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   第１章 総則 

 

 （約款の適用） 

第１条 当社は、この総合オープン通信網サービス契約約款（以下「約款」といいます。

）を定め、これにより総合オープン通信網サービス（当社がこの約款以外の契約約款等

を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供します。 

 

（注）本条のほか、当社は、総合オープン通信網サービスに附帯するサービス（当社が別

に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。）をこの約款により提

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。この場合には、料金その他の提供

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 契約事業者 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29条第１項第10号に規定する卸電気通

信役務（以下「卸役務」といいます。）を当社に提供す

る電気通信事業者（事業法第９条の登録を受けた者又は

事業法第16条第１項の届出をした者をいいます。以下同

じとします。） 

４ 総合オープン通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイン

ターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送

交換を行うための電気通信回線設備（送信の場所と受信

の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし

て設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいま

す。以下同じとします。）であって、当社が契約事業者

から提供される卸役務に基づいて利用するもの 

５ 総合オープン通信網

サービス 

総合オープン通信網を使用して行う電気通信サービス（

第17欄に定める利用回線又は第14欄に定める端末回線（

利用回線に相当するものに限ります。）を使用して行う

ものであって、かつ総合オープン通信網内の通信につい

て通信帯域を確保しないものに限ります。） 

６ 総合オープン通信網

サービス取扱所 

総合オープン通信網サービスに関する業務を行う当社の

事業所 
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７ 総合オープン通信網

契約 

当社から総合オープン通信網サービスの提供を受けるた

めの契約 

８ 総合オープン通信網

契約者 

当社と総合オープン通信網契約を締結している者 

  

９ 相互接続点 

 

 

契約事業者と契約事業者以外の電気通信事業者との間の

相互接続協定（事業法第33条第９項若しくは同条第10項

又は第34条第４項の規定に基づき契約事業者が契約事業

者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に

関し締結した協定をいいます。以下同じとします。）に

基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点（総合オー

プン通信網と契約事業者以外の電気通信事業者の電気通

信設備との接続点に限ります。） 

10 網接続点 総合オープン通信網と契約事業者の電気通信回線設備（

総合オープン通信網に相当するものに限ります。）との

接続点 

11 協定事業者 契約事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業

者 

12 他社接続回線 相互接続点を介して総合オープン通信網と相互に接続す

る電気通信回線であって、協定事業者のＩＰ通信網サー

ビスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込

者が指定する場所（以下「他社接続回線の終端」といい

ます。）との間に設置されるもの 

13 取扱所交換設備 電気通信回線を収容するために総合オープン通信網サー

ビス取扱所に設置される交換設備 

14 端末回線 総合オープン通信網契約に基づいて設置される電気通信

回線であって、その電気通信回線の終端（加入契約回線

と接続するものを除きます。以下「端末回線の終端」と

いいます。）とその直近の総合オープン通信網サービス

取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 

15 端局 端末回線を収容する総合オープン通信網サービス取扱所 

16 加入契約回線 （１）相互接続点を介して他社接続回線と取扱所交換設

備とを相互に接続するための電気通信設備 

（２）端局を介して端末回線と取扱所交換設備とを相互

に接続するための電気通信設備 

17 利用回線 相互接続点を介して総合オープン通信網と相互に接続す

る電気通信回線であって、協定事業者のＩＰ通信網サー

ビスに係る契約に基づいて当該協定事業者の事業所に設

置される交換設備と当該契約の申込者が指定する場所と

の間に設置されるもの 

18 ユーザＩＤ 総合オープン通信網契約者を識別するための英字及び数

字の組み合わせであって、当社が総合オープン通信網契
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約に基づいて当該総合オープン通信網契約者に割り当て

るもの 

19 パスワード 総合オープン通信網契約者を識別するための英字及び数

字の組み合わせであって、当該総合オープン通信網契約

者が当社に通知するもの 

20 ＩＰアドレス インターネットプロトコルバージョン４で定められてい

るアドレス（インターネットで利用可能なものに限りま

す。） 

 

 

21 ＩＰｖ６アドレス インターネットプロトコルバージョン６で定められてい

るアドレス（インターネットで利用可能なものに限りま

す。） 

22 端末設備 電気通信回線設備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。）又は同

一の建物内であるもの 

23 端末回線等 端末回線及び端末回線の終端に設置されている端末設備 

24 自営端末設備 総合オープン通信網契約者が設置する端末設備 

25 自営電気通信設備 電気通信事業者（電気通信回線設備を設置するものに限

ります。）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 

26 技術基準等 端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）、ＩＰルー

ティングサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 

27 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号)及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並びに地方税法（

昭和25年法律第226号）及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 

28 IPv4／IPv6デュアル

スタック機能 

取扱所交換設備において、ＩＰｖ４パケットとＩＰｖ６

パケットの識別を行い、それぞれのパケットに係る通信

を行うことができるようにする機能をいいます。 
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第２章 総合オープン通信網のサービスの品目等 

 

 （総合オープン通信網サービスの品目等） 

第４条 総合オープン通信網サービスには、料金表第１（基本利用料）に定める品目又

は通信の態様による細目等があります。 
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   第３章 総合オープン通信網サービスの提供区間等 

 

 （総合オープン通信網サービスの提供区間等） 

第５条 当社の総合オープン通信網サービスは、別記１に定める提供区間において提供し

ます。 

２ 当社は、当社が指定する総合オープン通信網サービス取扱所において、総合オープン

通信網サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。 
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   第４章 総合オープン通信網契約 

 

 （契約の単位） 

第６条 当社は、１のユーザＩＤごとに１の総合オープン通信網契約を締結します。この

場合において、総合オープン通信網契約者は、１の総合オープン通信網契約につき１人

に限ります。 

 

 （総合オープン通信網契約申込の方法） 

第７条 総合オープン通信網契約の申込みをするときは、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契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出し

ていただきます。 

（１）利用回線の終端又は端末回線の終端の場所 

（２）その他総合オープン通信網契約の申込みの内容を特定するための事項 

 

 （総合オープン通信網契約申込の承諾） 

第８条 当社は、総合オープン通信網契約の申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 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その総合オープン通信網契約の申

込みを承諾しないことがあります。 

（１）申込みのあった総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備

の設置又は保守が技術上著しく困難なとき。 

（２）総合オープン通信網契約の申込みをした者が総合オープン通信網サービスに係る料

金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（３）その利用回線と総合オープン通信網との相互接続に関し、その利用回線に係る協定

事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に

適合しないとき。 

（４）総合オープン通信網契約の申込みをした者が第20条（総合オープン通信網サービス

の利用停止）の規定により総合オープン通信網サービスの利用を停止されたことがあ

るとき、又は当社が行う総合オープン通信網契約の解除を受けたことがあるとき。 

（５）総合オープン通信網契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載

した契約申込書を提出したとき。 

（６）第39条（利用に係る総合オープン通信網契約者の義務）の規定に違反するおそれが

あるとき。 

（７）その他総合オープン通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

とき。 

 

 （端末回線の終端） 

第９条 その加入契約者回線が端局を介して端末回線と接続するものである場合、当社は

、端局（総合オープン通信網契約者との協議により当社が指定した端局とします。）と

同一の構内、同一の建物内又は同一の地域内の総合オープン通信網契約者が指定した建

物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設でき

る地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。 
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２ 前項の地点は、総合オープン通信網契約者との協議により当社が定めます。 

 

 （端末回線の収容） 

第10条 端末回線は、その端末回線の終端のある場所に基づき当社が指定する端局に収容

します。 

２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、端末回線を収容す

る端局を変更することがあります。 

 

（注）当社は、本条の規定によるほか、第35条（修理又は復旧の順位）の規定による場合

は、端末回線を収容する端局を変更することがあります。 

 

 （総合オープン通信網サービスの品目等の変更） 

第11条 総合オープン通信網契約者は、総合オープン通信網サービスの品目等の変更の請

求をすることができます。 

  ただし、料金表第１（基本利用料）に特段の定めがある場合は、その定めるところに

よります。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第８条（総合オープン通信網契約申込の承諾）

の規定に準じて取り扱います。 

 

 （加入契約回線又は端末回線の移転） 

第12条 総合オープン通信網契約者は、加入契約回線又は端末回線の移転の請求をするこ

とができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第８条（総合オープン通信網契約の申込の承諾

）の規定に準じて取り扱います。 

 

 （総合オープン通信網サービスの利用の一時中断） 

第13条 当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、総合オープン通信

網サービスの利用の一時中断（当該総合オープン通信網契約に基づいて利用する総合オ

ープン通信網サービスに係る設備等を他に転用することなく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。 

 

 （総合オープン通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第14条 総合オープン通信網契約者が総合オープン通信網契約に基づいて総合オープン通

信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 

 

 （総合オープン通信網契約者が行う総合オープン通信網契約の解除） 

第15条 総合オープン通信網契約者は、総合オープン通信網契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ、そのことを契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に書面

により通知していただきます。 

 

 （当社が行う総合オープン通信網契約の解除） 

第16条 当社は、第20条（総合オープン通信網サービスの利用停止）の規定により総合オ

ープン通信網サービスの利用停止をされた総合オープン通信網契約者がなおその事実を
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解消しない場合は、その総合オープン通信網契約を解除することがあります。 

２ 当社は、総合オープン通信網契約者が第20条第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、

前項の規定にかかわらず、総合オープン通信網サービスの利用停止をしないでその総合

オープン通信網契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その総合オープン通信網契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ、そのことを総合オープン通信網契約者に通知します。 

 

 （その他の契約内容の変更） 

第17条 当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、第７条（総合オー

プン通信網契約申込の方法）第２号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第８条（総合オープン通信網契約申込の承諾）

の規定に準じて取り扱います。 

 

 （その他の提供条件） 

第18条 総合オープン通信網契約に係るその他の提供条件については、別記３及び４に定

めるところによります。 
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第５章 利用中止等 

 

 （総合オープン通信網サービスの利用中止） 

第19条 当社は、次の場合には、総合オープン通信網サービスの利用を中止することがあ

ります。 

（１）当社又は契約事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（２）第22条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき。 

（３）総合オープン通信網サービスにあっては、ユーザＩＤ又はパスワードの漏洩が想定

される事態を発見したとき。 

（４）相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。 

２ 当社は、前項の規定により総合オープン通信網サービスの利用を中止するときは、あ

らかじめ、そのことを総合オープン通信網契約者にお知らせします。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

 （総合オープン通信網サービスの利用停止） 

第20条 当社は、総合オープン通信網契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以

内で当社が定める期間（その総合オープン通信網サービスに係る料金その他の債務（当

社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金

（当社が総合オープン通信網サービスに係る料金と料金月（１の暦月の起算日（当社が

総合オープン通信網契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします

。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）単位で一

括して請求するものに限ります。）をいいます。以下この条において同じとします。）

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）、その総合オープ

ン通信網サービス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、当社が請求したものについては、当社が定める支払期

日を経過してもなお支払わないとき。 

（２）第39条（利用に係る総合オープン通信網契約者の義務）の規定に違反したとき。 

（３）当社の承諾を得ずに、端末回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の

電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る

電気通信回線を接続したとき。 

（４）端末回線等に接続されている自営端末設備若しくは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に当社が行う検査を受け

ることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められな

い自営端末設備若しくは自営電気通信設備を端末回線等から取り外さなかったとき。 

（５）前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、総合オープン通信網サービ

スに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又

は及ぼすおそれのある行為をしたとき。 

２ 当社は、複数の総合オープン通信網契約を締結している総合オープン通信網契約者が

、そのいずれかの総合オープン通信網契約において、第39条（利用に係る総合オープン

通信網契約者の義務）の規定に違反したときは、６ヶ月以内で当社が定める期間、その

全ての総合オープン通信網契約に係る総合オープン通信網サービスの利用を停止するこ

とがあります。 
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３ 当社は、前２項の規定により総合オープン通信網サービスの利用停止をするときは、

あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を総合オープン通信網契約者に通知

します。 

  ただし、第１項第２号若しくは前項の規定により総合オープン通信網サービスの利用

停止をする場合は、この限りでありません。 

４ 総合オープン通信網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。以下この条において同じとします。）につい

て、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その総合オープン通信網契約者の電

子メールの転送を継続して行うことが総合オープン通信網サービスの提供に重大な支障

を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、その総合オープン通信網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。 

 

 （総合オープン通信網サービスの接続休止） 

第21条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除

又は協定事業者における電気通信事業の休止により、総合オープン通信網契約者が総合

オープン通信網サービスを全く利用することができなくなったときは、総合オープン通

信網サービスの接続休止（総合オープン通信網サービスを利用して行う通信と他社接続

通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。）を行います。 

  ただし、その総合オープン通信網サービスについて、総合オープン通信網契約者から

総合オープン通信網サービスの利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又

は総合オープン通信網契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 

２ 当社は、前項の規定により総合オープン通信網サービスの接続休止をするときは、あ

らかじめ、そのことを総合オープン通信網契約者にお知らせします。 

３ 第１項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし

、その接続休止の期間を経過した日において、その総合オープン通信網サービスに係る

総合オープン通信網契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は

、そのことを総合オープン通信網契約者にお知らせします。 
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   第６章 通信 

 

    第１節 通信利用の制限等 

 

 （通信利用の制限等） 

第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通通信若しくは電力の供

給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及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、次に掲げる機関に設置され

ている加入契約回線等（加入契約回線にあっては、その加入契約回線と相互に接続する

他社接続回線又は端末回線とします。）であって、当社がそれらの機関との協議により

定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 

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 

電力の供給に直接関係がある機関 

水道の供給に直接関係がある機関 

ガスの供給に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 

２ 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された

数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあ

ります。 

３ 当社は、総合オープン通信網サービスに係る利用者が利用回線を使用して相互接続点

に接続又は端末回線を使用した場合において、次のいずれかに該当するときは、その接

続を切断することがあります。 

（１）同一のユーザＩＤにより同時に２以上の通信を行うとき。 

（２）第20条（総合オープン通信網サービスの利用停止）の規定により総合オープン通信

網サービスの利用停止があったとき。 
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４ 総合オープン通信網サービスに係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符

号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符

号の全部若しくは一部を破棄します。 

 

第22条の２ 当社は、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児童ポル

ノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト（同協会が定める児童ポ

ルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情

報をいいます｡)において指定された接続先との通信を制限することがあります。 

 

 （当社又は協定事業者の契約約款等による制約） 

第23条 総合オープン通信網契約者は、当社、契約事業者又は協定事業者の電気通信サー

ビスに関する契約約款等の規定により、相互接続協定に基づき総合オープン通信網と接

続する協定事業者の電気通信回線を使用し、又は総合オープン通信網サービスと一体的

に利用する契約事業者の電気通信サービスを利用することができない場合においては、

総合オープン通信網サービスに係る通信を行うことはできません。 
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   第７章 回線相互接続 

 

 （回線相互接続） 

第24条 総合オープン通信網契約者は、その端末回線の終端において、又はその終端に接

続されている電気通信設備を介して、その端末回線と当社以外の電気通信事業者が設置

する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互

接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために

使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項に

ついて記載した当社所定の書面を契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に

提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾

が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、そ

の品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。 

３ 総合オープン通信網契約者は、その接続について、第１項の規定により契約事務を行

う総合オープン通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しよ

うとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合

には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。 

４ 総合オープン通信網契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そ

のことを書面により契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に通知していた

だきます。 
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   第８章 料金等 

 

    第１節 料金及び工事に関する費用 

 

 （料金及び工事に関する費用） 

第25条 当社が提供する総合オープン通信網サービスに係る料金は、基本利用料（料金表

第１（基本利用料）に定める料金をいいます。以下同じとします。）とし、料金表に定

めるところによります。 

２ 当社が提供する総合オープン通信網サービスに係る工事に関する費用は、工事費（料

金表第２（工事費）に定める工事費をいいます。以下同じとします。）とし、料金表に

定めるところによります。 

 

    第２節 料金等の支払義務 

 

 （定額利用料の支払義務） 

第26条 総合オープン通信網契約者は、その総合オープン通信網契約に基づいて当社が総

合オープン通信網サービスの提供を開始した日から起算して総合オープン通信網契約の

解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃

止があった日が同一の日である場合は、その日）について、当社が提供する総合オープ

ン通信網サービスの態様に応じて、定額利用料（料金表第１（基本利用料）に定める料

金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。）の支払いを要します

。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により総合オープン通信網サービスを利用す

ることができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 

（１）利用の一時中断をしたときは、総合オープン通信網契約者は、その期間中の定額利

用料の支払いを要します。 

（２）利用停止があったときは、総合オープン通信網契約者は、その期間中の定額利用料

の支払いを要します。 

（３）前２号の規定によるほか、総合オープン通信網契約者は、次の場合を除いて、総合

オープン通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します

。 

区         別 支払いを要しない料金 

１ 総合オープン通信網契約者の責めに

よらない理由により、総合オープン通

信網サービスを全く利用できない状態

（総合オープン通信網サービスに係る

電気通信設備による全ての通信に著し

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

。以下この表において同じとします。

）が生じた場合（２欄から４欄までに

該当する場合及びＤＳＬ方式に起因す

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（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

対応する定額利用料 
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る事象（その他社接続回線に係る電気

通信設備の回線距離若しくは設備状況

、他の電気通信サービスに係る電気通

信設備等からの信号の漏洩又は他社接

続回線の終端に接続される電気通信設

備の態様等により、その他社接続回線

による通信の伝送速度が低下若しくは

変動する状態、符号誤りが発生する状

態又は通信が全く利用できない状態（

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となる場合を含み

ます。）となる場合をいいます。以下

同じとします。）により全く利用でき

ない状態となる場合を除きます。）に

、そのことを当社が知った時刻から起

算して24時間以上その状態が連続した

とき。 

２ 当社の故意又は重大な過失により、

その総合オープン通信網サービスを全

く利用できない状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間について、その時

間に対応する定額利用料 

３ 加入契約回線等、端末回線等、利用

契約回線若しくは他社接続回線の移転

、他社接続回線接続変更又は相互接続

点の所在場所の変更に伴って、総合オ

ープン通信網サービスを利用できなく

なった期間が生じたとき（総合オープ

ン通信網契約者の都合により、総合オ

ープン通信網サービスを利用しなかっ

た場合であって、総合オープン通信網

サービスに係る電気通信設備等を保留

したときを除きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、再

び利用できる状態とした日の前日まで

の日数に対応する定額利用料 

４ 総合オープン通信網サービスの接続

休止をしたとき。 

接続休止をした日から起算し、再び利

用できる状態とした日の前日までの日

数に対応する定額利用料 

３ 第１項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、総合オープン通信

網サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 

（１）協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事

業者との契約の解除その他総合オープン通信網契約者に帰する理由により、他社接続

通信を行うことができなくなった場合であっても、総合オープン通信網契約者は、そ

の期間中の定額利用料の支払いを要します。 

（２）前号の規定によるほか、総合オープン通信網契約者は、次の場合を除いて、他社接

続通信を行うことができないため、総合オープン通信網サービスを全く利用できなか

った期間中の定額利用料の支払いを要します。 
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区          別 支払いを要しない料金 

１ 総合オープン通信網契約者の責めに

よらない理由により、他社接続通信を

全く行うことができない状態（その他

社接続回線又は加入契約回線等による

全ての他社接続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

表において同じとします。）が生じた

ため、総合オープン通信網サービスを

全く利用できなくなった場合（２欄に

該当する場合及びＤＳＬ方式に起因す

る事象により全く利用できない状態と

なる場合を除きます。）に、そのこと

を当社が知っ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。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（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

対応する定額利用料 

２ 他社接続通信に係る協定事業者の故

意又は重大な過失により、当該他社接

続通信を行うことができない状態が生

じたため、当社の総合オープン通信網

サービスを全く利用できない状態が生

じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間について、その時

間に対応する定額利用料 

４ 前３項の規定にかかわらず、当社が別に定める定額利用料の扱いについて、料金表第

１（基本利用料）にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによりま

す。 

５ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金

を返還します。 

 

 

 （工事費の支払義務） 

第27条 総合オープン通信網契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受

けたときは、料金表第２（工事費）に定める工事費の支払いを要します。 

  ただし、工事の着手前にその総合オープン通信網契約の解除又はその工事の請求の取

消し（以下この条において「解除等」といいます。）があったときは、この限りであり

ません。この場合において、既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 総合オープン通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の

規定にかかわらず、解除等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。この場合において、負担を要する費用の額は、

その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 
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    第３節 料金の計算方法等 

 

 （料金の計算方法等） 

第28条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定

めるところによります。 

 

    第４節 割増金及び延滞利息 

 

 （割増金） 

第29条 総合オープン通信網契約者は、料金又は工事に関する費用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30条 総合オープン通信網契約者は、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いがない場合には、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（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に

ついても、365日当たりの割合とします。）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

ありません。 

 

    第５節 協定事業者に係る債権の譲受等 

 

 （協定事業者に係る債権の譲受等） 

第31条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している総合オープン通信網契

約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者

の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び

協定事業者は、総合オープン通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略す

るものとします。 

２ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する総合オープン通信網

サービスの料金とみなして取り扱います。 
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   第９章 最低利用期間 

 

 （最低利用期間） 

第32条 総合オープン通信網サービスについては、料金表通則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、その契約に基づいて当社が総合オープン通信網サービスの提

供を開始した日から起算して１月間とします。 

  ただし、料金表通則に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。 

３ 総合オープン通信網契約者は、当社が特に認めた場合を除き前項の最低利用期間内に

総合オープン通信網契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則

に定める額を支払っていただきます。 
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   第10章 保守 

 

 （総合オープン通信網契約者の維持責任） 

第33条 総合オープン通信網契約者は、その端末回線等又は他社接続回線に接続されてい

る自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきま

す。 

 

 （総合オープン通信網契約者の切分責任） 

第34条 総合オープン通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線等

又は他社接続回線に接続されている場合であって、総合オープン通信網サービスを利用

することができなくなったときは、その自営端末設備又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、総合オープン通信網契約者から要請があったときは、当社は、

総合オープン通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を総合オープン通信

網契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により、当社又は契約事業者の設置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、総合オープン通信網契約者の請求により当社の係員を派遣

した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、総合オー

プン通信網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、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額としま

す。 

（注）当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本

条の規定は適用がないものとします。 

 

 （修理又は復旧の順位） 

第35条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部

を修理し、又は復旧することができないときは、第22条（通信利用の制限等）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、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は

、同条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 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの 

防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 

海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 

電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの 

２ 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの 
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ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の

機関に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置され

るもの（第１順位となるものを除きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
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   第11章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第36条 当社は、総合オープン通信網サービス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（当社が当社の提供区間と協定事業者の提

供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者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を含みます。）は、その総合オープン通信網サービス

が全く利用できない状態（当該総合オープン通信網契約に係る電気通信設備による全て

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知っ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、当該総合オープン通信網契約者の損害を

賠償します。 

  ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害

を賠償する場合は、この限りでありません。 

２ 第１項の場合において、当社は、総合オープン通信網サービスが全く利用できない状

態にあることを当社が知っ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当該総

合オープン通信網サービスに係る料金表第１（基本利用料）に定める定額利用料の料金

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（基本利用料）に定める利用料（総合オープン通信網サービスを全く利

用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１日当たりの平

均利用料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方

法により算出した額）により算出します。） 

３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、総合オープン通信網サービスの提供をしなかっ

たことの原因が、ＤＳＬ方式に起因する事象又は本邦のケーブル陸揚局若しくは固定衛

星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、総

合オープン通信網サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。 

４ 当社は、総合オープン通信網サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重

大な過失によりそ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。 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第１（基本

利用料）に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

（注）本条第２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。 

 

 （免責） 

第37条 当社は、総合オープン通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、

撤去、修理又は復旧の工事にあたって、総合オープン通信網契約者に関する土地、建物

その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであると

きは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変

更（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても
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、その改造等に要する費用については負担しません。 

  ただし、ＩＰルーティングサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の規定の変

更（取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。）により

、現に端末回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する

場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負

担します。 
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   第12章 雑則 

 

 （承諾の限界） 

第38条 当社は、総合オープン通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その

請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当

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総合オープン通信網契約者にお知らせします。 

  ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

 （利用に係る総合オープン通信網契約者の義務） 

第39条 総合オープン通信網契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）総合オープン通信網契約に基づき設置された電気通信設備を移動し、取りはずし、

変更し、分解し、若しくは損壊し、又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、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営

端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若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）故意に電気通信設備を保留したまま放置する等、通信のふくそうを生じさせるおそ

れがある行為、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）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、総合オープン通信網契約に

基づき設置された電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

（４）総合オープン通信網契約に基づき設置された電気通信設備を善良な管理者の注意を

もって保管すること。 

（５）総合オープン通信網サービスを利用して同一のユーザＩＤにより同時に２以上の通

信を行わないこと。 

（６）ユーザＩＤ又はパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することと

し、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契

約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に届け出ること。 

（７）違法に、又は公序良俗に反する態様で、総合オープン通信網サービスを利用しない

こと。 

２ 当社は、総合オープン通信網契約者の行為が別記４に定める禁止行為のいずれかに該

当すると判断した場合は、前項第７号の義務に違反したものとみなします。 

３ 総合オープン通信網契約者は、前２項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、

又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必

要な費用を支払っていただきます。 

 

 （総合オープン通信網契約者からの端末回線等の設置場所の提供等） 

第40条 総合オープン通信網契約者からの端末回線等の設置場所の提供等については、別

記５に定めるところによります。 

 

 （総合オープン通信網契約者からの通知） 

第41条 総合オープン通信網契約者は、利用する他社接続回線又は利用回線について、協
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定事業者の定める契約約款等の規定による当社が別に定める変更等があったときは、そ

の内容について、速やかに契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に通知し

ていただきます。 

（注）本条に規定する当社が別に定める変更等は、次のとおりとします。 

 （１）他社接続回線又は利用回線に係る契約を締結している者の氏名若しくは住所の変

更又は地位の承継 

 （２）他社接続回線又は利用回線に係る契約の解除 

 （３）他社接続回線又は利用回線に係る品目等の変更その他の変更 

 

 （総合オープン通信網契約者の氏名等の通知） 

第42条 当社は、協定事業者から要請があったときは、総合オープン通信網契約者（その

協定事業者と総合オープン通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している

者に限ります。）の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。 

 

 （協定事業者からの通知） 

第43条 総合オープン通信網契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあた

り必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要

な総合オープン通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきま

す。 

 

 （総合オープン通信網契約者に係る情報の利用） 

第44条 当社は、総合オープン通信網契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若

しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービス

に係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契

約約款等又は協定事業者等の契約約款等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、本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、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。 

（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、総合オープン通信網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。 

 

 

 （協定事業者等による総合オープン通信網サービスに係る料金の回収代行） 

第45条 当社は、当社がこの約款の規定により総合オープン通信網契約者に請求すること

とした総合オープン通信網サービスに係る料金について、当社の代理人として、協定事

業者等（契約事業者又は当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において

同じとします。）が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。 

２ 前項の規定により、協定事業者等が請求した料金について、その総合オープン通信網

契約者が協定事業者等が定める支払期日を超えてもなおその協定事業者等に支払わない

ときは、当社は、その総合オープン通信網契約者に係る前項の取扱いを廃止します。 

 

 （総合オープン通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧） 

第46条 当社は、当社が指定する総合オープン通信網サービス取扱所において、総合オー

プン通信網サービスを利用するうえで参考となる別記16の事項を記載した技術資料を閲
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覧に供します。 

 

 （法令に規定する事項） 

第47条 総合オープン通信網サービスの提供又は利用にあたり、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。 

（注）法令に定めがある事項については、別記６から10までに定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第48条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に

供します。 
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   第13章 附帯サービス 

 

 （附帯サービス） 

第49条 総合オープン通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記11

から14及び15に定めるところによります。 
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別記 

１ 総合オープン通信網サービスの提供区間 

  当社の総合オープン通信網サービスは、相互接続点、端末回線の終端又は網接続点と

相互接続点、端末回線の終端又は網接続点との間（１の端末回線の終端、１の端末回線

の終端又は１の網接続点に終始する場合を含みます。）において提供します。  この

場合において、総合オープン通信網サービスの端末回線に係る提供区域は、次表に掲げ

る都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。 

区  分 都 道 府 県 の 区 域 

提供区域１ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨

城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新

潟県、山梨県及び長野県 

提供区域２ 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋

賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島

根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知

県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島

県及び沖縄県 

 

 

２ 総合オープン通信網契約者の地位の承継 

（１）相続又は法人の合併若しくは分割により総合オープン通信網契約者の地位の承継が

あったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された

法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書

類を添えて、すみやかに契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に届け出

ていただきます。 

（２）（１）の場合において、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。 

 

３ 総合オープン通信網契約者の氏名等の変更 

（１）総合オープン通信網契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送

付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う総合オープン通

信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）当社は、（１）の届出があったときは、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。 

（３）総合オープン通信網契約者が（１）の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行

ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称

、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行っ

たものとみなします。 

 

４ 総合オープン通信網契約者の禁止行為 

  総合オープン通信網契約者は、総合オープン通信網サービスの利用にあたり、以下の
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行為を行わないものとします。 

（１）当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそ

のおそれのある行為 

（２）他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為 

（３）他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する

行為 

（４）他人になりすまして各種サービスを利用する行為 

（５）他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利

を侵害する行為又はそのおそれのある行為 

（６）他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行

為 

（７）他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

（８）猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声

、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為 

（９）無限連鎖講（ネズミ講）若しくは連鎖販売取引（マルチ商法）等を開設し、又はこ

れを勧誘する行為 

（10）総合オープン通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 

（11）有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 

（12）売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 

（13）その他法令に違反する行為 

（14）（１）から（13）までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長

する行為 

 

５ 総合オープン通信網契約者からの端末回線等の設置場所の提供等 

（１）端末回線又は他社接続回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）

又は建物内において、端末回線等又はその他の電気通信設備の設置に必要な場所は、

その総合オープン通信網契約者から提供していただきます。 

   ただし、総合オープン通信網契約者から要請があったときは、当社は、その端末回

線等又はその他の電気通信設備の設置場所を提供することがあります。 

（２）当社が総合オープン通信網契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備

に必要な電気は、総合オープン通信網契約者から提供していただくことがあります。 

（３）総合オープン通信網契約者は、端末回線又は他社接続回線の終端のある構内（これ

に準ずる区域内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備を設置する

ために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその

特別な設備を設置していただきます。 

 

６ 自営端末設備の接続 

（１）総合オープン通信網契約者は、その端末回線の終端において、又はその終端に接続

されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営端末設備を接続するときは、

その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認

定等に関する規則（平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といい

ます。）様式第７号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３条で

定める種類の端末設備の機器をいいます。）、技術基準等に適合することについて事
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業法第86条第１項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第２項に規定する承認認

定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自

営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社

所定の書面により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、次の場合を除いて、その請求を承諾します

。 

  ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

  イ その接続が電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施

行規則」といいます。）第31条で定める場合に該当するとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、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。 

  ア 技術基準適合認定規則様式第７号又は第14号の表示が付されている端末機器を接

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）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）総合オープン通信網契約者は、工事担任者規則（昭和60年郵政省令第28号）第４条

で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者（以下「工事担任者」とい

います。）に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければ

なりません。 

   ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

（６）総合オープン通信網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（５）までの規定に準じて取り扱います。 

（７）総合オープン通信網契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備を取り

はずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

７ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

（１）当社は、端末回線に接続されている自営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、総合オープン通

信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等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。この場合において、総合オープン通信網契約者は

、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第２項で定める場合を除いて、

検査を受けることを承諾していただきます。 

（２）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（３）（１）の検査を行った結果、自営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、総合オープン通信網契約者は、その自営端末設備を端末回線等から取り

はずしていただきます。 

 

８ 自営電気通信設備の接続 

（１）総合オープン通信網契約者は、その端末回線の終端において、又はその終端に接続

されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接続するとき

は、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接

続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接

続の請求をしていただきます。 
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（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します

。 

  ア その接続が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

、事業法第70条第１項第２号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、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いて、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）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）総合オープン通信網契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を

行わせ、又は実地に監督させなければなりません。 

   ただし、工事担任者規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

（６）総合オープン通信網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（５）までの規定に準じて取り扱います。 

（７）総合オープン通信網契約者は、その端末回線に接続されている自営電気通信設備を

取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

９ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

  端末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、９（自営端末設備に異常がある場

合等の検査）の規定に準じて取り扱います。 

 

10 当社の維持責任 

  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令

第30号）に適合するよう維持します。 

 

11 ＩＰアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等 

（１）当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めると

ころにより、その総合オープン通信網契約者に代わって社団法人日本ネットワークイ

ンフォメーションセンター（以下「ＪＰＮＩＣ」といいます。）又はＪＰＲＳ等にＩ

Ｐアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止

の申請手続き等を行います。 

（２）（１）の場合において、総合オープン通信網契約者は、当社が別に定めるところに

より、料金表第３（附帯サービスに関する料金）に定める手数料を支払っていただき

ます。 

（３）総合オープン通信網契約者は、ドメイン名（当社が別に定めるものに限ります。）

を利用している場合は、当社が別に定めるところにより、料金表第３（附帯サービス

に関する料金等）に定める手数料を支払っていただきます。 

 

 

12 支払証明書の発行 

（１）当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、その契約者に係る総

合オープン通信網サービスの支払証明書を発行します。 
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（２）総合オープン通信網契約者は、前項の請求をし、その支払証明書又は利用明細書の

発行を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第３（附帯サービスに

関する料金等）に定める発行料等を支払っていただきます。 

 

13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

  当社は、総合オープン通信網契約の申込みをする者又は総合オープン通信網契約者か

ら要請があったときは、総合オープン通信網サービスと一体的に利用する協定事業者の

電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別

に定める事項について、手続きの代行を行います。 

 

14 端末設備の提供 

  当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めると

ころにより、端末設備を提供します。 

 

15 新聞社等の基準 

区   分 基               準 

１ 新聞社 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）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は

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。 

２ 放送事業者 電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許

を受けた者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備

えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするため

のニュース又は情報（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 

 

16 総合オープン通信網サービスに係る技術資料の項目 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

（１）物理的条件 

（２）電気的条件 

（３）論理的条件 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

-36- 

 

 

 

料金表 

 

通則 

 

 

 （料金の計算方法） 

１ 当社は、月額料金（定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下

同じとします。）を、料金月に従って計算します。 

２ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することが

あります。 

３ 当社は、月額料金について、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを

請求します。 

４ 当社は、料金その他の計算については、この約款に定める税抜価格（消費税相当額を

含まない価格をいいます。以下同じとします。）により行います。 

 

 （月額料金の日割） 

５ 月額料金の日割は、次のとおりとします。 

  当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割します。 

 

  ア 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったとき

。 

  イ 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網契約の解除又は端末設備の廃止があ

ったとき。 

  ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少

したとき（この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少の

あった日から適用します。）。 

  エ 料金表第１（基本利用料）に定めるプランの変更があったとき。 

  オ 第26条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表の規定又は同条第３項第２号

の表の規定に該当するとき。 

  カ 料金月の初日に総合オープン通信網サービスの提供を開始し、その日にその総合

オープン通信網契約の解除又は端末設備の廃止があったとき。 

  キ 起算日の変更があったとき。 

 

 

 （利用料の日割） 

７ 当社は、次の場合が生じたときは、利用料をその利用日数に応じて日割します。 

（１）料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったとき。 

（２）料金月の初日以外の日に総合オープン通信網契約の解除があったとき。 

（３）料金表第１（基本利用料）に定める品目等の変更があったとき。 

（４）料金月の初日に総合オープン通信網サービスの提供を開始し、その日にその総合オ

ープン通信網契約の解除があったとき。 

（５）起算日の変更があったとき。 
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８ ７の規定による利用料の日割は、料金月の日数により行います。 

 

 （端数処理） 

９ 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。 

  ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。 

 

 （料金等の支払い） 

10 総合オープン通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期

日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。 

11 料金及び工事に関する費用は、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。 

12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社

が別に定める順序で充当します。 

 

 （少額料金の翌月払い） 

13 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が（税抜価格）1,000円未満である場合は、そ

の月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。 

 

 （料金の一括後払い） 

14 当社は、13の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、総合オープン通信網契約

者の承諾を得て、２か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払って

いただくことがあります。 

 

 （前受金） 

15 当社は、料金又は工事に関する費用について、総合オープン通信網契約者の要請があ

ったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがありま

す。 

（注）「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預か

ることをいいます。 

 

 （消費税相当額の加算） 

16 第26条（定額利用料の支払義務）から第27条（工事費の支払義務）までの規定その他

この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の

額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とし

ます。 

 

 （料金等の臨時減免） 

17 当社は、災害が発生し、又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、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の総合オープン通信網サービス取扱所

に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 
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 （最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用） 

18 総合オープン通信網サービスには、長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間

があります。 

19 総合オープン通信網契約者は、以下に該当する場合を除き最低利用期間内に総合オー

プン通信網契約の解除があった場合は、第26条（定額利用料の支払義務）及び料金表の

定めにかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料の額に消費税相当額を加算した額

に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 

（１）総合オープン通信網契約の解除と同時に新たに総合オープン通信網契約の締結を行

う場合 

（２）その他当社が認めた場合 

 

 （料金等の請求） 

20 当社が総合オープン通信網サービス契約者に対して有する本サービスに係る料金その

他の全ての債権は、発生と同時に当社からＫＤＤＩ株式会社に譲渡のうえ、ＫＤＤＩ株

式会社から請求されます。総合オープン通信網サービス契約者はこれを事前に承諾した

ものとします。。 
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第１ 基本利用料 

 （１） 適用 

   総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第26条（定額利

用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区   分 内             容 

（１）タイプに係

る料金の適用 

ア 当社は、総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するに

あたって、下表のとおり、タイプを定めます。 

タイプⅠ 協定事業者の契約約款等に規定するＩＰ通信網サービ

ス（メニュー５－１（プラン２（１Ｇｂ／ｓのものを

除きます。注）のものに限ります。）のものに限りま

す。）に係る利用回線又はそれに相当する端末回線を

使用して行うもの 

注 メニュー５－１ プラン２（１Ｇｂ／ｓのものを

除きます。）のもの 

  Ｂフレッツ ベーシックタイプ 

タイプⅡ 協定事業者の契約約款等に規定するＩＰ通信網サービ

ス（メニュー５－２のものに限ります。注）に係る利

用回線を使用して行うもの 

注 メニュー５－２のもの 

 １．東日本電信電話株式会社に係るもの 

 （１）１００Ｍｂ／ｓのⅡ－１型（フレッツ光ネク

スト マンションタイプ）のもの 

 （２）１００Ｍｂ／ｓのⅡ－２型（フレッツ光ライ

ト）のもの 

 （３）２００Ｍｂ／ｓ（フレッツ光ネクスト マンシ

ョン・ハイスピードタイプ）のもの 

 （４）１Ｇｂ／ｓ（（５）のものを除きます。）（

フレッツ光ネクスト マンション・ギガライン

タイプ）のもの 

 （５）１Ｇｂ／ｓ（無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付

回線接続装置を利用するものに限ります。）（

フレッツ光ネクスト ギガマンション・スマー

トタイプ）のもの 

 ２．西日本電信電話株式会社に係るもの 

 （１）１００Ｍｂ／ｓのカテゴリー１（Ｂフレッツ 

マンションタイプ）のもの（以下「Ｂフレッツ 

マンション」といいます。） 

 （２）１００Ｍｂ／ｓのカテゴリー２（フレッツ・

光プレミアム マンションタイプ）のもの（以

下「光プレミアム マンション」といいます。

） 

 （３）１００Ｍｂ／ｓのカテゴリー３－１（フレッ
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ツ光ネクスト マンションタイプ）のもの 

 （４）１００Ｍｂ／ｓのカテゴリー３－２（フレッ

ツ光ライト マンションタイプ）のもの 

 （５）２００Ｍｂ／ｓ（フレッツ光ネクスト マンシ

ョン・ハイスピードタイプ）のもの 

 （６）１Ｇｂ／ｓ（フレッツ光ネクスト マンション

・スーパーハイスピードタイプ隼）のもの 

 

タイプⅢ 協定事業者の契約約款等に規定するＩＰ通信網サービ

ス（メニュー５－１（当社が別に定めるものに限りま

す。）のものに限ります。）に係る利用回線又はそれ

に相当する端末回線を使用して行うもの 

注 当社が別に定めるもの 

 １．東日本電信電話株式会社に係るもの 

 （１）１００Ｍｂ／ｓ プラン１（Ｂフレッツ ビ

ジネスタイプ）のもの（以下「Ｂフレッツ ビ

ジネス」といいます。） 

 （２）１Ｇｂ／ｓ プラン５（フレッツ 光ネクス

ト ビジネスタイプ）のもの 

 （３）１Ｇｂ／ｓ プラン４－２（フレッツ 光ネ

クスト プライオ10）のもの 

 ２．西日本電信電話株式会社に係るもの 

 （１）１００Ｍｂ／ｓ プラン１（Ｂフレッツ ビ

ジネスタイプ）のもの 

 （２）１Ｇｂ／ｓ プラン２（フレッツ 光ネクス

ト ビジネスタイプ）のもの 

タイプⅣ 協定事業者の契約約款等に規定するＩＰ通信網サービ

ス（メニュー５－１（当社が別に定めるものに限りま

す。）のものに限ります。）に係る利用回線又はそれ

に相当する端末回線を使用して行うもの 

注 当社が別に定めるもの 

 １．東日本電信電話株式会社に係るもの 

 （１）１００Ｍｂ／ｓのⅡ－１型のプラン３－１（

フレッツ 光ネクスト ファミリー）のもの 

 （２）１００Ｍｂ／ｓのⅡ－２型（フレッツ 光ラ

イト ファミリー）のもの 

 （３）２００Ｍｂ／ｓ（フレッツ 光ネクスト フ

ァミリー・ハイスピード）のもの 

 （４）１Ｇｂ／ｓのプラン３－１（（５）のものを

除きます。）（フレッツ 光ネクスト ファミ

リーギガラインタイプ）のもの（以下「ファミ

リーギガライン」といいます。） 

 （５）１Ｇｂ／ｓのプラン３－１（無線ＬＡＮ対応
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型ルータ機能付回線接続装置を利用するものに

限ります。）（フレッツ 光ネクスト ギガフ

ァミリー・スマートタイプ）のもの（以下「ギ

ガファミリースマート」といいます。） 

 （６）１Ｇｂ／ｓのプラン４－１（フレッツ 光ネ

クスト プライオ１）のもの（以下「プライオ

１」といいます。） 

 ２．西日本電信電話株式会社に係るもの 

 （１）１００Ｍｂ／ｓのプラン３（Ｂフレッツ フ

ァミリー１００）のもの（以下「Ｂフレッツ 

ファミリー」といいます。） 

 （２）１００Ｍｂ／ｓのプラン４（フレッツ 光プ

レミアムファミリー）のもの（以下「光プレミ

アムファミリー」といいます。） 

 （３）１００Ｍｂ／ｓのプラン５－１（フレッツ 

光ネクスト ファミリー）のもの（１．（１）

）のものとあわせて以下「光ネクスト ファミ

リー」といいます。） 

 （４）１００Ｍｂ／ｓのプラン５－２型（フレッツ 

光ライト ファミリー）のもの（１．（２））

のものとあわせて以下「光ライト ファミリー

」といいます。） 

 （５）２００Ｍｂ／ｓ（フレッツ 光ネクスト フ

ァミリー・ハイスピード）のもの 

 （６）１Ｇｂ／ｓのプラン３（フレッツ 光ネクス

ト ファミリー・スーパーハイスピード隼）の

もの 

備考 

１ 総合オープン通信網サービスは、当該総合オープン通信網サ

ービスに係る利用者が利用回線又は端末回線（当社が別に定め

る協定事業者の付加機能を利用するものを除きます。）を使用

して相互接続点に接続した後に、当社が別に定めるところに従

って、ユーザＩＤ及びパスワードを送信することにより利用す

ることができるものとします。 

２ 総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点、端

末回線の終端、ＮＳＰＩＸＰとの接続点、網接続点又は分界点

（契約業者と外国の電気通信事業者との間に設置される電気通

信回線の中間点をいいます。以下同じとします。）との間で行

うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、

端局、取扱所交換設備、ＮＳＰＩＸＰとの接続点、網接続点又

は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質

を保証するものではありません。 

３ 当社は、１の総合オープン通信網契約ごとに１のユーザＩＤ
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を定め、総合オープン通信網契約者にお知らせします。 

４ 当社は、１のユーザＩＤごとにＩＰアドレスを付与します。 

５ 当社は、１の総合オープン通信網契約ごとに総合オープン通

信網契約者が指定する１のパスワードを当社の認証装置に登録

します。 

６ 当社は、総合オープン通信網契約者からパスワードの変更の

請求があったときは、当社の認証装置にパスワードの変更の登

録を行います。 

イ 総合オープン通信網契約者は総合オープン通信網サービスのタイ

プの変更の請求をすることができます。 

ウ 当社は、イの請求があったときは、第８条（総合オープン通信網

契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

（２）プランに係

る料金の適用 

ア 当社は、総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するに

あたって、下表のとおり、プランを定めます。 

プラン０ 

（商品名：動的ＩＰ） 

発信端末を特定するＩＰアドレス

について、通信の都度、１個のグ

ローバルＩＰアドレスを動的に付

与するもの 

プランⅠ 

（商品名：１個(/32)） 

発信端末を特定するＩＰアドレス

について、あらかじめ１個のグロ

ーバルＩＰアドレスを付与するも

の 

プランⅡ 

（商品名：８個(/29)） 

発信端末を特定するＩＰアドレス

について、あらかじめ８個のグロ

ーバルＩＰアドレ スを付与するも

の 

プランⅢ 

（商品名：１６個(/28)） 

発信端末を特定するＩＰアドレス

について、あらかじめ１６個のグ

ローバルＩＰアドレスを付与する

もの 

プランⅣ 

（商品名：３２個(/27)） 

発信端末を特定するＩＰアドレス

について、あらかじめ３２個のグ

ローバルＩＰアドレスを付与する

もの 

プランⅤ 

（商品名：６４個(/26)） 

発信端末を特定するＩＰアドレス

について、あらかじめ６４個のグ

ローバルＩＰアドレスを付与する

もの 

備考 

ア タイプごとに利用可能なプランの種別は次表のとおりとし

ます。 

種類 利用可能なプラン 
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タ

イ

プ

Ⅰ 

プラン０以外 

タ

イ

プ

Ⅱ 

Ｂフレッツ マンシ

ョン又は光プレミア

ム マンション 

プランⅠ及びプランⅡ 

上記以外 プラン０、プランⅠ及びプラン

Ⅱ 

タ

イ

プ

Ⅲ 

Ｂフレッツ ビジネ

ス 

プラン０以外 

上記以外 全て 

タ

イ

プ

Ⅳ 

Ｂフレッツ ファミ

リー又は光プレミア

ム ファミリー 

プランⅠ、及びプランⅡ及びプ

ランⅢ 

上記以外 プラン０、プランⅠ、及びプラ

ンⅡ及びプランⅢ 

  

イ 総合オープン通信網契約者は、総合オープン通信網サービスのプ

ランの変更の請求をすることができます。 

ウ 当社は、イの請求があったときは、第８条（総合オープン通信網

契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

（３）コースに

係る料金の

適用 

ア 当社は、総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するに

あたってコースを定めます。 

区  分 内    容 

コースⅠ コースⅡ以外のもの 

コースⅡ 

（商品名： 

ｗｉｔｈＦ＋） 

端末回線を使用して行うもの 

備考 

１ コースⅡは、タイプⅣ（光ライト ファミリー及びギガフ

ァミリースマート、プライオ１、Ｂフレッツファミリー、光

プレミアムファミリーに係るものを除きます。）に限り提供

します。 

２ コースⅡには以下の保守タイプがありいずれか１の種類を

選択していただきます。 

区    分 内    容 

保守タイプ１ 午前９時から午後５時までの時間帯以外の

時刻に、コースⅡの総合オープン通信網契

約に係る修理又は復旧の請求を受けたとき

に、午前９時から午後５時までの時間帯（
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その受け付けた時刻以後の直近のものとし

ます。）においてその修理又は復旧を行う

もの 

保守タイプ２ 保守タイプ１以外のもの 

備考 

 総合オープン通信網契約者は、保守タイプ２を選択する

場合、（２）（料金額）に定める加算額の支払を要します

。 

  

 

イ 総合オープン通信網契約者は、総合オープン通信網サービスのコ

ースの変更の請求をすることはできません。 

ウ 当社は、総合オープン通信網契約者（コースⅡのものに限ります

。）に対し、屋内配線を提供します。 

（４）長期継続

利用に係る

定額利用料

の適用 

ア 当社は、総合オープン通信網契約者（コースⅠに係るものに限り

ます。）から、総合オープン通信網契約について、下表に定める期

間の継続利用（以下この欄において「長期継続利用」といいます。

）の申出があった場合には、その期間における定額利用料について

は、（２）（料金額）に規定する額から下表に規定する額を減額し

て得た額を適用します。 

継続して利用する期間 定額利用料の減額（月額） 

３年間  

（２）（料金額）に規定する額に0.1

を乗じて得た額 

イ 長期継続利用に係る定額利用料については、長期継続利用の申出

を当社が承諾した日（総合オープン通信網契約の申込みと同時に長

期継続利用の申出があった場合は、その総合オープン通信網サービ

スの提供を開始した日）から適用します。 

ウ 長期継続利用に係る定額利用料の適用の対象となる期間（以下こ

の欄において「長期継続利用期間」といいます。）には、総合オー

プン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を

含むものとします。 

エ 当社は、長期継続利用に係る総合オープン通信網契約の解除があ

った場合には、長期継続利用を廃止します。 

オ 長期継続利用に係る総合オープン通信網契約者は、長期継続利用

期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利

用期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申し出ていただき

ます。 

カ 長期継続利用に係る総合オープン通信網契約者は、長期継続利用

期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間

に対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額に消費税相当

額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただ
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きます。 

  ただし、その廃止が、当社又は第５種総合オープン通信網契約者

の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置と

して行われたもの及び以下に該当する場合には、この限りでありま

せん。 

（ア）総合オープン通信網契約の解除と同時に新たに総合オープン通

信網契約の締結を行う場合 

（イ）その他当社が認めた場合 
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 （２） 料金額 

  ア コースⅠに係るもの 

 

（ア）タイプⅠのもの 

定額利用料                           １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

プランⅠ ２５，５００円 

プランⅡ ３４，５００円 

プランⅢ ３４，５００円 

プランⅣ ８４，５００円 

プランⅤ １３４，５００円 

 

   （イ）タイプⅡのもの 

定額利用料                           １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

プラン０ ３，１３０円 

プランⅠ  ９，８００円 

プランⅡ １８，８００円 

   （ウ）タイプⅢのもの 

定額利用料                           １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

プラン０ ２５，０００円 

プランⅠ ７５，０００円 

プランⅡ １０７，０００円 

プランⅢ １２７，０００円 

プランⅣ １６０，０００円 

プランⅤ １９０，０００円 

   （エ）タイプⅣのもの 

     ① ②以外のもの 

定額利用料                           １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

プラン０ ３，１３０円 

プランⅠ ９，８００円 

プランⅡ １８，８００円 

プランⅢ １８，８００円 

      

 

② プライオ１に係るもの 
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定額利用料                           １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

プラン０ ７，３００円 

プランⅠ ２０，０００円 

プランⅡ ２９，０００円 

プランⅢ ４６，０００円 

   

 

 

イ コースⅡに係るもの 

   （ア）（イ）以外の部分      

タイプⅣのもの 

定額利用料                          １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

プラン０ ４，６３０円 

プランⅠ １１，３００円 

プランⅡ ２０，３００円 

プランⅢ ２０，３００円 

       

   （イ）端末回線に係る部分 

     ① 基本額 

      ａ 提供区域１に係るもの 

定額利用料                        １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

タイプⅣ ファミリーギガライン ４，３００円 

上記以外 ４，１００円 

       

ｂ 提供区域２に係るもの 

定額利用料                        １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

タイプⅣ ４，３００円 

     ② 保守タイプに係る加算額 

定額利用料                           １ユーザＩＤごとに月額 

区      分 料    金    額 

（税抜価格） 

保守タイプ２ ３，０００円 

 

第２ 工事費 
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 １ 総合オープン通信網サービスに係るもの  

（１）適用 

    総合オープン通信網サービスに係る工事費の適用については、第27条（工事費の

支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

工    事    費    の    適    用 

ア 工事費の適用 工事費は、以下の工事ごとに適用します。 

（ア）利用の開始に関する工事（プラン０に係るものを除きます。） 

（イ）端末回線に関する工事 

イ 端末回線に関

する工事費 

ア 端末回線に関する工事費は、次の場合に適用します。 

区    分 工 事 費 の 適 用 

設置に関する工事 端末回線の設置の場合に適用し

ます。 

品目の変更に関する工事 端末回線に係る品目の変更を行

う場合に適用します。 

移転に関する工事 同一の構内又は同一の建物内に

おいて端末回線の移転を行う場

合に適用します。 

備考 

端末回線に関する工事費は、総合オープン通信網サービス

（コースⅡに係るものに限ります。）に係る端末回線の工

事について適用します。 
 

 （２）工事費の額 

区          分 単   位 工事費の額 

（税抜価格） 

ア 利用の開始に関する工事 １のユーザＩ

Ｄごとに 

3,000円  

 

イ 端末回線に関する工事 

 

設置に関する工事 １の工事ごと

に 

27,900円  

 

移転に関する工事 

 

１の工事ごと

に 

9,300円  
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第３ 附帯サービスに関する料金等 

１ 手数料 

（１）適用 

   手数料の適用については、別記11（ＩＰアドレス又はドメイン名に係る申請手続き

の代行等）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区   分 内             容 

手数料の適用 ア ＪＰＲＳが割り当てる汎用ＪＰドメイン名を変更することはでき

ません。 

イ 当社は、ドメイン名維持管理料については、日割は行いません。 

（２）料金額 

  ア ＪＰＮＩＣが割り当てるＩＰアドレスに係るもの 

  （ア）申請手数料 

区          分 単     位 手 数 料 の 額 

（税抜価格） 

ＩＰアドレスの割当てに係るもの 

① ＩＰアドレスの数が２５５個までのも

の 

② ＩＰアドレスの数が２５５個を超える

もの 

 

１の申請ごとに 

 

１の申請ごとに 

 

6,000円 

 

10,000円 

 

  イ ＪＰＮＩＣが割り当てるＩＰｖ６アドレスに係るもの 

  （ア）申請手数料 

区          分 単     位 手 数 料 の 額 

（税抜価格） 

申請手数料 １の申請ごとに 1,000円 

  （イ）ドメイン名維持管理料 

区          分 単     位 手 数 料 の 額 

（税抜価格） 

ドメイン名維持管理料 １ドメイン名ごと

に年額 

4,600円 

 

  ウ ＪＰＲＳが割り当てるドメイン名に係るもの 

  （ア）申請手数料 

区          分 単     位 手 数 料 の 額 

（税抜価格） 

ドメイン名の割当てに係るもの １ドメイン名ごと

に 

6,000円 

 

ドメイン名の変更又は移転に係るもの １ドメイン名ごと

に 

30,000円 

 

指定事業者（ＪＰＲＳが定める指定事業者

をいいます。）の変更に係るもの 

１ドメイン名ごと

に 

3,000円 
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 （イ）ドメイン名維持管理料 

区          分 単     位 手 数 料 の 額 

（税抜価格） 

ドメイン名維持管理料 １ドメイン名ごと

に年額 

3,600円 

 

 ２ 発行料等 

 （１）発行料 

   ア 適用 

     発行料の適用については、別記12（支払証明書の発行）の規定によるほか、次

のとおりとします。 

区   分 内             容 

支払証明書に

係る発行料の

適用 

総合オープン通信網契約者は、イ（料金額）の規定にかかわらず、当

社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行っ

た場合を除き、支払証明書発行料の支払いを要しません。 

   イ 料金額 

     支払証明書に係るもの 

区          分 単     位 発 行 料 の 額 

（税抜価格） 

① 支払証明書発行料 支払証明書の発行

１回ごとに 

 400円 

 

 （注）支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送

料が必要な場合があります。 

 

 ２ 端末設備に係る料金等 

   ア 適用 

    端末設備に係る料金の適用については、別記14（端末設備の提供）の規定による

ほか、次のとおりとします。 

区   分 内             容 

 回線終端装置、

屋内配線に係る

料金の適用 

（ア）回線終端装置の利用料は総合オープン通信網サービス（コ

ースⅡのものに限ります。）に係る端末回線ごとに適用しま

す。 

（イ）屋内配線に係る料金は、端末回線の終端からジャック又は

ローゼット（ジャック又はローゼットが設置されていない場

合には宅内機器とします。）ごとに適用します。 

 

   イ 料金額 

 

区      分 単     位 料    金    額 

（税抜価格） 

回線終端装置利用料 

 

屋内配線に係る料金（端末回線の終端の場

１装置ごとに月額 

 

 

 900円 
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所が提供区域１内であるもの） 

  

屋内配線に係る料金（端末回線の終端の場

所が提供区域２内であるもの） 

１装置ごとに月額 

 

 

１装置ごとに月額 

 200円 

  

 

200円 
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 附 則 

（実施期日） 

 この約款は、平成２８年７月１日から実施します。 

 


