
（掲示）

Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２９ （略） １～２９ （略）

（注） （略） （注） （略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー

ビスの料金を除きます。） ビスの料金を除きます。）

第１～第２ （略） 第１～第２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

通 信 料 の 適 用 通 信 料 の 適 用

（１） ～（８） の２ （略） （１） ～（８） の２ （略）

（略） （略）

（８） の３ データ ア～イ （略） （８） の３ データ ア～イ （略）

定額パックに係 オ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共 定額パックに係 オ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共

るデータ定額共 有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお るデータ定額共 有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお

有 いて、当社は、共有対象回線に係る契約者が、合わせてデータＭパ 有 いて、共有対象回線に係る契約者は、シングルパック等のうち、い

ックを選択したものとみなして取扱います。ただし、その契約者か ずれか１つを選択し、合わせて当社に申し出ていただきます。

ら、他のシングルパック等を選択する申出があった場合は、この限

りでありません。

カ～ネ （略） カ～ネ （略）

（８） の４～（２４） （略） （８） の４～（２４） （略）

（略） （略）

２ 料金額 （略） ２ 料金額 （略）

第４～第７ （略） 第４～第７ （略）

第２表～第７表 （略） 第２表～第７表 （略）

別表１～別表９ （略） 別表１～別表９ （略）

附 則（平成２７年３月１１日経企第１８７７号）

（実施期日）

－１－



１ この附則は、平成２７年３月１８日から実施します。

（経過措置）

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。

－２－



（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２９ （略） １～２９ （略）

（注） （略） （注） （略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー

ビスの料金を除きます。） ビスの料金を除きます。）

第１～第２ （略） 第１～第２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

通 信 料 の 適 用 通 信 料 の 適 用

（１） ～（７） の３ （略） （１） ～（７） の３ （略）

（略） （略）

（７） の４ データ ア～イ （略） （７） の４ データ ア～イ （略）

定額パックに係 オ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共 定額パックに係 オ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共

るデータ定額共 有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお るデータ定額共 有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお

有 いて、当社は、共有対象回線に係る契約者が、合わせてデータＭパ 有 いて、共有対象回線に係る契約者は、シングルパック等のうち、い

ックを選択したものとみなして取扱います。ただし、その契約者か ずれか１つを選択し、合わせて当社に申し出ていただきます。

ら、他のシングルパック等を選択する申出があった場合は、この限

りでありません。

カ～ネ （略） カ～ネ （略）

（７） の５～（２４） （略） （７） の５～（２４） （略）

（略） （略）

２ 料金額 （略） ２ 料金額 （略）

第４～第７ （略） 第４～第７ （略）

第２表～第７表 （略） 第２表～第７表 （略）

別表１ （略） 別表１ （略）

－１－



別表２ 付加機能 別表２ 付加機能

種 類 提 供 条 件 種 類 提 供 条 件

１ 通信中着信機能（キャッチホン） ＦＯＭＡに限り提供します。 （略） （略）

４２ かんたん位置情報機能 （１） 国際ローミング機能の提供を受けている ４２ かんたん位置情報機能 （１） 国際ローミング機能の提供を受けている

契約者からの求めに応じて、ＦＯＭＡ ＦＯＭＡユビキタスに限り提供します。 契約者からの求めに応じて、ＦＯＭＡ ＦＯＭＡユビキタスに限り提供します。

ユビキタス（基本使用料の料金種別がお （２） 当社は、この機能を利用して位置情報送 ユビキタス（基本使用料の料金種別がお （２） 当社は、この機能を利用して位置情報送

便りフォトプランフラットであるものに 出の求めがあったときは、位置情報送出の 便りフォトプランフラットであるものに 出の求めがあったときは、位置情報送出の

限ります。以下この欄において同じとし 要求先となるＦＯＭＡサービス（この機能 限ります。以下この欄において同じとし 要求先となるＦＯＭＡサービス（この機能

ます。）の情報通知機能により送出された を利用する契約者と同一の契約者に係るも ます。）の情報通知機能により送出された を利用する契約者と同一の契約者に係るも

位置情報を蓄積し受信できる機能をいい のに限ります。以下この欄において「要求 位置情報を蓄積し受信できる機能をいい のに限ります。以下この欄において「要求

ます。 先回線」といいます。）へ、その旨を通知 ます。 先回線」といいます。）へ、その旨を通知

します。 します。

（３） 当社は、蓄積された位置情報が当社の定 （３） 当社は、蓄積された位置情報が当社の定

める蓄積期間又は蓄積可能数を超えた場合 める蓄積期間又は蓄積可能数を超えた場合

は、その位置情報を削除します。 は、その位置情報を削除します。

（４） （３） の規定によるほか、この機能の利用 （４） （３） の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて の中止等があったときは、既に蓄積されて

いる位置情報等が消去されることがありま いる位置情報等が消去されることがありま

す。この場合、消去された位置情報等の復 す。この場合、消去された位置情報等の復

元はできません。 元はできません。

（５） 契約者は、蓄積した位置情報を、その周 （５） 契約者は、蓄積した位置情報を、その周

辺の地図情報と合わせて受信することがで 辺の地図情報と合わせて受信することがで

きます。 きます。

（６） 当社は、契約者が要求先回線に接続され （６） 当社は、契約者が要求先回線に接続され

た端末設備の所持者から位置情報の受信に た端末設備の所持者から位置情報の受信に

関する同意を取得していないと認める相当 関する同意を取得していないと認める相当

の理由があるときは、この機能の提供を中 の理由があるときは、この機能の提供を中

止することがあります。 止することがあります。

（７） 当社は、この機能により受信した位置情 （７） 当社は、この機能により受信した位置情

報等に起因する損害については、その原因 報等に起因する損害については、その原因

の如何によらず一切の責任を負わないもの の如何によらず一切の責任を負わないもの

とします。 とします。

（８） 契約者は、この機能を利用するときは、 （８） 契約者は、この機能を利用するときは、

要求先回線の契約者識別番号を、当社が別 要求先回線の契約者識別番号を、当社が別

に定めるところにより、あらかじめ登録し に定めるところにより、あらかじめ登録し

ていただきます。 ていただきます。

（９） （２） の規定にかかわらず、要求先回線に （９） （２） の規定にかかわらず、要求先回線に

おける設定、電波状況又はその他の理由に おける設定、電波状況又はその他の理由に

より、要求先回線への通知ができない場合 より、要求先回線への通知ができない場合

があります。 があります。

（１０）契約者は、あらかじめ設定を行うことに （１０）契約者は、あらかじめ設定を行うことに

より、自動的に位置情報の送出を求め、そ より、自動的に位置情報の送出を求め、そ

の結果の通知を受け取ることができます。 の結果の通知を受け取ることができます。

ただし、電波状況等により、通知の遅延 ただし、電波状況等により、通知の遅延

又は不達となる場合があります。 又は不達となる場合があります。

（１１）契約者は、当社の定める方法により、こ （１１）契約者は、当社の定める方法により、こ

の機能をインターネットホームページか の機能をインターネットホームページか

ら、利用することができます。 ら、利用することができます。

（１２）この機能を利用している契約者は、要求

先回線に接続された端末設備の鳴動その他

－２－



の操作をするための情報を受信できるよう

にすることができます。

（１３）位置情報の受信方法その他の提供条件に （１２）位置情報の受信方法その他の提供条件に

ついては、当社が別に定めるところにより ついては、当社が別に定めるところにより

ます。 ます。

（注）（８） 及び（１３）の当社が別に定めるとこ （注）（８） 及び（１２）の当社が別に定めるとこ

ろは、「かんたん位置情報サービス規 ろは、「かんたん位置情報サービス規

約」に定めるところによります。 約」に定めるところによります。

別表３～別表１０ （略） 別表３～別表１０ （略）

附 則（平成２７年３月１１日経企第１８７７号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年３月２０日から実施します。

ただし、この改正規定中、データ定額パックに係るデータ定額共有に関する部分は平成２７

年３月１８日から実施します。

（経過措置）

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

－３－
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