
 

 

別紙料金表 

 

通則 

（料金の計算方法等） 

１．当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額基本料金、通信料等は料金月に従

って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 

（注）料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了し

た料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。 

２．当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額によ

り、支払いを請求します。 

３．当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがありま

す。 

（端数処理） 

４．当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端

数を切り捨てとします。 

（料金等の支払い） 

５．契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までにお支払いをしていただきます。こ

の場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する方法により支払うこととする。 

６．料金は、支払期日の到来する順序に従って支払うこととする。 

（消費税相当額の加算） 

７．第２４条（料金）から第２７条（割増金）までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを

要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
 

 

第 1 各プランと料金 

 

基本月額 10GB プラン【通話 SIM】 

月額基本料金 2,480 円（税込） 

通話料（30 秒） 9.5 円（端数四捨五入後課税） 

オプション 

10 以内通話無料 1,100 円（税込） 

留守電・不在案内 330 円（税込） 

キャッチフォン 330 円（税込） 

見守り 

アシストコール 
4,378 円（税込） 

リアッタ定額 

Car サービス 
11，000 円～（税込） 

リアッタ安心パック 1,078 円（税込） 

テザリング 
無料※Android 一部機種により利用できない場合あ

り 

国際電話 無料 

国際ローミング 無料 

 

 

【基本プラン】【通話 SIM】 

基本月額 50GB プラン【通話 SIM】 

月額基本料金 4,980 円（税込） 

通話料（30 秒） 9.5 円（端数四捨五入後課税） 

オプション 

10 以内通話無料 1,100 円（税込） 

留守電・不在案内 330 円（税込） 

キャッチフォン 330 円（税込） 

見守り 

アシストコール 
4,378 円（税込） 

リアッタ定額 

Car サービス 
11，000 円～（税込） 

リアッタ安心パック 1,078 円（税込） 

テザリング 無料※Android 一部機種により利用できない場合あり 

追加 GB 購入 1,100 円（税込）/1GB 

国際電話 無料 

国際ローミング 無料 

 

※契約者は、10GB プラン、50GB プランの料金プランを選択していただきます。 

※月額基本料金は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の月額基本料金は、

契約者が本サービスの利用に必要となる本 SIM カードを受領した日を起算日とし、起算日から当月

末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたしま

す。 

※各プランの規定量超過による通信速度制限後、追加チャージをすることによって通常速度でご利

用頂けます。 

※5G、 LTE での通信は、契約された回線に接続されている端末機器が NTT ドコモが提供する 5G エ

リア、 Xi®（LTE）エリア内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該エリア内であっても、

屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことがで

きない場合があります。 

※通話 SIM プランの通話料金は別途必要になります。なお、データ通信は国際ローミングに対応して

おりません。 

※10 分以内通話無料オプションをお申込みいただき、10 分以内の国内通話が何度でも無料かけ放

題になるのは J-CALL アプリを利用して発信した場合のみに限ります。なお 10 分を超過した場合の

国内通話の通話料は 10 円（不課税）/30 秒となります。 

 
 

【基本プラン】【SMS 対応 SIM】 

基本月額 50GB プラン【SMS 対応 SIM】 

月額基本料金 4,480 円（税込） 

オプション 

見守り 

アシストコール 
4,378 円（税込） 

リアッタ定額 

Car サービス 
11，000 円～（税込） 

リアッタ安心パ

ック 
1,078 円（税込） 

追加 GB 購入 1,100 円（税込）/1GB あたり 

テザリング 無料※Android 一部機種により利用できない場合あり 

 

※契約者は、50GB プランの料金プランを選択していただきます。 

※月額基本料金は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の月額基本料金は、

契約者が本サービスの利用に必要となる本 SIM カードを受領した日を起算日とし、起算日から当月

末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたしま

す。 

※各プランの規定量超過による通信速度制限後、追加チャージをすることによって通常速度でご利

用頂けます。 

※ 5G、LTE での通信は、契約された回線に接続されている端末機器が NTT ドコモが提供する 5G エ

リア、 Xi®（LTE）エリア内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該エリア内であっても、

屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことがで

きない場合があります。 

※データ通信は国際ローミングに対応しておりません。 

※SMS 送信料などの、従量課金が発生する場合は、それぞれの回線ごとに課金されます。 

 
 

【基本プラン】【データ SIM】 

基本月額 50GB プラン【データ SIM】 

月額基本料金 4,380 円（税込） 

オプション 

見守り 

アシストコール 
4,378 円（税込） 

リアッタ定額 

Car サービス 
11，000 円～（税込） 

リアッタ安心パッ

ク 
1,078 円（税込） 

追加 GB 購入 1,100 円（税込）/1GB あたり 

テザリング 無料※Android 一部機種により利用できない場合あり 

 

※契約者は、50GB プランの料金プランを選択していただきます。 

※月額基本料金は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の月額基本料金は、

契約者が本サービスの利用に必要となる本 SIM カードを受領した日を起算日とし、起算日から当月

末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたしま

す。 

※各プランの規定量超過による通信速度制限後、追加チャージをすることによって通常速度でご利

用頂けます。 

※5G、 LTE での通信は、契約された回線に接続されている端末機器が NTT ドコモが提供する 5G エ

リア、 Xi®（LTE）エリア内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該エリア内であっても、

屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことがで

きない場合があります。 

※データ通信は国際ローミングに対応しておりません。 

 
 

 

 

【みんなで 50GB シェア割りプラン】【通話 SIM 】 

みんなで 50GB シェア割りプラン 【通話 SIM】 

親回線 4,980 円（税込） 

子回線（最大 4 回線まで） 2,980 円（税込） 

シェアオプション ※必須 165 円（税込） ※1 回線あたり 

通話料（30 秒） 9.5 円（端数四捨五入後課税） 

オプション 

10 以内通話無料 1,100 円（税込） 

留守電・不在案内 330 円（税込） 

キャッチフォン 330 円（税込） 

見守り 

アシストコール 
4,378 円（税込） 

リアッタ定額 

Car サービス 
11，000 円～（税込） 

リアッタ安心パック 1,078 円（税込） 

テザリング 無料※Android 一部機種により利用できない場合あり 



 

 

追加 GB 購入 1,100 円（税込）/1GB 

国際電話 無料 

国際ローミング 無料 

 

※みんなでシェア割り 50GB プランは、代表回線（親回線）と子回線の SIM 種別が同一種類である必

要があります。 

※契約者は、50GB プランの料金プランを選択していただきます。 

※月額基本料金は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の月額基本料金は、

契約者が本サービスの利用に必要となる本 SIM カードを受領した日を起算日とし、起算日から当月

末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたしま

す。 

※各プランの規定量超過による通信速度制限後、追加チャージをすることによって通常速度でご利

用頂けます。 

※ 5G、LTE での通信は、契約された回線に接続されている端末機器が NTT ドコモが提供する 5G、

Xi®（LTE）エリア内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該エリア内であっても、屋内、

地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない

場合があります。 

※通話 SIM プランの通話料金は別途必要になります。なお、データ通信は国際ローミングに対応して

おりません。 

※SMS 送信料や国内通話料など、従量課金が発生する場合は、それぞれの回線ごとに課金されま

す。 

※親回線、子回線ともに１回線あたり 165 円（税込）のシェアオプションの加入が必要です。 

※10 分以内通話無料オプションをお申込みいただき、10 分以内の国内通話が何度でも無料かけ放

題になるのは J-CALL アプリを利用して発信した場合のみに限ります。なお 10 分を超過した場合の

国内通話の通話料は 10 円（不課税）/30 秒となります。 

※代表回線（親回線）、子回線ともに 10 分以内通話無料オプションにご加入可能となります。 
 

 

【みんなでシェア割り 50GB プラン】【SMS 対応 SIM】 

みんなで 50GB シェア割りプラン【SMS 対応 SIM】 

親回線 4,480 円（税込） 

子回線（最大 4 回線まで） 2,480 円（税込） 

シェアオプション ※必須 165 円（税込） ※1 回線あたり 

オプション 

見守り 

アシストコール 
4,378 円（税込） 

リアッタ定額 

Car サービス 
11，000 円～（税込） 

リアッタ安心パ

ック 
1,078 円（税込） 

追加 GB 購入 1,100 円（税込）/1GB あたり 

テザリング 無料※Android 一部機種により利用できない場合あり 

 

※みんなで 50GB シェア割りプランは、代表回線（親回線）と子回線の SIM 種別が同一種類である必

要があります。 

※契約者は、50GB プランの料金プランを選択していただきます。 

※月額基本料金は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の月額基本料金は、

契約者が本サービスの利用に必要となる本 SIM カードを受領した日を起算日とし、起算日から当月

末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたしま

す。 

※各プランの規定量超過による通信速度制限後、追加チャージをすることによって通常速度でご利

用頂けます。 

※5G、 LTE での通信は、契約された回線に接続されている端末機器が NTT ドコモが提供する 5G、 

Xi®（LTE）エリア内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該エリア内であっても、屋内、

地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない

場合があります。 

※データ通信は国際ローミングに対応しておりません。 

※SMS 送信料などの、従量課金が発生する場合は、それぞれの回線ごとに課金されます。 

※親回線、子回線ともに１回線あたり 165 円（税込）のシェアオプションの加入が必要です。 

 
 

【みんなでシェア割り 50GB プラン】【データ SIM】 

みんなで 50GB シェア割りプラン【データ SIM】 

親回線 4,380 円（税込） 

子回線（最大 4 回線まで） 2,480 円（税込） 

シェアオプション ※必須 165 円（税込） ※1 回線あたり 

オプション 

見守り 

アシストコール 
4,378 円（税込） 

リアッタ定額 

Car サービス 
11，000 円～（税込） 

リアッタ安心パ

ック 
1,078 円（税込） 

追加 GB 購入 1,100 円（税込）/1GB あたり 

テザリング 無料※Android 一部機種により利用できない場合あり 

 

※みんなでシェア割り 50GB プランは、代表回線（親回線）と子回線の SIM 種別が同一種類である必

要があります。 

※契約者は、50GB プランの料金プランを選択していただきます。 

※月額基本料金は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の月額基本料金は、

契約者が本サービスの利用に必要となる本 SIM カードを受領した日を起算日とし、起算日から当月

末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたしま

す。 

エ 各プランの規定量超過による通信速度制限後、追加チャージをすることによって通常速度でご利

用頂けます。 

※5G、 LTE での通信は、契約された回線に接続されている端末機器が NTT ドコモが提供する 5G、 

Xi®（LTE）エリア内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該エリア内であっても、屋内、

地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない

場合があります。 

※データ通信は国際ローミングに対応しておりません。 

※親回線、子回線ともに１回線あたり 165 円（税込）のシェアオプションの加入が必要です。 

 
 

 

第２ 通信の制限 

１．適用 

通信料の適用 

通信の条件 REATTA MOBILE の利用者は、当社の定める一定期間内に同じく当社が定める一定の

通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、その後一定期間の通信について、速度を制限さ

せていただくことがあります。 

 

 

第３ 音声通話機能付き SIM カード利用料 

１．適用および料金額（基本プラン通話 SIM の全プラン共通） 

（１）SMS 送信料金 

国内への送信 1 通あたり送信文字数に応じて 1 回あたり 3.3〜33 円（税込） 

 
送信文字数 1 回あたりの料金（税込） 

1〜70 文字（半角英数字のみの場合 1〜160 文字） 3.3 円 

71〜134 文字（半角英数字のみの場合 161〜306 文字） 6.6 円 

135〜201 文字（半角英数字のみの場合 307〜459 文字） 9.9 円 

202〜268 文字（半角英数字のみの場合 460〜612 文字） 13.2 円 

269〜335 文字（半角英数字のみの場合 613〜765 文字） 16.5 円 

336〜402 文字（半角英数字のみの場合 766〜918 文字） 19.8 円 

403〜469 文字（半角英数字のみの場合 919〜1071 文字） 23.1 円 

470〜536 文字（半角英数字のみの場合 1072〜1224 文字） 26.4 円 

537〜603 文字（半角英数字のみの場合 1225〜1377 文字） 29.7 円 

604〜670 文字（半角英数字のみの場合 1378〜1530 文字） 33 円 

※ご利用の機種またはアプリにより 1 回に送信可能な文字数が異なります。 

※SMS 相互接続他事業者へ送れる文字数は全角 70 文字（半角英数字 160 文字）までです。 
 

 

国外への送信 1 通あたり送信文字数に応じて 1 回あたり 50～500 円(消費税は課税されません) 
送信文字数 1 回あたりの料金 

（不課税） 半角英数字のみの場合 全角の場合 

1～160 文字 1～70 文字 50 円 

161～306 文字 71～134 文字 100 円 

307～459 文字 135～201 文字 150 円 

460～612 文字 202～268 文字 200 円 

613～765 文字 269～335 文字 250 円 

766～918 文字 336～402 文字 300 円 

919～1071 文字 403～469 文字 350 円 

1072～1224 文字 470～536 文字 400 円 

1225～1377 文字 537～603 文字 450 円 

1378～1530 文字 604～670 文字 500 円 

※ご利用の機種またはアプリにより 1 回に送信可能な文字数が異なります。 

 

 

（２）通話料金（国内） 

音声 SIM を利用した国内通話をご利用の際、自動で専用プレフィックス番号が付加され、国内通話

が 9.5 円/30 秒(端数四捨五入後課税)が適用されます（料金計算に 1 円未満の端数が生じた場合は

その端数を四捨五入します）。 デジタル通信料金 30 秒あたり 39.6 円(税込) 

通話料金（国際） docomo が定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められ

た額と同額(消費税は課税されません)国際ローミング料金 docomo が定める FOMA サービス契約約

款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税

は課税されません) 

■オートプレフィックスに関して 

・音声対応 SIM を利用して音声通話の発信操作をした場合、株式会社 NTT ドコモの移動通信ネット

ワーク設備において行われる着信先のネットワークへの交換処理の際に、発信先電話番号にプレフ

ィックス番号が自動的に付与されるサービスで、総務省の定める番号指定のうち、「1 固定番号電話」

「4 音声伝送携帯番号」「6 特定 IP 電話番号」にあたる番号への発信の場合に自動付与します。（そ

のほかの番号への発信時は付与しません。） 

※携帯電話からの 177 はガイダンス接続となります。 

※天気予報を聴取するには市外局番が必要となり、その場合は「1 固定電話番号」扱いとなります。 

 

２．音声通話機能の利用に関しては、以下の定めを適用します。 

（１）SMS 送信料金、通話料金（国内）、通話料金（国際）及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音

声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金（月額）とは別に支払を要する料金として定め

るものです。 

（２）通話料金（国内）及び通話料金（国際）のうち、テレビ電話・64kb/s データ通信などのデジタル通

信を利用した際は、デジタル通信料金が適用されます。 

（３）契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高

額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがありま

す。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は基本プラン通話 SIM の利用を停止すること

があります。 



 

 

（４）音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用

が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解

除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。 

（５）通話料金（国内）及び通話料金（国際）は、基本料金（月額）より 1 ヶ月遅れて請求が行われるも

のとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以

上遅れて請求が行われる場合があります。 

３．本サービスをご利用の契約者は、以下のオプションサービスがご利用になれます。以下のオプシ

ョンサービス月額基本料は、各オプションサービスの契約開始月から契約終了月まで生じ、当社はオ

プションサービスの月額基本料について日割りは行いません。 

（１）キャッチホン  月額基本料 330 円（税込） 

（２）留守番電話  月額基本料 330 円（税込） 

 

第４ 手続きに関する料金 

１．適用 

手続きに関する料金の適用 

（１）手続きに関する料金の種別  

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

ア.登録事務手数料及び SIM 発行費 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料

金 

イ.SIM カード交換手数料 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要する料金 

（２）SIM カード交換手数料の適用除外  

本 SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カードの初期不良、およびユーザーの責によらな

い不良による再発行の際には、本 SIM カード交換手数料は、(1)欄および２（料金額）の規定にかかわ

らず適用しません。 

（３）手続きに関する料金の減免  

当社は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところに

より、その料金額を減免することがあります。 

 

２．料金額 

（１）登録事務手数料 1 枚ごとに 3,300 円（税込）  SIM 発行費 1 枚ごとに 550 円（税込） 

（２）SIM カード交換手数料 1 枚ごとに 3,300 円（税込） 

 

第５ ユニバーサルサービス料 

１．適用 

ユニバーサルサービス料の適用 

ア.契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 

２．料金額 

ユニバーサルサービス料基本額 1 契約ごとに 3.3 円（税込）/月額 

（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料

金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。 

 

第６ みんなでシェア割り 50GB プランに関するシェアグループ規約 

（１）SMS 送信料や国内通話料など、従量課金が発生する場合は、それぞれの回線ごとに課金されま

す。 

（２）契約時初期費用やユニバーサル料金等、データ通信料以外に発生する費用は回線ごとにそれ

ぞれ課金されます。 

（３）シェアグループ内のデータ通信量の使用残量は、翌月への繰り越し対象外となります。 

（４）シェアグループに参加中は、プラン変更はできません。プラン変更をご希望の場合は、一度シェア

グループを脱退後、プラン変更（翌月より適用）を行ってください。シェア脱退後の、再加入は出来か

ねますのでご了承下さい。 

（５）シェアグループの子回線のみの解約（MNP 転出含む）は可能です。 

（６）代表回線（親回線）は子回線のすべてが解約（MNP 転出含む）を終えていなければ、解約（MNP

転出含む）を行う事は出来ません。 

（７）シェア申請中は、プラン変更や解約の手続きができなくなります。 

（８）シェア申請を行うとマイページ及び登録メールアドレスに通知が届きます。24 時間以内に承認が

ない場合、申請は自動的に無効になります。 

（９）ご自身への未回答の申請通知がある場合、または他の相手にご自身から申請中の場合には、

新たな申請はできません。 

 

第７ SIM カード損害金 

１．適用 

SIM カード損害金の適用 本 SIM カードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月

15 日までに当社が貸与した本 SIM カードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIM カード損害

金の支払いを要します。 

２．料金額 

１枚ごとに 2,200 円（税込） 

 

第８ 解約事務手数料 

本サービスはプランごとに最低利用期間や契約期間が定められております。期間に応じて所定の解

約事務手数料の支払いを要します。 

１．適用 

解約事務手数料の適用 

ご契約日から 6 か月以内の解約 

（当社が指定するキャンペーン利用の場合は 2 年以内の解約） 

２．料金額 

1 ご契約プラン月額基本料１ヵ月分相当額 

2 キャッシュバック相当額 

 

第９ プラン変更 

契約者は、本サービスへの申込手続きが完了した日が属する月の翌月から、本サービスの各プラン

間でプランの変更を行うことができます。プラン変更は、契約者のプラン変更希望の申し込みを当社

が受け付け、当社が所定の変更手続きを完了した日が属する月の翌月 1 日から適用されます。プラ

ン変更手数料は以下の通りとします。尚、契約者のプラン変更の申し込み上限回数は、各月毎に 1

回とします。 

・1 契約ごとに無料 

 

第１０ 延滞時の手数料 

１．契約者は、その規約に基づいて支払期日までに料金の支払いがなく、収納代行会社を通じた請

求が必要になった際には、その手数料及び送料相当額を、割増金としてお支払いいただきます。 

 ・1 請求ごとに払込票発行手数料として 1,100 円（税込み） 

２．契約者は、当社が定める通常の支払手段によらず当社指定の口座へ料金の振り込みが必要に

なった際には、その振込手数料は契約者の負担とします。 

 

第１１ 回線の利用停止・再開通時の手数料 

１．契約者は、その規約に基づいて契約者の責めに帰すべき事由により回線の利用停止・再開通処

理を行なった場合は、回線の利用停止・再開通に伴う手数料が発生します。 

   ・盗難、紛失時等の利用停止・再開通 1 手続きごとに 1,100 円（税込） 

   ・料金滞納、各種団体からの要請等による利用停止・再開通 1 手続きごとに 1,100 円（税込） 
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	音声SIMを利用した国内通話をご利用の際、自動で専用プレフィックス番号が付加され、国内通話が9.5円/30秒(端数四捨五入後課税)が適用されます（料金計算に1円未満の端数が生じた場合はその端数を四捨五入します）。　デジタル通信料金30秒あたり39.6円(税込)
	通話料金（国際） docomoが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)国際ローミング料金docomoが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
	■オートプレフィックスに関して
	・音声対応SIMを利用して音声通話の発信操作をした場合、株式会社NTTドコモの移動通信ネットワーク設備において行われる着信先のネットワークへの交換処理の際に、発信先電話番号にプレフィックス番号が自動的に付与されるサービスで、総務省の定める番号指定のうち、「1固定番号電話」「4音声伝送携帯番号」「6特定IP電話番号」にあたる番号への発信の場合に自動付与します。（そのほかの番号への発信時は付与しません。）
	※携帯電話からの177はガイダンス接続となります。
	※天気予報を聴取するには市外局番が必要となり、その場合は「1固定電話番号」扱いとなります。
	２．音声通話機能の利用に関しては、以下の定めを適用します。
	（１）SMS送信料金、通話料金（国内）、通話料金（国際）及び国際ローミング料金とは、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金（月額）とは別に支払を要する料金として定めるものです。
	（２）通話料金（国内）及び通話料金（国際）のうち、テレビ電話・64kb/sデータ通信などのデジタル通信を利用した際は、デジタル通信料金が適用されます。
	（３）契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は基本プラン通話SIMの利用を停止することがあります。
	（４）音声通話機能付きSIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
	（５）通話料金（国内）及び通話料金（国際）は、基本料金（月額）より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
	３．本サービスをご利用の契約者は、以下のオプションサービスがご利用になれます。以下のオプションサービス月額基本料は、各オプションサービスの契約開始月から契約終了月まで生じ、当社はオプションサービスの月額基本料について日割りは行いません。
	（１）キャッチホン　 月額基本料330円（税込）
	（２）留守番電話　　月額基本料330円（税込）
	第４ 手続きに関する料金
	１．適用
	手続きに関する料金の適用
	（１）手続きに関する料金の種別
	手続きに関する料金は、次のとおりとします。
	ア.登録事務手数料及びSIM発行費　契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
	イ.SIMカード交換手数料　本SIMカードを再発行する際に、支払いを要する料金
	（２）SIMカード交換手数料の適用除外
	本SIMカードを再発行する場合において、本SIMカードの初期不良、およびユーザーの責によらない不良による再発行の際には、本SIMカード交換手数料は、(1)欄および２（料金額）の規定にかかわらず適用しません。
	（３）手続きに関する料金の減免
	当社は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。
	２．料金額
	（１）登録事務手数料　1枚ごとに　3,300円（税込）　　SIM発行費　1枚ごとに550円（税込）
	（２）SIMカード交換手数料　1枚ごとに　3,300円（税込）
	第５ ユニバーサルサービス料
	１．適用
	ユニバーサルサービス料の適用
	ア.契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
	２．料金額
	ユニバーサルサービス料基本額1契約ごとに3.3円（税込）/月額
	（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
	第６　みんなでシェア割り50GBプランに関するシェアグループ規約
	（１）SMS送信料や国内通話料など、従量課金が発生する場合は、それぞれの回線ごとに課金されます。
	（２）契約時初期費用やユニバーサル料金等、データ通信料以外に発生する費用は回線ごとにそれぞれ課金されます。
	（３）シェアグループ内のデータ通信量の使用残量は、翌月への繰り越し対象外となります。
	（４）シェアグループに参加中は、プラン変更はできません。プラン変更をご希望の場合は、一度シェアグループを脱退後、プラン変更（翌月より適用）を行ってください。シェア脱退後の、再加入は出来かねますのでご了承下さい。
	（５）シェアグループの子回線のみの解約（MNP転出含む）は可能です。
	（６）代表回線（親回線）は子回線のすべてが解約（MNP転出含む）を終えていなければ、解約（MNP転出含む）を行う事は出来ません。
	（７）シェア申請中は、プラン変更や解約の手続きができなくなります。
	（８）シェア申請を行うとマイページ及び登録メールアドレスに通知が届きます。24時間以内に承認がない場合、申請は自動的に無効になります。
	（９）ご自身への未回答の申請通知がある場合、または他の相手にご自身から申請中の場合には、新たな申請はできません。
	第７ SIMカード損害金
	１．適用
	SIMカード損害金の適用　本SIMカードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月15日までに当社が貸与した本SIMカードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIMカード損害金の支払いを要します。
	２．料金額
	１枚ごとに 2,200円（税込）
	第８　解約事務手数料
	本サービスはプランごとに最低利用期間や契約期間が定められております。期間に応じて所定の解約事務手数料の支払いを要します。
	１．適用
	解約事務手数料の適用
	ご契約日から6か月以内の解約
	（当社が指定するキャンペーン利用の場合は2年以内の解約）
	２．料金額
	1ご契約プラン月額基本料１ヵ月分相当額
	2キャッシュバック相当額
	第９　プラン変更
	契約者は、本サービスへの申込手続きが完了した日が属する月の翌月から、本サービスの各プラン間でプランの変更を行うことができます。プラン変更は、契約者のプラン変更希望の申し込みを当社が受け付け、当社が所定の変更手続きを完了した日が属する月の翌月1日から適用されます。プラン変更手数料は以下の通りとします。尚、契約者のプラン変更の申し込み上限回数は、各月毎に1回とします。
	・1契約ごとに無料
	第１０　延滞時の手数料
	１．契約者は、その規約に基づいて支払期日までに料金の支払いがなく、収納代行会社を通じた請求が必要になった際には、その手数料及び送料相当額を、割増金としてお支払いいただきます。
	・1請求ごとに払込票発行手数料として1,100円（税込み）
	２．契約者は、当社が定める通常の支払手段によらず当社指定の口座へ料金の振り込みが必要になった際には、その振込手数料は契約者の負担とします。
	第１１　回線の利用停止・再開通時の手数料
	１．契約者は、その規約に基づいて契約者の責めに帰すべき事由により回線の利用停止・再開通処理を行なった場合は、回線の利用停止・再開通に伴う手数料が発生します。
	・盗難、紛失時等の利用停止・再開通1手続きごとに1,100円（税込）
	・料金滞納、各種団体からの要請等による利用停止・再開通1手続きごとに1,100円（税込）
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