提供条件書「docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン/無料キャンペーン」

●「docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン/無料キャンペーン」は、5G サービス契約約款、Xi サービス契
約約款及び FOMA サービス契約約款（以下、「契約約款」といいます）並びに本提供条件書で規
定する利⽤上の条件に従って提供されます。本提供条件書は、契約約款の⼀部を構成します。
●本提供条件書に記載の料⾦プラン、割引サービス、パケット定額サービスその他当社が提供するサービ
スは、当社の契約約款、利⽤規約、ご利⽤規則⼜は提供条件書等に定めるものをいいます。

1. キャンペーン内容
キャンペーン受付期間内に 2.に規定する対象料⾦プラン若しくは対象パケット定額サービス及び対象
ISP のご契約（以下「適⽤条件」といいます）があるサービス契約者を対象に「docomo Wi-Fi ISP オ
プションサービス」の利⽤料⾦⽉額 300 円（税別）を無料とする「docomo Wi-Fi 無料キャンペーン」
及び「docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン」を提供します。
「docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン」及び「docomo Wi-Fi 無料キャンペーン」を総称して、以
下「本キャンペーン」といい、提供条件書「docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン/無料キャンペーン」を
以下、「本提供条件書」といいます。
２．提供条件
docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン

docomo Wi-Fi 無料キャンペーン

割引対象

「docomo Wi-Fi ISP オプションサービス」利⽤料⾦

割引内容

利⽤料⾦が無料

対象
料⾦プ
ラン

適
⽤
条
件

対象パ

以下のいずれか

以下のいずれか

・docomo Wi-Fi 永年無料キャンペー

・ギガホ、ギガライト、データプラス、ケータ

ン対象料⾦プラン（※1）

イプラン

・docomo Wi-Fi 永年無料キャンペー

・ギガホ２、ギガライト２、データプラス

ン対象パケット定額サービス（※2）

２、ケータイプラン２
・５G ギガホ、５G ギガライト、５G デー

ケット

タプラス、５G ギガホ︓法⼈定期、５G

定額サ

ギガライト︓法⼈定期

ービス
以下のいずれか

以下のいずれか

・sp モード

・sp モード

対象

・moperaU サービス（Ｕスタンダードプ

・moperaU サービス（Ｕスタンダードプ

ISP

ラン、U スーパーライトプラン⼜はシンプル

ランに限ります）

プランに限ります）

・ビジネス mopera インターネットサービス

・ビジネス mopera インターネットサービス

・個⼈名義のご契約︓
ギガホ、ギガライト、データプラス、ケー
タイプラン︓2019 年 5 ⽉ 22 ⽇〜
2020 年 6 ⽉ 30 ⽇
ギガホ２、ギガライト２、データプラス
受付期間

2012 年 9 ⽉ 1 ⽇〜

２、ケータイプラン２、５G ギガホ、５
G ギガライト、５G データプラス︓
2019 年 5 ⽉ 22 ⽇〜（※3）
・法⼈名義のご契約︓
2019 年 5 ⽉ 22 ⽇〜2021 年 12
⽉ 31 ⽇
・個⼈名義のご契約︓
ギガホ、ギガライト、データプラス、ケー
タイプラン︓2019 年 6 ⽉ 1 ⽇〜
2020 年 6 ⽉ 30 ⽇

適⽤期間

2012 年 9 ⽉ 1 ⽇〜適⽤条件を満た
す限り、永年無料

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、５G ギガホ、５
G ギガライト、５G データプラス︓
2019 年 6 ⽉ 1 ⽇〜（※3）
・法⼈名義のご契約︓
2019 年 6 ⽉ 1 ⽇〜2021 年 12
⽉ 31 ⽇

(※1) docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン対象料⾦プラン
「Xi 基本プラン」「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」「Xi データプラン ラ
イト にねん」「Xi データプラン ライト」「定額データプラン フラット」「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」
(※2) docomo Wi-Fi 永年無料キャンペーン対象パケット定額サービス
「パケ・ホーダイダブル」「パケ・ホーダイシンプル」「パケ・ホーダイダブル 2」「パケ・ホーダイフラット」
「らくらくパケ・ホーダイ」パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイフル」「Biz・ホーダイ」「Xi パケ・ホーダイ for
ビジネス」「Xi らくらくパケ・ホーダイ」「Xi パケ・ホーダイ for ジュニア」「Xi パケ・ホーダイ for
iPhone」「Xi パケ・ホーダイ ダブル」「Xi パケ・ホーダイ フラット」「Xi パケ・ホーダイ ライト」「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」
「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」
(※3) 個⼈名義で「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」「５G ギガホ」
「５G ギガライト」「５G データプラス」をご契約中のお客さまは、docomo Wi-Fi 無料キャンペ
ーンの終了時期は未定です。終了時期は、終了の 1 か⽉前までに当社ホームページ等でご案
内いたします。
3. 申込み
本キャンペーンは申込不要です。受付期間中に条件を満たした場合⾃動的に適⽤します。
4. 適⽤時期
適⽤条件を満たす申込があった当⽉から適⽤します。ただし、対象料⾦プランへおよび対象パケット定
額サービスの変更予約を申込みし、申込当⽉に以下いずれかに該当した場合は適⽤対象外とします。
・対象料⾦プランおよび対象パケット定額サービスへの変更予約の取り消し
・docomo Wi-Fi ISP オプションサービスの廃⽌
5. 重要事項（必ずご確認ください）
(1)利⽤規則に基づき docomo Wi-Fi ISP オプションサービスの利⽤料⾦について 31 ⽇間無料が
適⽤となっている場合、本キャンペーンの適⽤条件を満たすこととなった時点から、本キャンペーンの
みが適⽤されます。
(2)⽉途中で本キャンペーンの適⽤条件に合致した場合、当⽉の docomo Wi-Fi ISP オプションサ
ービスの利⽤料⾦から無料になります（⽇割り料⾦は発⽣しません）。
(3)次の場合、本キャンペーンの適⽤は終了となります。
・対象パケット定額サービスもしくは対象料⾦プランの解約・廃⽌、または適⽤条件対象外の料
⾦プランもしくはパケット定額サービスへの変更をお申込みされた場合
・対象 ISP を廃⽌された場合
(4)⽉途中で本キャンペーンの適⽤が終了となった場合でも、当⽉の docomo Wi-Fi ISP オプション
サービスの利⽤料⾦は無料となります（⽇割り料⾦は発⽣しません）。

(5) docomo Wi-Fi 無料キャンペーンの適⽤を受けている場合、docomo Wi-Fi 無料キャンペー
ンの適⽤期間終了⽇をもって、利⽤規則に基づく docomo Wi-Fi ISP オプションサービスの利⽤
契約を解除します。また、docomo Wi-Fi 無料キャンペーン適⽤期間終了後は docomo WiFi ISP オプションサービスには申込いただけません。
(6)本提供条件書に定めるキャンペーンについて、新規受付を停⽌する場合があります。
□本提供条件書について
●当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合には、変更後の提供条
件書の記載事項によります。
●本提供条件書の記載事項を変更する場合は、個別に通知する⽅法または当社のホームページに
掲⽰する⽅法により説明します。
●最新の提供条件書、および各契約約款、利⽤規約、ご利⽤規則は、当社のホームページに掲載
しますので、ご確認ください。
≪株式会社 NTT ドコモホームページ≫http://www.nttdocomo.co.jp/
更新履歴
2020 年 3 ⽉ 25 ⽇ 初版
2020 年 6 ⽉ 25 ⽇ 改版
（2020 年 6 ⽉ 25 ⽇版）

