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

Ｆ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および音声通話を利用できるようにするサービスです。
ユニバーサルコネクト スマートデバイスサービス ＬＴＥ
├─基本サービス
｜
├─初期サービス
｜
└─接続サービス
│
├─閉域接続プラン
│
└─インターネット接続プラン
│
└─回線単位オプション
├─ショートメッセージサービスオプション
├─予備機提供サービス
├─ＳＩＭ再発行サービス
├─ＰＩＮロックサポートサービス
├─設定変更サービス
├─プラン変更サービス
├─デバイス故障対応サービス
└─ＭＮＰ転出サービス

Ｆタイプ

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）および「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコ
ネクト／ビジネスＶＰＮプラス／ビジネスＶＰＮ／ビジネスＩＰ／ビジネスＥｔｈｅｒｎｅｔ」の提供に関する契約がなされているものとします。
（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、乙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）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、基本利用サービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス
用電気通信回線に対して、乙所定の準備作業を行うとともに、甲に対し スマートデバイスを貸与します。甲は、本ネットワークサービスの利用期間中、乙か
ら貸与された移動無線機器を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
（２）接続サービス
乙は、株式会社ＮＴＴドコモの提供するＸｉパケット網および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全部または一部を提
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。なお、甲は、本ネットワークサービスの終了時には、スマートデバイス 内のデータを消去したうえでスマートデバイスを乙に返却するものとします。
品

目

閉域接続プラン

内

容

甲設備への伝送方向（下り）について最大１５０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向（上り）については最
大５０Ｍｂｐｓ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別途指定する通信量上限（以
下、「通信量上限」という。）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、その月の末日
まで、通信速度を上り下り共に最大１２８Ｋｂｐｓに変更するものとします。

１０Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限１０ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ３０５／ＫＡ４）を貸与

１０Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限１０ＧＢ、ショートメッセージサービス、国内外音声通話サービス、スマートデバイス（Ｍ３０５／
ＫＡ４）を貸与

３Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限３ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ３０５／ＫＡ４）を貸与

３Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限３ＧＢ、ショートメッセージサービス、国内外音声通話サービス、スマートデバイス（Ｍ３０５／Ｋ
Ａ４）を貸与

１Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限１ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ３０５／ＫＡ４）を貸与

１Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限１ＧＢ、ショートメッセージサービス、国内外音声通話サービス、スマートデバイス（Ｍ３０５／Ｋ
Ａ４）を貸与

１０Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ

通信量上限１０ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ５５５／ＫＡ４）を貸与

３Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ

通信量上限３ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ５５５／ＫＡ４）を貸与

１Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ

通信量上限１ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ５５５／ＫＡ４）を貸与

品

目

インターネット接続プラン

内

容

インターネットから甲設備への伝送方向（下り）について最大１５０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向
（上り）については最大５０Ｍｂｐｓ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別途指
定する通信量上限（以下、「通信量上限」）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、
その月の末日まで、通信速度を上り下り共に最大１２８Ｋｂｐｓに変更するものとします。

７Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限７ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ３０５／ＫＡ４）を貸与

７Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限７ＧＢ、ショートメッセージサービス、国内外音声通話サービス、スマートデバイス（Ｍ３０５／Ｋ
Ａ４）を貸与

３Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限３ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ３０５／ＫＡ４）を貸与

３Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限３ＧＢ、ショートメッセージサービス、国内外音声通話サービス、スマートデバイス（Ｍ３０５／Ｋ
Ａ４）を貸与

１Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限１ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ３０５／ＫＡ４）を貸与

１Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ

通信量上限１ＧＢ、ショートメッセージサービス、国内外音声通話サービス、スマートデバイス（Ｍ３０５／Ｋ
Ａ４）を貸与

７Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ

通信量上限７ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ５５５／ＫＡ４）を貸与

３Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ

通信量上限３ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ５５５／ＫＡ４）を貸与

１Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ

通信量上限１ＧＢ、スマートデバイス（Ｍ５５５／ＫＡ４）を貸与

・国内外音声通話サービス
甲は、国内外において音声通話サービスを利用できるものとします。また、乙は、料金月毎に別途定める音声 通話料に基づき利用料金を甲より収受す
るものとします。
（４）ショートメッセージサービスオプション
甲は、特定のＳＩＭカードに対してショートメッセージサービスを利用できる機能を付与します。また、乙は、別途定めるＳＭＳ送信料に基づき利用料金
を甲より収受するものとします。
（５）予備機提供サービス
乙は、乙の責によらないスマートデバイス の故障または損壊により、本ネットワークサービスが 利用できない状態になった場合に備え、あらかじめ予備の
スマートデバイスを甲に貸与します。甲は、本ネットワークサービスの利用期間中、乙から貸与された予備の スマートデバイスを善良な管理者の注意をもっ
て管理するものとします。また、甲は、本ネットワークサービスの終了時には、当該予備の スマートデバイスを乙に返却するものとします。なお、当該予備
のスマートデバイスには、ＳＩＭカードは付属しないものとし、甲は、故障または損壊した スマートデバイスのＳＩＭカードをこれに差し替えて使用するも
のとします。
（６）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。
（７）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。
（８）設定変更サービス
乙は、甲が本ネットワークサービスの利用にあたり、ＤＮＳ やプールアドレスの設定変更、契約プランの変更など をする場合に、甲が当該変更後も本
ネットワークサービスを継続して利用できるようにするために所定の作業を実施します。
（９）プラン変更サービス
乙 は 、 甲 か ら の 接続プランの変 更 の 申 込 に 従 い 、 接 続 プ ラ ン の 変 更 作 業 を 実 施 し ま す 。
（１０）デバイス故障対応サービス
乙は、甲が乙から貸与されたスマートデバイスが以下（ア）～（ウ）に該当する条件下において故障または損壊した場合には、甲の申し入れにより故障
または損壊したスマートデバイス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
損壊したスマートデバイスが回復することに ついて保証しません。なお、 ＡＣアダプタを始めとする付属品においては本サービスの対象としません 。
（ア）水没などの甲がスマートデバイスを適切に取り扱わなかったことに起因した故障
（イ）スマートデバイスの筐体に損傷が確認される場合
（ウ）液晶パネルやバックライト等、有寿命部品の経年劣化に伴う修理
（１１）ＭＮＰ転出サービス
乙は、本ネットワークサービスの全てまたは一部を解約する際に、甲の申請に応じてＭＮＰ予約番号を発行するものとします。また、甲は乙の発行した
ＭＮＰ予約番号を用いて、甲自身の責任のもと転入処理を実施するものとします。
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、株式会社ＮＴＴドコモ 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、 株式会社Ｎ
ＴＴドコモ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 下記の通りとします。
（１）ショートメッセージサービスオプション、国内外音声通話サービス
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。

（２）（１）を除く、その他のサービス
料金月は、毎月２０日締めとし、当月２１日から翌月２０日とします。
１０．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実施期間は２年間とします（以下、「基本実施期間」という）。
（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 毎に中途解約料金が発生します。なお、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。
１１．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
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
基本初期費
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 １０Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 １０Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 ３Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 ３Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 １Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 １Ｖ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 １０Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 ３Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
閉域接続 １Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タイプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 ７Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 ７Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 ３Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 ３Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 １Ｄ／Ｍ３０５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 １Ｖ／Ｍ３０５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 ７Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 ３Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 １Ｄ／Ｍ５５５ＫＡ４タ
イプ
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
ショートメッセージサービスオプション
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 国内通話料
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 海外通話料
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 国内通話料
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
インターネット接続 海外通話料
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
ＳＭＳ送信料（国内）
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
ＳＭＳ送信料（海外）
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
予備機提供サービス
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
ＳＩＭ再発行サービス
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
ＰＩＮロックサポートサービス
スマートデバイスサービス ＬＴＥ Ｆタイプ
デバイス故障対応サービス

型名
ＮＳ２１７００Ｓ

備考

支払種別
従量料金制（従量払）

単位
式

１０ＧＢ／月まで利用可能、データ通信
のみ
１０ＧＢ／月まで利用可能、データ通
信、ＳＭＳ、音声通話可能
３ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み
３ＧＢ／月まで利用可能、データ通信、
ＳＭＳ、音声通話可能
１ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み
１ＧＢ／月まで利用可能、データ通信、
ＳＭＳ、音声通話可能
１０ＧＢ／月まで利用可能、データ通
信、ＳＭＳ、音声通話可能
３ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み
１ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み
７ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７０７Ｇ

７ＧＢ／月まで利用可能、データ通信、
ＳＭＳ、音声通話可能

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７０８Ｇ

３ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７０９Ｇ

３ＧＢ／月まで利用可能、データ通信、
ＳＭＳ、音声通話可能

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７１０Ｇ

１ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７１１Ｇ

１ＧＢ／月まで利用可能、データ通信、
ＳＭＳ、音声通話可能

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７１８Ｇ

７ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み

従量料金制（一括払）

式

ＮＳ２１７２０Ｇ

３ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７２２Ｇ

１ＧＢ／月まで利用可能、データ通信の
み

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７２４Ｇ

ショートメッセージサービス機能の付与

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７２５Ｇ

（参考）３０秒／２０円

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７２６Ｇ

海外での通話料

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７２７Ｇ

（参考）３０秒／２０円

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７２８Ｇ

海外での通話料

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７２９Ｇ

（参考）３円／７０文字

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７３０Ｇ

（参考）５０円／７０文字

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７３１Ｇ

予備端末を準備

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７０２Ｓ

ＳＩＭカードの再発行

従量料金制（従量払）

式

ＮＳ２１７０３Ｓ

ＰＩＮ忘却時のロック解除

従量料金制（従量払）

式

従量料金制（一括払）

式

ＮＳ２１７００Ｇ
ＮＳ２１７０１Ｇ
ＮＳ２１７０２Ｇ
ＮＳ２１７０３Ｇ
ＮＳ２１７０４Ｇ
ＮＳ２１７０５Ｇ
ＮＳ２１７１２Ｇ
ＮＳ２１７１４Ｇ
ＮＳ２１７１６Ｇ
ＮＳ２１７０６Ｇ

ＮＳ２１７０４Ｓ

初期費用

品目
スマートデバイスサービス
設定変更サービス
スマートデバイスサービス
プラン変更サービス
スマートデバイスサービス
ＭＮＰ転出サービス

ＬＴＥ

Ｆタイプ

型名
ＮＳ２１７０５Ｓ

ＬＴＥ

Ｆタイプ

ＮＳ２１７０６Ｓ

ＬＴＥ

Ｆタイプ

ＮＳ２１７０７Ｓ

備考

支払種別
従量料金制（従量払）

単位
式

同一プラン内での変更

従量料金制（従量払）

式

ＭＮＰでの転出時に必要

従量料金制（従量払）

式

［変更内容］
（２０１４年１２月１７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
ＬＴＥ

Ｌｏｎｇ

ＳＭＳ

Ｓｈｏｒｔ

ＳＩＭ

ＧＢ

Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
Ｍｏｄｕｌｅ
Ｐｅｒｓｏｎａｌ
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｎｕｍｂｅｒ
Ｇｉｇａ Ｂｙｔｅ

Ｍｂｐｓ

Ｍｅｇａ

ＭＮＰ

Ｍｏｂｉｌｅ Ｎｕｍｂｅｒ
Ｐｏｒｔａｂｉｌｉｔｙ

ＰＩＮ

名 称
Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
Ｍｅｓｓａｇｅ

ｂｉｔｓ

ｐｅｒ

Ｓｅｒｖｉｃｅ

ｓｅｃｏｎｄ

以

上

別表Ｎｏ．Ｎ０２Ｒ２

