別表

［ ユニバ ーサル コネク ト

モバ イルハ ンディ 接続サ ービス

閉域接 続

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、複数 の甲設 備間を 、アク セス回 線、アク セスポ イント 、ＦＥ ＮＩＣ Ｓネット ワーク サービ ス用電 気通信 回線およ びＦＥ ＮＩ
ＣＳ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 、移動 無線機 器より ＦＯＭ Ａパケッ ト網を 利用し た パケ ット交 換方式に よる電 気通
信回線 を用い てデー タ通信 を利用で きるよ うにす るネッ トワー クサービ スです 。
３ ．ネッ トワー クサー ビス実 施の前提 条件
（１） 別途甲 と乙の 間にお いて「Ｆ ＥＮＩ ＣＳビ ジネス ＩＰネ ットワー クサー ビス 基本サ ービス 」、「Ｆ ＥＮＩ ＣＳビ ジネス Ｅｔｈ ｅｒｎｅ ｔサー ビス
基本サ ービス 」、「 ＦＥＮ ＩＣＳビ ジネス ＶＰＮ サービ ス 基 本サービ ス」、 「ＦＥ ＮＩＣ Ｓビジ ネスＷＶ Ｓサー ビス 基本サ ービス 」（以下 総称し て「
基本サ ービス 」とい う）の うち、い ずれか の提供 に関す る契約 がなされ ている ものと し ます 。また 、あわせ て「Ｆ ＥＮＩ ＣＳビ ジネス Ｅｔｈｅ ｒｎｅ ｔサ
ービス 基本 サービ ス」お よび「Ｆ ＥＮＩ ＣＳビ ジネス ＷＶＳ サービス 基本 サービ ス」の 場合は 「ＩＰ接 続ＧＷ 費用」 、「Ｆ ＥＮＩ ＣＳビジ ネスＶ ＰＮ
サービ ス 基 本サー ビス」 の場合は 「オプ ション インフ ラ接続 サービス 費用」 の契約 が別途 必要と なります 。
（２） 甲は、 自己の 責任と 費用負担 で本ネ ットワ ークサ ービス を利用す るため に必要 となる 甲設備 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 定稼働 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） 加入サ ービス
乙は 、甲が 本ネッ トワー クサービ ス利用 の運用 管理 の ための 以下の機 能（以 下「管 理機能 」とい う）を甲 に提供 できる よう、 所定の 準備作業 を実施 し
ま す。な お、乙 は、甲 を識別 するため の企業 識別子 および 甲の管 理機能へ のアク セスの ための 管理者 ＩＤを提 供しま す。
ａ． 管理者 がリモ ートア クセスサ ービス 利用の ための ＩＤ（ 以下「Ｆ ＥＮＩ ＣＳ ＩＤ」 という ）を任意 に登録 、変更 、削除 できる 機能
ｂ． ロール ／所属 などで ＦＥＮＩ ＣＳ ＩＤの グルー ピング ができる 機能
ｃ． 利用者 の連続 認証失 敗による ＦＥＮ ＩＣＳ ＩＤ のロッ ク、管理 者設定 による 一時ロ ック／ 解除がで きる機 能
ｄ． 通信状 況を把 握する ために常 時採取 してい る通信 ログ／ アクセス ログの 検索／ 表示が できる 機能
（２） 初期サ ービス
乙は 、接続 サービ スを利 用できる ように するた めに、 ＦＥＮ ＩＣＳネ ットワ ークサ ービス 用電気 通信設備 および ＦＥＮ ＩＣＳ 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ＳＩ Ｍ カー ドを貸 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 ＳＩＭ カード 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 、ＳＩ Ｍカード を乙に 返却
するも のとし ます。
（３） 接続サ ービス
乙は 、株式 会社エ ヌ・テ ィ・ティ ・ドコ モの提 供する 「ＦＯ ＭＡ通信 サービ ス」に おいて 提供さ れるＦＯ ＭＡ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 す るとと もに、 当該本 ネットワ ークサ ービス のため の管理 機能を甲 に提供 します 。
品目

内容

ハンディプラン５サービス

甲設備への伝送方向について最大７．２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については最大５．７Ｍｂｐｓ 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
乙は、料金月毎に、基本利用料に加え、本契約において甲乙間で契約されるハンディプラン５サービスに基づ き提
供されるすべての移動無線機器にかかわるデータ送受信量の合計（以下「実送受信量」という）が、当該 移動無線機
器の基本利用料に含まれるデータ送受信量の合計（以下「基本送受信量」という）よりも大きい場 合には、実送受信
量から基本送受信量を差し引いたデータ送受信量に応じた超過利用料を加算して、甲より収 受するものとします。

ハンディプラン１０サービス

甲設備への伝送方向について最大７．２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については最大５．７Ｍｂｐｓ 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、本プランにおいても、乙は、超過利用料を収受することがあるものとし、その算出方法はハンディプラ ン５
サービスの定めを準用するものとします。

（ ４）利 用料プ ラン変 更サー ビス
乙は 、甲に よるハ ンディ プラン５ 、ハン ディプ ラン１ ０のい ずれかひ とつの プラン から他 のプラ ンへの変 更の申 込に従 い、プ ランの 変更を実 施しま す。
（５） ＳＩＭ 再発行 サービ ス
乙は 、甲が 乙から 貸与さ れたＳＩ Ｍ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Ｓ ＩＭカ ードを 再発行 します 。なお、 損壊の 場合、
ＳＩＭ カード の再発 行は、 乙による ＳＩＭ カード の損壊 状況の 確認後と 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 社エヌ ・ ティ ・ティ ・ドコ モの「Ｆ ＯＭＡ 通信サ ービス 」の提 供区域に 準ずる もの
としま す。
６ ．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 接続サ ービス の提供 時間帯 は、２４ 時間３ ６５日 としま す。た だし、 利 用規約 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、２ ４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 業日除 く）の９ 時から １７
時３０ 分まで としま すが、 利用停止 に関す る対応 サポー トは２ ４時間３ ６５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 会社エ ヌ・
ティ・ ティ・ 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
（１） 本ネッ トワー クサー ビスにお ける料 金月は 、毎月 ２０日 締めとし 、前月 ２１日 から当 月２０ 日としま す。
（２） 本ネッ トワー クサー ビスのう ち超過 利用料 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 。

１ ０．甲 の中途 解約に 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 は、利 用規約の 定めに かかわ らず、 中途解 約料金を 以下
の金額 とする ものと します 。
（１） サービ ス実施 開始日 より１年 を経過 してい ない時 点での 中途解約 につい ては、 １式あ たり ２ ０，００ ０円
（２） サービ ス実施 開始日 より１年 経過し たが基 本実施 期間内 での中途 解約に ついて は、１ 式あた り １０， ０００ 円
１ １．サ ービス の実施 期間に ついて
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。
１ ２．利 用料金 表
本ネ ットワ ークサ ービス における 利用料 金は、 以下の 利用料 金表に記 載のと おりと します 。
品

名

型名

備

考

支払種別

単位

モバイルハンディ接続サービス
加入費

ＮＳ２１２００Ｓ

管理機能の提供
管理者ＩＤ３、企業識別子１

従量料金制（一括払）

式

モバイルハンディ接続サービス
閉域接続 Ｄタイプ ハンディプラン初期費

ＮＳ２１２０１Ｓ

ＳＩＭカード貸与

従量料金制（従量払）

回線

モバイルハンディ接続サービス
閉域接続 Ｄタイプ ハンディプラン５利用料

ＮＳ２１２００Ｇ

５０，０００パケット以下の利用料を含む

従量料金制（従量払）

回線

モバイルハンディ接続サービス
閉域接続 Ｄタイプ ハンディプラン５超過料

ＮＳ２１２０１Ｇ

５０，０００パケツトを超える利用料
（１，０００パケット毎）

従量料金制（従量払）

式

モバイルハンディ接続サービス
閉域接続 Ｄタイプ ハンディプラン１０利用料

ＮＳ２１２０２Ｇ

１００，０００パケット以下の利用料を含
む

従量料金制（従量払）

回線

モバイルハンディ接続サービス
閉域接続 Ｄタイプ ハンディプラン１０超過料

ＮＳ２１２０３Ｇ

１００，０００パケツトを超える利用料
（１，０００パケット毎）

従量料金制（従量払）

式

モバイルハンディ接続サービス
閉域接続 Ｄタイプ 利用プラン変更費

ＮＳ２１２０２Ｓ

従量料金制（一括払）

式

モバイルハンディ接続サービス
閉域接続 Ｄタイプ ＳＩＭ再発行費

ＮＳ２１２０３Ｓ

従量料金制（従量払）

回線

［ 変更内 容］
（ ２０１ ２年３ 月１２ 日）本 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
ｂｉｔｓ

称

Ｍｂｐｓ

ｍｅｇａ

ｐｅｒ

ｓｅｃｏｎｄ

ＳＩＭ

Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
Ｍｏｄｕｌｅ

以

上
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