
イマドコかんたんサーチご利用規約 

 

株式会社 NTTドコモ（以下「ドコモ」といいます）がお客さまに提供するイマドコかんたんサ

ーチ（FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款または 5Gサービス契約約款に定める「位置

情報受信機能（タイプ２）」をいい、以下「本サービス」といいます）は、このイマドコかんた

んサーチご利用規約（以下「本規約」といいます）および本サービスのご利用にあたり適用され

る契約約款（以下「契約約款」といいます）その他注意事項（以下、総称して「約款等」といい

ます）に従って、提供されます。本サービスのご利用にあたっては、本規約のほか、約款等をご

確認のうえご利用ください。お客さまが本規約および約款等に同意されない場合、本サービスを

ご利用いただくことはできません。なお、本規約は、契約約款の一部を構成し、利用者（第 1 

項で定義される）および被検索番号の契約者（第 1 項で定義される）の両方に適用されます。 

 

1.本サービスの概要 

本サービスは、ドコモが契約約款に基づき提供する FOMAサービス、Xiサービスまたは 5Gサ

ービス（以下、総称して「FOMA／Xi／5Gサービス」といいます）のご契約者であって、iモー

ド（ドコモが別途定めるｉモードご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとしま

す。）または spモード（ドコモが別途定める spモードご利用規則に規定するものをいいま

す。以下同じとします。）をご契約している方（以下「利用者」といいます）に対して提供す

るサービスです。利用者は、自ら検索対象番号として個別に指定する携帯電話番号（以下「被

検索番号」といいます）が登録されたドコモ UIM カード（FOMA カード、ドコモ miniUIMカー

ド、ドコモ nanoUIM カードを含み、以下同じ）が挿入されている iモード対応端末、ドコモ

位置情報アプリがプリインストールされている spモード対応端末（以下「特定 spモード対応

端末」といいます）または iOS が搭載されている spモード対応端末（以下「iOS 搭載端末」

といい、iモード対応端末、特定 spモード対応端末と総称して「被検索端末」といいます）の

所在に係る位置情報（以下「位置情報」といいます）を検索の都度作成される「ドコモの地

図」（第 11 項で定義される）により取得することができます。 

利用者は、本サービスにより、iモード対応端末または spモード対応端末からアクセスする本

サービスサイト（第 5 項で定義される）において被検索端末の位置情報を検索する機能およ

び検索履歴をドコモが別に定める範囲で閲覧する機能を利用することができます。 

なお、上記の位置情報とは、別に定める場合を除き、GPS 機能または被検索端末に搭載されて

いる OS の種別により利用可能な位置測位機能（Wi-Fi 機能を利用した位置測位機能を含み、

ドコモが指定する位置測位機能に限られるものとし、以下「端末独自測位機能」といいます）

を搭載する被検索端末の場合には、被検索端末が備える位置測位機能で取得した緯度・経度情

報および基地局の情報を用いて推測される位置に関する情報のうち最も精度が高いと判断され

た情報を指し、GPS 機能および端末独自測位機能非搭載の被検索端末の場合は基地局の情報の

みを用いて推測される位置に関する情報を指します。また、被検索端末が特定 spモード対応

端末である場合で、当該端末の使用権限を使用者ごとに切り替えることができる機能（以下

「マルチユーザー機能」といい、当該端末の使用者のうち、マルチユーザー機能を利用して主

たる使用者として設定された者を以下「メインユーザー」といいます）を利用している場合

は、被検索端末の位置情報が検索できない場合があります。被検索端末から検索端末へ位置情

報が提供される際、被検索番号が合わせて提供されます。 

 

2.ID／パスワードについて 

(1)利用者が、spモード対応端末で本サービスをご利用の場合には、ドコモが spモードご利用

規則に基づいて発行する spモードパスワード、または、ネットワーク暗証番号が必要とな

ります。ただし、spモード対応端末において無線 LAN 環境下またはテザリング設定時にご

利用の場合は、ドコモが「dアカウント規約」に基づき発行する dアカウントの ID および

パスワード（spモードパスワード、ネットワーク暗証番号と併せて以下「パスワード等」

といいます）の入力が必要となります。 

(2)利用者は、パスワード等を善良なる管理者の注意義務をもって第三者に知られないように

管理し、これを第三者に対して開示し、利用させ、または貸与、譲渡、売買等してはならな



いものとします。なお、ドコモは、本サービスのご利用にあたりパスワード等の入力がなさ

れた場合、ドコモの故意または過失による場合を除き、当該パスワード等の入力が利用者以

外の第三者によって実施された場合であっても、利用者本人により実施されたものとみなし

ます。 

 

3.本サービスの利用の制限 

(1)利用者は、本サービスのご利用にあたり、指定した被検索番号にかかわらず、ドコモに対

して 1 日最大 5 回まで検索要求をすることができます。利用者が検索の結果被検索端末の

位置情報を得られたか否かにかかわらず、利用者がドコモに対して検索要求をした回数をも

って、本項に定める回数としますのであらかじめご了承ください。 

(2)利用者がドコモに対して検索要求をした都度、被検索端末に対して、利用者の携帯電話番

号が通知されるとともに、利用者からの検索要求がなされている旨の表示・動作がなされま

す（被検索端末の状態によっては表示・動作がなされない場合があります）。被検索端末に

おいて、当該検索要求を拒否する旨の操作がなされた場合または検索要求がなされている旨

の表示・動作がなされない場合には、利用者は被検索端末の位置情報を得ることができませ

ん。 

(3)前号に定める場合の他、以下に定める事由に該当する場合は、利用者は被検索端末の位置

情報を得ることができません。 

① 被検索端末の位置提供機能の設定が OFF になっている場合（GPS 機能搭載の iモード対

応端末または特定 spモード対応端末に限ります） 

② 被検索番号の契約者が、あらかじめドコモが別に定める方法により、指定する携帯電話

番号からの検索要求のみをすべて拒否する設定（指定拒否設定）をしている場合におい

て、当該携帯電話番号から検索要求がなされた場合 

③ 被検索番号の契約者が、あらかじめドコモが別に定める方法により、指定する携帯電話

番号以外の携帯電話番号からの検索要求をすべて拒否する設定（指定許可設定）をして

いる場合において、検索要求がなされた携帯電話番号が指定されていない場合 

④ 被検索番号の契約者が、あらかじめドコモが別に定める方法により検索要求を包括的に

拒否する設定（包括拒否設定）をしている場合 

⑤ 被検索番号の契約者が、Xi/FOMA/5Gサービスのご利用に係る契約について、iモードま

たは spモードの提供を受けていない場合 

⑥ 被検索番号の契約者の Xi/FOMA/5Gサービスのご利用に係る契約について、利用中断

中、利用停止中または電話番号保管中である場合 

⑦ 被検索端末の電源が入っていない場合または被検索端末が圏外にある場合 

⑧ 被検索端末が日本国外にある場合 

⑨ その他ドコモが別に定める一定の事由に該当する場合。なお、上記の各号のいずれかに

該当する場合には、一部の場合を除き、被検索端末には利用者からの検索要求がなされ

ている旨の表示・動作はされません。 

 

4.被検索者側の設定等について 

(1)利用者が被検索番号を指定し、ドコモに対して検索要求を行うと、その都度被検索端末に

その旨の表示・動作がなされます（次号に定める他、被検索端末の状態によっては表示・動

作がなされない場合があります）。被検索端末に表示等がなされた場合において、被検索端

末の所持者（以下「被検索者」といいます）が、端末の操作により利用者からの検索要求に

対して許諾したときは、利用者に位置情報の通知がなされます。 

(2)Xi/FOMA/5Gサービスのご契約者で、iモードまたは spモードをご契約されているお客さま

は、iモード対応端末または spモード対応端末を利用して、iモードまたは spモードの

「お客様サポート」から設定ページにアクセスし、次のいずれかの設定をすることができま

す。 

① すべての利用者からの検索要求を拒否する「包括拒否設定」 

② 特定の利用者からの検索要求のみをすべて拒否する「指定拒否設定」 

③ 特定の利用者以外の者からの検索要求をすべて拒否する「指定許可設定」 



なお、上記設定を行った場合は、被検索端末には、拒否された利用者からの検索要求がな

されている旨の表示・動作はされません。 

(3)被検索者が利用者からの検索要求に対して許諾した場合、即座に基地局の情報に基づき測

位した被検索端末の位置情報が利用者に通知され、その後、GPS 機能、端末独自測位機能

（各位置測位機能搭載の被検索端末の場合において、当該各位置測位機能を利用可能な設定

にしている場合）により測位された緯度・経度情報または基地局の情報のうちいずれか最も

精度が高いと判断された情報が利用者に通知されます。なお、被検索端末で確認できる「位

置履歴」は GPS 機能または端末独自測位機能による位置測位を完了した場合の結果のみと

なり、被検索者が検索要求に対して許諾した後に GPS 機能または端末独自測位機能による

位置測位を途中で停止された場合には、被検索端末の「位置履歴」には検索が失敗した旨を

表示しますが、利用者に対しては、基地局の情報のみを用いて推測される位置に関する情報

をお知らせしていますので、予めご了承ください。 

(4)被検索端末がドコモ位置情報アプリの利用設定をしている特定 spモード対応端末であり、

かつ、被検索者が無線 LAN 機能を利用中に、利用者からの検索要求がなされた旨の表示・

動作がなされた場合、位置情報の検索を終了するまでの間は、ドコモの 5G回線、Xi 回線

または FOMA 回線に切り替えて位置情報の検索等が実施されます。なお、位置情報の検索終

了後は無線 LAN に自動的に接続されますが、次に定めるとき等には無線 LAN に接続され

ず、ドコモの 5G回線、Xi 回線または FOMA 回線により接続された状態のままとなる場合

があります。ドコモの 5G回線、Xi 回線または FOMA 回線により接続されている間に、何

らかの通信（ドコモ位置情報アプリ以外のアプリによる通信を含みます）が発生した場合、

当該通信に伴うパケット通信料がかかりますので予めご了承ください。 

① 無線 LAN の接続環境が変化したこと、電波障害・電波干渉が発生したこと等により、無

線 LAN 接続ができない場合 

② 被検索者または被検索端末内のドコモ位置情報アプリ以外のアプリにより、位置情報の

検索中にドコモ位置情報アプリが停止された場合、電源が切られた場合 

③ 被検索端末等において、無線 LAN 機能を利用する場合にパスワードによる認証を行う設

定になっている場合 

 

5.本サービスのご利用について 

(1)本サービスのご利用にあたっては、検索を希望される都度、iモードまたは spモードによ

りアクセスが可能な本サービスに関するサイト（以下「本サービスサイト」といいます）か

らドコモが別に定める手続に従い、ドコモに対して検索要求をしていただく必要がありま

す。 

(2)ドコモは、利用者が第 8 項に定める禁止事項のいずれかに該当するおそれがある場合、ま

たは本サービス利用料（第 6 項で定義される）をお支払いただけないおそれがある場合等

には、本サービスのご利用をお断りする場合があります。 

 

6.課金について 

(1)利用者が本サービスを利用する際は、本サービスのご利用の対価（以下｢本サービス利用

料｣といいます）をお支払いただく必要があります。本サービス利用料は 11円（税込）/回

です。また、本サービスの利用に際しての検索および各種設定、位置情報の取得後の地図デ

ータおよび住所データの閲覧、検索履歴の閲覧等にかかるパケット通信料等がかかります。 

(2)被検索端末が iOS 搭載端末である場合、位置情報の検索が実施されている間、パケット通

信料がかかります。また、被検索端末が端末独自測位機能を搭載した端末である場合、位置

情報の検索が実施されている間、パケット通信料がかかる場合があります。 

(3)本サービスを海外でご利用になるには、すべての通信に対し、ドコモが別途定める「WORLD 

WINGのご利用にあたって」に定める国際アウトローミング通信料がかかります。この場

合、利用者がパケット定額サービス（※）をご契約されていても、パケット定額サービスの

適用対象外となります（WORLD WINGのご利用にあたってに規定するパケットパック海外オ

プション、海外パケ・ホーダイ又は海外 1dayパケが適用となる場合を除きます）。 



(4)利用者は、本サービス利用料を、これに加算される消費税（地方消費税を含みます）相当

額とともに、契約約款に基づく Xi/FOMA/5Gサービスの料金（以下総称して「Xi/FOMA/5G料

金」といいます）と併せて支払うものとします。なお、本サービス利用料の請求方法及び支

払方法については、本規約に別段の定めがある場合を除き、Xi/FOMA/5G料金に係る契約約

款の定めを準用するものとします。 

(5)利用者は、本サービス利用料その他のドコモに対する債務（延滞利息を除きます）につい

てその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日

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第 4号に定める

方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15日以内に支払が

あった場合は、延滞利息の支払を要しません。 

(6)Xi/FOMA/5G契約(5Ｇサービス契約約款に規定するコースＢに係るものを除きます。)を締結

している利用者は、ドコモが本サービス利用料その他の利用者に対する債権をドコモが指定

する第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。 

 

7.本サービスの運用 

(1)ドコモは、本サービスの一時中断のお知らせその他利用者または被検索者等へのお知らせ

を行う場合、ドコモのホームページへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法により行う

ものとします。 

(2)ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規約の内容を変更することがありま

す。この場合、ドコモは前号に従い 1日以上の予告期間をおいてドコモのホームページにお

いて変更後の本規約の内容および変更日を周知するものとし、変更日以降は、変更後の本規

約が適用されるものとします。 

[1]本規約の変更が、利用者または被検索者の一般の利益に適合するとき 

[2]本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当

性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

 

8.禁止事項 

利用者は、本サービスのご利用にあたり、以下に定める行為を行わないものとします。 

(1)本サービスの利用申込時の登録または届出事項につき、虚偽の事実をドコモに届けるこ

と。 

(2)ドコモもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、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。 

(3)被検索者その他第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行

為。 

(4)検索端末を第三者に貸与もしくは譲渡することまたは本サービスサイトを利用させること

により、被検索者の許可、認識なく第三者に位置情報を取得させる行為。 

(5)ドコモの設備に無権限でアクセスすること、過度な負担を与えること、本サービスの提供

を不能にすること、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそ

のおそれのある行為。 

(6)ドコモの営業活動を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為。 

(7)ドコモもしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行

為。 

(8)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。 

(9)本サービスを利用することによって得られる一切の情報を業として利用する行為または方

法のいかんを問わず第三者の利用に供する行為。 

(10)上記の他、法令、本規約、約款等もしくは公序良俗に違反する行為、または違反するおそ

れのある行為。 

 

9.お客さまの情報について 



(1)ドコモは、本サービスでの利用者または被検索者に関する情報の取扱いについて、別途ド

コモの定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します（約款等で別段の

定めがある場合は、当該約款等の定めに従うものとします）。 

(2)本サービスを利用することにより取得した被検索端末の位置情報および当該情報を複製も

しくは出力した媒体は、利用者の責任により注意して管理いただき、ドコモは、その紛失等

により利用者または被検索者その他第三者に損害が生じた場合でも、当該損害について、責

任を負いません。 

(3)ドコモは、被検索者のプライバシー保護のため、被検索者の個人情報、被検索者の

Xi/FOMA/5Gサービスのご契約状況、被検索者の検索設定の状態、検索ができなかった場合

の理由等その他被検索者に関わる一切の情報は、利用者に対し一切開示いたしません。 

(4)ドコモは、本サービスを利用することにより取得した被検索端末の位置情報について、取

得時より 3カ月間を経過したときまたはドコモが定める保存件数の上限を超過したときは、

消去します。 

 

10.通信機器 

本サービスを利用するために利用者または被検索番号の契約者が使用される通信機器、ソフト

ウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器は、利用者または被検索番号の契約者

の費用と責任において準備するものとし、ドコモは、通信環境の不備等による利用障害につい

ては、サポートを行いません。 

 

11.地図データおよび住所データ 

(1)利用者は、本サービスサイトから、被検索端末の位置情報に基づいて作成され、地図デー

タおよび住所データを取得（ダウンロードおよび利用者の iモード対応端末または spモー

ド対応端末への保存をいい、以下同じとします）し、閲覧することができます。 

(2)本サービスで提供する地図データおよび住所データの著作権その他の権利は、株式会社ゼ

ンリンに帰属します。なお、地図データは、承認番号 平 29 情使、第 444-B14 号国土地理

院発行の 50 万分の 1地方図および 2 万 5 千分の 1 地形図を利用しております。 

利用者は、前号に定める利用方法以外に本サービスで提供する地図データおよび住所データ

を利用することができず、また、著作権者の許可なく地図データ（利用者の iモード対応端

末または spモード対応端末に保存されたものを含みます。）の全部もしくは一部を複製、

複写、転載、改変し、または販売、再配布等をすることはできません。 

(3)ドコモは、本サービスで提供する地図データおよび住所データの完全性・有用性・正確

性・即時性等を保証するものではなく、当該データの内容等、ドコモの責によらない事由に

より利用者または第三者に生じた損害については責任を負いません。 

 

12.位置情報の精度等 

(1)被検索端末に搭載される GPS 機能は、衛星からの電波を利用しているため、建物の中、高

層ビル群地帯、高圧線の近く、密集した樹木の近くでは GPS の電波を受信しにくい、また

は受信できない場合があり、このような場合、基地局の情報および端末独自測位機能（当該

位置測位機能を利用可能な設定にしている場合）を用いて測位を行います。また、基地局の

設置状況その他被検索端末の電波状況により基地局情報を正確に測位することができない場

合があります。これらの場合、位置情報と被検索端末の実際の位置に大きな誤差（300m 以

上）が生じることや、被検索端末の位置情報を得られないことがありますのであらかじめご

了承ください。 

(2)被検索端末が GPS 機能搭載の特定 spモード対応端末である場合においても、ドコモが別

に定める端末については、GPS による位置情報を測位することができません。その場合、基

地局情報のみを用いて測位を行います。 

(3)被検索端末が iOS 搭載端末である場合において、端末の操作により利用者からの検索要求

に対して許諾したときは、検索要求に対して許諾した端末の位置情報を用いて測位を行いま

す。 

 



13.本サービスの利用上の制限 

(1)ドコモは、次の場合には、本サービスの全部または一部の提供を中断することがありま

す。この場合、ドコモは、ドコモが適当と判断する方法で事前に利用者にその旨を通知また

はドコモのホームページ上に掲示します。ただし、緊急の場合または止むを得ない事情によ

り通知できない場合は、この限りではありません。 

①本サービスに係るシステムの保守・点検を行う場合 

②火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービ

スの提供ができない場合 

③本サービスに係るシステムの障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合 

④ドコモが、運用上または技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断し

た場合 

⑤その他契約約款に定める場合 

(2)ドコモは、前項により、利用者、被検索者その他第三者に損害が生じたとしても、当該損

害について、本規約または約款等に別に定める場合を除き、責任を負いません。 

 

14.本サービスの変更、追加および廃止 

(1)ドコモは、技術上および業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの全部または一部

を変更または廃止することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載する方

法により、利用者および被検索者に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービ

スの全部が廃止された場合は、当該時点をもって本サービスの提供は自動的に終了するもの

とします。 

(2)ドコモは、前号の規定により本サービスの全部を変更または廃止するときは、変更または

廃止の期日等をドコモのホームページへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法により利

用者および被検索者に周知するものとします。 

(3)ドコモは、第１号の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことにより利用者

または被検索者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。 

 

15.本サービスに関する責任 

(1)本サービスの利用に関連して、利用者と被検索者または第三者との間で紛争等が発生した

場合であっても、利用者は自己の責任で解決するものとし、ドコモは責任を負いません。 

(2)ドコモは、利用者が、第 8 項第 4 号の行為をした結果、利用者以外の者からの検索要求

に対して被検索端末の位置情報を提供したことにより被検索者または第三者に損害が生じた

としても、当該損害について、責任を負いません。 

(3)ドコモは、本サービスを通じて提供される位置情報の完全性・有用性・正確性・即時性等

を保証するものではなく、位置情報の精度等、ドコモの責によらない事由により利用者また

は第三者に生じた損害については責任を負いません。 

(4)ドコモは、上記の他、本サービスの提供に関するシステム上の障害による本サービスの遅

延、変更、中止もしくは廃止または本サービスを通じて提供される位置情報の破損もしくは

滅失その他本サービスに関連して利用者に損害が生じたとしても、当該損害について、本規

約または約款等に別に定める場合を除き、責任を負いません。 

(5)本サービスに関して利用者または被検索者に発生した損害がドコモの故意または重大な過

失による場合、本規約においてドコモを免責し、または責任を制限する規定は適用しませ

ん。 

 

16.反社会的勢力の排除 

(1)お客さまは下記のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない

ことを表明し、保証するものとします。 

[1]自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます）が、暴力団、暴力団員、

暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以

下総称して「暴力団員等」といいます）であること 



[2]お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認

められる関係を有すること 

[3]お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与して

いると認められる関係を有すること 

[4]自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって

するなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

[5]暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること 

[6]お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員または自らの経営に実質的

に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行

わないことを保証するものとします。 

[1]暴力的な要求行為 

[2]法的な責任を超えた不当な要求行為 

[3]取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

[4]風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、ドコモの信用を毀損し、またはドコ

モの業務を妨害する行為 

[5]その他前各号に準ずる行為 

 

17.権利譲渡等の禁止 

利用者は、ドコモの事前の書面による同意なしに、本サービスを利用する権利または本サービ

スを通じて生じた利用者の権利もしくは義務を譲渡し、承継させ、貸与し、または担保に供す

ることはできないものとします。 

 

18.準拠法 

本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

 

19.紛争の解決 

本規約または本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所またはお客さ

まの住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

※第６項第３号に規定するパケット定額サービスは次に定めるものをいいます。 

提供条件書「料金プラン（ギガホ 2等）」に定める「ギガホ 2」「ギガライト 2」「データプラ

ス 2」「ケータイプラン 2」、 

提供条件書「料金プラン（ギガホ等）」に定める「ギガホ」「ギガライト」「データプラス」

「ケータイプラン」、 

提供条件書「パケットパック」に定める「ケータイパック」「らくらくパック」「ベーシックパ

ック」「データ Sパック（小容量）」「データ Mパック（標準）」「データ Lパック（大容

量）」「ウルトラデータ Lパック」「ウルトラデータ LLパック」「ベーシックシェアパッ

ク」「シェアパック 5（小容量）」「シェアパック 10（小容量）」「シェアパック 15（標

準）」「シェアパック 20（大容量）」「シェアパック 30（大容量）」「ウルトラシェアパッ

ク 30」「ウルトラシェアパック 50」「ウルトラシェアパック 100」「シェアオプション」 

提供条件書「ビジネスシェアパック」に定める「ビジネスベーシックシェアパック」「ビジネス

シェアパック 5」「ビジネスシェアパック 10」「ビジネスシェアパック 15」「ビジネスシェ

アパック 20」「ビジネスシェアパック 30」「ビジネスシェアパック 50」「ビジネスシェアパ

ック 70」「ビジネスシェアパック 100」「ビジネスシェアパック 150」「ビジネスシェアパッ

ク 200」「ビジネスシェアパック 250」「ビジネスシェアパック 300」「ビジネスシェアパッ

ク 400」「ビジネスシェアパック 500」「ビジネスシェアパック 700」「ビジネスシェアパッ

ク 1000」「ビジネスシェアパック 1500」「ビジネスシェアパック 2000」「ビジネスシェアパ

ック 3000」「ウルトラビジネスシェアパック 30」「ウルトラビジネスシェアパック 50」「ウ

ルトラビジネスシェアパック 100」 



提供条件書「Xiパケ・ホーダイ フラット」に定める「Xiパケ・ホーダイ フラット」 

提供条件書「Xiパケ・ホーダイ ダブル」に定める「Xiパケ・ホーダイ ダブル」 

提供条件書「Xiパケ・ホーダイ ライト」に定める「Xiパケ・ホーダイ ライト」 

提供条件書「Xiパケ・ホーダイ for ジュニア」に定める「Xiパケ・ホーダイ for ジュニア」 

提供条件書「Xiらくらくパケ・ホーダイ」に定める「Xiらくらくパケ・ホーダイ」 

提供条件書「Xiパケ・ホーダイ for iPhone」に定める「Xiパケ・ホーダイ for iPhone」 

提供条件書「Xiパケ・ホーダイ for ビジネス」に定める「Xiパケ・ホーダイ for ビジネス」 

提供条件書「Xiデータプラン フラット にねん／Xiデータプラン フラット」に定める「Xiデ

ータプラン フラット にねん」「Xiデータプラン フラット」 

提供条件書「Xiデータプラン２ にねん／Xiデータプラン２」に定める「Xiデータプラン２ に

ねん」「Xiデータプラン２」 

提供条件書「Xiデータプラン にねん／Xiデータプラン」に定める「Xiデータプラン にねん」

「Xiデータプラン」 

提供条件書「Xiデータプラン ライト にねん／Xiデータプラン ライト」に定める「Xiデータ

プラン ライト にねん」「Xiデータプラン ライト」 

提供条件書「パケ・ホーダイ フラット」に定める「パケ・ホーダイ フラット」 

提供条件書「パケ・ホーダイ ダブル 2」に定める「パケ・ホーダイ ダブル 2」 

提供条件書「パケ・ホーダイ ダブル」に定める「パケ・ホーダイ ダブル」 

提供条件書「パケ・ホーダイ シンプル」に定める「パケ・ホーダイ シンプル」 

提供条件書「らくらくパケ・ホーダイ」に定める「らくらくパケ・ホーダイ」 

提供条件書「定額データプラン フラット」に定める「定額データプラン フラット」 

提供条件書「定額データプラン スタンダード 2バリュー／定額データプラン スタンダード 2」

に定める「定額データプラン スタンダード 2バリュー」「定額データプラン スタンダード

2」 

提供条件書「定額データプラン スタンダードバリュー／定額データプラン スタンダード」に定

める「定額データプラン スタンダードバリュー」「定額データプラン スタンダード」 

提供条件書「定額データプラン 128Kバリュー／128K」に定める「定額データプラン 128Kバリュ

ー」「定額データプラン 128K」 

FOMAサービス契約約款に定める「定額データプラン HIGH-SPEED」「パケ・ホーダイ」「パケ・

ホーダイフル」「Biz・ホーダイ」 

提供条件書「料金プラン（5Gギガホ等）」に定める「5Gギガホ」「5Gギガライト」「5Gギガ

ホ：法人定期」「5Gギガライト：法人定期」「5Gデータプラス」 

 

以上 

 

株式会社 NTTドコモ 


