-提供条件書「定額データプラン 128K バリュー／128K」2020 年 3 月 31 日をもって「定額データプラン 128K バリュー／128K」は新規受付を終了させていただきます。
1.サービス概要
「定額データプラン 128K バリュー／128K」は、通信量にかかわらず料金が一定額までとなるデータ通信専用の料金プラ
ンです。「定額データ 128K 割」と組み合わせることでおトクにデータ通信をご利用いただけます。
2.提供条件
(1)料金
（-︓なし）
プラン名

定額データプラン 128K バリュー

割引サービス

定額データプラン 128K
定額データ 128K 割

3,010 円
定額料

3,710 円

割引サービス適用後

割引サービス適用後

（基本使用料）
1,505 円

2,205 円

無料通信分
定額対象外
パケット通信料*1

0.05 円／パケット

定額料
-

（基本使用料）
の日割り
割引サービス契約時
の解約金

9,500 円

月々サポート

対象外

通信速度

受信時最大 128Kbps／送信時最大 64kbps*2

*1 定額対象外アクセスポイント接続時は従量課金とし上限はありません。
*2 通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。またベストエフォート方式による提供となり、実際
の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

(2)定額対象外となる通信
 定額対応以外のアクセスポイントへの通信
 国際通信料（「WORLDWING」）*3
 SMS 通信料など

*3「海外パケ･ホーダイ」対象事業者を利用したパケット通信を行う場合は、「海外パケ・ホーダイ」の料金が適用されます。

(3)ご利用になれないサービス
「定額データプラン 128K バリュー／128K」をご契約の場合、「音声通話」「i モード」「留守番電話サービス」「メロディコー
ル」「キャッチホン」「2in1」「マルチナンバー」はご利用になれません。
(4)ご契約できない（適用不可）サービス
「定額データプラン 128K バリュー／128K」をご契約の場合、「ファミ割 MAX50」「ひとりでも割 50」「ビジネス割 50」「ビ
ジネス通話割引」「オプションパック割引」「（新）いちねん割引」「いちねん割引」「パケットパック（パケット割引サービス）」
「パケット定額サービス」「WORLDCALL いっかつ割引」と同時契約（適用）はできません。
3.FOMA 定期契約型割引サービス「定額データプラン 128K 割」
「定額データプラン 128K 割」は、2 年間同一回線の継続利用をお約束いただくことを条件に「定額データプラン 128K
バリュー／128K」の定額料（基本使用料）を割引するサービスです。
(1)割引適用時期
お申込みいただいた月の料金から適用します。廃止の場合、廃止した月（翌月ご請求）まで割引を適用します。
割引申込時

割引廃止時

回線契約解約時

申込月から適用*4

廃止月まで適用

解約月まで適用

*4 基本プランから定額データプラン 128K（バリュー含む）への変更時に翌月からの適用とされた場合に限り、翌月から適用します。

(2)契約期間
 「定額データプラン 128K 割」を 1 日にお申込みの場合はお申込みの当月を 1 か月目、2 日～月末日にお申込
みの場合はお申込み日～翌月末日までを 1 か月目とし、24 か月目を契約満了月とします。
 廃止のお申出がない場合、自動更新となります。
 定期契約型基本プラン（「デバイスプラス 500」は除きます）へ変更または、「定額データ 128K 割」との間で変更
した場合のみ、定期契約期間を引き継ぎます。
4.解約金
契約満了月の当月・翌月・翌々月以外でのご契約回線の解約、割引サービスの廃止（料金プランの変更）FOMA
への契約変更の場合、継続利用期間にかかわらず、9,500 円の解約金がかかります。
解約金は、お手続き当月のご利用分に対する請求時にあわせて請求させていただきます。なお、各月 1 日でのお手
続きにより解約金が生じた場合のみ、お手続き前月のご利用分とあわせて解約金を請求させていただきます。
(1)解約金免除
以下のいずれかに該当する場合、解約金の支払いを免除します。
 定期契約型基本プラン（「デバイスプラス 500」はのぞく）へ料金プラン変更または契約変更をお申込み
 料金プラン変更と同時に FOMA 定期契約型割引サービス（（新）いちねん割引、いちねん割引はのぞく）また
は「お便りフォトプラン割」をお申込み
 料金プラン変更または契約変更と同時に「ハーティ割引」を適用

(2)解約金保留
以下のいずれかのお申込みがあった場合、解約金のご請求を変更時における残りの契約満了月まで保留します。
 「FOMA 従量データプラン」への料金プラン変更をお申込み
 「タイプ 2in1」をお申込み
(3)保留した解約金のご請求
保留期間内に以下のいずれかのお申込みがあった場合、保留した解約金をご請求します。
 ご契約回線の解約（「タイプ 2in1」B ナンバー廃止を含む）。
 定期契約型料金プラン以外への変更
 FOMA 定期契約型割引サービスまたは「お便りフォトプラン割」の廃止、「(新)いちねん割引」へ変更
5.契約変更・料金プラン変更
(1)契約変更（FOMA⇔Xi 間の変更）
契約変更時には、手数料 3,000 円かかります※ドコモオンラインショップは 2,000 円。
①契約変更時の適用開始時期と料金
変更前

変更後
「カケホーダイプラン」（Xi）
「カケホーダイライトプラン」（Xi）

「定額データプラン
128K バリュー／

変更当月のプランの適用と料金
・当日から変更後のプランを適用します
・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります
・申込当日から変更後のプランを適用します

「データプラン」（Xi）

128K」

・当月のご利用分の基本使用料は「データプラン」
（Xi）として再計算します*5

「お便りフォトプランフラット」

・申込当日から変更後のプランを適用します
・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります

「カケホーダイプラン」
（Xi）
「データプラン」
（Xi）
「Xi データ
通信専用プラン」

「定額データプラン

・申込当日から変更後のプランを適用します

128K バリュー／128K」

・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります

「Xi 総合プラン」
「お便りフォトプランフラッ
ト」
*5「データプラン」（Xi）初回お申込み時かつ「パケットパック」をお申込み（シェアグループ参加を含む）いただいた場合のみ適用します。
「パケットパック」のお申込みがない場合、もしくはデータプラン（Xi）のお申込みが 2 回目以降の場合は変更前、変更後それぞれの
プランの料金がかかります。

(2)料金プラン変更（FOMA 間の変更）同月内の料金プランの変更には、3 回目から手数料 1,000 円がかかります。

①料金プラン変更時の適用開始時期と料金
変更前

変更後

変更当月のプランの適用と料金

「カケホーダイプラ

・申込当日から変更後のプランを適用します

ン」（FOMA）

・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります

「データプラン」
（FOMA）

・申込当日から変更後のプランを適用します*6
・当月のご利用分の基本使用料は「データプラン」
（FOMA）として再計算します*7

「定額データプラン
スタンダード 2 バリ
「定額データプラン
128K バリュー／128K」

ュー／スタンダード

・変更後の料金プランは翌月から適用します

2」
「FOMA 総合プラ
ン」
「FOMA 従量デー
タ
プラン」

・申込当日から変更後のプランを適用します
・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります。

「FOMA 従量
データプラン」
「定額データプラン
スタンダード 2 バリュー
／スタンダード 2
「定額データプランフラットバリュー／フラット」

「定額データプラン
128K バリュー／
128K」
・申込当日から変更後のプランを適用します*6

「カケホーダイプラン」（FOMA）

・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります
・申込当日から変更後のプランを適用します*6

「データプラン」（FOMA）
「定額データプラン
スタンダードバリュー／スタンダード」
「定額データプラン
HGH-SPEED バリュー／
HIGH-SPEED」

・変更後の料金プランは翌月から適用します

・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります
「定額データプラン
128K バリュー／
128K」

・申込当日から変更後のプランを適用します。
・変更前、変更後それぞれのプランの料金がかかります

「FOMA 総合プラン」
「FOMA 従量データプラン」
*6 翌月からの適用をお選びいただくことも可能です。その場合、お申込み当月は変更前のプランの料金、お申込み翌月以降は変更後のプ
ランの料金がかかります。
*7「データプラン」（FOMA）初回お申込み時かつ「パケットパック」をお申込み（シェアグループ参加を含む）いただいた場合のみ適用し
ます。「パケットパック」のお申込みがない場合、もしくはデータプラン（FOMA）のお申込みが 2 回目以降の場合は変更前、変更後
それぞれのプランの料金がかかります。

6.重要事項（必ずご確認ください）
 ネットワークの混雑状況によって通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。また、特にご利用の多いお
客さま（当日を含む直近 3 日間のパケット通信量が 300 万パケット以上）は、それ以外のお客さまと比べて通信が
遅くなることがあります。なお、一定時間内または 1 接続で大量のデータ通信があった場合、長時間接続した場合、
一定時間内に連続で接続した場合は、その通信が中断されることがあります。
 当社は、上記の条件で本プランを提供するため、トラヒック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、通信に関し
て、当社が定めるソフトウェアまたは通信プロトコルを利用して行う通信を制限する措置をとることがあります。
 「mopera U」「sp モード」等本プラン対応のプロバイダ契約が別途必要です。
 お使いの機種によって搭載するソフトウェアのバージョンアップやアプリケーションのご利用、また、バックグラウンドで自
動的に通信する機能により大容量データを送受信することがあります。
 電波が不安定な状況で通信を行うと、データの送受信を繰り返す場合があります。
送受信を繰り返したデータもパケット通信料の対象となりますので、電波の状況を確認のうえ、ご利用ください。
 「定額データプラン 128K バリュー／128K」は VoIP、ファイル交換ソフトなど、一部ご利用いただけない場合があり
ます。
 FOMA 定額データプランは、「ファミリー割引」「ずっとくりこし」、「ビジネス通話割引」・「オフィス割引」における「2 か
月くりこし」、および共有などの各種割引サービスと重複してご利用いただけますが、「FOMA 定額データプラン」の定額
料（基本使用料）、パケット通信料、定額通信上限額は各種割引サービスの対象外です。
 FOMA 総合プランと FOMA データ通信専用プラン間のプラン変更時には、変更前のプランでご利用可能な無料
通信分（無料パケット数）は、変更後のプランへの適用・引継ぎは行えません。
 FOMA 定額データプランと同時に「mopera U」をご契約いただいた場合、接続先を定額対応アクセスポイントに
限定する接続先限定のお申込みが可能です。すでに接続先限定をお申込みのお客さまが、定額対応以外のアクセ
スポイントのご利用を希望される場合は、ドコモインフォメーションセンター（151）またはお近くのドコモショップへお問い
合わせください。
 「mopera U」の接続先限定をお申込みの方も、接続先限定を解除せずに国際ローミングをご利用いただけます。
ただし、HT-02A、HT-01A、HT-1100、htcZ を利用される場合や、パソコン等で接続ソフトを利用する場合につい
ては接続先限定を解除し、従量制アクセスポイントへ変更する必要があります。また、日本に帰国したときには定額対
応アクセスポイントへの設定変更が必要となります。
 「お便りフォトサービス」をご利用される場合は、接続先限定の解除または「お便りフォトサービス」対応の APN の追
加をお申出ください。
 接続先限定をお申込みいただいた場合、「sp モード」や他社プロバイダ接続はご利用いただけなくなります。「sp モ
ード」や他社プロバイダ接続をご利用になる場合は、接続先限定の解除をお申出ください。

 スマートフォンまたはタブレットをお使いで「FOMA 料金プラン」と「FOMA データ通信専用プラン」との間のプラン変更
時には、お使いの機種の電源を切り、再接続願います。
 月をまたがる通信は、原則その通信を終了した月の利用分としての請求となります。
 お支払期限日を過ぎた料金がある場合、ご注文によってはお申込みを受付できませんのでご了承ください。
 「デバイスプラス」への変更はできません。
7.用語
用語

料金プラン／割引サービス

「定期契約型基本プラン」

「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「データプラン」「デバイスプラス 500」

「Xi 総合プラン*8」

「タイプ Xi にねん」「タイプ Xi」

「Xi データ通信専用プラン*8」

「Xi 定期契約型料金プラン*8」

「Xi データプランフラットにねん」「Xi データプランライトにねん」「Xi データプラン 2 にねん」「Xi データ
プランにねん」「Xi データプランフラット」「Xi データプランライト」「Xi データプラン 2」「Xi データプラン」
「タイプ Xi にねん」「Xi データプランフラットにねん」「Xi データプランライトにねん」「Xi データプラン 2
にねん」「Xi データプランにねん」

「FOMA 総合プラン」

「FOMA 新料金プラン」「FOMA 旧料金プラン*8」

「FOMA データ通信専用プラン」

「FOMA 定額データプラン」および「FOMA 従量データプラン」の全料金プラン
「FOMA 定額データプランフラットバリュー／フラット*8」「FOMA 定額データプランスタンダード 2 バ

「FOMA 定額データプラン」

リュー／スタンダード」「FOMA 定額データプラン 128K バリュー／128K」「FOMA 定額データプラ
ンスタンダードバリュー／スタンダード*8」「FOMA 定額データプラン HIGH-SPEED バリュー／
HIGH-SPEED*8」
「データプラン SS バリュー」「データプラン SS」「データプラン S バリュー」「データプラン S パケットプラ

「FOMA 従量データプラン」

ス」「データプラン M バリュー」「データプラン M パケットプラス」「データプラン L バリュー」「データプラン
L パケットプラス」「データプラン LL バリュー」「データプラン LL パケットプラス」

「FOMA 定期契約型割引
サービス」

「定額データスタンダード割*8」「定額データスタンダード割 2」「定額データ 128K 割」「定額デー
タ割*8」「ファミ割 MAX50」「ひとりでも割 50」「ビジネス割 MAX50」「オフィス割 MAX50*8」
「（新）いちねん割引」「いちねん割引*8」*

*8 新規受付を終了した料金プラン、割引サービス。

□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、料金その他の提供条件は、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。なお、提供条件書に記載している以外の提
供条件については、「Xi 契約約款」および「FOMA 契約約款」の規定を適用します。
各契約約款の詳細は、当社のホームページでご確認いただけます。
≪株式会社 NTT ドコモホームページ≫https://www.nttdocomo.co.jp/

■更新履歴
2013 年 8 月 1 日

初版

2014 年 4 月 1 日

「FOMA 定額データプラン 128K バリュー／128K」を分冊

2014 年 5 月 30 日

「カケホーダイプラン」「データプラン」「デバイスプラス」提供開始に伴う改版

2014 年 9 月 1 日

Xi 一部料金プラン新規受付終了に伴う改版

2014 年 11 月 19 日 基本プランへの初回変更時の料金について適用条件を追記
2015 年 6 月 1 日

「ずっとくりこし」提供開始およびドコモコネクションマネージャ提供終了に伴う改版

2015 年 12 月 1 日

電波法に基づく規則改正により、M1000 に関する記載を削除

2016 年 3 月 7 日

定期契約型料金プランの解約金がかからない月の拡大（2 か月化）に伴う改版

2016 年 7 月 26 日

定期契約期間の引き継ぎについて追記

2018 年 8 月 20 日

解約金の請求タイミングについて追記

2019 年 3 月 1 日

定期契約型料金プランの解約金がかからない月の拡大（3 か月化）に伴う改版

2019 年 5 月 22 日

「定額データプラン 128K バリュー／128K」新規受付終了に伴う改版

2019 年 9 月 20 日

消費税表記をすべて税抜に統一
提供条件書「定額データプラン 128K バリュー／128K」
（2019 年 9 月 20 日版）

