‐ 提供条件書「ユビキタスプラン割引」 ‐
 「ユビキタスプラン割引」は、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。

提供条件書「ユビキタスプラン割引」
（以下「本割引サービス」といいます）では、
「ユビキタスプラン
割引」の提供条件について記載します。なお、
「LTE ユビキタスプラン S」「LTE ユビキタスプラン M」
「LTE ユビキタスフラット」「LTE ユビキタスプラン S（⾼速オプション）」「LTE ユビキタスプラン M
（⾼速オプション）」を総称して「LTE ユビキタスプラン」、
「ユビキタスプラン S」
「ユビキタスプラン
M」を総称して「FOMA ユビキタスプラン」といいます。また、
「LTE ユビキタスプラン」
「FOMA ユビ
キタスプラン」を総称して「ユビキタスプラン」といいます。
※ 本割引サービスは 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇（⽕）をもって新規受付を終了します。

1.

サービス概要
本割引サービスは、ユビキタスプラン専⽤の割引サービスです。選択期間（年数）および本割引サービ
スを申込した回線と同じ⼀括請求グループ内のユビキタスプランをご契約の回線数に応じて、ユビキ
タスプランの基本使⽤料を割引します。

（1） 「LTE ユビキタスプラン」割引後の基本使⽤料
かっこ（）内は税込の⾦額を表記

選択
料⾦プラン

⼀括請求グループ内のユビキタスプラン契約回線数

期間
（年数）

1〜99 回線

100〜999 回線

1,000 回線〜

1年

700（770）円

650（715）円

600（660）円

3年

600（660）円

550（605）円

500（550）円

5年

500（550）円

450（495）円

400（440）円

1年

1,500（1,650）円

1,400（1,540）円

1,300（1,430）円

3年

1,350（1,485）円

1,250（1,375）円

1,150（1,265）円

5年

1,200（1,320）円

1,100（1,210）円

1,000（1,100）円

1年

1,900（2,090）円

1,750（1,925）円

1,600（1,760）円

3年

1,700（1,870）円

1,550（1,705）円

1,400（1,540）円

5年

1,500（1,650）円

1,350（1,485）円

1,200（1,320）円

LTE
ユビキタス
プラン S

LTE
ユビキタス
プラン M

LTE
ユビキタス
フラット
※ 「LTE ユビキタスプラン S（⾼速オプション）」「LTE ユビキタスプラン M（⾼速オプション）」契約時は、それぞれ
「LTE ユビキタスプラン S」「LTE ユビキタスプラン M」の⾦額に 200 円（税込 220 円）加算します。

（2） 「FOMA ユビキタスプラン」割引後の基本使⽤料
かっこ（）内は税込の⾦額を表記

選択
料⾦プラン

ユビキタス
プラン S

ユビキタス
プラン M

⼀括請求グループ内のユビキタスプラン契約回線数

期間
（年数）

1〜99 回線

100〜999 回線

1,000 回線〜

1年

700（770）円

650（715）円

600（660）円

3年

600（660）円

550（605）円

500（550）円

5年

500（550）円

450（495）円

400（440）円

1年

1,500（1,650）円

1,400（1,540）円

1,300（1,430）円

3年

1,350（1,485）円

1,250（1,375）円

1,150（1,265）円

5年

1,200（1,320）円

1,100（1,210）円

1,000（1,100）円

（3） 選択期間（年数）と契約回線数
① 選択期間（年数）


お申込みされた⽉の翌⽉を 1 か⽉⽬とし、選択期間ごとにそれぞれ以下の⽇を選択期間満了⽇と
します



現在を起算⽇として選択期間満了⽇までの期間を残期間といいます。
選択期間

1年

3年

5年

選択期間満了⽇

13 か⽉⽬の 1 ⽇

37 か⽉⽬の 1 ⽇

61 か⽉⽬の 1 ⽇

例：選択期間（年数）が 1 年の場合のイメージ。



本割引サービスは選択期間満了⽇をもって⾃動更新します（2020 年 4 ⽉以降も引き続き⾃動更新
します）。

② 契約回線数
契約回線数は⽉末⽇時点における⼀括請求グループ内の「LTE ユビキタスプラン」「FOMA ユビキタス
プラン」契約回線数の合計とします。

2.

提供条件

（1） お申込み条件
本割引サービスは 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇（⽕）をもって新規受付を終了します。
（2） 適⽤時期
① 適⽤開始時期
申込内容

割引適⽤

本割引サービス適⽤中の⼀括請求へ⼦回線（ユビキ

⼀括請求グループへ追加した⼦回線への割引は、当

タスプラン契約回線）を追加した場合

⽉から、適⽤します

（3） 適⽤終了
本割引サービスを適⽤している代表回線について、以下のいずれかに該当する場合適⽤を終了します。
ただし、同⼀⼀括請求グループ内の他の回線を代表回線へ変更した場合は本割引サービスを継続して
適⽤します。



本割引サービスの廃⽌



ご契約回線の解約



名義変更



⼀括請求の廃⽌または本割引サービスを適⽤されていない他の⼀括請求への統合



契約者以外の者の業務の⽤に供され、それが業として⾏われるものと当社が認めるとき

① 適⽤終了時期
申込内容

割引適⽤

 本割引サービスの廃⽌
 ご契約回線の解約

廃⽌⽉当⽉利⽤分まで割引を適⽤します

 ⼀括請求の廃⽌
 名義変更
廃⽌⽉の前⽉利⽤分まで割引を適⽤します
 本割引サービスを適⽤されていない他の⼀括請
求への統合

3.

解約⾦
選択期間内（選択期間満了⽇を含む⽉の前⽉をのぞく）に以下①〜③のいずれかに該当する場合、解約
⾦がかかります。
① 本割引サービスの廃⽌（ご契約回線の解約に伴う廃⽌を含む）
選択期間内に本割引サービスを廃⽌した場合、廃⽌された⽉の前⽉末⽇時点のユビキタスプラン契約
回線数に応じた解約⾦がかかります。
② ユビキタスプラン契約回線数の減少
⼀括請求グループ内の本割引サービス適⽤回線数が、前⽉末⽇時点と当⽉末⽇時点で⽐較し減少した
場合、減少した回線数に応じた解約⾦がかかります*。
*前⽉末⽇時点の本割引サービス適⽤のユビキタスプラン回線数が 2 回線以上の場合、前⽉末⽇時点と当⽉末⽇時点で
⽐較し 3%（少数点以下切り上げ）を超えて減少した場合のみ、解約⾦がかかります。

③ ⼀括請求の統合
本割引サービスを適⽤中の複数の⼀括請求グループを統合する場合、統合元の⼀括請求グループのユ
ビキタスプラン契約回線数に応じた解約⾦がかかります。ただし、統合先の⼀括請求グループに適⽤
中の本割引サービスと、統合元の⼀括請求グループに適⽤中の本割引サービスを⽐較し、
「選択期間が
同じまたは⻑い」かつ「選択期間の残期間が同じまたは⻑い」⼀括請求グループへ統合する場合に限り
解約⾦はかかりません。

④ 解約⾦がかからない場合
前述の「①本割引サービスの廃⽌（回線の解約に伴う廃⽌を含む）」
「②ユビキタスプラン契約回線数の
減少」において、その理由が以下のいずれかに該当する場合、解約⾦はかかりません。


本割引サービスを適⽤中の回線が「IoT プラン」「IoT プラン HS®」への料⾦プラン変更にともな
う廃⽌の場合



本割引サービスを適⽤中の回線が「料⾦プラン（ギガホ２等）」または「料⾦プラン（５G ギガホ
等）」への料⾦プラン変更と同時に「ハーティ割引」の適⽤を受けるとき



ユビキタスプラン契約者がお亡くなりなった場合で、当社が確認をしたとき

（2） 解約⾦額
かっこ（）内は税込の⾦額を表記

選択期間の残期間
1 回線あたりの解約⾦額

4.

1 か⽉超

12 か⽉超

36 か⽉超

〜12 か⽉以内

〜36 か⽉以内

〜60 か⽉以内

2,000（2,200）円

3,000（3,300）円

4,000（4,400）円

割引選択期間（年数）の変更
選択期間（年数）の変更は、お申込みになれません。

5.

その他


「LTE ユビキタスプラン」間で料⾦プランを変更した場合、変更前、変更後の「LTE ユビキタスプ
ラン」に対し本割引サービスを⽇割りで適⽤します。



ユビキタスプランからユビキタスプラン以外の料⾦プランへの料⾦プラン変更をお申込みの場合、
本割引サービスはお申込みの前⽇まで⽇割りで適⽤します。



本割引サービスを適⽤中の回線を名義変更した場合、⼀括請求はしません。



本割引サービスは当社法⼈営業部⾨へお申込みください（ドコモショップ、インフォメーション
センター等では取扱いしておりません）。



当社は、本割引サービスの⼀部⼜は全部を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、本割引サービスのご契約者に対してその旨を周知するものとし
ます。なお、本割引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割引サービスのご契
約は⾃動的に終了するものとします。



当社は、前項の規定により本割引サービスの全部を廃⽌するときは、廃⽌の期⽇等を本割引サー
ビスのご契約者へ通知します。また、本割引サービスの⼀部⼜は全部を廃⽌したことにより本割
引サービスのご契約者に損害が⽣じた場合であっても、責任を負いません。

※ 「IoT プラン HS®」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

□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、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、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≫ https://www.nttdocomo.co.jp/

6.

更新履歴
2015 年 8 ⽉ 28 ⽇ 初版。
2015 年 9 ⽉ 18 ⽇ 注釈追記および削除。
2015 年 10 ⽉ 16 ⽇ 適⽤終了時期および解約⾦について追記。
2016 年 12 ⽉ 1 ⽇ （2）解約⾦額内「契約満了⽉までの残期間」の記載⽅法の統⼀。
2017 年 7 ⽉ 1 ⽇

⽤語の変更および⼀括請求統合に関して追記。

2017 年 10 ⽉ 2 ⽇ 「IoT プラン」提供開始にともなう改版。
2019 年 10 ⽉ 1 ⽇ 消費税率変更にともなう改版。
2020 年 3 ⽉ 25 ⽇

新規受付終了および⺠法改正による改版。

提供条件書「ユビキタスプラン割引」（2020 年 3 ⽉ 25 ⽇版）

