
 

-提供条件書「ビジネスシンプル」- 

 

１．サービス概要 

「ビジネスシンプル」は、「ビジネス割 50」「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」「タイプ Xi に

ねん」のいずれかと、「ビジネス通話割引」をセットでお申込みいただいた場合のサービスの総称です。グループ内への国

内通話が 24時間定額、無料通信分が 2か月くりこした後、さらにわけあえる（ビジネス通話割引）などおトクになります。さ

らに FOMA料金プランの場合、基本使用料がいきなり 50％割引（ビジネス割 50）となります。 

 

２．提供条件 

（１）対象となる料金プラン 

【ビジネス割 50 *1】 

FOMA 料金プラン 

【ビジネス通話割引】 

FOMA料金プラン、「カケホーダイプラン*2」「カケホーダイライトプラン*2」「シンプルプラン*2」「タイプ Xi にねん*2*3*4」 

 

*1：2年単位で同一回線を継続利用いただくことが条件となり、廃止のお申出がない場合、自動更新となります。更新後

を含む契約期間中に「ビジネス割50」の廃止、ご契約回線を解約される場合は、継続利用期間にかかわらず1回線

あたり 10,260円（税抜 9,500円）の解約金がかかります。ただし、契約満了月の翌月・翌々月はかかりません。 

*2：2年単位で同一回線を継続利用いただくことが条件となり、料金プランの変更、契約変更および解約のお申し出が

ない場合、自動更新となります。更新後を含む契約期間中にご契約回線の解約、定期契約型基本プラン以外への

変更などの場合は、10,260円（税抜 9,500円）の解約金がかかります。ただし、契約満了月の翌月・翌々月はかかり

ません。 

*3：「タイプ Xi にねん」は 2014年 8月 31日をもって新規受付を終了しました。 

*4：FOMA からの契約変更時に「ビジネス割 50」が未契約かつ継続利用期間が 10 年超のご契約回線、または「タイプ

Xi にねん」の契約期間更新時もしくは「タイプ Xi」から「タイプ Xi にねん」変更時に継続利用期間が 10年超となるご

契約回線のお客さまなどは、契約期間が 1年単位かつ解約金が 3,240円（税抜 3,000円）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。） 

 

（２）料金詳細 

＜基本使用料割引＞ 

   FOMA料金プランは、「ビジネス割 50」の契約で、基本使用料が 50％OFF となります。 

 

  ＜通話・通信料割引＞ 

割引対象回線数（1 グループの回線数）*1 2～30 回線 31～100 回線 101～1,000 回線 

割引対象 

項目 

定額料（1 回線あたり）*2 無料 
515円（税抜 477 円） 

／月 

720円（税抜 667 円） 

／月 

グループ内 
国内通話 24時間定額*6 

※グループ内への国内テレビ電話通信料は 60％OFF。 ｉモードメール*3 

グループ外 国内通話 

10％OFF 20％OFF 30％OFF 

ＳＭＳ*4 

WORLD CALL 

通話通信料*4 

従量パケット通信*5 

※「グループ」とは Xi・FOMA回線を対象とする同一「ビジネス通話割引」グループをさします。 



 

*1：「カケホーダイプラン」の回線数も含みます。 

*2：「ビジネス通話割引」グループ内の全回線に対して定額料がかかります。 

「カケホーダイプラン」「Xi カケ・ホーダイ」をご契約の場合は、「ビジネス通話割引」の定額料はかかりません（「カケホー

ダイライトプラン」「シンプルプラン」は定額料がかかります）。 

*3：同一「ビジネス通話割引」グループ内の国内 iモードメールのみパケット通信料が無料となります。spモードでのメール

送受信など一部無料対象外のメールがあります。 

*4：「カケホーダイプラン」は対象外となります。 

*5：「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」は対象外となります。また、海外でのご利用も対象

外となります。 

*6：「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」も同一「ビジネス通話割引」グループへ加入するこ

とで、グループ内の相互の国内通話が定額となります（「カケホーダイライトプラン」の場合、5 分を超える通話も定額と

なります）。 

 

（３）契約期間について 【ビジネス割 50】 

①2年単位で同一回線を継続利用いただくことが条件となり、廃止のお申出がない場合、自動更新となります。 

   ②「ビジネス割 50」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。 

   ③更新後を含む契約期間中に割引サービスの廃止、ご契約回線の解約の場合は、継続利用期間にかかわらず 

1回線あたり 10,260円（税抜 9,500円）の解約金がかかります。ただし、契約満了月の翌月・翌々月はかかりません。 

（※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。） 

 

（４）割引の適用時期 【ビジネス割 50・ビジネス通話割引共通】 

※｢ビジネス割 50｣の廃止、｢ビジネス通話割引｣対象外プランへのプラン変更、｢ビジネス通話割引｣グループに属する回

線が 1回線となった場合、｢ビジネス通話割引｣は自動的に廃止となります。 

 

① ビジネス割 50」の適用・廃止時期について 

ビジネス割 50 基本使用料割引 

割引サービスのお申込み お申込み後から*1 

割引サービスの廃止 廃止した月末まで*2 

対象外プランへの変更 変更前日まで*3 

回線の解約 解約日前日まで*4 

*1：「ビジネス割 50」は、お申込みいただいた日から適用対象となります。 

*2：廃止をお申込みの場合、廃止された月（翌月請求）まで割引を適用します。 

*3：「ビジネス割 50」対象外プランへ変更する場合、プラン変更前日まで割引が適用されます。 

*4：回線契約を解約の場合は、解約日前日まで日割りで適用します。 

 

② 「ビジネス通話割引」の適用・廃止時期について 

ビジネス通話割引 通話・通信料割引 

割引サービスのお申込み お申込み後から、または翌月から*5 

割引サービスの廃止 廃止した月末まで*6 

割引サービスのグループ変更 お申込み翌月から*7 

回線の解約 解約日まで 

*5：「ビジネス通話割引」のお申込みにあたっては、｢お申込み後からの適用｣「翌月からの適用」をお選びいただけま

す。 

 

＜お申込み後からの適用の場合＞ 

「ビジネス通話割引」グループ内への対象通話・通信は、お申込み後から適用となり、「ビジネス通話割引」グループ

外への対象通話・通信は、お申込みいただいた月の月初に遡り適用となります。 



*6：「ビジネス通話割引」を廃止する場合、当月末日まで割引が適用されます（「ビジネス通話割引」の定額料も 1 か月

分かかります）。 

*7：「ビジネス通話割引」グループを変更した場合、当月末日までは変更前グループでの適用となります。また、｢オフィ

ス割引｣｢ファミリー割引｣｢ビジネス通話・ホーダイ｣「ゆうゆうコール」から「ビジネス通話割引」へ変更される場合は

｢翌月からの適用｣となります。 

 

（５）定額料について 【ビジネス通話割引】 

①1グループの回線数が 2～30回線の場合は定額料は必要ありませんが、31～100回線の場合は 1回線につき定額 

料 515円（税抜 477円）、101回線以上の場合は 1回線につき定額料 720円（税抜 667円）が必要となります。また、

「カケホーダイプラン」「Xi カケ・ホーダイ」の場合は、定額料はかかりません（「カケホーダイライトプラン」「シンプルプ

ラン」の場合は定額料がかかります）。 

②定額料・割引率は、当月に割引が適用される回線数により決定いたします（当月中に解約･廃止、および｢お申込み

後からの適用｣にてお申込みの場合も、回線数に含みます）。また、「カケホーダイプラン」の場合も回線数に含みま

す。 

③｢ビジネス通話割引｣グループ内の回線数の増減により、定額料・割引率が変動する場合があります。 

④｢ビジネス通話割引｣の定額料は、ご利用日数にかかわらず、日割りで計算されません。ただし、新規契約（MNP含む）

と同時にお申込みの場合に限り、お申込み月の定額料は日割りされます。 

⑤「ビジネス通話割引」の定額料は各種割引サービス・無料通信分の対象外です。 

 

（６）無料通信分のくりこし*と共有について 【ビジネス通話割引】 

*「ビジネス通話割引」ご契約回線の無料通信分は、「ずっとくりこし」の対象外です。 

①2 か月くりこしてあまった無料通信分を、同一「ビジネス通話割引」グループ内の一括請求内でわけあうことができま

す。 

＜共有イメージ＞ 

 

 

②2 か月くりこした後のあまった無料通信分（使い切らず無効となる分）は、同一「ビジネス通話割引」グループの一括

請求グループ内において、超過した各回線の通話・通信料(無料通信分の超過分)の割合に応じて按分し適用します。

「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」「タイプ Xiにねん」にも適用されます。適用しきれな

かった無料通信分は無効となります。 

③パケット定額サービスをご契約の場合、定額対象のパケット通信には、無料通信分が適用されません。 

 

（７）グループ内の iモードメール無料について 【ビジネス通話割引】 

①同一「ビジネス通話割引」グループ内の国内 iモードメールのみ、パケット通信料が無料となります。 

②iモード対応機種利用かつ iモードをご契約の場合のみ無料対象となります。 

③次の場合は、無料対象外となります。 



◎sp モードでのメール送受信  ◎ショートメッセージサービス（SMS） ◎「2in1」の B アドレスによるメール送受信 

◎同報メール送信時に、送信先に同一「ビジネス通話割引」グループ以外の回線のメールアドレスが含まれている

場合 ◎Web メール  ◎iモードメールの送信・受信が完了しなかった場合など 

④同一「ビジネス通話割引」グループ内回線のメールアドレスを変更された場合でも、グループ内メール送受信料は、

継続して無料対象となります。 

 

（８）お申込み対象外となる回線の種類 【ビジネス割 50・ビジネス通話割引共通】 

◎個人名義のご契約回線 ◎マルチナンバーご契約回線* 

 

（９）同時に利用できないサービス 【ビジネス割 50・ビジネス通話割引共通】 

【ビジネス割 50】 

◎｢オフィス割 MAX50｣ ◎｢オフィス割引｣ ◎｢ビジネス割引｣* ◎｢（新）いちねん割引｣ ◎｢いちねん割引｣ 

◎｢継続利用割引サービス｣  ◎｢パケットパック｣ ◎基本プラン向け「パケットパック」 

   *「ビジネス割引」の一括請求グループ内回線に「ビジネス割 50」を申込んだ場合、「ビジネス割 50」のみ適用。 

【ビジネス通話割引】 

◎｢オフィス割引｣ ◎｢ビジネス割引｣*1  

◎「継続利用割引サービス」 ◎「ビジネス通話・ホーダイ」 ◎「通話料いっかつ割引」*1 ◎「ゆうゆうコール」 

◎「WORLD CALLいっかつ割引」*2 ◎「包括回線割引」*1 ◎｢パケットパック｣ 

*1：「ビジネス割引」「通話料いっかつ割引」「包括回線割引」の一括請求グループ内回線に「ビジネス通話割引」を申

込んだ場合、「ビジネス通話割引」のみ適用。 

*2：同時にお申込みになれますが、FOMAの WORLD CALLの通話・通信料のみ「WORLD CALLいっかつ割引」を適

用いたします。 

 

（１０）適用対象外となる料金 【ビジネス割 50・ビジネス通話割引共通】 

【ビジネス割 50】 

次の料金は割引の対象外です。 

◎各パケット定額サービスの定額料・上限額 ◎「パケットパック」の定額料 ◎「タイプ 2ｉｎ1」基本使用料 ◎iモード

など付加機能の月額使用料 ◎コンテンツ使用料／情報料 ◎「ケータイ補償 お届けサービス/ケータイ補償サー

ビス」の月額料金 など 

 

【ビジネス通話割引】 

次の料金は割引の対象外です。 

◎各パケット定額サービスの定額料・上限額 ◎「Xiカケ・ホーダイ」定額料 ◎WORLD WING通話・通信料 

◎国際 SMS ◎コレクトコール（106） ◎電報（115） ◎電話番号案内（104）* ◎（0570）（0180）から始まる番号へ

の通話料 ◎「ケータイ補償 お届けサービス/ケータイ補償サービス」の月額料金 など  

*電話番号案内（104）の通話料は割引適用対象ですが、案内料は割引適用対象外となります。 

 

３．重要事項（必ずご確認ください） 

【ビジネス割 50】 

（１）ご利用にあたって 

●法人名義で回線ごとのお申込みが必要です。FOMA料金プランが対象です。 

●「ビジネス割 50」は、2年間のご利用をお約束いただいた場合に、基本使用料を 50％割引するサービスです。 

廃止のお申出がない場合、自動更新となります。なお、「ご利用額お知らせメール」をお申込みの場合、自動更新

時期にその旨をお知らせいたします。「ご利用額お知らせメール」は「ご利用料金の確認」サイトよりお申込みいた

だけます。 

 

（２）契約期間と解約金について 

    ●「ビジネス割 50」契約満了月の翌月・翌々月以外での割引サービスの廃止、ご契約回線の解約の場合は、継続

利用期間にかかわらず 1 回線あたり 10,260 円（税抜 9,500 円）の解約金がかかります（「（新）いちねん割引」の



お申込みと同時に「ビジネス割 50」を廃止する場合も解約金がかかります）。 

（※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。） 

●継続利用期間が 10年超となった場合でも、「ビジネス割 50」は「（新）いちねん割引」（契約期間 1年単位で 

自動更新、更新後を含む契約期間内の途中解約金 3,240円（税抜 3,000円））へ移行しません。 

●「ビジネス割 50」対象外プランへ変更する場合も解約金がかかります。「定額データプラン スタンダード 2」「定額

データプラン１２８K」へのプラン変更と同時に「定額データプラン スタンダード割 2」「定額データ １２８Ｋ割」をお

申込みされた場合、解約金はかかりませんが、「ビジネス割 50」の契約期間は引き継がれません。 

●「ビジネス割 50」の廃止と同時に「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」へ変更する場合、解約金はか

かりません。また、「データプラン」へ変更する場合、解約金はかかりませんが、「ビジネス割 50」の契約期間は引

継がれません。 

●「（新）いちねん割引」「いちねん割引」「オフィス割 MAX50」のご契約回線に「ビジネス割 50」をお申込みの場合、

「（新）いちねん割引」「いちねん割引」「オフィス割 MAX50」の解約金はかかりません。また、「オフィス割 MAX50」

の契約期間（24 か月）は引き継がれますが、「（新）いちねん割引」「いちねん割引」の契約期間（12 か月）は引き

継がれません。 

●「ビジネス割 50」ご契約の回線を、月途中に FOMA 料金プランから「基本プラン」へ変更した場合、初回のみ月初

にさかのぼり「基本プラン」が適用となります（「ビジネス割 50」の割引は非適用になります）。 

 

（３）計算方法などについて 

●基本使用料の割引額については、割引率（50％）を乗じた額の 10円未満を四捨五入します。 

●料金プランの基本使用料に含まれる無料通信分は、割引後も変わりません。 

●月途中で以下のご注文をされた場合は、割引額を日割計算し、1円未満を切り上げます。 

◎料金プランの変更 ◎契約変更 ◎ご利用回線の解約・電話番号保管・名義変更（即時精算時） 

 

【ビジネス通話割引】 

（１）ご利用にあたって 

●法人名義で回線ごとのお申込みが必要です。 

●「ビジネス通話割引」のお申込みには「ビジネス割 50」「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプル

プラン」「タイプ Xi にねん」のいずれかのご加入が必要です。 

●同一法人名義で FOMA料金プランまたは「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」「タイ

プ Xi にねん」を 2～1,000回線ご契約のお客さまを対象とさせていただきます。 

●「ビジネス通話割引」グループを複数に分割してのお申込みは可能ですが、異なる「ビジネス通話割引」グループ

間での通話は定額対象外です（同一法人名義で 1,001 回線以上ご契約のお客さまは、「ビジネス通話割引」グル

ープを複数に分割することでお申込みが可能です）。 

●お申込みにあたっては代表回線を 1回線指定していただきます。 

 

（２）計算方法について 

●割引額については、通話・通信料の月間合計額に割引率を乗じた額の 1円未満を切り上げて算出します。 

 

（３）「2か月くりこし」の共有について（「ビジネス通話割引」ご契約回線の無料通信分は、「ずっとくりこし」の対象外です） 

●「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」「タイプ Xi にねん」をご契約の場合、「ビジネス

通話割引」グループ内の他の FOMA 回線からの共有、FOMA から Xi へ契約変更した場合の FOMA 利用時から

のくりこしのみ適用となります。 

●共有される無料通信分については、合計額を一括請求の代表回線の請求書に、配分された額をそれぞれの回

線の請求書に掲載します。ただし、同一一括請求グループ内に、複数の「ビジネス通話割引」グループがある場

合、共有される合計額については掲載いたしません。 

●共有される金額については、「一定額到達通知サービス」「ご利用料金の確認」サイトでの案内対象外となりま

す。 

 

 



 2か月くりこしの共有 

割引サービスのお申込み 割引サービス開始当月（翌月請求）から共有 

割引サービスの廃止 廃止した当月分まで共有 

割引サービスのグループ変更 
お申込み当月分まで変更前グループで共有* 

お申込み翌月分から変更後グループで共有 

回線の解約 解約した前月分まで共有 

*一括請求のグループ変更が同じ月に行われた場合、当月分の共有は行われません。 

 

（４）その他のご注意 

●通話が連続して長時間におよぶなど、当社設備に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、当該通話を切断す

ることがあります。 

●「ビジネス通話割引」のお申込後、割引対象となる回線を契約者の従業員など以外の者に使用するなど、「当社

が定める事項に違反していると当社が認めた場合、本サービスの適用を廃止することがあります。 

 

□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 サービス契約約款」および「FOMA サービス契約約款」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。 

≪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 11月 1日 商号変更に伴う社名修正 

2014年 4月 1日 消費税率改定に伴う修正および、新規契約申込み時の定額料金日割り対応に伴う修正 

2014年 5月 15日 カケホーダイ&パケあえる提供開始に伴う修正 

2015年 6月 1日 ずっとくりこし開始に伴う修正 

2015年 9月 25日 カケホーダイライトプラン提供開始に伴う修正 

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）に伴う修正 

2017年 5月 24日 シンプルプラン提供開始に伴う修正 

 

提供条件書「ビジネスシンプル」（2017年 5月 24日版） 

https://www.nttdocomo.co.jp/

