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第１章 総則
（約款の適⽤）
第１条 当社は、このｅｏモバイル契約約款（料⾦表を含みます。以下｢約款｣といいます｡）を定め、こ
れによりｅｏモバイルを提供します。
（約款の変更）
第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によりま
す。
（⽤語の定義）
第３条 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

１ 電気通信設備

電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備

２ 電気通信サービス

電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信
設備を他⼈の通信の⽤に供すること

３ ｅｏモバイル

ソフトバンク株式会社（以下「特定事業者」といいます。）のＥＭＯ
ＢＩＬＥ通信サービス契約約款（データ通信編）に基づき提供される
電気通信回線設備を使⽤して⾏う電気通信サービス

４ ｅｏモバイル３Ｇ

ソフトバンク株式会社のＥＭＯＢＩＬＥ通信サービス契約約款（デー
タ通信編）に基づき提供される電気通信回線設備を使⽤して⾏う電気
通信サービス

５ ｅｏモバイルサービス ｅｏモバイルに関する業務を⾏う事業所
取扱所
６ ｅｏモバイル契約

当社からｅｏモバイルの提供を受けるための契約

７ ｅｏモバイル契約者

当社とｅｏモバイル契約を締結している者

８ ｅｏモバイル３Ｇ契

当社からｅｏモバイル３Ｇの提供を受けるための契約

約
９ ｅｏモバイル３Ｇ契約 当社とｅｏモバイル３Ｇ契約を締結している者
者
１０ 料⾦⽉

１の暦⽉の起算⽇（当社が契約ごとに定める毎暦⽉の⼀定の⽇をいい
ます。）から次の暦⽉の起算⽇の前⽇までの間

１１ 移動無線装置

ｅｏモバイル契約に基づいて、陸上（河川、湖沼およびわが国の沿岸
の海域を含みます。以下同じとします｡）において使⽤されるアンテナ
および無線送受信装置

１２ 無線基地局設備

移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための当社の電気通
信設備

１３ 契約者回線

ｅｏモバイル契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定
する移動無線装置との間に設定される電気通信回線
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１４ ＥＭ ｃｈｉｐ

契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであっ
て、当社がｅｏモバイル３Ｇの提供のために契約者に貸与するもの

１５ 端末設備

契約者回線の⼀端に接続される電気通信設備であって、１の部分の設
置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内（これに準ずる区域内
を含みます｡）または同⼀の建物内であるもの

１６ ⾃営端末設備

当社が別に定めるところにより売り切りをした端末設備以外の端末
設備

１７ ⾃営電気通信設備

電気通信事業者（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事
業法」といいます｡）第９条の登録を受けた者または第１６条第１頂の
届出をした者をいいます。以下同じとします｡）以外の者が設置する電
気通信設備であって、端末設備以外のもの

１８ 契約者回線など

契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される
電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置
する電気通信設備

１９ 消費税相当額

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）および同法に関する法令の規
定に基づき課税される消費税の額ならびに地⽅税法（昭和２５年法律
第２２６号）および同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅
消費税の額

第２章 ｅｏモバイルの種類
（ｅｏモバイルの種類）
第４条 ｅｏモバイルには、料⾦表第１表（料⾦）に規定する種類があります。

第３章 契約
（契約の単位）
第５条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のｅｏモバイル契約を締結します。この場合、契約者
は、１のｅｏモバイル契約につき１⼈に限ります。
（契約申込をすることができる者の条件）
第６条 ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプまたはｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコー
ス
光ハイブリッドタイプ（以下「光ハイブリッドタイプ」といいます。）の契約の申し込みをすること
が
できる者は、当社の光ファイバーアクセスサービス契約約款もしくはｅｏ光ネット【マンションタイ
プ】
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会員規約またはｅｏ光ネット【マンションタイプ】所属会員規約に基づき提供する電気通信サービス
（以
下「ｅｏ光ネット」といいます。）を利⽤する者に限ります。なお、１のｅｏ光ネットの契約につ
き、
光ハイブリッドタイプの契約は、最⼤５の契約までとなります。
（注）平成２５年７⽉１⽇からｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの新規申込の受
付は⾏いません。また、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプはｅｏモバイル
３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプに変更となります。
（契約申込の⽅法）
第７条 ｅｏモバイル契約の申し込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申
込書をｅｏモバイルサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップその他当社所定の⽅法によりｅｏモバイル契約の申し込みをすると
きは、この限りではありません。
（１）ｅｏモバイルの種類
（２）ｅｏモバイルの品⽬など
（３）削除
（４）その他ｅｏモバイル契約申込の内容を特定するために必要な事項
（契約申込の承諾）
第８条 当社は、ｅｏモバイル契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
２ 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期する
ことがあります。
３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
（１）申し込みをした者が当社のｅｏモバイルの料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り、または怠るおそ
れがあるとき。
（２）前条に基づき申し込まれた内容に虚偽または不実の内容があるとき。
（３）削除
（４）当社が別に定める１の契約者に承諾する契約数の制限を超えて申し込まれたとき。
（５）第４８条（無線事業における利⽤の禁⽌）の規定に違反するおそれがあるとき。
（６）その他当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。
（最低利⽤期間）
第９条 ｅｏモバイル３Ｇには、料⾦表第１表（料⾦）に定めるところにより最低利⽤期間があります。
２ 前項の最低利⽤期間は、ｅｏモバイル３Ｇ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
２年間とします。
３ 契約者は、前項の最低利⽤期間内にｅｏモバイル３Ｇ契約まの解除があった場合は、当社が定める期
⽇までに料⾦表第１表（料⾦）に規定する額を⼀括して⽀払っていただきます。
４ 当社が別に定める規定に基づきｅｏモバイル３Ｇの申し込みがあり、当社がその契約申込の承諾した
場合は、前項の規定は適⽤しません。
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（契約者識別番号）
第１０条 ｅｏモバイルの契約者識別番号は、１の契約者回線ごとに当社が定めます。
２ 当社は、技術上および業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、ｅｏモバイルの契約者識別番号
を変更することがあります。
３ 前項の規定により、ｅｏモバイルの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約
者に通知します。
（ｅｏモバイルの利⽤の⼀時中断）
第１１条 当社は、ｅｏモバイル３Ｇ契約者から当社所定の⽅法により請求があったときは、ｅｏモバイ
ル３Ｇの利⽤の⼀時中断（その契約者識別番号を他に転⽤することなくｅｏモバイル３Ｇを⼀時的に
利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします｡）を⾏います。
（契約者の⽒名などの変更の届出）
第１２条 ｅｏモバイル契約者は、⽒名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があった
ときは、そのことを速やかにｅｏモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。
２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提⽰していただくこと
があります。
（品⽬の変更）
第１２条の２ ｅｏモバイル契約者は、ｅｏモバイルの品⽬の変更の請求をすることができます。
２ 当社は、前項の請求があったときは、第６条（契約をすることができる者の条件）および第８条（契
約申込の承諾）の既定に準じて取り扱います。
３ 前２項に規定する品⽬の変更は、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプとｅｏモ
バイル３Ｇ ７．２Ｍコース ルータータイプの間のみとします。
（利⽤権の譲渡の禁⽌）
第１３条 ｅｏモバイルに係る利⽤権（ｅｏモバイル契約者が契約に基づいてｅｏモバイルの提供を受け
る権利をいいます。以下同じとします。）は、譲渡することができません。
（契約者が⾏う契約の解除）
第１４条 ｅｏモバイル契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめｅｏモバイル
サービス取扱所に当社所定の⽅法により通知していただきます。
（当社が⾏う契約の解除）
第１５条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
（１）第２５条（利⽤停⽌）の規定によりｅｏモバイルの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解
消しないとき。
（２）ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース
光ハイブリッドタイプについては、利⽤の条件となるｅｏ光ネットの契約が解除となったとき。
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２ 前項第１号の規定にかかわらず、当社は、ｅｏモバイル契約者が第２５条（利⽤停⽌）第１項各号の
規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められ
るときは、ｅｏモバイルの利⽤停⽌をしないでその契約を解除することがあります。
（注）当社は、本条第１項または第２項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ
契約者にそのことを通知します。
（その他の提供条件）
第１６条 ｅｏモバイル契約に関するその他の提供条件については、別記１に定めるところによります。

第４章 付加機能
（付加機能の提供）
第１７条 当社は、ｅｏモバイル契約者から付加機能の利⽤の請求があったときは、次の場合を除き、料
⾦表第１表（料⾦）に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したｅｏモバイル契約者が、付加機能利⽤料の⽀払いを現に怠り、または怠
るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、ｅｏモバイル
に関する当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。
２ 当社は、ｅｏモバイル契約者から請求があったときは、前項に規定する付加機能の変更を⾏います。
３ 前項の請求があったときは、当社は、第８条（契約申込の承諾）および第１４条（契約者が⾏う契約
の解除）の規定に準じて取り扱います。
（付加機能の廃⽌）
第１８条 当社は、次の場合には付加機能を廃⽌します。
(1) その付加機能の提供を受けているｅｏモバイル契約者から、ｅｏモバイル契約の解除または付加機
能の廃⽌の申し出があったとき。

第５章 ＥＭ ｃｈｉｐの貸与など
（ＥＭ ｃｈｉｐの貸与）
第１９条 当社は、ｅｏモバイル３Ｇ契約者に対し、ＥＭ ｃｈｉｐを貸与します。この場合において、貸
与するＥＭ ｃｈｉｐの数は、１のｅｏモバイル３Ｇ契約につき１とします。
２ 当社は、技術上および業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するＥＭ ｃｈｉｐを
変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
（契約者識別番号その他の情報の登録など）
第２０条 当社は、次の場合に、当社の貸与するＥＭ ｃｈｉｐに契約者識別番号その他の情報の登録など
を⾏います。
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（１）ＥＭ ｃｈｉｐを貸与するとき。
（２）その他、当社のＥＭ ｃｈｉｐの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報
の登録などを要する請求があったとき。
２ 当社は、前項の規定によるほか、第１０条（契約者識別番号）第２項または第４４条（修理または復
旧の場合の暫定処置）の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号などの登録を⾏い
ます。
（ＥＭ ｃｈｉｐの情報消去および返還）
第２１条 当社は、次の場合には、当社のｅｏモバイル３Ｇ契約者に貸与するＥＭ ｃｈｉｐに登録され
た契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める⽅法により消去します。
（１）そのＥＭ ｃｈｉｐの貸与に係るｅｏモバイル３Ｇ契約の解除があったとき。
（２）その他、ＥＭ ｃｈｉｐを利⽤しなくなったとき。
２ 当社のＥＭ ｃｈｉｐの貸与を受けているｅｏモバイル３Ｇ契約者は、前項の各号に該当する場合、そ
のＥＭ ｃｈｉｐを当社が別に定める⽅法により、当社が指定するｅｏモバイルサービス取扱所へ速や
かに返還していただきます。なお、ｅｏモバイル３Ｇ契約者がＥＭ ｃｈｉｐを当社に返還する際にｅｏ
モバイル３Ｇ契約者の私物（以下「契約者私物」といいます。）が同梱されていた場合であって、当社
に契約者私物が届いてから１カ⽉以内にｅｏモバイル３Ｇ契約者から契約者私物の返却を求める通知
がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。（ただし、契約者私物の返却を求める
通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。）
３ 前項の規定によるほか、第１９条（ＥＭ ｃｈｉｐの貸与）第２項の規定により、当社がＥＭ ｃｈｉ
ｐの変更を⾏った場合、ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、変更前のＥＭ ｃｈｉｐを返還するものとしま
す。
（ＥＭ ｃｈｉｐの管理責任）
第２２条 ＥＭ ｃｈｉｐの貸与を受けているｅｏモバイル３Ｇ契約者は、そのＥＭ ｃｈｉｐを善良な管
理者の注意をもって管理していただきます。
２ ＥＭ ｃｈｉｐの貸与を受けているｅｏモバイル３Ｇ契約者は、ＥＭ ｃｈｉｐについて盗難にあった
場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
３ 当社は、第三者がＥＭ ｃｈｉｐを利⽤した場合であっても、そのＥＭ ｃｈｉｐの貸与を受けている
ｅｏモバイル３Ｇ契約者が利⽤したものとみなして取り扱います。
４ 当社は、ＥＭ ｃｈｉｐの盗難、紛失または毀損に起因して⽣じた損害などについて、責任を負わない
ものとします。
（暗証番号）
第２３条 ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、当社が別に定める⽅法により、ＥＭ ｃｈｉｐに、ＥＭ ｃｈｉｐ
暗証番号（そのＥＭ ｃｈｉｐを利⽤する者を識別するための数字の組合せをいいます｡）を登録するこ
とができます。この場合において、当社からそのＥＭ ｃｈｉｐの貸与を受けている契約者以外の者が登
録を⾏った場合、当社は、そのｅｏモバイル３Ｇ契約者が登録を⾏ったものとみなします。
２ ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、ＥＭ ｃｈｉｐ暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただ
きます。
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第６章 利⽤中⽌および利⽤停⽌
（利⽤中⽌）
第２４条 当社は、次の場合には、ｅｏモバイルの利⽤を中⽌することがあります。
（１）当社または特定事業者の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないとき。
（２）第２９条（通信利⽤の制限）の規定により、通信利⽤を中⽌するとき。
２ 当社は、本条の規定によりｅｏモバイルの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことをそのｅｏモ
バイル契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
（利⽤停⽌）
第２５条 当社は、ｅｏモバイル契約者が次のいずれかに該当するときは、６か⽉以内で当社が定める期
間（ｅｏモバイルの料⾦その他の債務を⽀払わないときは、その料⾦その他の債務が⽀払われるまでの
間）、そのｅｏモバイルの利⽤を停⽌することがあります。
（１）料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき（⽀払期⽇を経過した後に
⽀払われた場合であって、当社がその⽀払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条にお
いて同じとします｡）。
（２）ｅｏモバイル契約の申し込みに当たって事実に反する記載を⾏ったことが判明したとき。
（３）第１２条（契約者の⽒名などの変更の届出）の規定に違反したとき、または同条の規定により届け
出た内容について事実に反することが判明したとき。
（４）第４８条（無線事業における利⽤の禁⽌）の規定に違反したと当社が認めたとき。
（５）第４９条（利⽤に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。
（６）契約者回線に⾃営端末設備または⾃営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
（７）
別記２もしくは３の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、
またはその検査の結果、
技術基準等（別記４に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします｡）に適合し
ていると認められない⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめな
かったとき。
（８）別記５、６、７または８の規定に違反したとき。
（９）第３８条（預託⾦）に規定する預託⾦を預け⼊れないとき。
２ 当社は、本条の規定によりｅｏモバイルの利⽤を停⽌するときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌を
する⽇などをそのｅｏモバイル契約者に通知します。
ただし、第１２条（契約者の⽒名などの変更の届出）に規定する届出を怠ったことにより通知できな
い場合には、通知を⾏ったものとみなします。

第７章 通信
（通信）
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第２６条
１ 削除
２ ｅｏモバイル３Ｇにおいては特定事業者のＥＭＯＢＩＬＥ通信サービス契約約款（データ通信編）に
準ずるものとします。
３ 削除
（電波伝播条件による通信場所の制約）
第２７条 通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圈する場合に限り⾏うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、⼭間部、海上など電波
の伝わりにくいところでは、通信を⾏うことができない場合があります。
（注）本条に規定するサービス区域については、ｅｏモバイル３Ｇにおいては特定事業者のＥＭＯＢＩＬ
Ｅ通信サービス契約約款（データ通信編）に準ずるものとします。

第２８条 削除
（通信利⽤の制限）
第２９条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天
災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、
交通、通信もしくは電⼒の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および
公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提
供しているｅｏモバイル（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
）以外のものに
よる通信の利⽤を中⽌する措置をとることがあります。
機 関 名
気象機関
⽔防機関
消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電⼒の供給の確保に直接関係がある機関
⽔道の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社などの機関
預貯⾦業務を⾏う⾦融機関
国または地⽅公共団体の機関
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２ ｅｏモバイル３Ｇの通信利⽤の制限については、特定事業者のＥＭＯＢＩＬＥ通信サービス契約約款
（データ通信編）に準ずるものとします。
３ 削除
（通信の利⽤を制限する措置）
第３０条 前条の規定による場合のほか、当社は、ｅｏモバイル契約者に事前に通知することなく次の通
信利⽤の制限を⾏うことがあります。
（１）通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利⽤を制
限すること。
（２）パケット通信を⾏うために設定された契約者回線を⼀定時間以上継続して保留し当社または特定事
業者の電気通信設備を占有するなど、その通信がｅｏモバイルの提供に⽀障を及ぼすおそれがある
と当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
（３）⼀定期間内に⼤量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの
通信の利⽤を制限または中⽌すること。
（４）ｅｏモバイル契約者が別記１５に規定する禁⽌⾏為を⾏った場合に、その通信の切断または制限を
⾏うこと。
２ ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光
ハイブリッドタイプについては、２０時から翌⽇の２時の間に通信速度の制限（上り下り 128kbps）を
⾏います（ただし、当該制限を⾏う間にｅｏモバイル３Ｇとして通信の利⽤を⾏う場合）。
第３０条の２ 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡⼤を防⽌す
るために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポル
ノ画像および映像などを掲載するＷｅｂサイト（児童ポルノアドレスリストに基づきます。）につい
て、ｅｏモバイル契約者が当該Ｗｅｂサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Ｗｅｂ
サイトの閲覧を制限する場合があります。
２ 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報について
も閲覧できない状態に置く場合があります。
３ 本条第１項および第２項の規定によりｅｏモバイル契約者の利⽤に何らかの不利益が⽣じた場合であ
っても、当社はその⼀切の責任を負わないものとします。
（注）本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、ア
クセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を⽰しています。
（注）本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、⼀般社団法⼈インターネットコンテ
ンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、⼀般社団法⼈インターネット
コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。

第８章 料⾦など
第１節 料⾦および⼯事に関する費⽤
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（料⾦および⼯事に関する費⽤）
第３１条
１ 削除
２ ｅｏモバイル３Ｇに係る料⾦は、料⾦表第１表（料⾦）に規定する基本使⽤料、付加機能利⽤料、パ
ケット通信料、ユニバーサルサービス料および⼿続きに関する料⾦とします。
３ ｅｏモバイル３Ｇの⼯事に関する費⽤は、料⾦表第２表（⼯事費）に規定する⼯事費とします。
４ 削除
第２節 料⾦などの⽀払義務
（基本使⽤料および付加機能利⽤料の⽀払義務）
第３２条 ｅｏモバイル契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した⽇から起算し
て契約の解除があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除があった⽇が同⼀の⽇である場合
は、その⽇）について、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）および第３（付加機能利⽤料）に規定する料
⾦の⽀払いを要します。
ただし、この約款または料⾦表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
２ 前項の期間において、利⽤の⼀時中断などによりｅｏモバイルを利⽤することができない状態が⽣じ
たときの料⾦の⽀払いは、次によります。
（１）利⽤の⼀時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料⾦の⽀払いを要します。
（２）利⽤停⽌があったときは、契約者は、その期間中の料⾦の⽀払いを要します。
（３）前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ｅｏモバイルを利⽤できなかった期間中の
基本使⽤料および付加機能利⽤料の⽀払いを要します。
区別

⽀払いを要しない料⾦

契約者の責めによらない理由によりそのｅｏモ そのことを当社が認知した時刻以後の利⽤でき
バイルを全く利⽤することができない状態（その なかった時間（２４時間の倍数である部分に限り
契約に係る電気通信設備による全ての通信に著 ます｡）について、２４時間ごとに⽇数を計算し、
しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度 その⽇数に対応するそのｅｏモバイルについて
の状態となる場合を含みます｡）が⽣じた場合に、 の基本使⽤料
そのことを当社が認知した時刻から起算して、２
４時間以上その状態が連続したとき。
３ 当社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦がすでに⽀払われているときは、その料⾦を返還しま
す。
（注）基本使⽤料および付加機能利⽤料の⽇割りについては、料⾦表通則に定めるところによります。
（パケット通信料の⽀払義務）
第３３条 ｅｏモバイル３Ｇ（ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプまたはｅｏモバ
イル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ以外）契約者は、その契約者回線と契約者回線などとの
間のパケット通信（その契約者回線の契約者以外の者が⾏ったパケット通信を含みます｡）について、別
記９の規定により測定した情報量と料⾦表第１表第２（パケット通信料）の規定に基づいて算定した料
⾦の⽀払いを要します。
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２ ｅｏモバイル３Ｇ（ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプまたはｅｏモバイル３
Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ以外）契約者は、パケット通信料について、当社の機器（特定
事業者の機器を含みます｡）の故障などにより正しく算定することができなかった場合は、過去の利⽤実
績などを勘案して当社が別記１０に規定する⽅法により算定した料⾦額の⽀払いを要します。
（ユニバーサルサービス料の⽀払義務）
第３４条 ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、料⾦表第１表第４（ユニバーサルサービス料）に規定する料⾦
（事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担⾦に充てるために、基礎的電気通信
役務の提供に係る交付⾦および負担⾦算定等規則（平成１４年６⽉１９⽇総務省令第６４号）により
算出された額に基づいて当社が定める料⾦をいいます。）の⽀払いを要します。
２ 当社は、ユニバーサルサービス料の⽇割りは⾏わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該⽉
分のその料⾦を請求するものとし、契約の解除があったときは当該⽉分のその料⾦は請求しません。
（⼿続きに関する料⾦の⽀払義務）
第３５条 ｅｏモバイル契約者は、ｅｏモバイルに係る契約の申し込みまたは⼿続きを要する請求をし、
その承諾を受けたときは、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）に規定する⼿続きに関する料⾦の
⽀払いを要します。
ただし、その⼿続きの着⼿前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限り
でありません。この場合、すでにその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
（⼯事費の⽀払義務）
第３６条 ｅｏモバイル契約者は、⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表第２表（⼯
事費）に定める⼯事費の⽀払いを要します。
ただし、その⼯事の着⼿前にその契約の解除またはその請求の取り消し（以下この条において「解除
など」といいます｡）があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその⼯事費が⽀払われ
ているときは、当社は、その⼯事費を返還します。
２ ⼯事の着⼿後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その⼯事に関
して解除などがあったときまでに着⼿した⼯事の部分について、その⼯事に要した費⽤を負担していた
だきます。
第３節 料⾦の計算および⽀払い
（料⾦の計算および⽀払い）
第３７条 料⾦の計算⽅法ならびに料⾦および⼯事費の⽀払⽅法は、料⾦表通則に規定するところにより
ます。
第４節 預託⾦
（預託⾦）
第３８条 ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、次の場合には、ｅｏモバイルの利⽤に先⽴って預託⾦を預け⼊れ
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ていただくことがあります。
（１）ｅｏモバイル３Ｇ契約の申し込みの承諾を受けたとき。
（２）第２５条（利⽤停⽌）第１項第１号または第５号の規定による利⽤停⽌を受けた後、その利⽤停⽌
が解除されるとき。
２ 預託⾦の額は、１契約ごとに１０万円以内で当社が別に定める額とします。
３ 預託⾦については、無利息とします。
４ 当社は、そのｅｏモバイル３Ｇ契約の解除など、預託⾦を預け⼊れた事由が解消した場合には、その
契約に係る預託⾦を預け⼊れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき⽀
払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第５節 割増⾦および延滞利息
（割増⾦）
第３９条 ｅｏモバイル契約者は、料⾦または⼯事費の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほ
か、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします｡）の２倍に相当する額に消費税相当額を加
算した額を割増⾦として、当社が指定する期⽇までに⽀払っていただきます。
（延滞利息）
第４０条 ｅｏモバイル契約者は、料⾦その他の債務（延滞利息を除きます。）について⽀払期⽇を経過
してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年１４．
５％の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期⽇までに⽀払っていただきます。
ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して１０⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りではありませ
ん。

第９章 保守
（契約者の維持責任）
第４１条 ｅｏモバイル契約者は、⾃営端末設備または⾃営電気通信設備を、技術基準および技術的条件
（昭和６０年郵政省令第３１号）などに適合するよう維持していただきます。
２ 前項の規定のほか、ｅｏモバイル契約者は、⾃営端末設備（移動無線装置に限ります｡）または⾃営電
気通信設備（移動無線装置に限ります｡）を、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）
に適合するよう維持していただきます。
（契約者の切分責任）
第４２条 ｅｏモバイル契約者は、端末設備または⾃営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合
であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その端末設
備または⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
２ 前項の確認に際して、ｅｏモバイル契約者から要請があったときは、当社は、ｅｏモバイルサービス
取扱所において当社が別に定める⽅法により試験を⾏い、その結果をｅｏモバイル契約者に通知します。
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３ 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約
者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または⾃営電気通信設備にあったと
きは、ｅｏモバイル契約者にその派遣に要した費⽤を負担していただきます。この場合において、負担
を要する費⽤の額は、上記の費⽤の額に消費税相当額を加算した額とします。
（修理または復旧）
第４３条 当社は、当社の提供した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、
または復旧することができないときは、第２９条（通信利⽤の制限）の規定により優先的に取り扱われ
る通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合に
おいて、第１順位および第２順位の電気通信設備は、同条第１号の規定により当社がそれらの機関との
協議により定めたものに限ります。
順 位

修理または復旧する電気通信設備
気象機関に提供されるもの
⽔防機関に提供されるもの
消防機関に提供されるもの
災害救助機関に提供されるもの

１

秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの
防衛に直接関係がある機関に提供されるもの
海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの
輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの
電⼒の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
⽔道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
ガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
選挙管理機関に提供されるもの

２

別記 14 の基準に該当する新聞社などの機関に提供されるもの
預貯⾦業務を⾏う⾦融機関に提供されるもの
国または地⽅公共団体の機関に提供されるもの（第１順位となるものを除
きます。
）

３

第１順位および第２順位に該当しないもの

２ 特定事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するもの
とします。
ただし、２４時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
３ 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第２９条
（通信利⽤の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するための修理または復旧の順位に
ついては、ｅｏモバイル３Ｇについては特定事業者のＥＭＯＢＩＬＥ通信サービス契約約款（データ通
信編）準ずるものとします。
（修理または復旧の場合の暫定措置）
第４４条 当社は、当社または特定事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契
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約者識別番号を変更することがあります。

第１０章 損害賠償
（責任の制限）
第４５条 当社は、ｅｏモバイルを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供
をしなかったときは、そのｅｏモバイルが全く利⽤できない状態（その契約に係る電気通信設備による
すべての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下
この条において同じとします｡）にあることを当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態
が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
２ 前項の場合において、当社は、ｅｏモバイルが全く利⽤できない状態にあることを当社が認知した時
刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります｡）について、２４時間ごとに
⽇数を計算し、その⽇数に対応するそのｅｏモバイルに係る次の料⾦の合計額を発⽣した損害とみなし、
その額に限って賠償します。
（１）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）に規定する料⾦
（２）料⾦表第１表第２（パケット通信料）の（３）に規定する最⼤パケット通信料から基本使⽤料に係
るパケット通信料を減額して得た料⾦
３ 前項の場合において、⽇数に対応する料⾦額の算定にあたっては、料⾦表通則の規定に準じて取り扱
います。
４ 当社は、当社の故意または重⼤な過失によりｅｏモバイルの提供をしなかったときは、前３項の規定
は適⽤しません。
（免責）
第４６条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されてい
る内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重⼤な過失
により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
２ 当社は、この約款などの変更により端末設備または⾃営電気通信設備の改造または変更（以下この条
において「改造など」といいます｡）を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費⽤に
ついては負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または⾃営電
気通信設備の改造などをしなければならなくなったときは、当社は、その改造などに要する費⽤に限
り負担します。
３ 当社は、ｅｏモバイル契約者がｅｏモバイルを利⽤することにより得た情報など（コンピュータープ
ログラムを含みます。
）について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因
して⽣じた⼀切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
４ 当社は、電波状態により、ｅｏモバイルの利⽤により送受信された情報などが破損または滅失したと
しても、⼀切責任を負わないものとします。
５ 契約者が、ｅｏモバイルの利⽤に関連し、他の契約者はまたは第三者に対して損害を与えたものとし
て、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約
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者は、⾃らの費⽤と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を⼀切免責するものと
します。

第１１章 雑則
（承諾の限界）
第４７条 当社は、ｅｏモバイル契約者から⼯事その他の請求があった場合に、料⾦その他の債務の⽀払
いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なときも
しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を
承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
（無線事業における利⽤の禁⽌）
第４８条 ｅｏモバイル契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、⾃らまたは他の電
気通信事業者が⾏う無線事業（電気通信事業法施⾏規則に定める公衆無線ＬＡＮアクセスサービス、
携帯電話⼜はＰＨＳに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。）の⽤に供してはならない
ものとします。
（利⽤に係る契約者の義務）
第４９条 ｅｏモバイル契約者は、次のことを守っていただきます。
（１）端末設備（移動無線装置に限ります｡）または⾃営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）を取
りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは⾃営
電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
（２）故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこ
と。
（３）端末設備もしくは⾃営電気通信設備またはＥＭ ｃｈｉｐに登録されている契約者識別番号その他
の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
（４）他⼈の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他⼈の利益を害
する態様でｅｏモバイルを利⽤しないこと。
なお、別記１５に定める禁⽌⾏為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があっ
たものとみなします。
（契約者に係る情報の利⽤）
第５０条 当社は、ｅｏモバイル契約者に係る⽒名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または
請求書の送付先などの情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、⼯事、
料⾦の適⽤または料⾦の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂⾏上必要な範囲で利
⽤します。なお、ｅｏモバイルの提供にあたり取得した個⼈情報の利⽤⽬的については、当社が公開
するプライバシーポリシーにおいて定めます。
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（注）業務の遂⾏上必要な範囲での利⽤には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供す
る場合を含みます。
（電気通信事業者への情報の通知）
第５１条 ｅｏモバイル契約者は、第１４条（契約者が⾏なう契約の解除）または第１５条（当社が⾏う
契約の解除）の規定に基づきｅｏモバイル契約を解除した後、現に料⾦その他の債務の⽀払いがない
場合は、別記１７に定める電気通信事業者からの請求に基づき、⽒名、住所、電話番号、⽣年⽉⽇お
よび⽀払状況などの情報（契約者を特定するために必要なものおよび⽀払い状況に関するものであっ
て、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとしま
す。
（法令に規定する事項）
第５２条 ｅｏモバイルの提供または利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるとこ
ろによります。
（専属的合意管轄裁判所）
第５３条 ｅｏモバイル契約者と当社との間における⼀切の訴訟については、⼤阪地⽅裁判所または⼤阪
簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
（準拠法）
第５４条 この約款の成⽴、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
（サービスの終了）
第５５条 当社は、次の場合には、ｅｏモバイルを終了することがあります。
(1) ｅｏモバイルを提供するための当社電気通信設備の劣化などにより、安定したｅｏモバイルの提
供
ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 当社が提供する他のサービスに伴い、ｅｏモバイルの必要性が著しく低下したと当社が判断した
と
き。
(3) 経営上、技術上などの理由によりｅｏモバイルが適正かつ正常な提供ができなくなりサービスの
運
営が事実上不可能になったとき。
(4) その他の理由でｅｏモバイルが提供できなくなったとき。
２ 当社は、前項の規定によりｅｏモバイルを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを停⽌す
る時期などを契約者に通知します。
ただし、第１２条（契約者の⽒名などの変更の届出）に規定する届出を怠ったことにより通知でき
な
い場合には通知を⾏ったものとみなします。
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（eoID の提供）
第５６条 当社は、ｅｏモバイル契約を締結した場合は、ｅｏモバイル契約者に対し、１のｅｏＩＤを提
供します。ただし、既に eoID を保有している場合は、この限りではありません。
２ ｅｏＩＤの利⽤および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定めるｅｏＩＤ利⽤規約において定め
ます。ｅｏモバイル契約者は、ｅｏＩＤを取得した時点でｅｏＩＤ利⽤規約に同意するものとしま
す。
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別記
１ 契約者の地位の承継
（１）相続または法⼈の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続⼈または合併後存続する法
⼈もしくは合併により設⽴された法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えてｅｏモバイ
ルサービス取扱所に届け出ていただきます。
（２）（１）の場合に、地位を承継した者が２⼈以上あるときは、そのうちの１⼈を当社に対する代表者
と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１⼈を
代表者として取り扱います。
２ 端末設備に異常がある場合などの検査
（１）当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な
提供に⽀障がある場合において必要があるときは、ｅｏモバイル契約者に、その端末設備の接続が技
術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、ｅｏモバイル契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施⾏規則（昭和６
０年郵政省令第２５号。以下「事業法施⾏規則」といいます。）第３２条第２項で定める場合を除き、
検査を受けることを承諾していただきます。
（２）当社の係員は、（１）の検査を⾏う場合、所定の証明書を提⽰します。
（３）ｅｏモバイル契約者は、（１）の検査を⾏った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認め
られないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
３ ⾃営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な
提供に⽀障がある場合の検査については、別記２の規定に準じて取り扱います。
４ 端末設備および⾃営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等
端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）
５ 端末設備の電波発射の停⽌命令があった場合の取り扱い
（１）ｅｏモバイル契約者は、契約者回線に接続されている端末設備（移動無線装置に限ります。以下こ
の別記５において同じとします｡）について、電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規定に基づき、
特定事業者が、総務⼤⾂から臨時に電波発射の停⽌を命ぜられたときは、その端末設備の使⽤を停⽌
して、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう修理などを⾏ってい
ただきます。
（２）当社は、（１）の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、
ｅｏモバイル契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
（３）ｅｏモバイル契約者は、（２）の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認め
られないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
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６ 端末設備の電波法に基づく検査
別記５に規定する検査のほか、端末設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく検査を受ける
場合の取り扱いについては、別記５の(２)および(３)の規定に準ずるものとします。
７ ⾃営電気通信設備の電波発射の停⽌命令があった場合の取り扱い
⾃営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）について、臨時に電波発射の停⽌命令があった場合の
取り扱いについては、別記５の規定に準ずるものとします。
８ ⾃営電気通信設備の電波法に基づく検査
⾃営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについ
ては、別記６の規定に準ずるものとします。
９ 課⾦対象パケットの情報量の測定など
課⾦対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障など発
信者または着信者の責任によらない理由により、課⾦対象パケットが通信の相⼿先に到達しなかった場
合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
１０ 当社の機器の故障などにより通信料を正しく算定できなかった場合の取り扱い
（１）当社の機器の故障などにより通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合

把握可能な実績に基づいて当社が別に定める⽅法により算出した
１⽇平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇
数を乗じて得た額

イ

過去１年間の実績を把握 機器の故障などにより正しく通信料が算定することができなかっ
することができる場合

た⽇の初⽇（初⽇が確定できないときにあっては、種々の事情を総
合的に判断して機器の故障があったと認められる⽇）を含む料⾦
⽉の前１２料⾦⽉の各料⾦⽉における１⽇平均の通信料が最低と
なる値に算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額

（２）（１）の場合において特別の事情があるときは、ｅｏモバイル３Ｇ契約者と協議して、その事情を
参酌するものとします。
１１ ⾃営端末設備の接続
（１）ｅｏモバイル契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備
を介して、⾃営端末設備（移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限り
ます。以下この別記１１において同じとします｡）を接続するときは、当社所定の⽅法により、ｅｏモ
バイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記４の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施⾏規則第３１条で定める場合に該当するとき。
（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が（２）の技術基準等に適
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合するかどうかの検査を⾏います。
ア 事業法第５０条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施⾏規則第３２条第１項で定める場合に該当するとき。
（４）当社の係員は、（３）の検査を⾏う場合、所定の証明書を提⽰します。
（５）ｅｏモバイル契約者が、その⾃営端末設備を変更したときについても、（１）から（４）までの規
定に準じて取り扱います。
（６）ｅｏモバイル契約者は、その契約者回線への⾃営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを
ｅｏモバイルサービス取扱所に通知していただきます。
１２ ⾃営電気通信設備の接続
（１）ｅｏモバイル契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備
を介して、⾃営電気通信設備（移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに
限ります。以下この別記１２において同じとします｡）を接続するときは、当社所定の書⾯により、ｅ
ｏモバイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記４の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務⼤⾂の認
定を受けたとき。
（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、事業法施⾏規則第３２条第１項で定める場合に該当す
るときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を⾏います。
（４）当社の係員は、（３）の検査を⾏う場合、所定の証明書を提⽰します。
（５）ｅｏモバイル契約者が、その⾃営電気通信設備を変更したときについても、（１）から（４）まで
の規定に準じて取り扱います。
（６）契約者は、その契約者回線への⾃営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをｅｏモバ
イルサービス取扱所に通知していただきます。
１３ 検査などのための端末設備の持込み
ｅｏモバイル契約者は、次の場合には、その端末設備（移動無線装置に限ります。）もしくは⾃営電
気通信設備（移動無線装置に限ります。）を、当社が指定した期⽇にｅｏモバイルサービス取扱所また
は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
（１）契約者識別番号の登録などを⾏うとき。
（２）別記２または１１の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
（３）電波法に基づく端末設備または⾃営電気通信設備の検査を受けるとき。
１４ 新聞社などの基準
区 分

基 準
次の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙を発⾏する新聞社

１ 新聞社

１） 政治、経済、⽂化その他公共的な事項を報道し、または論議する
ことを⽬的として、あまねく発売されること。
２） 発⾏部数が１の題号について、8,000 部以上であること。
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放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 2 条に規定する基幹放送事業者、
２ 放送事業者

基幹放送局提供事業者および⼀般放送事業者（有線電気通信設備を⽤い
て放送を⾏う者は、ラジオ放送のみを⾏う者を除き、⾃主放送を⾏う者
に限る。
）
新聞社または放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた⽇刊

３ 通信社

新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは
情報（広告を除きます。
）をいいます。
）を供給することを主な⽬的とす
る通信社

１５ ｅｏモバイルの利⽤における禁⽌⾏為
（１）他⼈の知的財産権（特許権、実⽤新案権、著作権、意匠権、商標権など）
、その他の権利を侵害する
⾏為、または侵害するおそれのある⾏為
（２）他⼈の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為
（３）他⼈を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他⼈への不当な差別を助⻑し、またはその名誉もしくは信
⽤を毀損する⾏為
（４）詐欺、業務妨害、規制薬物の濫⽤、児童売買春、預貯⾦⼝座および携帯電話の違法な売買などの犯
罪⾏為、または犯罪に結びつくおそれのある⾏為
（５）わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、⾳声もしくは⽂書などを送信また
は表⽰する⾏為、またはこれらを収録した媒体を販売する⾏為、またはその送信、表⽰、販売を想起
させる広告を表⽰または送信する⾏為
（６）薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁⽌告⽰品（指定薬物などである疑いがあるものとして告⽰
により広告などを広域的に禁⽌された物品）もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫⽤に結び
つく、もしくは結びつくおそれの⾼い⾏為、未承認もしくは使⽤期限切れの医薬品などの広告を⾏な
う⾏為、またはインターネット上で販売などが禁⽌されている医薬品を販売などする⾏為
（７）貸⾦業を営む登録を受けないで、⾦銭の貸付の広告を⾏う⾏為
（８）法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業⾏為（無限連鎖講の開設、運営，もしくはこれ
を勧誘する⾏為、または悪質な連鎖販売取引など）
（９）ｅｏモバイルにより利⽤しうる情報を改ざんし、または消去する⾏為
（１０）不正アクセス⾏為または不正アクセス⾏為を助⻑する⾏為、および第三者になりすまして本サー
ビスを利⽤し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる⾏為（偽装するためにメールヘッダ
ーなどの部分に細⼯を⾏う⾏為を含みます。
）
（１１）有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他⼈が受信可能な状態のまま放置
する⾏為
（１２）画⾯上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・⼊⼒しようとするこ
とに悪い影響を及ぼすおそれがある⾏為
（１３）⼈が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電⼦メールを送信する⾏為
（１４）不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電⼦メールを送信する⾏為
（１５）当社もしくは、他⼈の電気通信設備の利⽤もしくは運営に⽀障を与える、またはその⽀障を与え
るおそれのある⾏為
（１６）違法な賭博・ギャンブルを⾏わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する⾏為
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（１７）違法⾏為（けん銃などの譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、殺
⼈、脅迫など）を直接的かつ明⽰的に請負し、仲介しまたは誘引する⾏為
（１８）⼈の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する⾏為
（１９）⼈を⾃殺に誘引または勧誘する⾏為
（２０）その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様でリンクを張
る⾏為
（２１）その他、公序良俗に違反し、または他⼈の権利を著しく侵害すると当社が判断した⾏為
（２２）偽りその他不正な⼿段により個⼈情報を取得する⾏為
（２３）インターネット異性紹介事業（出会い系サイト）の開設、運営もしくは利⽤により法令に違反す
る⾏為、またはそのおそれのある⾏為
（２４）販売または頒布をする⽬的で、広告規制の対象となる希少野⽣動植物種の個体等の広告を⾏う⾏
為
（２５）その他、当社が不適切と判断する⾏為
１６ 削除
１７ 当社がｅｏモバイル契約者の⽀払状況などの情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者
株式会社ＮＴＴドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、株式会社ウィルコム沖縄、ＵＱコミュニ
ケーションズ株式会社、株式会社サジェスタム、株式会社ノジマ、⽇本通信株式会社、ＫＤＤ
Ｉ株式会社、ソフトバンク株式会社、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、株式会社ラ
ネット、株式会社ヤマダ電機、楽天イー・モバイル株式会社、株式会社エディオンコミュニケ
ーションズ、東⽇本旅客鉄道株式会社、ニフティ株式会社、ＫＤＤＩバリューイネイブラー株
式会社、フリービット株式会社、プラスワン・マーケティング株式会社、トーンモバイル株式
会社、沖縄バリューイネイブラー株式会社
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料⾦表
通則
(料⾦の計算⽅法など)
１ 当社は、ｅｏモバイル契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本使⽤料、付加機能利⽤料お
よびパケット通信料は料⾦⽉に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算しま
す。
２ 当社は、
当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、
前項の料⾦⽉の起算⽇を変更することがあります。
（基本使⽤料の⽇割り）
３ 当社は、次の場合が⽣じたときは、基本使⽤料をその利⽤⽇数に応じて⽇割りします。
（１）料⾦⽉の起算⽇以外の⽇に、契約者回線の提供の開始があったとき。
（２）料⾦⽉の起算⽇以外の⽇に、契約の解除があったとき。
（３）料⾦⽉の起算⽇に契約者回線の提供を開始し、その⽇にその契約の解除があったとき。
（４）料⾦⽉の起算⽇以外の⽇に、基本使⽤料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減
少後の基本使⽤料は、その増加または減少のあった⽇から適⽤します。
（５）第３２条（基本使⽤料および付加機能利⽤料の⽀払義務）第２項第３号の表の規定に該当すると
き。
（６）第２項の規定により、料⾦⽉の起算⽇の変更があったとき。
４ 前項第１号から第５号までの規定による基本使⽤料の⽇割りは、その料⾦⽉に含まれる⽇数により⾏
います。この場合、第３２条（基本使⽤料および付加機能利⽤料の⽀払義務）第２項第３号に規定する
料⾦の算定にあたっては、その⽇数計算の単位となる２４時間をその開始時刻が属する料⾦⽇とみなし
ます。
５ 第３項第６号の規定による基本使⽤料の⽇割りは、変更後の料⾦⽉に含まれる⽇数により⾏います。
（端数処理）
６ 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切
り捨てます。
（料⾦などの⽀払い）
７ ｅｏモバイル契約者は、料⾦および⼯事費について、当社が定める期⽇までに、当社が指定する⾦融
機関などにおいて⽀払っていただきます。
８ 料⾦および⼯事費は、⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
（消費税相当額の加算）
９ ｅｏモバイルに関する料⾦額はこの料⾦表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
（注）この約款の規定により⽀払いを要することとなった料⾦または⼯事に関する費⽤については、この
料⾦表に規定する税込額（消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算し
た額と異なる場合があります。
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（料⾦の臨時減免）
１０ 当社は、災害が発⽣し、または発⽣するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時
に、その料⾦および⼯事費を減免することがあります。
１１ 当社は、前項の規定により料⾦などの減免を⾏ったときは、当社が指定する⽅法により、そのこと
を周知します。
（品⽬変更の際の料⾦の計算⽅法）
１２ 品⽬の変更があった場合の料⾦の計算は、変更請求⽉は変更前の品⽬の料⾦となり、その翌⽉から
変更先の品⽬の料⾦が適⽤となります。
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第１表 料⾦
第１ 基本使⽤料
１ 適⽤
区 分

内 容

（１）基本使⽤料の適 ア 当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり、通信の種類を定
⽤

めます。
種類

品⽬

削除
ｅｏモバイル

７．２Ｍコース

３Ｇ

光ハイブリッドタイプ
ルータータイプ
ＵＳＢタイプ

２１Ｍコース

ＵＳＢタイプ

２１Ｍコース

光ハイブリッドタイプ

削除

イ 削除
ウ 削除
（２）最低利⽤期間内 ア ｅｏモバイル３Ｇには、１の契約ごとに最低利⽤期間があります。
に 契 約 者 回 線 の イ 契約者は、最低利⽤期間内に契約の解除などがあった場合は、第３２条
解除などがあっ

（基本使⽤料および付加機能利⽤料の⽀払義務）および料⾦表通則の規定

た場合の料⾦の

にかかわらず、次表に規定する⾦額を契約解除料として、当社が定める期

適⽤

⽇までに⼀括して⽀払っていただきます。
種類
ｅｏモバイル

区分
光ハイブリッドタイプ以外

３Ｇ

契約解除料
残余の期間に対応
する基本使⽤料

光ハイブリッドタイプ

残余の期間に953
円（税込額1,029
円）を乗じた額

削除
ただし、（３）複合利⽤割引の適⽤において、契約申込をしている者の
責によらない理由によりｅｏ光ネットが提供できない場合、複合利⽤割引
の条件を満たさなくなったことにより、当該ｅｏモバイル３Ｇ契約を解除
する場合は、この限りではありません。
また、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプまたは
ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプにおいても、契約
申込をしている者の責によらない理由によりｅｏ光ネットが提供できない
場合も同様とします。
（３）削除
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２ 料⾦額
（１）削除
（２）ｅｏモバイル３Ｇに係るもの
ア イ、ウ以外
区分
基本使⽤料

単位

料⾦額

１契約者識別番号ごとに⽉額

９５３円
（税込額 １，０２９円）

イ ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ
区分
基本使⽤料

単位
１契約者識別番号ごとに⽉額

料⾦額
２，３８１円
（税込額 ２，５７１円）

ウ ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ
区分
基本使⽤料

単位
１契約者識別番号ごとに⽉額

料⾦額
２，６４８円
（税込額 ２，８５９円）

（３）削除
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第２ パケット通信料
１ 適⽤
ｅｏモバイル３Ｇに係るもの（光ハイブリッドタイプ以外）
区 分

内 容

（１）パケット通信料 パケット通信料の適⽤は、１料⾦⽉の課⾦対象パケットの総情報量について
の適⽤

１２８バイトまでごとに１の課⾦対象パケットとし、２（料⾦額）に規定す
るパケット通信料を適⽤します。

（２）基本使⽤料に係 ア 契約者は、その契約者回線からのパケット通信料のうち、次表のとお
るパケット通信

り、基本使⽤料に係る料⾦の⽀払いを要しません。

料の減額適⽤

１契約者識別番号ごとに⽉額
パケット通信量

⽀払いを要しない料⾦

２３，８２５パケット

９５３円
（税込額 １，０２９円）

イ アで規定する⽀払いを要しない料⾦については、料⾦表通則３の規定に
準じて、⽇割り計算を⾏います。
（３）最⼤パケット通 最⼤パケット通信料は、２（料⾦額）に定めるパケット通信料の規定にかか
信料の適⽤

わらず、次表に定める額を上限として適⽤します。
１契約者識別番号ごとに⽉額
パケット通信料

区分
７．２Ｍコース

最⼤パケット通信料
２１Ｍコース
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料⾦額
４，６５８円
（税込額 ５，０３０円）
５，６１０円
（税込額 ６，０５８円）

（４）複合利⽤割引の ア 当社は、イに定める条件を満たすｅｏモバイル３Ｇ契約者から申し出が
適⽤

あった場合には、そのｅｏモバイル３Ｇ契約に係るパケット通信料につい
て、１適⽤(3)に規定にかかわらず、その料⾦額は次のとおりとします。
１契約者識別番号ごとに⽉額
パケット通信料

区分
７．２Ｍコース

最⼤パケット通信料
２１Ｍコース

料⾦額
４，４５８円
（税込額 ４，８１４円）
５，４１０円
（税込額 ５，８４２円）

イ 複合利⽤割引の申し出を⾏うことができる条件は、次のとおりとします。
(1)当社が別に定めるｅｏ光ネットを契約しており、かつ、そのｅｏ光ネッ
トの契約が利⽤休⽌の適⽤を受けていない者もしくはｅｏ光ネットの契
約申込をし当社からその承諾を受けた者
(2)当社が別に定める条件に適合するもの
ウ 複合利⽤割引は、ｅｏ光ネット契約者が指定する１の契約者回線に限り
５の契約までの割引を適⽤します。
エ 当社は、アの申し出をしたｅｏモバイル３Ｇ契約者が現にｅｏ光ネット
の契約を締結しているもしくは契約申込をしていることを確認します。
オ 当社は、複合利⽤割引に係るｅｏ光ネット契約の解除またはイに規定す
る条件を満たさなくなった場合もしくはｅｏモバイル３Ｇ契約を解除した
場合は、複合利⽤割引を廃⽌します。ただし、当社が別に定める場合はこ
の限りでありません。

２ 料⾦額
ｅｏモバイル３Ｇに係るもの（光ハイブリッドタイプ以外）
区分
パケット通信料

単位
１課⾦対象パケットごとに

料⾦額
０．０４円
（税込額 ０．０４３円）
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第３ 付加機能利⽤料
１ 適⽤
(1) 付 加 機 能 ア 当社が提供する付加機能を利⽤した場合には、２（料⾦額）に規定する付加機能
に係る料⾦
の適⽤

利⽤料を適⽤します。
イ 付加機能利⽤料については、次の場合が⽣じたときは、約款第３２条（基本使⽤
料および付加機能利⽤料の⽀払義務）および料⾦表通則の規定にかかわらず、その
料⾦の⽀払いは次のとおりとします。
区 分

料⾦の⽀払い

(ｱ) 付加機能に係る追加サービス 当該⽉分のその料⾦の⽀払いを要
の提供があったとき（当該⽉にそ しません。
の付加機能に係る追加サービス
の利⽤の廃⽌があったときを除
きます。
）
(ｲ) 付加機能に係る追加サービス 当該⽉分のその料⾦の⽀払いを要
の利⽤の廃⽌があったとき。

します。

２ 料⾦額
（１）削除
（２）ｅｏモバイル３Ｇに係るもの
区 分
１

単 位

電⼦メ ｅｏモバイルサービス取扱局に設
ール機能

基

１のメールアド

置される電⼦メール情報蓄積装置

本

レス利⽤につき

を利⽤して、電⼦メールの蓄積、再

額

（200MB）

⽣または転送などを⾏う機能及び

加

当社が別に定めるメールチェック

算

機能をいいます。

額
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１メールアドレ
ス追加ごとに

料⾦額（⽉額）
無料

２００円
（税込額 ２１６円）

備
考

ア 当社は、１の契約者回線につき１のメールアドレスを割当てるものとし、１の
メールアドレスに蓄積できる通信の情報量は200MBとします。
イ ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、利⽤するメールアドレスの数および１のメール
アドレスにおいて利⽤できるメール情報蓄積容量の変更を請求することができ
ます。
ウ 追加することができるメールアドレスの数は、当社が別に定める範囲内とし
ます。
エ 追加することにより付与される１のメールアドレスにおいて利⽤することが
できるメール情報蓄積装置の容量は200MBとします。
オ メール情報蓄積容量の変更により、１のメールアドレスごとに利⽤できるメ
ール情報蓄積容量は5GBとなります。
カ 当社は、ｅｏモバイル３Ｇ契約に関する技術上または業務の遂⾏上やむを得
ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。こ
の場合、あらかじめそのことをｅｏモバイル３Ｇ契約者に通知します。
キ 電⼦メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。
ク ｅｏモバイル３Ｇ契約者が送信した電⼦メール（当社以外の者が割当てを⾏
ったメールアドレスを使⽤するものを含みます。
）について、他の電気通信事業
者などから異義申し⽴てがあり、そのｅｏモバイル３Ｇ契約者からの電⼦メー
ル
の転送機能を継続して⾏うことについてｅｏモバイル３Ｇの提供に重⼤な⽀障
があると認められるときは、当社は、そのｅｏモバイル３Ｇ契約者からの電⼦メ
ールの転送を停⽌することがあります。
ケ 当社は、電⼦メールの利⽤に伴い発⽣する損害（クの規定により現に蓄積して
いる情報の転送の停⽌もしくは消去または電⼦メールの利⽤の廃⽌を⾏ったこ
とに伴い発⽣する損害を含みます。
）については、責任を負いません。

２

ホーム ｅｏモバイルサービス取扱局に設 基 １のホームペー
ページ開 置されるホームページ情報蓄積装 本 ジアドレスごと
設機能

置を利⽤して、ホームページに係る 額 に
情報の蓄積または転送などを⾏う
ことができる機能をいいます。

（20MB）
加 １ホームページ
算 蓄 積 容 量 ５ MB
額 ごとに
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無料

２００円
（税込額 ２１６円）

備
考

ア 当社は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割当てるものと
し、１のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報量は20MBとします。
イ ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、利⽤する１のホームページアドレスごとに５MB
単位で最⼤180MBまで蓄積容量を追加することができます。
ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないときその他
ｅｏモバイル３Ｇ契約に関する当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるときは、
現にホームページとして蓄積している情報の転送を停⽌し、または消去するこ
とがあります。
エ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定める
ソフトウェアを⽤いてコンピューターウイルスまたは不正なプログラムなど
（以下「ウイルスなど」といいます。
）の検知を⾏います。ただし、本検知につ
いては当社が別に定めるパターンファイル（ウイルスなどを検知するため、各々
のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの）に基づき実施するものであ
り、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
オ 当社は、エの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な
情報が含まれていると認めた場合、または他⼈の著作権その他の権利を侵害し、
公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利⽤されていると
認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌を⾏う
ことがあります。
カ 当社は、オの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の
停⽌をされたｅｏモバイル３Ｇ契約者が、なおその事実を解消しないときは、そ
のｅｏモバイル３Ｇ契約者に係るホームページの利⽤の廃⽌を⾏うことがあり
ます。
キ オからカまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転
送の停⽌もしくは消去またはホームページの利⽤の廃⽌を⾏う場合は、当社は
あらかじめ、そのことをｅｏモバイル３Ｇ契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
ク 当社は、ｅｏモバイル３Ｇ契約者が⼀定期間ホームページの情報の蓄積を⾏
わないときは、そのｅｏモバイル３Ｇ契約者のホームページの利⽤の廃⽌を⾏
うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことをｅｏモバイル３
Ｇ契約者に通知します。
ケ 当社は、ホームページの利⽤に伴い発⽣する損害（ウからカまでの規定および
クの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌もしく
は消去またはホームページの利⽤の廃⽌を⾏ったことに伴い発⽣する損害を含
みます。
）については、責任を負いません。

３ 削除
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４

ウイル ｅｏモバイル３Ｇに係る情報蓄
スチェッ 積装置を経由する電⼦メールに
ク機能

対して、コンピューターウイルス
（通信やコンピューターなどの
機能に妨害を与えるためのプロ

１のメールアドレスご

グラムであって、当社が別に定め

とに

るものをいいます。以下この欄に

２００円
（税込額 ２１６円）

おいて同じとします。
）が含まれ
る場合において、当該コンピュー
ターウイルスを検知および駆除
または削除する機能をいいます。
備

ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電⼦メールに含まれる

考

コンピューターウイルス（以下「ウイルス」といいます。
）について、当社が別
に定めるソフトウェアを⽤いてウイルスの検知および駆除または削除を⾏いま
す。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除また
は削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル（コンピ
ューターウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてま
とめたもの）により対応可能なウイルスとします。
イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するもので
はありません。
ウ 当社は、本機能の利⽤に伴い発⽣する損害については、責任を負いません。
エ 当社の故意または重⼤な過失により⽣じた損害である場合は、ウの規定は適
⽤しません。
オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところにより
ます。

５ 削除
６

アクセ ｅｏモバイル３Ｇ契約者が開設
ス分析機 したホームページについて、アク
能

セスの集計情報を提供する機能

１機能ごと

１５０円
（税込額 １６２円）

をいいます。
備

ア ｅｏモバイル３Ｇ契約者が、当社のｅｏモバイルサービス取扱局に設置され

考

たホームページ情報蓄積装置を利⽤して開設している１のホームページに限
り、この機能を利⽤できます。
イ 当社は、本機能で提供する情報について、完全性、正確性などを保証しません。
ウ 本機能で提供する情報の集計期間その他提供条件は、当社が別に定めるとこ
ろによります。
エ 平成２６年４⽉１⽇より、本機能の新規申込の受付は⾏いません。
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第４ ユニバーサルサービス料
ｅｏモバイル３Ｇに係るもの
区分
ユニバーサルサービス料

単位
１契約者識別番号ごとに⽉額
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料⾦額
２円（税込額 ２．１６円）

第５ ⼿続きに関する料⾦
１ 適⽤
区分

内容

（１）⼿続きに関する ⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。
料⾦の適⽤

料⾦種別

内容

契約事務⼿数料

ｅｏモバイルの契約の申し込みを⾏い、その
承諾を受けたときは、２（料⾦額）に規定す
る契約事務⼿数料の⽀払いを要します。

変更事務⼿数料

ｅｏモバイル３Ｇ契約者からの請求により、
そのｅｏモバイル３Ｇ契約の品⽬の変更（ｅ
ｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリ
ッドタイプとｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコー
ス ルータータイプの間に限ります。）を⾏う
場合には、ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、２ 料
⾦額（２）に規定する変更事務⼿数料の⽀払
いを要します。

ＥＭ ｃｈｉｐ再発⾏ ｅｏモバイル３Ｇ契約者より、ＥＭ ｃｈｉｐ
⼿数料

の紛失、盗難または毀損その他の理由により
新たなＥＭ ｃｈｉｐの貸与を請求し、その承
諾を受けたときは、ｅｏモバイル３Ｇ契約者
は２（料⾦額）に規定するＥＭ ｃｈｉｐ再発
⾏⼿数料の⽀払いを要します。

登録証・契約内容証明 ｅｏモバイル契約者からの請求により、当社
書再発⾏⼿数料

が通知する ID、パスワードなどの再発⾏、も
しくは付加機能の内容の変更などに伴い、
ID、パスワードなどを記載した登録証を再発
⾏する場合、または契約内容証明書を再発⾏
する場合、ｅｏモバイル契約者は２（料⾦額）
に規定する登録証・契約内容証明書再発⾏⼿
数料の⽀払いを要します。

料⾦明細類発⾏⼿数 ｅｏモバイル契約者からの請求により、その
料

ｅｏモバイルに関する料⾦の請求書または⼝
座振替のお知らせなど（以下「料⾦明細類」
といいます。
）の発⾏を受けたときは、ｅｏモ
バイル契約者は２（料⾦額）に規定する料⾦
明細類発⾏⼿数料の⽀払いを要します。
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⽀払証明書発⾏⼿数 ｅｏモバイル契約者からの請求により、その
料

ｅｏモバイルの料⾦その他の債務（この約款
の規定により、⽀払いを要することとなった
ｅｏモバイルの料⾦、⼯事に関する費⽤また
は割増⾦などの料⾦以外の債務をいいます。
）
がすでに当社に⽀払われた旨の証明書（以下
「⽀払証明書」といいます。
）の発⾏を受けた
ときは、ｅｏモバイル契約者は２（料⾦額）
に規定する⽀払証明書発⾏⼿数料の⽀払いを
要します。

（２）⼿続きに関する ア 当社は、２（料⾦額）の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案
料⾦の適⽤除外

して、⼿続きに関する料⾦の適⽤を除外し、またはその額を減額して適⽤

または減額適⽤

することがあります。
イ ｅｏモバイル３Ｇ契約の申し込みと同時に、当社のｅｏ光ネットもしく
はｅｏ光電話の契約の申し込みを⾏い、その両⽅の申し込みの承諾を受け
たときは、契約事務⼿数料の額を２（料⾦額）の規定する額に０円を適⽤
します。

２ 料⾦額
（１）削除
（２）ｅｏモバイル３Ｇに係るもの
料⾦種別

単位

契約事務⼿数料

１契約ごとに

変更事務⼿数料

１契約ごとに

ＥＭ ｃｈｉｐ再発⾏⼿数料

１請求ごとに

料⾦額
３，０００円
（税込額 ３，２４０円）
３，０００円
（税込額 ３，２４０円）
３，０００円
（税込額 ３，２４０円）

（３）削除
（４）
（１）
、
（２）
、
（３）以外のもの
料⾦種別
(ｱ) 登録証・契約内容証明書再発
⾏⼿数料
(ｲ) 料⾦明細類発⾏⼿数料
(ｳ) ⽀払証明書発⾏⼿数料

単位
１の送付ごとに
１の送付ごとに
⽀払証明書１枚ごとに
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料⾦額
２５８円
（税込額 ２７８円）
１００円
（税込額 １０８円）
３００円
（税込額 ３２４円）

（注）(ｳ)の⽀払証明書の発⾏を受けようとするときは、上記の⼿数料のほか、印紙代および郵送料（実費）
が必要な場合があります。
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第２表 ⼯事費
特定事業者のＥＭＯＢＩＬＥ通信サービス契約約款（データ通信編）に規定する料⾦額と同額としま
す。
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附 則
（実施期⽇）
この約款は、平成２０年９⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２０年１１⽉１⽇から実施します。
（経過措置）
２ 平成２０年１１⽉１⽇から平成２１年２⽉１⽇までの間にｅｏモバイル契約の申し込みがあり、当社
がその申し込みを承諾した場合は、そのｅｏモバイルの提供を開始した⽇を含む料⾦⽉から２ヶ⽉間に
ついては、料⾦表第１表（料⾦）第１（基本使⽤料）および第２（パケット通信料）の２（料⾦額）に
規定する額に代えてそれぞれ０円を適⽤します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２０年１２⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２１年２⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２１年８⽉４⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２１年１０⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２１年１２⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２２年３⽉１⽇から実施します。
２ この改正規定実施の際現に、改正前のｅｏモバイル契約約款の規定により締結しているｅｏモバイル
契約者の契約については、この改正規定実施の⽇において、改正後のこの規定により締結したｅｏモバ
イル３Ｇ契約とみなします。
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附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２２年４⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２２年６⽉１⽇から実施します。
附 則
（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。
２ 平成２２年９⽉１⽇から平成２２年１０⽉３１⽇までの間に、ＰＨＳデータ通信サービス契約者（ｅ
ｏパックＡまたはｅｏパックＢを利⽤している者に限ります。
）から、当社が別に定める⽅法並びに条件
に基づいてＰＨＳデータ通信サービス契約を解約し、ｅｏモバイル３Ｇ契約（７．２Ｍコースに限りま
す。
）の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は、料⾦表第１表第５（⼿続きに関
する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤します。
３ この附則２に規定する申し込みを当社が承諾する場合、当社は申し出により次に揚げるいずれかの料
⾦額を当該ｅｏモバイル３Ｇの提供を開始した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から２年間適⽤します。ただ
し、当該ｅｏモバイル３Ｇ契約の提供開始後は次に揚げる料⾦額の変更の受付は⾏いません。なお、当
該ｅｏモバイル３Ｇ契約の提供の開始⽉とその翌⽉については、次に揚げるいずれかの料⾦額にかかわ
らず基本使⽤料およびパケット通信料に０円を適⽤します。
（1）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料の額に代えて２，９８０円を適⽤します。
なお、この基本使⽤料には、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（１）に規定するパケット通信
料の適⽤を含むものとし、第３２条（パケット通信料の⽀払義務）に係わらず、パケット通信料の⽀払
いを要しません。また、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（４）に規定する複合利⽤割引を適
⽤する場合は、アに規定する最⼤パケット通信料および料⾦額４，６８０円に代えて基本使⽤料１，９
８０円を適⽤します。
（2）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料から５００円減額して適⽤します。また、
料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（２）のパケット通信量を１１，９２５パケット、⽀払を要
しない料⾦を５００円に代えて適⽤します。
（注）この附則３の（1）
（2）の規定により適⽤を受けた当該 eo モバイル３Ｇ契約について最低利⽤期間
内に解除などがあった場合の料⾦の適⽤については、この附則３の（1）
（2）の規定する基本使⽤料に
係わらず、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）に規定する料⾦額を適⽤します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２２年１０⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
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１ この改正規定は、平成２２年１１⽉１⽇から実施します。
２ 平成２２年１１⽉１⽇からＰＨＳデータ通信サービス契約者（ｅｏパックＡまたはｅｏパックＢを利
⽤している者に限ります。
）より、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいてＰＨＳデータ通信サービ
ス契約を解約し、ｅｏモバイル３Ｇ契約（７．２Ｍコースに限ります。
）の申し込みがあり、当社がその
申し込みを承諾した場合、当社は、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契
約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤します。
３ この附則２に規定する申し込みを当社が承諾する場合、当社は申し出により次に揚げるいずれかの料
⾦額を当該ｅｏモバイル３Ｇの提供を開始した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から２年間適⽤します。ただ
し、当該ｅｏモバイル３Ｇ契約の提供開始後は次に揚げる料⾦額の変更の受付は⾏いません。なお、当
該ｅｏモバイル３Ｇ契約の提供の開始⽉とその翌⽉については、次に揚げるいずれかの料⾦額にかかわ
らず基本使⽤料およびパケット通信料に０円を適⽤します。
（1）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料の額に代えて２，９８０円を適⽤します。
なお、この基本使⽤料には、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（１）に規定するパケット通信
料の適⽤を含むものとし、第３２条（パケット通信料の⽀払義務）に係わらず、パケット通信料の⽀払
いを要しません。また、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（４）に規定する複合利⽤割引を適
⽤する場合は、アに規定する最⼤パケット通信料および料⾦額４，６８０円に代えて基本使⽤料１，９
８０円を適⽤します。
（2）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料から５００円減額して適⽤します。また、
料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（２）のパケット通信量を１１，９２５パケット、⽀払を要
しない料⾦を５００円に代えて適⽤します。
（注）この附則３の（1）
（2）の規定により適⽤を受けた当該 eo モバイル３Ｇ契約について最低利⽤期間
内に解除などがあった場合の料⾦の適⽤については、この附則３の（1）
（2）の規定する基本使⽤料に
係わらず、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）に規定する料⾦額を適⽤します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２２年１２⽉１⽇から実施します。
２ 平成２２年１２⽉１⽇から平成２３年２⽉２８⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉＭＡＸ契約の申し込
みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該ｅｏモバイルＷｉＭＡＸの提供を開始した⽉とそ
の翌⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（３）に規定する料⾦額にかかわらず基本使
⽤料に０円を適⽤します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２３年２⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２３年３⽉１⽇から実施します。
２ 平成２３年３⽉１⽇から平成２３年５⽉１０⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
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申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２３年３⽉３１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２３年５⽉１１⽇から実施します。
２ 平成２３年５⽉１１⽇から平成２３年７⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ
－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤
料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２３年３
⽉１⽇改正規定の附則２に規定する適⽤を受けた場合は、この平成２３年５⽉１１⽇からの附則２に規
定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２３年７⽉１⽇から実施します。
（無線事業における利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提供を受けている契約者回線であって、無線事業の
⽤に供されているものについては、こ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。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２３年８⽉１⽇から実施します。
２ 平成２３年８⽉１⽇から平成２３年１０⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ
－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤
料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２３年７
⽉３１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規
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定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉
および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず
基本使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２３年８⽉１⽇から平成２３年１０⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光
ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバ
イル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につ
いては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
（注）この附則３の適⽤については、提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が 500 円を下
回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２３年９⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２３年１１⽉１⽇から実施します。
２ 平成２３年８⽉１⽇改正規定の附則２中「平成２３年１０⽉３１⽇まで」を「平成２４年１⽉３１⽇
まで」に、
「平成２３年７⽉３１⽇まで」を「平成２３年１０⽉３１⽇まで」に改めます。
３ 平成２３年８⽉１⽇改正規定の附則３中「平成２３年１０⽉３１⽇まで」を「平成２４年１⽉３１⽇
まで」に改めます。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２４年１⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２４年２⽉１⽇から実施します。
２ 平成２４年２⽉１⽇から平成２４年４⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の申
し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２４年１⽉３
１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
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（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２４年２⽉１⽇から平成２４年４⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイル
３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉について
は、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
４ 平成２４年２⽉１⽇から平成２４年４⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブ
リッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイル３
Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉については、
料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
（注）この附則３および附則４の適⽤については、提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料
が 500 円を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２４年４⽉２⽇から実施します。
２ 平成２４年２⽉１⽇改正規定の附則２中「平成２４年４⽉１⽇まで」を「平成２４年５⽉３１⽇まで」
に、
「平成２４年１⽉３１⽇まで」を「平成２４年４⽉１⽇まで」に改めます。
３ 平成２４年２⽉１⽇改正規定の附則３中「平成２４年４⽉１⽇まで」を「平成２４年５⽉３１⽇まで」
に改めます。
４ 平成２４年２⽉１⽇改正規定の附則４中「平成２４年４⽉１⽇まで」を「平成２４年５⽉３１⽇まで」
に改めます。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２４年６⽉１⽇から実施します。
２ 平成２４年６⽉１⽇から平成２４年８⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２４年５⽉３
１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２４年６⽉１⽇から平成２４年８⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイ
ル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につい
43

ては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
４ 平成２４年６⽉１⽇から平成２４年８⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイル
３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉について
は、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
（注）この附則３および附則４の適⽤については、提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料
が 500 円を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
５ 平成２４年６⽉１⽇から平成２４年８⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定め
るｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も
含みます。
）
、当該ｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引期間（２４カ⽉）と当該
ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉を含めた２４カ⽉で重複
する期間については、当該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの基本使⽤料を料⾦
表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 480 円を割引して適⽤します。
（注 1）この附則５の適⽤については附則４と重複して適⽤されます。なお、提供を開始した⽉において
は、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限と
します。
（注 2）当社が別に定めるｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引の条件を満たさな
くなった場合には、この附則５に規定するｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの基
本使⽤料の割引も廃⽌します。
６ 平成２４年８⽉３１⽇までにｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの利⽤を開始さ
れている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も含みます。
）で、平成２４年６⽉１⽇から平成２４
年８⽉３１⽇までの間に、当社が別に定めるｅｏスマートリンクプレミアムパックの申し込みがあり、
当該ｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引が適⽤された場合、附則５に準じて取
り扱います。その場合、当該ｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引期間（２４カ
⽉）と重複する期間については、当該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの基本使
⽤料を料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 480 円を割引して適⽤します。
７ 平成２４年６⽉１⽇から平成２４年８⽉３１⽇までの間に、平成２４年５⽉３１⽇までに当社が別に
定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモ
バイル３Ｇ ２１Ｍコースを提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者
から当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースの解除と同時にｅ
ｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承
諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第
１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、
かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースについて、
第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）１適
⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤については対象
外となります。
（注）この附則７の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
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附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２４年７⽉１⽇から実施します。
附 則
（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。
２ 平成２４年９⽉１⽇から平成２４年１０⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ
－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤
料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２４年８
⽉３１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規
定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉
および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず
基本使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２４年９⽉１⽇から平成２４年１０⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光
ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバ
イル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につ
いては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
４ 平成２４年９⽉１⽇から平成２４年１０⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイ
ル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につい
ては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
（注）この附則３および附則４の適⽤については、提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料
が 500 円を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
５ 平成２４年９⽉１⽇から平成２４年１０⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定
めるｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合
も含みます。
）
、当該ｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引期間（２４カ⽉）と当
該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉を含めた２４カ⽉で重
複する期間については、当該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの基本使⽤料を料
⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 480 円を割引して適⽤します。
（注 1）この附則５の適⽤については附則４と重複して適⽤されます。なお、提供を開始した⽉において
は、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限と
します。
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（注 2）当社が別に定めるｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引の条件を満たさな
くなった場合には、この附則５に規定するｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの基
本使⽤料の割引も廃⽌します。
６ 平成２４年１０⽉３１⽇までにｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの利⽤を開始
されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も含みます。
）で、平成２４年９⽉１⽇から平成２
４年１０⽉３１⽇までの間に、当社が別に定めるｅｏスマートリンクプレミアムパックの申し込みがあ
り、当該ｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引が適⽤された場合、附則５に準じ
て取り扱います。その場合、当該ｅｏスマートリンクプレミアムパックで規定するパック割引期間（２
４カ⽉）と重複する期間については、当該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの基
本使⽤料を料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 480 円を割引して適⽤しま
す。
７ 平成２４年９⽉１⽇から平成２４年１０⽉３１⽇までの間に、平成２４年８⽉３１⽇までに当社が別
に定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏ
モバイル３Ｇ ２１Ｍコースを提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約
者から当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースの解除と同時に
ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを
承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表
第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、
かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースについて、
第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）１適
⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤については対象
外となります。
（注）この附則７の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
８ 平成２２年９⽉１⽇改正規定の附則２および附則３もしくは平成２２年１１⽉１⽇改正規定の附則２
および附則３の適⽤を受けているｅｏモバイル３Ｇ契約者（７．２Ｍコース ＵＳＢタイプに限ります。
）
で、かつ、当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプを提供を開始した⽉の翌⽉から２２
カ⽉⽬以降の場合で、当該ｅｏモバイル３Ｇ契約者から平成２４年９⽉１⽇から平成２５年２⽉２８⽇
までの間に、当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時に当社が別に指定す
るｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承
諾した場合、当社は、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数料
に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプにつ
いては、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使⽤
料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤につい
ては対象外となります。
９ この附則８に規定する申し込みを当社が承諾する場合、当社は申し出により次に揚げるいずれかの料
⾦額を当該ｅｏモバイル３Ｇの提供を開始した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から２年間適⽤します。
（1）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料の額に代えて２，９８０円を適⽤します。
なお、この基本使⽤料には、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（１）に規定するパケット通信
料の適⽤を含むものとし、第３２条（パケット通信料の⽀払義務）に係わらず、パケット通信料の⽀払
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いを要しません。また、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（４）に規定する複合利⽤割引を適
⽤する場合は、アに規定する最⼤パケット通信料および料⾦額４，６８０円に代えて基本使⽤料１，９
８０円を適⽤します。
（2）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料から５００円減額して適⽤します。また、
料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（２）のパケット通信量を１１，９２５パケット、⽀払を要
しない料⾦を５００円に代えて適⽤します。
（注 1）この附則９の（1）
（2）の規定により適⽤を受けた当該ｅｏモバイル３Ｇ契約について最低利⽤期
間内に解除などがあった場合の料⾦の適⽤については、この附則９の（1）
（2）の規定する基本使⽤料
に係わらず、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）に規定する料⾦額を適⽤します。
（注 2）この附則９に規定する適⽤期間終了後については、料⾦表に規定する料⾦が適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２４年１１⽉１⽇から実施します。
２ 平成２４年１１⽉１⽇から平成２５年１⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ
－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤
料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２４年１
０⽉３１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に
規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌
⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわら
ず基本使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２４年１１⽉１⽇から平成２５年１⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光
ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバ
イル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につ
いては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
４ 平成２４年１１⽉１⽇から平成２５年１⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイ
ル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につい
ては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
（注）この附則３および附則４の適⽤については、提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料
が 500 円を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
５ 平成２４年１１⽉１⽇から平成２５年１⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定
めるｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合
も含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉
およびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額
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から 480 円を割引して適⽤します。
（注 1）この附則５の適⽤については附則４と重複して適⽤されます。なお、提供を開始した⽉において
は、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限と
します。
６ 平成２４年１１⽉１⽇から平成２５年１⽉３１⽇までの間に、平成２４年１０⽉３１⽇までに当社が
別に定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅ
ｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースを提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契
約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースの解除と同時
にｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込み
を承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦
表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤
し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースについ
て、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤については
対象外となります。
（注）この附則６の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２４年１２⽉１⽇から実施します。
２ 平成２４年１２⽉１⽇から料⾦表第１表料⾦ 第３ 付加機能利⽤料 ２ 料⾦額に規定するホームペー
ジ閲覧規制機能の申込の受付は⾏いません。なお、平成２５年３⽉３１⽇をもってホームページ閲覧規
制機能の提供を終了します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２５年２⽉１⽇から実施します。
２ 平成２５年２⽉１⽇から平成２５年３⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２５年１⽉３
１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２５年２⽉１⽇から平成２５年３⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハ
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イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイ
ル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につい
ては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 720 円を割引して適⽤します。
４ 平成２５年２⽉１⽇から平成２５年３⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイ
ル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につい
ては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
５ 平成２５年２⽉１⽇から平成２５年３⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイル
３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉について
は、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
（注 1）この附則３の適⽤については附則４と重複して適⽤されます。
（注 2）この附則３、附則４および附則５の適⽤については、提供を開始した⽉においては、⽇割りした
基本使⽤料が 500 円を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
６ 平成２５年２⽉１⽇から平成２５年３⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定め
るｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も
含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉お
よびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額か
ら 480 円を割引して適⽤します。
（注 1）この附則６の適⽤については附則５と重複して適⽤されます。なお、提供を開始した⽉において
は、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限と
します。
７ 平成２５年２⽉１⽇から平成２５年３⽉３１⽇までの間に、平成２５年１⽉３１⽇までに当社が別に
定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモ
バイル３Ｇ ２１Ｍコースを提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者
から当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースの解除と同時にｅ
ｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承
諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第
１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、
かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースについて、
第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）１適
⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤については対象
外となります。
（注）この附則７の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２５年３⽉１⽇から実施します。
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２ 平成２２年９⽉１⽇改正規定の附則２および附則３もしくは平成２２年１１⽉１⽇改正規定の附則２
および附則３の適⽤を受けているｅｏモバイル３Ｇ契約者（７．２Ｍコース ＵＳＢタイプに限ります。
）
で、かつ、当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプを提供を開始した⽉の翌⽉から２２
カ⽉⽬以降の場合で、当該ｅｏモバイル３Ｇ契約者から平成２５年３⽉１⽇から平成２５年１０⽉３１
⽇までの間に、当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時に当社が別に指定
するｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを
承諾した場合、当社は、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数
料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ＵＳＢタイプに
ついては、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使
⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤につ
いては対象外となります。
３ この附則２に規定する申し込みを当社が承諾する場合、当社は申し出により次に揚げるいずれかの料
⾦額を当該ｅｏモバイル３Ｇの提供を開始した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から２年間適⽤します。
（1）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料の額に代えて２，９８０円を適⽤します。
なお、この基本使⽤料には、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（１）に規定するパケット通信
料の適⽤を含むものとし、第３２条（パケット通信料の⽀払義務）に係わらず、パケット通信料の⽀払
いを要しません。また、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（４）に規定する複合利⽤割引を適
⽤する場合は、アに規定する最⼤パケット通信料および料⾦額４，６８０円に代えて基本使⽤料１，９
８０円を適⽤します。
（2）料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料から５００円減額して適⽤します。また、
料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（２）のパケット通信量を１１，９２５パケット、⽀払を要
しない料⾦を５００円に代えて適⽤します。
（注 1）この附則３の（1）
（2）の規定により適⽤を受けた当該ｅｏモバイル３Ｇ契約について最低利⽤期
間内に解除などがあった場合の料⾦の適⽤については、この附則３の（1）
（2）の規定する基本使⽤料
に係わらず、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）に規定する料⾦額を適⽤します。
（注 2）この附則３に規定する適⽤期間終了後については、料⾦表に規定する料⾦が適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２５年４⽉１⽇から実施します。
２ 平成２５年４⽉１⽇から平成２５年６⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２５年３⽉３
１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
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に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２５年４⽉１⽇から平成２５年６⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイ
ル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につい
ては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 720 円を割引して適⽤します。
４ 平成２５年４⽉１⽇から平成２５年６⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイ
ル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉につい
ては、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）イに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
５ 平成２５年４⽉１⽇から平成２５年６⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は当該ｅｏモバイル
３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉から２４カ⽉について
は、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から 500 円を割引して適⽤します。
（注 1）この附則３の適⽤については附則４と重複して適⽤されます。
（注 2）この附則３、附則４および附則５の適⽤については、提供を開始した⽉においては、⽇割りした
基本使⽤料が 500 円を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
６ 平成２５年４⽉１⽇から平成２５年６⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定め
るｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も
含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉お
よびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額か
ら 480 円を割引して適⽤します。
（注 1）この附則６の適⽤については附則５と重複して適⽤されます。なお、提供を開始した⽉において
は、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした基本使⽤料の額を割引額の上限と
します。
７ 平成２５年４⽉１⽇から平成２５年６⽉３０⽇までの間に、平成２５年３⽉３１⽇までに当社が別に
定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモ
バイル３Ｇ ２１Ｍコースを提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者
から当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースの解除と同時にｅ
ｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承
諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第
１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、
かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコースまたはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコースについて、
第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）１適
⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤については対象
外となります。
（注）この附則７の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
附 則
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（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２５年７⽉１⽇から実施します。
２ 平成２５年７⽉１⽇から平成２５年９⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の申
し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２５年６⽉３
０⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２５年７⽉１⽇から平成２５年９⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブ
リッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定める
ｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も含
みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉およ
びその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額から
480 円を割引して適⽤します。
（注 1）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした
基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
４ 平成２５年７⽉１⽇から平成２５年９⽉１⽇までの間に、平成２５年６⽉３０⽇までに当社が別に定
めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハイブリッ
ドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプを提
供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．
２Ｍコース（光ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１
Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時にｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリ
ッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契
約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハ
イブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタ
イプについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤
については対象外となります。
（注）この附則４の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
５ この改正規定の実施の⽇において、ｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約はｅ
ｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約に変更します。
６ この改正規定の実施の⽇から、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプおよびｅｏ
モバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプの新規申込の受付は⾏いません。
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７ この改正規定の実施前に旧規定に基づき、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプ
またはｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの申し込みにより、料⾦表第１表第１
（基本使⽤料）に規定する額から 500 円を割引する適⽤については、この改正規定の実施の⽇以降は適
⽤されないものとします。ただし、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース 光ハイブリッドタイプの料⾦表
第１表第１（基本使⽤料）に規定する額から 720 円を割引する適⽤については、なお従前のとおりとし
ます。
８ この改正規定の実施前に旧規定に基づき、平成２５年６⽉３０⽇までにｅｏモバイル３Ｇ ４２Ｍコ
ース 光ハイブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、この改正規
定の実施の⽇において、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約になったことを理
由に当該契約者からｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約の解除の申し出があ
り、その申し出が平成２５年８⽉１⽇から平成２５年１２⽉３１⽇までの間であった場合、第９条（最
低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）１適⽤（２）に
規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤については対象外となり
ます。
９ この改正規定の実施前に旧規定に基づき⽀払い、⽀払わなければならなかった基本使⽤料その他債務
については、なお従前のとおりとします。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２５年９⽉２⽇から実施します。
２ 平成２５年９⽉２⽇から平成２５年１２⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２５年９⽉１
⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する
額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および
翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使
⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２５年９⽉２⽇から平成２５年１２⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定め
るｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も
含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉お
よびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額か
ら 480 円を割引して適⽤します。
（注 1）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした
基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
４ 平成２５年９⽉２⽇から平成２５年１２⽉１⽇までの間に、平成２５年９⽉１⽇までに当社が別に定
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めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハイブリッ
ドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプの提
供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ ７．
２Ｍコース（光ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１
Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時にｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリ
ッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する契
約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハ
イブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタ
イプについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤
については対象外となります。
（注）この附則４の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
５ 平成２５年９⽉２⽇から平成２５年１２⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉＭＡＸ ルータータイ
プ契約の申し込みがあり（ただし、当社が別に定める条件に基づきます。
）
、当社がその申し込みを承諾
した場合、当社は当該ｅｏモバイルＷｉＭＡＸ ルータータイプの提供を開始した⽉およびその翌⽉か
ら２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（３）に規定する額から 700 円を割引し
て適⽤します。
（注 1）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした
基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
６ この改正規定の実施の⽇から、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース ルータータイプの新規申込の受付
は⾏いません。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２５年１０⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２５年１２⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２５年１２⽉２⽇から実施します。
２ 平成２５年１２⽉２⽇から平成２６年１⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ
－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤
料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２５年１
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２⽉１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規
定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉
および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず
基本使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２５年１２⽉２⽇から平成２６年１⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定
めるｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合
も含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉
およびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額
から８００円を割引して適⽤します。
（注 1）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした
基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
４ 平成２５年１２⽉２⽇から平成２６年１⽉３１⽇までの間に、平成２５年１２⽉１⽇までに当社が別
に定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハイブ
リッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプ
の提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ
７．２Ｍコース（光ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２
１Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時にｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契
約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブ
リッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する
契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光
ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢ
タイプについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤
については対象外となります。
（注）この附則４の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２５年１２⽉１６⽇から実施します。
２ 平成２５年１２⽉１５⽇までにｅｏモバイル契約者から１のメールアドレスにおいて利⽤できるメー
ル情報蓄積容量の追加の請求があり、当社がその請求を承諾している場合、過去の請求の内容に関わら
ず、当該請求のあったメールアドレスにおいて利⽤することができるメール情報蓄積容量を５ＧＢに変
更します。
附 則
（実施期⽇）
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１ この改正規定は、平成２６年２⽉１⽇から実施します。
２ 平成２６年２⽉１⽇から平成２６年３⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２６年１⽉３
１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２６年２⽉１⽇から平成２６年３⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定め
るｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も
含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉お
よびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額か
ら８００円を割引して適⽤します。
（注 1）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした
基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
４ 平成２６年２⽉１⽇から平成２６年３⽉３１⽇までの間に、平成２６年１⽉３１⽇までに当社が別に
定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハイブリ
ッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプの
提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ
７．２Ｍコース（光ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２
１Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時にｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契
約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブ
リッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する
契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光
ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢ
タイプについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤
については対象外となります。
（注）この附則４の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２６年４⽉１⽇から実施します。
２ 本改正規定より前の附則中に記載された料⾦額（各々の附則により本約款に規定する額に代えて適⽤
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する料⾦額、および減額について規定した料⾦額等）の適⽤については、これら料⾦額を 1.05 で除算
した額に適⽤時点の消費税相当額を加算した額（⼩数点以下を切り捨てた額とします。
）を⽤いるものと
します。
３ 平成２６年４⽉１⽇から平成２６年６⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２６年３⽉３
１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則３に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則３の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
４ 平成２６年４⽉１⽇から平成２６年６⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定め
るｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も
含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉お
よびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額か
ら７６２円（税込額 ８２２円）を割引して適⽤します。
（注 1）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした
基本使⽤料の額を割引額の上限とします。
５ 平成２６年４⽉１⽇から平成２６年６⽉３０⽇までの間に、平成２６年３⽉３１⽇までに当社が別に
定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハイブリ
ッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプの
提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ
７．２Ｍコース（光ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２
１Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時にｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契
約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブ
リッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する
契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光
ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢ
タイプについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤
については対象外となります。
（注）この附則５の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
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この改正規定は、平成２６年６⽉３⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２６年７⽉１⽇から実施します。
２ 平成２６年７⽉１⽇から平成２６年８⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２６年６⽉３
０⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定す
る額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉およ
び翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本
使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２６年７⽉１⽇から平成２６年８⽉３１⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイ
ブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定め
るｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合も
含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉お
よびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額か
ら７６２円（税込額 ８２２円）を割引して適⽤します。
（注）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした基
本使⽤料の額を割引額の上限とします。
４ 平成２６年７⽉１⽇から平成２６年８⽉３１⽇までの間に、平成２６年６⽉３０⽇までに当社が別に
定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハイブリ
ッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプの
提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ
７．２Ｍコース（光ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２
１Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時にｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契
約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブ
リッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する
契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光
ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢ
タイプについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤
については対象外となります。
（注）この附則４の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
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附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２６年９⽉１⽇から実施します。
２ 平成２６年９⽉１⽇から平成２６年１１⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約
の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ
－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤
料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２６年８
⽉３１⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規
定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉
および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず
基本使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
３ 平成２６年９⽉１⽇から平成２６年１１⽉３０⽇までの間に、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハ
イブリッドタイプ契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合で、かつ、当社が別に定
めるｅｏスマートリンクプレミアムパックの利⽤されている場合（当社がその申し込みを承諾した場合
も含みます。
）
、当社は当該ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプの提供を開始した⽉
およびその翌⽉から２４カ⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）ウに規定する額
から７６２円（税込額 ８２２円）を割引して適⽤します。
（注）提供を開始した⽉においては、⽇割りした基本使⽤料が割引額を下回る場合は、その⽇割りした基
本使⽤料の額を割引額の上限とします。
４ 平成２６年９⽉１⽇から平成２６年９⽉３０⽇までの間に、平成２６年８⽉３１⽇までに当社が別に
定めるｅｏ光ネットの利⽤を開始されており、かつ、ｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光ハイブリ
ッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢタイプの
提供を開始した⽉の翌⽉から２２カ⽉⽬以降のｅｏモバイル３Ｇ契約者から当該ｅｏモバイル３Ｇ
７．２Ｍコース（光ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２
１Ｍコース ＵＳＢタイプの解除と同時にｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契
約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、ｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブ
リッドタイプ契約の申し込みに関する料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する
契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、解除したｅｏモバイル３Ｇ ７．２Ｍコース（光
ハイブリッドタイプ、ルータータイプ、ＵＳＢタイプ）またはｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース ＵＳＢ
タイプについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっても、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料⾦の適⽤
については対象外となります。
（注）この附則４の適⽤により申し込まれたｅｏモバイル３Ｇ ２１Ｍコース 光ハイブリッドタイプ契約
については、第９条（最低利⽤期間）の規定は適⽤されます。
附 則
（実施期⽇）
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１ この改正規定は、平成２６年１０⽉１⽇から実施します。
２ 平成２４年９⽉１⽇改正規定の附則８および附則９または平成２５年３⽉１⽇改正規定の附則２およ
び附則３の適⽤を受けたｅｏモバイル３Ｇ契約者（７．２M コース ＵＳＢタイプに限ります。
） の基
本使⽤料については、当該附則および、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の規定に係わらず、
本改正規定の実施⽇が属する暦⽉より、次に掲げるいずれかの料⾦額を適⽤します。
定額プラン

料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料の額に代えて２，８３９
円（税込額３，０６６円）を適⽤します。
なお、この基本使⽤料には、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（１）に規
定するパケット通信料の適⽤を含むものとし、第３２条（パケット通信料の⽀払義
務）に係わらず、パケット通信料の⽀払いを要しません。また、料⾦表第１表第２
（パケット通信料）１の（４）に規定する複合利⽤割引を適⽤する場合は、アに規
定する最⼤パケット通信料および料⾦額４，４５８円（税込額４，８１４円）に代
えて基本使⽤料１，８８６円（税込額２，０３６円）を適⽤します。

従量プラン

料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（２）の基本使⽤料に代えて４７７円（税込
額５１５円）を適⽤します。また、料⾦表第１表第２（パケット通信料）１の（２）
のパケット通信量を１１，９２５パケット、⽀払を要しない料⾦を４７７円（税込
額５１５円）に代えて適⽤します。

備 考

このプランの適⽤を受けた当該 eo モバイル３Ｇ契約について、最低利⽤期間内に
解除などがあった場合の料⾦の適⽤については、この附則２の規定に係わらず料⾦
表第１表第１（基本使⽤料）１の（２）に規定する料⾦額を適⽤します。

３ この附則２の適⽤を受けたｅｏモバイル３Ｇ契約者は、前表に規定するプランの変更を希望する場合
は所定の⽅法により当社に申し出るものとします。なお、プランの変更は暦⽉単位で実施するものとし、
その変更の申し出を当社が承諾した⽇の属する⽉の翌暦⽉より適⽤します。
４ この附則３に規定するプランの変更を適⽤した場合は、当該ｅｏモバイル３Ｇ契約者は、料⾦第 1 表
第５（⼿続きに関する料⾦）２の（２）に規定する変更事務⼿数料⽀払うものとします。ただし、平成
２４年９⽉１⽇改正規定の附則９（２）または平成２５年３⽉１⽇改正規定の附則３（２）に規定する
料⾦の適⽤を受けたｅｏモバイル３Ｇ契約者の従量プランへの初回の変更時においては変更事務⼿数
料の⽀払いを要しないものとします。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２６年１２⽉１⽇から実施します。
２ 平成２６年１２⽉１⽇から平成２７年２⽉１⽇までの間に、ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポット契約の
申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当社は料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）
２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆ
ｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉および翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基本使⽤料に０円を適⽤します。ただし、平成２６年１１⽉
３０⽇までに、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）２の（１）に規定する契約事務⼿数料に規定
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する額に０円を適⽤し、かつ、当該ｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットの提供を開始した⽉とその翌⽉お
よび翌々⽉については、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）２の（１）に規定する料⾦額にかかわらず基
本使⽤料に０円の適⽤を受けた場合は、この附則２に規定する適⽤は対象外となります。
（注）この附則２の適⽤については、１の契約者につき最⼤５契約までとします。ただし、複合利⽤割引
に係るｅｏ光ネットの契約が複数ある場合は、この限りではありません。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２７年１⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２７年２⽉２⽇から実施します。
２ 平成２７年２⽉２⽇からｅｏモバイルの新規申込の受付は⾏ないません。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２７年３⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２７年３⽉３０⽇から実施します。
２ 平成２７年３⽉３０⽇以降に、当社が別に定める⽅法（オンラインサインアップに限る）並びに条件
に基づいてｅｏモバイルＷｉＭＡＸ契約者から当該ｅｏモバイルＷｉＭＡＸの契約の解除と同時に当
社が別に提供するｍｉｎｅｏ通信サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、
解除したｅｏモバイルＷｉＭＡＸについて、第９条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間内であっ
ても、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）１適⽤（２）に規定する最低利⽤期間内に契約者回線の解除な
どがあった場合の料⾦の適⽤については対象外となります。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２７年４⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２７年６⽉１⽇から実施します。
２ 平成２８年３⽉３１⽇をもってｅｏモバイルＷｉ－Ｆｉスポットを終了します。
附 則
（実施期⽇）
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この改正規定は、平成２７年８⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２７年１０⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２８年１⽉１⽇から実施します。
２ 平成２８年６⽉３０⽇をもってｅｏモバイルＷｉＭＡＸを終了します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２８年４⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２８年７⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
１ この改正規定は、平成２８年１２⽉１⽇から実施します。
２ 本改正規定の実施⽇において、ｅｏＩＤを保有するｅｏモバイル契約者については、同⽇をもってｅ
ｏＩＤ利⽤規約を適⽤します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２９年１⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成２９年 7 ⽉１⽇から実施します。
附 則
（実施期⽇）
この改正規定は、平成３０年１⽉１⽇から実施します。
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