
 

別表［ユニバーサルコネクト スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ］ 

 

１．ネットワークサービスの実施 

乙は甲に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワークサービス」という）を実施します。  

 

２．ネットワークサービスの概要 

本ネットワークサービスは、以下の体系により、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信

回線およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、スマートフォンまたはタブレット（以下「スマートデバイス」

という）を利用したデータ通信のみを利用できるようにするサービスです。 

 

 スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

   ├基本サービス 

   ｜├初期サービス  

   ｜├基本利用サービス 

   ｜├ＳＭＳサービス 

｜└端末利用サービス 

├回線単位オプション 

｜├海外利用サービス 

｜├ＳＩＭ再発行サービス 

｜├ＰＩＮロックサポートサービス 

｜└デバイス故障対応サービス 

└契約単位オプション 

└セキュリティスキャンサービス 

 

３．ネットワークサービス実施の前提条件 

（１）甲は乙との間において「ユニバーサルコネクト 基本サービス」（以下「基本サービス」という）の提供に関する契約を締結するものとします。 

（２）甲は、乙が本ネットワークサービスを実施する前提条件として、自己の責任と費用負担で、乙が指定する本ネットワークサービス専用の甲設備を用意

するものとします。また、甲の利用者が本ネットワークサービスに接続するために必要となるスマートデバイスおよびＳＩＭカードを用意するものとします。 

（３）甲は本ネットワークサービスのうち、海外利用サービスを利用する場合には、予め乙にその旨を申請するものとします。  

（４）乙は、ネットワークサービス用電気通信設備の安定稼動のために、本ネットワークサービスにより行われる電気通信を調査することがあります。乙は、

帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる乙所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信

の速度や通信量を制限することがあります。また、乙は、甲が乙所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、ネットワークサービ

ス用電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える場合には、本ネットワークサービスの利用を制限することがあり

ます。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

（１）初期サービス 

乙は、甲が本ネットワークサービスを通じてスマートデバイスを利用したデータ通信を可能とするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通

信設備に対して、本ネットワークサービスの実施に必要な所定の準備作業を実施します。  

（２）接続サービス（携帯ブラウザ接続プラン） 

乙は、甲が専用の閉域ネットワークを利用するために必要となるネットワークサービスを、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「丙」という）を

して、「Ｘｉサービス」（以下「丙サービス」という）において提供されるＸｉ／ＦＯＭＡパケット網をアクセス回線として、本ネットワークサービスの一

部として継続的に提供します。また、乙は、本ネットワークサービスの利用者が甲設備へのアクセスを行う場合に、ＲＡＤＩＵＳ方式による、利用者の認証

を行なうものとします。さらに、乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線をインターネット網と接続し、甲にＦＥＮＩＣＳブラウザを提供すること

により、甲がスマートデバイスよりインターネット網を経由してＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線に接続するネットワークサービスを提供

するものとします。 

なお、丙サービスの契約条件は、別途丙が甲に対して提示する「契約約款」と別途甲丙間で締結する「Ｘｉサービスの利用料金に関する契約」および別

途甲乙丙三者で締結する「覚書」によるものとし、これら約款および契約に定めのない事項に限り、本契約の定めが適用されるものとします。また、乙は、

本ネットワークサービスおよびスマートデバイス（ＳＩＭカード含む）に関するサービスサポート受付業務を実施するとともに、甲の専用の閉域ネットワー

クを利用するために必要となるネットワークサービス用電気通信設備およびネットワークサービス用電気通信回線の障害を常時監視するものとし、万が一故

障が発生した場合には、丙をして当該ネットワ－クサービス用電気通信設備およびネットワークサービス用電気通信回線を修理させるものとします。  

 

 品 目 サービス内容 

基本プラン ３ＧＢ 国内パケット通信定額利用（テザリング含む） 

甲設備への伝送方向（下り）について最大１００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向（上り）については

最大３７.５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。なお、

乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて３ＧＢを超えた時

点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度を上り下り共に最大１２

８Ｋｂｐｓに変更するものとします。 

７ＧＢ 国内パケット通信定額利用（テザリング含む） 

甲設備への伝送方向（下り）について最大１００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向（上り）については

最大３７.５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。なお、

乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて７ＧＢを超えた時

点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度を上り下り共に最大１２

８Ｋｂｐｓに変更するものとします。 

 

（３）接続サービス（スマートフォン・ＰＣ接続プラン） 

乙は、甲が専用の閉域ネットワークを利用するために必要となるネットワークサービスを、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「丙」という）を

して、「Ｘｉサービス」（以下「丙サービス」という）において提供されるＸｉ／ＦＯＭＡパケット網をアクセス回線として、本ネットワークサービスの一

部として継続的に提供します。また、乙は、本ネットワークサービスの利用者が甲設備へのアクセスを行う場合に、ＲＡＤＩＵＳ方式による、利用者の認証

を行なうものとします。さらに、乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線をインターネット網と接続し、スマートデバイスの有するＬ２ＴＰ接続機

能を用いてからＬ２ＴＰ／ＩＰｓｅｃ方式で乙の専用ゲートウェイに接続することにより、甲がスマートデバイスから本ネットワークサービスを利用できる

環境を提供するものとします。なお、甲はスマートデバイスにＶＰＮ接続のための設定を行うものとします。 

なお、丙サービスの契約条件は、別途丙が甲に対して提示する「契約約款」と別途甲丙間で締結する「Ｘｉサービスの利用料金に関する契約」および別

途甲乙丙三者で締結する「覚書」によるものとし、これら約款および契約に定めのない事項に限り、本契約の定めが適用されるものとします。また、乙は、

本ネットワークサービスおよびスマートデバイス（ＳＩＭカード含む）に関するサービスサポート受付業務を実施するとともに、甲の専用の閉域ネットワー

クを利用するために必要となるネットワークサービス用電気通信設備およびネットワークサービス用電気通信回線の障害を常時監視するものとし、万が一故

障が発生した場合には、丙をして当該ネットワ－クサービス用電気通信設備およびネットワークサービス用電気通信回線を修理させるものとします。  

 



 

 品 目 サービス内容 

基本プラン ３ＧＢ 国内パケット通信定額利用（テザリング含む） 

甲設備への伝送方向（下り）について最大１００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向（上り）については

最大３７.５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。なお、

乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて３ＧＢを超えた時

点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度を上り下り共に最大１２

８Ｋｂｐｓに変更するものとします。 

７ＧＢ 国内パケット通信定額利用（テザリング含む） 

甲設備への伝送方向（下り）について最大１００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向（上り）については

最大３７.５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。なお、

乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて７ＧＢを超えた時

点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度を上り下り共に最大１２

８Ｋｂｐｓに変更するものとします。 

 

（４）ショートメッセージサービス（ＳＭＳ） 

 甲は、国内においてショートメッセージサービスを利用できるものとします。（受信は無料となります。）  

（５）端末利用サービス 

乙は、甲の用意したスマートデバイスおよびＳＩＭカードの代金を丙に代わり、２４回に分割して甲より収受するものとします。 

（６）海外利用サービス 

ａ．海外パケット通信サービス 

甲が海外においてパケット通信（発信・受信ともに料金が発生）した場合には、乙は、丙の規定する各国の海外パケット通信料に基づく利用料金を、

甲より収受するものとします。 

 ｂ．海外ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）  

  甲は、海外においてショートメッセージサービスを利用できるものとします。（受信は無料となります。）  

（７）ＳＩＭ再発行サービス 

乙は、甲が乙から貸与されたＳＩＭカードを損壊または紛失した場合には、甲の申し入れにより代替のＳＩＭカードを再発行します。  

（８）ＰＩＮロックサポートサービス 

 乙は、甲が本ネットワークサービスで使用中のスマートデバイスのＳＩＭについて、リセット等が必要になった場合には、甲の申し入れにより当該ＳＩＭ

情報のリセット等をおこないます。 

（９）デバイス故障対応サービス 

乙は、甲が乙から貸与されたタブレットが故障または損壊した場合には、甲の申し入れにより故障または損壊したタブレットを甲より一旦受け取り使用

できるよう回復に努め、回復した場合は、速やかに甲に返却します。ただし、乙は、故障または損壊したタブレットが回復することにについて保証しません。

なお、代替機の提供はありません。 

（１０）セキュリティスキャンサービス 

 乙は、甲のスマートデバイスを安全に利用できるよう甲の申し入れにより、より強固なセキュリティサービスを提供します。  

（１１）追加利用サービス 

 甲が本ネットワークサービスにおいて（１）から（１０）までのサービス以外のサービスを利用して利用料金が発生した場合には、乙は丙からの請求に基

づく利用料金を甲より収受するものとします。  

 

５．提供区域 

本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、丙の「Ｘｉサービス」および「ＦＯＭＡサービス」の提供区域に準ずるものとします。 

 

６．本ネットワーク接続サービス提供時間帯 

本ネットワークサービスにおけるサービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、ネットワークサービス規約に基づき、乙は、接続サー

ビスの提供を中断することができるものとします。  

 

７．接続サービスサポート受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスのサポート受付時間帯は、２４時間３６５日とします。 

 

８．接続サービスサポート対応時間帯 

本ネットワークサービスにおける接続サービスのサポート対応時間帯は、月曜日から金曜日まで（祝日および乙の指定する休業日を除く）の９時から１

７時３０分までとしますが、盗難・紛失に関する対応サポートは、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線のサポート対応時間帯は、丙のサポー

ト対応時間帯に準ずるものとします。 

 

９．料金月 

本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月末日締めとし、当月１日から当月末日とします。  

 

１０．本ネットワークサービスの回線数について 

 本ネットワークサービスのうち接続サービスにおいて甲に提供される回線数（以下「対象回線数」という）としてネットワークサービス明細表の契約締結

時数量に記載される数は、５０以上とし、これを下回る数が記載された場合は５０が記載されたものとみなします。また、甲が本ネットワークサービスを中

途解約した場合も、５０を下回る対象回線数に減ずることはできないものとします。 

 

１１．サービスの実施期間について 

（１）本ネットワークサービスにおけるサービス実施期間は２年間とし（以下「基本実施期間」という）、更新月（サービス実施開始日から起算して２年後

の応当日が属する月）において本ネットワークサービスが解約されない限り、利用規約の定めにかかわらず、本ネットワークサービスは、同一条件にて２年

間自動延長されるものとし、以降も同様とします。なお、利用規約の定めにかかわらず、乙は、６か月以上の予告期間をおいて本ネットワークサービスを終

了できるものとします。 

（２）甲が基本実施期間中に接続サービスを解約する場合は、利用規約の定めにかかわらず、端末単位で中途解約料金が発生し、中途解約料金は、１端末あ

たり基本実施期間の残月数に接続サービスの基本利用料を乗じて得られる額とします。また、甲が基本実施期間経過後に接続サービスを解約する場合は、更

新月に解約する場合を除き、端末単位で中途解約料金が発生し、中途解約料金は、１端末あたり１０，５００円とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２．品目一覧 

 本ネットワークサービスにおける品目は、以下のとおりとします。 

 

品目 型名 備考 支払種別 単位 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

基本初期費 

ＮＳ２１５３１Ｓ 初期費用 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

Ｔａｂ基本利用料Ａ／３Ｇ  

ＮＳ２１５３１Ｇ データ通信定額プラン（３ＧＢ） 

携帯ブラウザ接続標準セット 

従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

Ｔａｂ基本利用料Ａ／７Ｇ  

ＮＳ２１５３２Ｇ データ通信定額プラン（７ＧＢ） 

携帯ブラウザ接続標準セット 

従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

Ｔａｂ基本利用料Ｂ／３Ｇ  

ＮＳ２１５３３Ｇ データ通信定額プラン（３ＧＢ） 

スマートフォン・ＰＣ接続標準セット 

従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

Ｔａｂ基本利用料Ｂ／７Ｇ  

ＮＳ２１５３４Ｇ データ通信定額プラン（７ＧＢ） 

スマートフォン・ＰＣ接続標準セット 

従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス  ＬＴＥ Ｄタイプ 

ＳＭＳ利用料 

ＮＳ２１５３５Ｇ ＳＭＳ利用 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

端末利用料 

ＮＳ２１５３６Ｇ 端末を利用するための費用（２４ヶ月） 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

海外パケット通信料 

ＮＳ２１５３７Ｇ 海外でデータ通信した場合 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

海外ＳＭＳ利用料１００ 

ＮＳ２１５３８Ｇ 海外でＳＭＳ利用 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

海外ＳＭＳ利用料１７０ 

ＮＳ２１５３９Ｇ 海外（航空機・船舶）でＳＭＳ利用 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

ＳＩＭ再発行費 

ＮＳ２１５３２Ｓ ＳＩＭカードの損壊・紛失時にＳＩＭカ

ードのみ再発行 

従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

ＰＩＮロックサポート費 

ＮＳ２１５３３Ｓ ＰＩＮロック解除 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

デバイス故障対応費 

ＮＳ２１５３４Ｓ お客様瑕疵による故障・破損時の対応 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

セキュリティスキャン利用料 

ＮＳ２１５４０Ｇ セキュリティのレベルアップ 従量料金制（従量払） 式 

スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｄタイプ 

追加利用料 

ＮＳ２１５４１Ｇ 本サービス以外の有料サービスを利用し

た場合 

従量料金制（従量払） 式 

 

 

［変更内容］ 

（２０１３年６月３日）本サービスの別表を適用します。 

 

 

［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 
 

略 称 名 称 

ＬＴＥ Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 

 

ＳＭＳ 

 

Ｓｈｏｒｔ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

ＳＩＭ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ 

Ｍｏｄｕｌｅ 

ＰＩＮ 

 

Ｐｅｒｓｏｎａｌ 

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｎｕｍｂｅｒ 

ＧＢ Ｇｉｇａ Ｂｙｔｅ 

 

Ｍｂｐｓ ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 

 

Ｋｂｐｓ Ｋｉｌｏ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 

 

ＩＤ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 

 

Ｌ２ＴＰ Ｌａｙｅｒ ２ Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ 

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 

ＩＰｓｅｃ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ 

ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 

ＶＰＮ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ 

Ｎｅｔｗｏｒｋ 

 

 

                                                                         以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            別表Ｎｏ．Ｎ０２Ｋ９ 

 


