-提供条件書「Xi 総合プラン」●「Xi 総合プラン」は、Xi サービス契約約款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。

2014 年 8 月 31 日をもって、「Xi 総合プラン」は新規受付を終了します。
１．サービス概要
「Xi 総合プラン」は、Xi 契約時に選択いただく音声通話ができる料金プランです。「タイプ Xi にねん」と「タイプ Xi」の 2 種類の料金
プランよりお選びいただけます。
２．提供条件
「Xi 総合プラン」の種類について（音声通話が可能な料金プラン）
●タイプ Xi にねん
年間同一回線の継続利用を条件に、「タイプ Xi」と比べて毎月の料金をおトクにご利用いただける料金プランです。
2 年単位での自動更新となり、契約期間（ご利用お約束期間）内での回線解約・料金プラン変更などには、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。
●タイプ Xi
契約期間（ご利用お約束期間）がない料金プランです。
（1）各プランの料金について
①基本使用料
プラン名

基本使用料※1

30 秒あたりの通話料※2

パケット通信料※3

743 円

20 円

0.6 円／KB

1,486 円

20 円

0.6 円／KB

タイプ Xi にねん
タイプ Xi

※1：無料通信分はありません。
※2：デジタル通信（テレビ電話・64K データ通信）料は 36 円となります。
※3：パケット定額サービス未加入の場合
※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。この場合もパケット通信料の対象となりますので、
電波の状態を確認のうえご利用ください。
●「Xi 総合プラン」では、次のパケット定額サービスをご利用いただけます。
◎Xi パケ･ホーダイ ライト◎Xi パケ・ホーダイ フラット◎Xi パケ・ホーダイ ダブル◎Xi パケ・ホーダイ for ジュニア◎Xi らくらくパケ・ホーダ
イ◎Xi パケ・ホーダイ for iPhone◎Xi パケ・ホーダイ for ビジネス
●「Xi 総合プラン」では、次の割引サービスをご利用いただけます。
◎Xi カケ・ホーダイ◎ファミリー割引◎ハーティ割引（タイプ Xi のみに限ります。）
②SMS について
送信する文字数に応じて、1 回あたりの送信料金が異なります。

●SMS 送信料金
1 回あたりの料金
送信文字数
SMS（国内）

国際 SMS

1～70 文字（半角英数字のみの場合 1～160 文字）

3円

50 円

71～134 文字（半角英数字のみの場合 161～306 文字）

6円

100 円

135～201 文字（半角英数字のみの場合 307～459 文字）

9円

150 円

202～268 文字（半角英数字のみの場合 460～612 文字）

12 円

200 円

269～335 文字（半角英数字のみの場合 613～765 文字）

15 円

250 円

336～402 文字（半角英数字のみの場合 766～918 文字）

18 円

300 円

403～469 文字（半角英数字のみの場合 919～1071 文字）

21 円

350 円

470～536 文字（半角英数字のみの場合 1072～1224 文字）

24 円

400 円

537～603 文字（半角英数字のみの場合 1225～1377 文字）

27 円

450 円

604～670 文字（半角英数字のみの場合 1378～1530 文字）

30 円

500 円

※国際 SMS には消費税は加算されません。
●電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合、当社の設備に蓄積した SMS は、一定期間経過後、消
去します。
●上記の他、利用の中止があったときは、既に蓄積されている SMS が消去されることがあります。
●消去された SMS を復元することはできません。
●SMS 送信できる文字数には当社が定める上限があります。
●Xi サービス契約者は、指定した SMS の蓄積を行わないようにすることができます。
３．重要事項（必ずご確認ください）
（1）ISP サービスについて
●インターネット接続サービス（ISP）をご利用の場合は、sp モード、moperaU（U スタンダードプラン）などのインターネット接続サ
ービスの契約が必要となります。
（2）「Xi 総合プラン」全般について
●「Xi 総合プラン」は、発信先・地域・時間帯にかかわらず、一律の課金となります（国際通信、衛星船舶通信を除く）。
●「Xi 総合プラン」は、一律 30 秒単位の課金です（国際通信を除く）。
●新規でご契約の場合や、料金プラン変更の場合は、お申込み当日から新しい料金プランが適用されます。
●「Xi 総合プラン」の基本使用料は、ご利用日数分の日割りで計算します。この場合、1 円未満を切り捨てます。
●ご利用料金については、通話・通信終了時の料金プランが適用されます。
●月をまたがる通信は、原則その通信を終了した月の請求となります。各種通信料割引の適用についても同様となります。
●定期契約のある料金プランを契約中に電話番号保管を利用した場合は、定期契約期間は引き継がれません。電話番号保管解
除時に定期契約のある料金プランを選択する場合、新たに 2 年定期契約の開始となります。
●国際ローミング時の SMS 送信料は 1 通あたり 100 円、航空機ローミングサービスにおける SMS 送信料は 1 通あたり 170 円と
なります。送信文字数は一律最大 70 文字となります。※消費税相当額は加算されません。
●衛星船舶への通話料は 50 円となります。
●NTT 一般電話・公衆電話からの通話料ならびに遠隔操作で留守番電話伝言メッセージを再生する場合等の通話料は、FOMA
と同一となります。

●5G 端末のご購入には、「料金プラン（5G ギガホ等）」のお申込みが必要です。
（3）料金プランの変更について
●同月内の料金プラン変更時は、3 回目から手数料が 1,000 円かかります。
●当日（申込み完了後）から適用の場合、通話料はお申込み完了後からの適用となり、基本使用料はお申込み日からの日割り
での変更となります。変更回数は当月に 1 回加算されます。
●翌月から適用の場合、翌月 1 日より変更後の料金プランが適用されます。変更回数は翌月に 1 回加算されます。
（4）タイプ Xi にねんのお申込みにあたって
●「タイプ Xi にねん」は、2 間同一回線の継続利用が条件となり、料金プランの変更、契約変更および解約のお申出がない場合、
自動更新となります。
●「タイプ Xi にねん」の契約期間は 2 年間（24 か月）とし、お申込み当日から翌月末日まで（ただし、お申込みが 1 日の場合は
当月末日まで）を 1 か月目とします。
●「ハーティ割引」は、同時にご利用できません。
●「タイプ Xi にねん」を名義変更・承継される場合、契約期間を引き継ぎます（解約金はかかりません）。
（5）タイプ Xi にねんの解約金について
●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・定期契約のない料金プランへの変更時などの場合は、解約金
9,500 円が必要となります。（※2016 年 2 月に契約満了を迎えるお客様より、契約満了月の翌月に加え、翌々月も解約金無
料となります。）
●解約金留保について
更新期間をのぞく契約期間内に以下のいずれかに該当した場合、解約金の支払いを留保します。留保期間は定期契約満了月
の前月までとし、留保期間内に解約などを行った場合は留保された解約金のみがかかります。
・定期契約ありの料金プランをご契約中のお客さまが、更新期間以外に「料金プラン（ギガホ等）2」又は「料金プラン（5G ギガ
ホ等）」の料金プランに変更したとき。
・電話番号保管をお申込みいただいたとき。
●解約金免除について
更新期間をのぞく契約期間内又は解約金留保期間内に以下のいずれかに該当した場合、解約金の支払いを免除します。
・「ハーティ割引」の適用を受けた場合
・「Xi 総合プラン」のご契約者又は利用者がお亡くなりなった場合で、当社が確認をしたときの解約の場合
●継続利用期間は、新規にご契約があった日の翌月を１か月目として計算し、毎月更新します。ただし、お申込みが１日の場合は、
当月を１か月目とします。
●契約変更時には、手数料 3,000 円がかかります。
※ドコモオンラインショップは 0 円。
４．その他注意事項
●当社は、「Xi 総合プラン」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、
「Xi 総合プラン」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、「Xi 総合プラン」の全部が廃止された場合は、当該時
点をもって「Xi 総合プラン」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「Xi 総合プラン」の全部を廃止するときは、廃止の期日等を「Xi 総合プラン」のご契約者へ通知します。
また、「Xi 総合プラン」の一部又は全部を廃止したことにより「Xi 総合プラン」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。

※標記の金額は特に記載のある場合を除き「税抜」です。

□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/

■更新履歴
2013 年 8 月 1 日作成
2013 年 10 月 1 日商号変更に伴う社名修正
2014 年 4 月 1 日消費税率変更に伴う表示金額の改定
2014 年 11 月 10 日 SMS 送信料金の変更に伴う修正
2015 年 6 月 1 日ハーティ割引適用時の解約金発生条件について詳細化
2016 年 3 月 7 日定期契約の解約金がかからない月の拡大（2 か月化）に伴う追記
2018 年 8 月 20 日解約金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 10 月 1 日 消費税表記をすべて税抜に統一
2020 年 3 月 25 日 民法改正に伴う改版
提供条件書「Xi 総合プラン」（2020 年 3 月 25 日版）

