ける日数に
応じて、第２項に規定する控除額の日割りを行います。
６ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ
ます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 299 号、第 301 号、第 303 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年８月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、諫早ケーブルテレビ株式会社に関する改正規定については、
平成 26 年７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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 307 号、第 309 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年８月 13 日から実施します。
（基本使用料等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成 27 年２月 28 日までの間、料金表第１表第１（基本使用
料等）１（適用）(27)に定める特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料
等の割引の適用について、同(27)のアの(イ)の表を次表に読み替えて適用します。
１契約ごとに月額
割引額
税抜額 934 円
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ 平成 24 年１月 18 日から実施の附則第３項(１)のアの適用条件の(イ)及び同項(２)のア
の適用条件の(イ)中「基本使用料の料金種別としてプランＺシンプルを選択しているこ
と。」を「基本使用料の料金種別としてプランＺシンプル、電話カケ放題プラン（ケータ
イ・データ付）又は、電話カケ放題プラン（ケータイ）を選択していること。」にそれぞ
れ改めます。
５ 平成 25 年１月 22 日から実施の附則第２項(１)のアの適用条件の(イ)及び同項(２)のア
の適用条件の(イ)並びに平成 26 年１月 16 日から実施の附則第２項(１)のアの適用条件の

- 附 158 -

(イ)及び同項(２)のアの適用条件の(イ)中、「基本使用料の料金種別がプランＺシンプル
であること。」を「基本使用料の料金種別がプランＺシンプル、電話カケ放題プラン（ケ
ータイ・データ付）又は、電話カケ放題プラン（ケータイ）であること。」にそれぞれ改
めます。
６ 平成 24 年９月７日から実施の附則第４項第５号中「料金種別がプランＦ（ＩＳ）シンプ
ルである」を「料金種別がプランＦ（ＩＳ）シンプル、電話カケ放題プラン（ケータイ・
データ付)若しくは電話カケ放題プラン（ケータイ）である」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 312 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年８月 22 日から実施します。
（契約解除料の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日以降、第２種定期ａｕモジュール契約（基本使用料の料金種別が
ＷＮＤプランに係るものに限ります｡)に係る契約解除料については、この約款の規定にか
かわらず、その支払いを要しません。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 314 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年８月 27 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 316 号、第 318 号、第 320 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年９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。
（その他）
３ 平成 25 年９月１日から実施の附則第３項中「この改定規定実施の日以降」を「この改定
規定実施の日から平成 26 年８月 31 日までの間に」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 323 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年９月 10 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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附則（ＫＤＤＩＣマ第 327 号、第 331 号、第 337 号、第 339 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 10 月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(24)及び(25)
に関する改正規定については、平成 26 年 10 月３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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 341 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙に係るものを含みます｡)は、平成 26 年 10 月 15 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 347 号、第 349 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 11 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 355 号、第 357 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 11 月 12 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 359 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 11 月 25 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 361 号、第 363 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 12 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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附則（ＫＤＤＩＣマ第 368 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 12 月 12 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 371 号、第 374 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 12 月 18 日から実施します。
ただし、この改正規定中、電話カケ放題プラン（ケータイ・データ付）又は電話カケ放
題プラン（ケータイ）の契約者回線に係る通話料の適用に関する改定規定については、平
成 26 年 12 月 25 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 379 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 26 年 12 月 26 日から実施します。
（付随サービスに関する料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から平成 27 年１月 12 日までの間に、ａｕスマートサポート契約
（当社の「ａｕスマートサポート会員利用規約」に定めるａｕスマートサポートの提供を
受けるための契約をいいます。以下この附則において同じとします｡)の申込みがあり当社
が承諾した場合、そのａｕスマートサポート契約の締結があった日を含む料金月において、
その契約者回線（その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含み
ます｡)以外であるものに限ります｡)について、この約款の規定により支払いを要すること
とされるａｕ（ＷＩＮ）通信サービスの料金のうち、税抜額 1,500 円を控除する取扱いを
行います。
ただし、そのａｕスマートサポート契約を締結した後、同一料金月内において、次のい
ずれかに該当することとなった場合は、この限りでありません。
(１) その契約者回線について、ａｕ契約の解除（ＬＴＥ契約への契約移行に係るものを
除きます｡)があったとき。
(２) その契約者回線について、ａｕサービスの利用の一時休止があったとき（その一時
休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます｡)。
(３) ａｕスマートサポート契約が終了したとき。
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 381 号、第 388 号、第 390 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年１月１日から実施します。
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（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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 392 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年１月 13 日から実施します。
ただし、この改正規定中、加賀テレビ株式会社に関する改正規定については、平成 27 年
１月 15 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 396 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年１月 21 日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ 当社は、ａｕ契約者からの申出により、次表に定める基本使用料の減額適用を行います。
( １ ) 学 生 で ア この改正規定実施の日から平成 27 年５月 31 日までの間に、ａｕ契
あること
約の申込み（契約変更及びａｕ契約からの契約移行に係るもの並びに
を条件と
特定事業者又は特定ＭＶＮＯ事業者からのＭＮＰ加入申出（別記３
する基本
(11)に定める携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望する旨の申
使用料の
出をいいます。以下この附則第２項において同じとします｡)を伴うも
減額適用
のを除きます｡)と同時に申出があり当社が承諾した場合、当社は、そ
のａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月（以下こ
の附則第２項において「減額開始月Ⅰ」といいます｡)から起算して次
表に定める減額対象期間Ⅰが経過するまでの各料金月（その契約者回
線について、次表に定める適用条件を全て満たしている料金月に限り
ます｡)において、その契約者回線について、料金表第１表第１（基本
使用料等）の規定により支払いを要することとされる基本使用料の額
のうち、次表に定める控除額（基本使用料の額が控除額に満たない場
合は、基本使用料の額とします｡)を控除する取扱い（以下この附則第
２項において「本減額適用Ⅰ」といいます｡)を行います。
ただし、この約款の附則又は当社のＬＴＥ約款の附則に定める基本
使用料の減額適用（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける料金
月については、この限りでありません。
(ア) 減額対象期間Ⅰ
① ②以外の場合
24 料金月
② そのａｕ契約の申込みに際し、基本使用料の 36 料金月
料金種別として、プランＺシンプルを選択した
場合（ａｕサービスの提供を開始した日以降
に、基本使用料の料金種別の変更があった場合
を除きます｡)
(イ) 適用条件
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①

障がい者等に係る基本使用料の割引の適用又は第２種定期ａｕ契
約に係る基本使用料の適用を受けていること。
② 基本使用料の料金種別がプランＺシンプルであること。
(ウ) 控除額
１契約ごとに月額
税抜額 934 円
イ 本減額適用Ⅰは、ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの契約者回線で
あって、その契約者（そのａｕ契約について利用者登録が行われてい
るときは、登録利用者とします｡)が学生又は満 25 歳以下であるもの
に限り、申し出ることができます
ウ 当社は、イに定める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) その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している若
しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契約者名
義（利用者登録が行われているときは、登録利用者の名義としま
す。以下この附則第２項において同じとします｡)が、申出のあった
契約者回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表
の区分１に定める申出を当社が承諾しているとき。
(イ) 当社との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ契約に
係るＬＴＥ契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者回
線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表の区分２
に定める申出を当社が承諾しているとき。
(ウ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ契
約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者
回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表の区分
３に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
(エ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約
者回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、次表の区
分４に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
区分
申出
１
本減額適用Ⅰの申出、(２)欄に定める本減額適用Ⅱの申
出、この約款の附則に定める学生であることを条件とす
る基本使用料の減額適用の申出又は学生の家族であるこ
とを条件とする基本使用料の減額適用の申出
２
当社のＬＴＥ約款の附則に定める学生であることを条件
とする基本使用料の減額適用の申出又は学生の家族であ
ることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
３
特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出又は学生の家
族であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
４
特定事業者のＬＴＥ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出又は学生の家
族であることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
エ アに定めるａｕ契約の申込みが、ＭＮＰ加入申出を伴うものである
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場合は、当社又は特定事業者との間で締結していたａｕ契約若しくは
ＬＴＥ契約に係る契約者回線、ＬＴＥ契約者回線若しくは他網契約者
回線について、ウの(ア)から(エ)に定める事由に該当しないものとし
ます。
オ 当社は、本減額適用Ⅰ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場合には、アの表の料金月の欄に定める減額対
象料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅰを廃止します。
(ア) ａｕ契約の解除があったとき。
(イ) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(ウ) ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
(エ) 契約者の地位の承継があったとき。
(オ) そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の変
更が行われたとき。
(カ) そのａｕ契約の申込みに際し、基本使用料の料金種別としてプ
ランＺシンプルを選択した場合であって、減額開始月Ⅰから起算し
て 25 料金月以降に基本使用料の料金種別の変更があったとき。
カ オの規定により、本減額適用Ⅰを廃止する場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅰの適用
１ ２以外により本減 その事由が生じた日（ａｕサービス利用権
額適用Ⅰを廃止した の譲渡又は契約者の地位の承継により本減
とき。
額適用Ⅰを廃止したときは、その譲渡承諾
日又は地位の承継の届出日とします｡)を含
む料金月の末日までの基本使用料につい
て、本減額適用Ⅰの対象とします。
２ オの(ア)、(イ)又 その事由が生じた日の前日までの基本使用
は(カ)の規定により 料 に つ い て 、 本 減 額 適 用 Ⅰ の 対 象 と し ま
本減額適用Ⅰを廃止 す。
したとき。
キ 当社は、アに定める控除額について、その料金月においてアに定め
る適用条件を満たさない日があった場合は、適用条件を全て満たした
日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りします。
ク キの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
ケ 当社は、ＬＴＥ減額適用Ⅰ（当社のＬＴＥ約款に定める学生である
ことを条件とする基本使用料の減額適用であって、本減額適用Ⅰに相
当するものをいいます。以下この附則第２項において同じとします｡)
に係る申出の承諾を受けたＬＴＥ契約者回線について、ａｕ契約への
契約移行があった場合、そのａｕサービスの契約者回線について、契
約移行のあった日を含む料金月から起算して、減額対象残期間Ⅰ（次
表に定める減額対象合算期間Ⅰから次表に定める減額適用合算月数Ⅰ
を除いた月数をいいます。以下この附則第２項において同じとしま
す｡)が経過するまでの各料金月であって、アに定める適用条件を全て
満たしている料金月において、本減額適用Ⅰを適用します。
(ア) 減額対象合算期間Ⅰ
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(２) 学生の
家族であ
ることを
条件とす
る基本使
用料の減
額適用

① ②以外の場合
24 料金月
② そのａｕ契約又はＬＴＥ契約の申込みに際 36 料金月
し、基本使用料の料金種別としてプランＺシン
プル又はＬＴＥプラン若しくはＬＴＥプラン
（Ｖ）を選択した場合（ａｕサービス又はＬＴ
Ｅサービスの提供を開始した日以降に、その他
の基本使用料の料金種別の変更があった場合を
除きます｡)
(イ) 減額適用合算月数Ⅰ
本減額適用Ⅰの適用を受けた料金月数及びＬＴＥ減額適用Ⅰの適用を
受けた料金月数を合算した月数（それぞれの減額適用に係る適用条件
を満たさない料金月の数を含みます｡)
コ 本減額適用Ⅰの申出の承諾を受けた契約者回線について、ＬＴＥ契
約への契約移行があった場合、そのＬＴＥ契約者回線に係るＬＴＥ減
額適用Ⅰの取扱いについては、当社のＬＴＥ約款の規定（ケに相当す
るものをいいます｡)に定めるところによります。
サ 契約者は、当社又は特定事業者がそれぞれ本減額適用Ⅰ又は特定減
額適用Ⅰ（特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生であることを
条件とする基本使用料の減額適用であって、本減額適用Ⅰに相当する
ものをいいます。以下この附則第２項において同じとします｡)の適用
の可否を判断するために、その契約者回線に係る情報（本減額適用Ⅰ
又は特定減額適用Ⅰの適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定
事業者に通知することを承諾していただきます。
ア この改正規定実施の日から平成 27 年５月 31 日までの間に、ａｕ契
約の申込み（契約変更及びＬＴＥ契約からの契約移行に係るもの並
びに特定事業者又は特定ＭＶＮＯ事業者からのＭＮＰ加入申出を伴
うものを除きます｡)と同時に申出があり当社が承諾した場合、その
ａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月（以下こ
の附則第２項において「減額開始月Ⅱ」といいます｡)から起算して
次表に定める減額対象期間Ⅱが経過するまでの各料金月（その契約
者回線について、次表に定める適用条件を全て満たしている料金月
に限ります｡)において、その契約者回線について、料金表第１表第
１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる基本
使用料の額のうち、次表に定める控除額（基本使用料の額が控除額
に満たない場合は基本使用料の額とします｡)を控除する取扱い（以
下この附則第２項において「本減額適用Ⅱ」といいます｡)を行いま
す。
ただし、この約款の附則又は当社のＬＴＥ約款の附則に定める基
本使用料の減額適用（当社が別に定めるものに限ります｡)を受ける
料金月については、この限りでありません。
(ア) 減額対象期間Ⅰ
Ⅰ Ⅱ以外の場合
12 料金月
Ⅱ そ の ａ ｕ ① ②以外の場合
24 料金月
契 約 の 申 み ② そのａｕ契約の申込みに際 36 料金月
が、ＭＮＰ
し、基本使用料の料金種別とし
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加入申出を
伴うもので
ある場合

てプランＺシンプルを選択した
場合（ａｕサービスの提供を開
始した日以降に、基本使用料の
料金種別の変更があった場合を
除ます｡)

(イ) 適用条件
① 障がい者等に係る基本使用料の割引の適用又は第２種定期ａｕ契
約に係る基本使用料の適用を受けていること。
② 基本使用料の料金種別がプランＺシンプルであること。
(ウ) 控除額
１契約ごとに月額
税抜額 934 円
イ 本減額適用Ⅱは、ａｕデュアル又はＵＩＭサービスの契約者回線で
あって、アに定めるａｕ契約の申込みと同時に、複数回線複合割引の
適用の申出（その契約者が指定する割引選択回線群に、次表の区分１
若しくは区分２に定める申出を当社が承諾した契約者回線若しくはＬ
ＴＥ契約者回線（その減額適用を廃止又は終了していないものに限り
ます｡)又は次表の区分３若しくは区分４に定める申出を特定事業者が
承諾した他網契約者回線（その減額適用を廃止又は終了していないも
のに限ります｡)が含まれるものに限ります｡)があったものに限り、申
し出ることができます。
区分
申出
１
本減額適用Ⅰの申出又はこの約款の附則に定める学生で
あることを条件とする基本使用料の減額適用の申出
２
当社のＬＴＥ約款の附則に定める学生であることを条件
とする基本使用料の減額適用の申出
３
特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出
４
特定事業者のＬＴＥ約款の附則に定める学生であること
を条件とする基本使用料の減額適用の申出
ウ 当社は、イに定める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) その申出のあった契約者回線又は当社との間で締結している若
しくは締結していた他のａｕ契約に係る契約者回線（その契約者名
義が、申出のあった契約者回線の契約者名義と同一のものに限りま
す｡)について、(１)欄のウの表の区分１に定める申出を当社が承諾
しているとき。
(イ) 当社との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ契約に
係るＬＴＥ契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者回
線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、(１)欄のウの
表の区分２に定める申出を当社が承諾しているとき。
(ウ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたａｕ契
約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約者
回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、(１)欄のウ
の表の区分３に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
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(エ) 特定事業者との間で締結している若しくは締結していたＬＴＥ
契約に係る他網契約者回線（その契約者名義が、申出のあった契約
者回線の契約者名義と同一のものに限ります｡)について、(１)欄の
ウの表の区分４に定める申出を特定事業者が承諾しているとき。
エ アに定めるａｕ契約の申込みが、ＭＮＰ加入申出を伴うものである
場合は、当社又は特定事業者との間で締結していたａｕ契約若しくは
ＬＴＥ契約に係る契約者回線、ＬＴＥ契約者回線若しくは他網契約者
回線について、ウの(ア)から(エ)に定める事由に該当しないものとし
ます。
オ 当社は、本減額適用Ⅱ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場合には、アの表の料金月の欄に定める減額対
象料金月が経過する前であっても、本減額適用Ⅱを廃止します。
(ア) ａｕ契約の解除があったとき。
(イ) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(ウ) ａｕサービス利用権の譲渡があったとき。
(エ) 契約者の地位の承継があったとき。
(オ) そのａｕ契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の変
更が行われたとき。
(カ) そのａｕ契約の申込み（ＭＮＰ加入申出を伴うものに限りま
す｡)に際し、基本使用料の料金種別としてプランＺシンプルを選択
した場合であって、減額開始月Ⅱから起算して 25 料金月以降に基
本使用料の料金種別の変更があったとき。
カ オの規定により、本減額適用Ⅱを廃止する場合における取扱いにつ
いては、次表のとおりとします。
区分
本減額適用Ⅱの適用
１ ２以外により本減 その事由が生じた日（ａｕサービス利用権
額適用Ⅱを廃止した の譲渡又は契約者の地位の承継により本減
とき。
額適用Ⅱを廃止したときは、その譲渡承諾
日又は地位の承継の届出日とします｡)を含
む料金月の末日までの基本使用料につい
て、本減額適用Ⅱの対象とします。
２ オの(ア)、(イ)又 その事由が生じた日の前日までの基本使用
は(カ)の規定により 料 に つ い て 、 本 減 額 適 用 Ⅱ の 対 象 と し ま
本減額適用Ⅱを廃止 す。
したとき。
キ 当社は、アに定める控除額について、その料金月においてアに定め
る適用条件を満たさない日があった場合は、適用条件を全て満たした
日の日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに日割りします。
ク キの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り上げます。
ケ 当社は、ＬＴＥ減額適用Ⅱ（当社のＬＴＥ約款に定める学生である
ことを条件とする基本使用料の減額適用であって、本減額適用Ⅱに相
当するものをいいます。以下この附則第２項において同じとします｡)
に係る申出の承諾を受けたＬＴＥ契約者回線について、ａｕ契約への
契約移行があった場合、そのａｕサービスの契約者回線について、契
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約移行のあった日を含む料金月から起算して、減額対象残期間Ⅱ（次
表に定める減額対象合算期間Ⅱから次表に定める減額適用合算月数Ⅱ
を除いた月数をいいます。以下この附則第２項において同じとしま
す｡)が経過するまでの各料金月であって、アに定める適用条件を全て
満たしている料金月において、本減額適用Ⅱを適用します。
(ア) 減額対象合算期間Ⅱ
Ⅰ Ⅱ以外の場合
12 料金月
Ⅱ そ の ａ ｕ ① ②以外の場合
24 料金月
契 約 又 は Ｌ ② そのａｕ契約又はＬＴＥ契約 36 料金月
ＴＥ契約の
の申込みに際し、基本使用料の
申込みが、
料金種別として、プランＺシン
ＭＮＰ加入
プル又はＬＴＥプラン若しくは
申出を伴う
ＬＴＥプラン（Ｖ）を選択した
ものである
場合（ａｕサービス又はＬＴＥ
場合
サービスの提供を開始した日以
降に、その他の基本使用料の料
金種別の変更があった場合を除
きます｡)
(イ) 減額適用合算月数Ⅱ
本減額適用Ⅱの適用を受けた料金月数及びＬＴＥ減額適用Ⅱの適用を
受けた料金月数を合算した月数（それぞれの減額適用に係る適用条件
を満たさない料金月の数を含みます｡)
コ 本減額適用Ⅱの申出の承諾を受けた契約者回線について、ＬＴＥ契
約への契約移行があった場合、そのＬＴＥ契約者回線に係るＬＴＥ減
額適用Ⅱの取扱いについては、当社のＬＴＥ約款の規定（ケに相当す
るものをいいます｡)に定めるところによります。
サ アからエの規定によるほか、次の全てを満たす場合、その契約者回
線について、平成 27 年５月１日から本減額適用Ⅱを行います。
(ア) 平成 26 年 12 月１日から平成 27 年３月 30 日までの間に、ａｕ
契約の申込み（契約変更及びＬＴＥ契約からの契約移行に係るもの
並びに特定事業者又は特定ＭＶＮＯ事業者からのＭＮＰ加入申出を
伴うものを除きます｡)があること。
(イ) 平成 27 年４月１日時点で、障がい者等用の基本使用料の適用
又は第２種定期ａｕ契約に係る基本使用料の適用を受けているこ
と。
(ウ) 平成 27 年４月１日時点で、基本使用料の料金種別がプランＺ
シンプルであること。
(エ) 平成 27 年３月 31 日時点で、その契約者回線が属する複数回線
複合割引に係る割引選択回線群に、判定用契約者回線等（次表に定
める申出を当社又は特定事業者が承諾した契約者回線若しくはＬＴ
Ｅ契約者回線又は他網契約者回線（それぞれの減額適用を廃止又は
終了していないものに限ります｡)をいいます。以下この附則第２項
において同じとします｡)が含まれていること。
申出
本減額適用Ⅰの申出、ＬＴＥ減額適用Ⅰの申出、特定減額適用Ⅰの申
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出、ＬＴＥ特定減額適用Ⅰ（特定事業者のＬＴＥ約款の附則に定める
学生であることを条件とする基本使用料の減額適用であって、ＬＴＥ
減額適用Ⅰに相当するものをいいます｡)の申出
(オ) (ア)に定めるａｕ契約の申込みのあった日が、(ウ)に定める判
定用契約者回線等に係るａｕ契約又はＬＴＥ契約の申込のあった日
より前であること。
(カ) ウの(ア)から(エ)に定める事由に該当しないこと。
シ 契約者は、当社又は特定事業者がそれぞれ本減額適用Ⅱ又は特定減
額適用Ⅱ（特定事業者のＷＩＮ約款の附則に定める学生であることを
条件とする基本使用料の減額適用であって、本減額適用Ⅱに相当する
ものをいいます。以下この附則第２項において同じとします｡)の適用
の可否を判断するために、その契約者回線に係る情報（本減額適用Ⅱ
又は特定減額適用Ⅱの適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社が特定
事業者に通知することを承諾していただきます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 398 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年１月 23 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 403 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年１月 30 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。
（その他）
３ 平成 27 年１月 21 日から実施の附則第２項の(１)欄のイ中「学生であるもの」を「学生
又は満 25 歳以下であるもの」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 407 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年２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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 413 号）
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（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年２月 10 日から実施します。
ただし、この改正規定中、佐賀シティビジョン株式会社に関する改正規定は、平成 27 年
２ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 418 号、第 420 号、第 421 号）
１ この改正規定は、平成 27 年２月 20 日から実施します。
（基本使用料の支払いに関する経過措置）
２ この改定規定実施の日から平成 27 年５月 31 日までの間に、ａｕ契約の申込みがあった
場合（その申込みに際し、次表に定める適用条件の全てを満たす場合に限ります｡)、その
ａｕサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 36 料金月の間（以
下この附則において「控除対象期間」といいます｡)、その契約者回線について、料金表第
１表第１（基本使用料等）の規定により支払いを要することとされる基本使用料の額（特
定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用、特定のＬＴＥシングルに
係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用又は特定サービスに係る契約を条件とす
る基本使用料等合計額の割引の適用を受ける場合は、それぞれ適用する前の額とします｡)
のうち、次表に定める控除額（第５項の規定により控除額を日割りした場合はその額とし
ます｡)を控除する取扱い（以下この附則において「本減額適用」といいます｡)を行います。
ただし、この約款又は当社ＬＴＥ約款に定める基本使用料の減額適用（当社が別に定め
るものに限ります｡)を受ける料金月又はプランＳＳシンプル若しくはプランＺシンプルの
基本使用料の適用を受けない料金月については、この限りでありません。
(１) 適用条件
ア 別記３(11)に定める携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ（特定事業者又は特定
ＭＶＮＯ事業者からのものを除きます｡)を希望する旨の申出を伴うこと。
イ 当社が別に定めるサービス取扱所において別に定める端末設備の購入を伴うこ
と。
ウ 基本使用料の料金種別としてプランＳＳシンプル又はプランＺシンプルを選択す
ること。
エ 特定パケット通信２段階定額制（ダブル定額スーパーライト、ダブル定額ライト
又はダブル定額に限ります。以下この附則において同じとします｡)の適用の申込み
があること。
(２) 控除額
１契約ごとに月額
控除額
税抜額 934 円
３ 当社は、本減額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場合に
は、控除対象期間内であっても、本減額適用を廃止します。
(１) ａｕ契約の解除があったとき。
(２) ａｕサービスの利用の一時休止があったとき。
(３) ａｕパケットへのａｕサービスの種類の変更があったとき。
(４) 特定パケット通信２段階定額制の適用を廃止したとき。
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(５) 新たな端末設備の購入があったとき。
４ 前項の規定により、本減額適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとお
りとします。
区分
本減額適用の適用
１ ２以外により本減額適用を廃止したと その事由が生じた日の前日までの基本使用
き。
料について、本減額適用の対象とします。
２ 前項第４号又は第５号（前項第３号を 新たな端末設備の購入があった日を含む料
伴う場合を除きます｡)により本減額適用 金月の末日までの基本使用料について、本
を廃止したとき
減額適用の対象とします。
５ 第２項の規定により本減額適用を開始した場合、第３項の規定により本減額適用を廃止
した場合又は基本使用料の料金種別の変更（プランＳＳシンプル又はプランＺシンプルと
それ以外の料金種別の間のものに限ります｡)があった場合は、その料金月におけるプラン
ＳＳシンプル又はプランＺシンプルの基本使用料の適用を受ける日数に応じて、第２項に
規定する控除額の日割りを行います。
６ 前項の規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ
ます。
（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 424 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年２月 24 日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払、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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 431 号、第 434 号、第 436 号、第 438 号、第 440 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年３月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社ニューメディアに関する改正規定は、平成 27 年２月
10 日から、ビッグローブ株式会社に関する改定規定は、平成 27 年３月２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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 446 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年３月 10 日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払、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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附則（ＫＤＤＩＣマ第 448 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年３月 16 日から実施します。
ただし、この改正規定中、テレビ小山放送株式会社に関する改正規定は、平成 27 年２月
10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 453 号、第 459 号、第 462 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年４月１日から実施します。
（経過措置）
２ この改正規定実施前に支払、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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 467 号、第 469 号、第 470 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年４月 10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 473 号、第 475 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年５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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 478 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年５月 15 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 484 号、第 489 号、第 491 号、第 493 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年６月１日から実施します。
ただし、この改正規定中、横浜ケーブルビジョン株式会社に関する改正規定は、平成 27
年６月 10 日から実施します。
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（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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 498 号、第 505 号、第 511 号、第 513 号、第 515 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年７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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 518 号）
この改正規定は、平成 27 年７月 10 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 524 号、第 526 号、第 527 号、第 529 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年８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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 535 号、第 537 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年８月６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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 540 号、第 542 号）
この改正規定は、平成 27 年８月７日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 545 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年８月 17 日から実施します。
（ＳＭＳ機能に関する経過措置）
２ この改正規定実施の日以降、契約者は、新たにＳＭＳ安心ブロック（別表１（付加機能）
３欄の備考に定める、当社が別に定める方法により電気通信番号（当社が別に定めるもの
に限ります｡)又はＵＲＬが含まれるＳＭＳの受信を行わないようにすることをいいます｡)
の提供を受けることはできません。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 547 号）
（実施時期）
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１ この改正規定（附則別紙２及び附則別紙３に係るものを含みます｡)は、平成 27 年８月 24
日から実施します。
ただし、この改正規定中、次表に定めるもの以外に関する改正規定については、平成 27
年９月１日から実施します。
ａｕサービスの利用の一時中断の取扱い、一般用の基本使用料の取扱い、料金表第１表
第１（基本使用料等）１（適用）(７)に定める契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、
(10)の３に定める複数回線の利用を条件とするａｕパケットに関する基本使用料の減額
適用、(14)に定めるａｕ．ＮＥＴ機能に係るオプション機能使用料の減額適用、第２
（通話料）１（適用）(13)に定める特定電話番号への通話料の月極割引、(16)に定める
契約者を単位とする通話料の月極割引、(22)に定める特定加入電話からの通話に係る通
話料の割引、(27)に定める特定電話番号への通話料の月極割引Ⅱ及び改正前の規定によ
る料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(３)のウの取扱い
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、次表に定める基本使用料の料金種別を選択している場合の
料金その他の提供条件については、この約款の規定によるほか、附則別紙２のとおりとし
ます。
区分
基本使用料の料金種別
ａｕデュアル又は プランＬＬ、プランＬ、プランＭ、プランＳ、プランＳＳ、デイタ
ＵＩＭサービスに イムＬ、デイタイムＳ、プランＥ、プランＦ（ＩＳ）、プランＷ、
係るもの
プランＬＬシンプル、プランＬシンプル、プランＭシンプル、デイ
タイムＬシンプル、デイタイムＳシンプル、プランＦ（ＩＳ）シン
プル、プランＷシンプル
第１種ａｕパケッ ＷＩＮシングルＬＬ、ＷＩＮシングルＬ、ＷＩＮシングルＭ、ＷＩ
トに係るもの
ＮシングルＳ、ＷＩＮシングルＳＳ
第２種ａｕパケッ ＷＩＮシングルＬＬ ＷｉＭＡＸ フルサポート、ＷＩＮシングルＬ
トに係るもの
ＷｉＭＡＸ フルサポート、ＷＩＮシングルＭ ＷｉＭＡＸ フル
サポート、ＷＩＮシングルＬＬ ＷｉＭＡＸ シンプル、ＷＩＮシ
ングルＬ ＷｉＭＡＸ シンプル、ＷＩＮシングルＭ ＷｉＭＡＸ
シンプル、ＷＩＮシングル定額 ＷｉＭＡＸ フルサポート、ＷＩ
Ｎシングル定額 ＷｉＭＡＸ シンプル、ビジネスＷＩＮシングル
定額 ＷｉＭＡＸ フルサポート、ビジネスＷＩＮシングル定額
ＷｉＭＡＸ シンプル
第２種ａｕモジュ ＷＩＮシングルＬＬ、ＷＩＮシングルＬ、ＷＩＮシングルＭ、ＷＩ
ールに係るもの
ＮシングルＳ、ＷＩＮシングルＳＳ
（一般用の基本使用料に関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、一般用の基本使用料の適用を受けている場合の料金その他
の提供条件については、この約款の規定によるほか、附則別紙２のとおりとします。
（料金安心サービスに関する経過措置）
４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄に定める料金安心サービス
（限度額設定コースに限ります｡)に係る利用防止措置の種類を選択している者は、この改
正規定実施の日において、同表右欄に定める利用防止措置の種類を選択したものとみなし
て取り扱います。
通常防止措置（一回停止）
段階防止措置（段階停止）
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附則（ＫＤＤＩＣマ第 549 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙３に係るものを含みます｡)は、平成 27 年９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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 555 号）
この改正規定は、平成 27 年９月３日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 560 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年９月 17 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。
（その他）
３ 平成 25 年 12 月１日から実施の附則第２項の表(１)のア及び(２)のア中「この改正規定
実施の日以降」を「この改正規定実施の日から平成 27 年９月 30 日までの間に」にそれぞ
れ改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 564 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年 10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 568 号、第 577 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 27 年 11 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 581 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙３に係るものを含みます｡)は、平成 27 年 11 月９日から実施し
ます。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
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２

この改正規定実施の際現に、次表に定める基本使用料の料金種別を選択している場合の
料金その他の提供条件については、次項及びこの約款の規定によるほか、附則別紙３のと
おりとします。
基本使用料の料金種別 ｂｉｂｌｉｏ Ｌｅａｆプラン
（契約解除料の支払いに関する経過措置）
３ 削除
附則（ＫＤＤＩＣマ第 590 号、第 593 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２及び附則別紙３に係るものを含みます｡)は、平成 27 年 11 月
17 日から実施します。
ただし、この改正規定中、ＳＭＳ安心ブロック（当社が別に定める方法により電気通信
番号（当社が別に定めるものに限ります｡)又はＵＲＬが含まれるＳＭＳの受信を行わない
ようにすることをいいます｡)に関する改正規定は、平成 27 年 11 月 18 日から実施します。
（用語の定義に関する経過措置）
２ 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
第１種定期ａｕ契約
契約期間が、その契約に基づいて当社がａｕサービスの提供を
開始した日（契約を更新した場合は、更新した日とします｡)か
ら、その日を含む料金月の翌料金月（契約を更新した場合は、
更新した日を含む料金月とします｡)から起算して 12 料金月が経
過することとなる料金月の末日までのものである定期ａｕ契約
第１種定期ａｕ契約者 当社と第１種定期ａｕ契約を締結している者
（ａｕ契約の種別に関する経過措置）
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のａｕ契約を締結している
者は、この改正規定実施の日において、同表右欄のａｕ契約を締結しているものとみなし
ます。
第１種定期ａｕ契約（基本使用料の区別が 第１種定期ａｕ契約
一般用のものに限ります｡)
４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄のａｕ契約を締結している
者は、この改正規定実施の日において、同表中央欄のａｕ契約を締結し、同表右欄の基本
使用料の割引の適用を受けているものとみなします。
第１種定期ａｕ契約（基本 一般ａｕ契約
料金表第１表第１（基本使
使用料の区別が障がい者等
用料等）１（適用）(５)の
用のものに限ります｡)
２に規定する障がい者等に
係る基本使用料の割引
（第１種定期ａｕ契約に関する経過措置）
５ この改正規定実施の際現に、第１種定期ａｕ契約（基本使用料の区別が一般用のものに
限ります｡)を締結している場合の料金その他の提供条件については、この約款の規定によ
るほか、この附則及び附則別紙２のとおりとします。
(１) 第１種定期ａｕ契約の満了
ア 第１種定期ａｕ契約は、その契約に基づいて当社がａｕサービスの提供を開始した
日を含む料金月の翌料金月（その契約が第 24 条（定期ａｕ契約の更新）の規定により
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更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします｡)から起算
して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となり
ます。
区分
内容
第１種定期ａｕ契約
12 料金月
イ アの規定にかかわらず、その第１種定期ａｕ契約が、一般ＬＴＥ契約（当社のＬＴ
Ｅ約款に定める障がい者等に係る基本使用料の割引の適用を受けるものに限ります｡)
からの契約移行により締結されたものであるときは、その一般ＬＴＥ契約に係るＬＴ
Ｅサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月（改正前の規定により、その
契約が更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします｡)か
ら起算して、12 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
(２) 第１種定期ａｕ契約の更新
当社は、前号の規定により第１種定期ａｕ契約が満了した場合は、満了した日（以
下「満了日」といいます｡)の翌日（以下「更新日」といいます｡)に第１種定期ａｕ契
約を更新します。
（請求を保留した契約解除料の支払いに関する経過措置）
６ 平成 27 年 11 月 16 日以前にａｕサービスの利用の一時休止（タイプⅡに限ります｡)があ
った契約者回線（そのａｕ契約の種別が、改正前の規定による第１種定期ａｕ契約（基本
使用料の区別が障がい者等用のものに限ります｡)であったものに限ります｡)について、こ
の改正規定実施の日以降にａｕサービスの再利用があった場合、別記 20 の２の規定に基づ
き当社が請求を保留した契約解除料の債務については、なお従前のとおりとします。
（料金等の支払いに関する経過措置）
７ 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。
（その他）
８ 平成 25 年１月 22 日から実施の附則第２項、平成 26 年１月 16 日から実施の附則第２項
及び平成 27 年１月 21 日から実施の附則第２項中「障がい者等用の基本使用料の適用」を
「障がい者等に係る基本使用料の割引の適用」にそれぞれ改めます。
９ 平成 25 年１月 22 日から実施の附則第２項(１)のオの表及び同項(２)のオの表について、
それぞれ次表のように改めます。
(１) 第２項(１)のオの表
区分
本減額適用Ⅰの適用
１ ２以外により本減額適 その事由が生じた日（ａｕサービス利用権の譲渡又は契
用を廃止したとき。
約者の地位の承継により本減額適用Ⅰを廃止したとき
は、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします｡)
を含む料金月までの基本使用料について、本減額適用Ⅰ
の対象とします。
２ エの(ウ)又は(オ)の規 その事由が生じた日の前日までの基本使用料について、
定により本減額適用Ⅰを 本減額適用Ⅰの対象とします。
廃止したとき
(１) 第２項(２)のオの表
区分
本減額適用Ⅱの適用
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１

２以外により本減額適 その事由が生じた日（ａｕサービス利用権の譲渡又は契
用を廃止したとき。
約者の地位の承継により本減額適用Ⅱを廃止したとき
は、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします｡)
を含む料金月までの基本使用料について、本減額適用Ⅱ
の対象とします。
２ エの(ウ)又は(オ)の規 その事由が生じた日の前日までの基本使用料について、
定により本減額適用Ⅱを 本減額適用Ⅱの対象とします。
廃止したとき
10 平成 26 年１月 16 日から実施の附則第２項(１)のカの表及び同項(２)のカの表並びに平
成 27 年１月 21 日から実施び附則第２項(１)のカの表及び同項(２)のカの表について、そ
れぞれ区分２中の「（３に該当するときを除きます｡)」及び区分３の欄を削除し、区分１
中「２又は３以外により」を「２以外により」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 598 号）
この改正規定は、平成 27 年 12 月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 603 号）
この改正規定は、平成 27 年 12 月 21 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 606 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 28 年１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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 607 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年１月５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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 609 号）
この改正規定は、平成 28 年１月 14 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 611 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年１月 15 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。

- 附 178 -

附則（ＫＤＤＩＣマ第 613 号）
この改正規定は、平成 28 年１月 20 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 618 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年１月 29 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 620 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年２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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 623 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年２月 10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 626 号）
この改正規定は、平成 28 年２月 17 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 632 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年３月１日から実施します。
（ａｕサービス利用権等の譲渡に関する経過措置）
２ この改正規定実施前に行われたａｕサービス利用権、ａｕモジュール利用権又はＷＩＮ
特定接続サービス利用権の譲渡の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 643 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 28 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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附則（ＫＤＤＩＣマ第 651 号）
この改正規定は、平成 28 年４月５日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 652 号、第 654 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２及び附則別紙３に係るものを含みます｡)は、平成 28 年５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。
（その他）
３ 平成 27 年 11 月９日から実施の附則第３項について、「削除」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 657 号、第 659 号、第 661 号、第 664 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年５月 17 日から実施します。
ただし、この改正規定中、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ取扱手数料に関する改
正規定については、平成 28 年５月 17 日以降に行われたＬＴＥ契約の解除について実施し
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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 666 号、第 674 号）
１ この改正規定は、平成 28 年５月 21 日から実施します。
（手続き中の定期前払ａｕ契約の承諾に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、手続中の定期前払ａｕ契約の申込みに関する承諾は、この
改正規定にかかわらず、この改正規定による改正前の規定に基づき取り扱います。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 677 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 28 年６月１日から実施しま
す。
（第２種定期ａｕ契約（タイプⅡ）への契約変更又は契約移行に係る基本使用料の
適用
に関する経過措置）
２ この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間、料金表第１表第１（基本使用
料等）１（適用）(４)に定める第２種定期ａｕ契約に係る基本使用料の取扱いについて、
同(４)のエ中、次表の左欄の部分を同表の右欄に読み替えて適用します。
契約変更又は契約移行を行う前のａｕ契約 契約変更又は契約移行を行う前のａｕ契約
又はＬＴＥ契約の契約種別に応じて、その 又はＬＴＥ契約の契約種別を第２種定期ａ
ａｕ契約又はＬＴＥ契約に係る基本使用料 ｕ契約（タイプⅠに限ります｡)又は第２種
の料金種別の料金額を適用します。
定期ＬＴＥ契約（タイプⅠに限ります｡)と
して、そのａｕ契約又はＬＴＥ契約に係る
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基本使用料の料金種別の料金額を適用しま
す。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 686 号、第 689 号、第 697 号、第 699 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年７月１日から実施します。
（メタルプラス電話サービス等の廃止等に関する経過措置）
２ 削除
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 702 号、第 704 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年７月 16 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 706 号）
この改正規定は、平成 28 年７月 22 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 708 号）
この改正規定は、平成 28 年８月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 714 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙３に係るものを含みます｡)は、平成 28 年９月１日から実施しま
す。
（ａｕモジュール契約に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結しているａｕモジュール契約（基
本使用料の料金種別がリーダー３ＧプランⅠ又はリーダー３ＧプランⅡのものに限りま
す｡)は、この改正規定実施の日において、契約の解除があったものとみなして取り扱いま
す。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 719 号、第 720 号）
（実施時期）

- 附 181 -

１ この改正規定は、平成 28 年 10 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 723 号）
この改正規定は、平成 28 年 10 月６日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 725 号、第 732 号、第 736 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 28 年 11 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。
（その他）
３ 平成 28 年７月１日から実施の附則第２項について、「削除」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 742 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 28 年 11 月９日から実施し
ます。
（基本使用料の料金種別に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、この約款の規定により次表の左欄の基本使用料の料金種別
の提供を受けている者は、この改正規定実施の日において、同表右欄の基本使用料の料金
種別の提供を受けているものとみなします。
電話カケ放題プラン（ケータイ・データ付）
カケホ（３Ｇケータイ・データ
付）
電話カケ放題プラン（ケータイ）
カケホ（３Ｇケータイ）
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
（その他）
４ 平成 26 年１月 16 日から実施の附則第２項(１)のアの適用条件の(イ)及び同項(２)のア
の適用条件の(イ)中、「基本使用料の料金種別がプランＺシンプル、電話カケ放題プラン
（ケータイ・データ付）又は電話カケ放題プラン（ケータイ）であること。 」を「基本使
用料の料金種別がプランＺシンプル、カケホ（３Ｇケータイ・データ付）又は、カケホ
（３Ｇケータイ）であること。」にそれぞれ改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 747 号）
この改正規定は、平成 28 年 12 月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 752 号）
（実施時期）

- 附 182 -

１ この改正規定は、平成 28 年 12 月 15 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 754 号）
この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 28 年 12 月 22 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 756 号、第 762 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 29 年１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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 770 号）
この改正規定は、平成 29 年１月 19 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 781 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 年２月３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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 786 号）
この改正規定は、平成 29 年３月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 788 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 792 号）
この改正規定は、平成 29 年４月 21 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 798 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 年５月 25 日から実施します。
（付随サービスの提供に関する経過措置）
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２

この改正規定実施の日以降、改正前の規定により提供していた位置情報検索サービスに
ついては、当社の「位置検索サポートご利用規約」に定めるところにより提供するものと
します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 801 号、第 802 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 年６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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 807 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 年７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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 814 号）
この改正規定は、平成 29 年７月 14 日から実施します。

附則（ＫＤＤＩＣマ第 815 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 年８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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 819 号）
この改正規定は、平成 29 年８月 29 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 824 号）
この改正規定は、平成 29 年９月 17 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 826 号）
この改正規定は、平成 29 年９月 22 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 830 号）
（実施時期）
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１ この改正規定は、平成 29 年 11 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 838 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 年 12 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 842 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 29 年 12 月 15 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 845 号、第 851 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 30 年１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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 855 号）
この改正規定は、平成 30 年１月 16 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 860 号）
この改正規定は、平成 30 年２月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 865 号）
この改正規定は、平成 30 年２月 16 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 870 号）
この改正規定は、平成 30 年２月 19 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 874 号、第 880 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 30 年３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
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その他の債務については、なお従前のとおりとします。
（その他）
３ 平成 25 年２月 19 日から実施の附則第２項中「この改定規定実施の日以降に」を「この
改定規定実施の日から平成 30 年３月 31 日までの間に」に改めます。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 884 号、第 886 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 30 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 888 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 30 年５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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 896 号、第 898 号）
この改正規定は、平成 30 年５月９日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 900 号）
この改正規定は、平成 30 年５月 28 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 902 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 30 年６月１日から実施します。
（ａｕでんきサービスに係る契約を条件とする減額等適用に関する経過措置）
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりａｕでんきサービスに係る契約を条件
とする減額等適用の適用を受けていた場合の取扱いについては、当社のａｕでんきセット
割利用規約に定めるところによります。
（料金等の支払いに関する経過措置）
３ 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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 907 号）
この改正規定は、平成 30 年７月１日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 910 号）
この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 30 年８月 15 日から実施します。
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附則（ＫＤＤＩＣマ第 919 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 30 年９月４日から実施します。
（ＷｉＭＡＸ利用機能の提供終了）
２ 当社は、平成 32 年３月 31 日をもって、ＷｉＭＡＸ利用機能の提供を終了します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 924 号）
この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、平成 30 年９月 26 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 931 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 30 年 11 月８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。
附則（ＫＤＤＩＣマ第 948 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、平成 31 年３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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第５号）
この改正規定は、令和元年５月 22 日から実施します。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 11 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和元年６月１日から実施します。
（通話料の適用に関する経過措置）
２ 料金表第１表第２（通話料）１（適用）(８)の２のイに関する改定規定は、この改正規
定実施の日以降、同欄のアに定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更
の請求を行った契約者回線について適用します。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 14 号、第 20 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和元年７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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 28 号）
- 附 187 -

（実施時期）
１ この改正規定は、令和元年９月３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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 30 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和元年９月 13 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 34 号、第 40 号、第 43 号、第 45 号、第 55 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、次表に定める日から実施します。
ただし、この改正規定中、プリペイド通話及び他網公衆電話の電話機から行った通話に
関する改正規定については、令和元年 10 月１日午前０時 00 分 00 秒以降に開始した通話に
ついて実施します。
下欄以外の改正規定
令和元年９月 30 日が終了す
る時刻
新たな基本使用料の料金種別若しくは特定データ通信定額の 令和元年 10 月１日
取扱いに係る改正規定又はプリペイド通話、他網公衆電話の
電話機から行った通話若しくはぷりペイド電話のユニバーサ
ルサービス料に係る改正規定
（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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 70 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、令和元年 12 月 17 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 72 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和元年 12 月 26 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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附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 74 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和２年１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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 94 号）
（実施時期）
１ この改正規定（附則別紙２に係るものを含みます｡)は、令和２年３月 26 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 102 号、第 118 号、第 122 号、第 131 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 136 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和２年５月 21 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 154 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和２年７月 21 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。
附則（ＫＤＤＩ次ビ企第 158 号）
（実施時期）
１ この改正規定は、令和２年７月 28 日から実施します。
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