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第１章 総則
（約款の適用）
第１条 当社は、電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。
）
に基づき、このUniversal Oneサービス契約約款（第４編）
（料金表を含みます。以下
「約款」といいます。
）を定め、これによりUniversal Oneサービス第３種第１類（当
社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。
以下、イーサネット通信サービスといいます。
）を提供します。
（注）本条のほか、当社は、イーサネット通信サービスに附帯するサービス（当社が別
に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。
）をこの約款により
提供します。
（約款の変更）
第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提
供条件は、変更後の約款によります。
２ 当社は、この約款を変更するときは、当社のホームページ（http://www.ntt.com/
tariff/comm/）によるほか当社が別に定める方法により通知します。
（約款の公表）
第３条 当社は、当社のホームページ（http://www.ntt.com/tariff/comm/）その他当
社が別に定める方法により、この約款を公表します。
（用語の定義）
第４条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用
１

語

電気通信設備

用

語

の

意

味

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

２

電気通信サー 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
ビス
電気通信設備を他人の通信の用に供すること

３

イーサネット 主としてデータ通信の用に供することを目的として、イーサ
ネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信
回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路
設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれら
の付属設備をいいます。以下同じとします。
）

網

イーサネット イーサネット網を使用して行う電気通信サービス
通信サービス

４

イーサネット  イーサネット通信サービスに関する業務を行う当社の事
通信サービス取
業所
 当社の委託によりイーサネット通信サービスに関する契
扱所
約事務を行う者の事業所

５

６

第２種契約

当社から第２種イーサネット通信サービスの提供を受けるた
めの契約

７

第５種契約

当社から第５種イーサネット通信サービスの提供を受けるた
めの契約

８

第６種契約

当社から第６種イーサネット通信サービスの提供を受けるた
めの契約

９

第７種契約

当社から第７種イーサネット通信サービスの提供を受けるた
めの契約

4

イーサネット 第２種契約、第５種契約、第６種契約又は第７種契約
通信サービス契
約

10

11

第２種契約者

当社と第２種契約を締結している者

12

第５種契約者

当社と第５種契約を締結している者

13

第６種契約者

当社と第６種契約を締結している者

14

第７種契約者

当社と第７種契約を締結している者

15

イーサネット 第２種契約者、第５種契約者、第６種契約者又は第７種契約
通信サービス契 者
約者

16

相互接続点

当社と当社以外の電気通信事業者（事業法第９条の登録を受
けた者及び第16条第１項の規定による届出をした者をいいま
す。以下同じとします。
）との間の相互接続協定（当社が当社
以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締
結した協定（事業法第33条第10項に基づくものを含みます。
）
をいいます。以下同じとします。
）に基づく接続に係る電気通
信設備の接続点

17

協定事業者

当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

18

契約者回線

イーサネット通信サービス契約に基づいてイーサネット通信
サービス取扱所内に設置される交換設備とその交換設備のあ
るイーサネット通信サービス取扱所内の当社が指定する場所
との間に設置される電気通信回線（相互接続点との間に設置
されるものを除きます。
）

19

加入者回線

イーサネット通信サービス契約に基づいて当社が設置する電
気通信回線設備の一部であって、そのイーサネット通信サー
ビス契約者の指定する場所又はイーサネット通信サービス取
扱所とイーサネット通信サービス取扱所との間に設置するも
の（契約者回線となるものを除きます。
）

20

接続契約者回 別記２に掲げる当社の提供する電気通信サービスに係る契約
線
に基づいて設置される電気通信設備であって、第２種イーサ
ネット通信サービス、又は第５種イーサネット通信サービス
に係る回線収容部に収容されるもの

21

他社接続契約 相互接続点を介して、イーサネット網（第２種イーサネット
者回線
通信サービス及び第５種イーサネット通信サービスに係るも
のに限ります。
）と相互に接続する電気通信設備（別記４に掲
げる契約に基づいて設置されるものに限ります。
）であって、
協定事業者がその別記４に掲げる契約を締結している者の指
定する場所と相互接続点との間に設置するもの

22

接続契約者回 接続契約者回線又は他社接続契約者回線
線等

23

回線収容部

イーサネット通信サービス（第２種イーサネット通信サービ
ス及び第５種イーサネット通信サービスに限ります。
）に係る

5

接続契約者回線等を収容するために当社が設置する電気通信
設備
サービス接続 

24

第２種イーサネット通信サービスに係る回線収容部が接
続契約者回線を収容する際の接続点
 第５種イーサネット通信サービスに係る回線収容部が接
続契約者回線を収容する際の接続点

点

ＶＰＮグルー 

25

相互に通信を行うことのできる第２種契約に係る契約者
回線、加入者回線若しくは回線収容部又は第６種契約に係
る加入者回線から構成されるグループ
 相互に通信を行うことのできる第５種契約に係る契約者
回線、加入者回線若しくは回線収容部又は第７種契約に係
る加入者回線から構成されるグループ

プ

26

ゾーン

１のＶＰＮグループ（第２種契約又は第６種契約に係るもの
に限ります。
）を構成することが可能である区域

27

通信グループ




28

代表者

同じＶＰＮグループに属する契約者のうち、ＶＰＮグループ
の設定、変更若しくは廃止の手続き又は当社が別に定める通
信に係る申込み、変更若しくは廃止の手続きを代表して行う
者

ＶＰＮグループ
当社が別に定める通信により、相互に通信を行うことが
できる異なるゾーンのＶＰＮグループから構成されるグル
ープ
（注）本欄に規定する当社が別に定める通信は、料金表表第
１表（料金）に定めるゾーン間中継とします。

（注）本欄に規定する当社が別に定める通信は、料金表表第
１表（料金）に定めるゾーン間中継とします。
29

通信グループ 同じ通信グループに属する代表者のうち、当社が別に定める
代表者
付加機能の申込み、変更若しくは廃止の手続きを代表して行
う者
（注）本欄に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表
表第１表（料金）に定める故障通知機能とします。

30

端末設備

契約者回線、加入者回線又は接続契約者回線等（以下「契約
者回線等」といいます。
）の終端（サービス接続点となるもの
を除きます。
）に接続される電気通信設備であって１の部分の
設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内又は同一の
建物内であるもの

31

自営端末設備

イーサネット通信サービス契約者が設置する端末設備

32

自営電気通信 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置
設備
する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

33

技術基準等

端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）及び端末設備等
の接続の技術的条件

34

消費税相当額

消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法令の規
定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年
法律第226号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税され

6

る地方消費税の額
第２章 イーサネット通信サービスの提供区間等
（イーサネット通信サービスの提供区間等）
第５条 当社のイーサネット通信サービスは、別記１に定める提供区間において提供し
ます。
２ 当社は、当社が指定するイーサネット通信サービス取扱所において、当社が別に定
めるサービス接続点又は相互接続点の所在場所を閲覧に供します。
３ サービス接続点の所在場所については、当社のイーサネット通信サービスに係る業
務の遂行上の理由により、これを変更することがあります。
４ 相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することが
あります。
（イーサネット通信サービスの種別）
第６条 イーサネット通信サービスには、次の種別があります。
種

別

内

容

第２種イーサネッ ゾーンを定めて提供するイーサネット通信サービスであっ
ト通信サービス
て、第６種イーサネット通信サービス以外のもの
第５種イーサネッ ゾーンを定めずに提供するイーサネット通信サービスであっ
ト通信サービス
て、第７種イーサネット通信サービス以外のもの
第６種イーサネッ ゾーンを定めて提供するイーサネット通信サービスであっ
ト通信サービス
て、当社が別に定める電気通信サービスを利用して提供する
もの
第７種イーサネッ ゾーンを定めずに提供するイーサネット通信サービスであっ
ト通信サービス
て、当社が別に定める電気通信サービスを利用して提供する
もの
（注）本欄に規定する当社が別に定める電気通信サービスは、東日本電信電話株式会
社及び西日本電信電話株式会社のＬＡＮ型通信網サービス契約約款に規定するＬ
ＡＮ型通信網サービス（第３種サービスに限ります。）とします。
第３章 契約
第１節 第２種イーサネット通信サービスに係る契約
（第２種イーサネット通信サービスの種類）
第７条 第２種イーサネット通信サービスには、次の種類があります。
種

２

類

内

容

タイプ１

第２種イーサネット通信サービスに係る契約者回線を設置し
て提供するイーサネット通信サービス

タイプ２

第２種イーサネット通信サービスに係る接続契約者回線等と
接続して提供するイーサネット通信サービス

タイプ３

第２種イーサネット通信サービスに係る加入者回線を設置し
て提供するイーサネット通信サービス

前項に規定するほか、第２種イーサネット通信サービスには、料金表第１表（料金）
に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
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（契約の単位）
第８条 当社は、１の契約者回線、加入者回線又は回線収容部ごとに１の第２種契約を
締結します。この場合、第２種契約者は１の第２種契約につき１人に限ります。
（契約者回線又は加入者回線の終端）
第９条 当社は、イーサネット通信サービス取扱所内において、配線盤等を設置し、こ
れを契約者回線の終端とします。
２ 当社は、第２種契約者（タイプ３に係る者に限ります。
）が指定した場所内の建物
又は工作物において、配線盤等を設置し、これを加入者回線の終端とします。
ただし、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところによ
ります。
３ 当社は、前項の加入者回線の終端に係る地点を定めるときは、第２種契約者と協議
します。
（接続契約者回線等の収容）
第10条 当社は、当社が指定するイーサネット通信サービス取扱所の回線収容部に接続
契約者回線等を収容します。
２ 前項の場合において、当社は、１の回線収容部ごとに１の接続契約者回線等を収容
します。
３ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のイーサネッ
ト通信サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
（第２種イーサネット通信サービス区域等）
第11条 当社は、料金表第１表（料金）第１（利用料）に定めるところにより、第２種
イーサネット通信サービス区域及びゾーンを設定します。
２ 当社は、第２種イーサネット通信サービス区域及びゾーンを表示する図表をその第
２種イーサネット通信サービス区域内の契約事務を行うイーサネット通信サービス
取扱所において閲覧に供します。
（第２種契約申込の方法）
第12条 第２種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定
の契約申込書を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただ
きます。
 第２種イーサネット通信サービスの種類、品目及び通信又は保守の態様による細
目
 契約者回線又は加入者回線の終端の場所
 接続契約者回線等に係る終端の場所
 接続契約者回線等について当社又は協定事業者と締結している契約の内容（当社
が別に定めるものに限ります。
）
 所属する１のＶＰＮグループ（以下「所属ＶＰＮグループ」といいます。
）
 当社が別に定める通信を行う場合における通信相手先の電気通信サービスの名
称、契約者名及びＶＰＮグループ（それに相当するものを含みます。
）
 その他申込みの内容を特定するために必要な事項
２ 前項の場合において、その申込みが新たにＶＰＮグループを設ける申込みであると
きは、そのＶＰＮグループの代表者を定めて契約事務を行うイーサネット通信サービ
ス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
（注１）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、当社又は協定事
業者の契約約款及び料金表（接続契約者回線等に係るものに限ります。
）に規定す
る事項のうち、当社が第２種イーサネット通信サービスの料金又は工事に関する費
用を適用するために必要な事項とします。
（注２）本条第１項第６号に規定する当社が別に定める通信は、Universal Oneサービ
ス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービスに係る電気通信設備との間
で行う通信とします。
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（第２種契約申込の承諾）
第13条 当社は、第２種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
ます。
２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種契約の申込みを承諾
しないことがあります。
 第２種契約の申込みをした者が、接続契約者回線等について、当社又は協定事業
者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
 他社接続契約者回線について、協定事業者と契約を締結している者が複数となる
とき。
 他社接続契約者回線との接続に関し協定事業者の承諾が得られないとき又はそ
の他その申込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
 第２種イーサネット通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
 第２種契約の申込みをした者が第２種イーサネット通信サービスの料金又は工
事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 所属ＶＰＮグループの代表者の承諾がないとき。
 その契約者回線、加入者回線又は回線収容部に係るゾーンが、所属ＶＰＮグルー
プに係るゾーンと同一とならないとき。
 その他イーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行上著しい支障がある
とき。
（最低利用期間）
第14条 第２種イーサネット通信サービスには、料金表第１表（料金）に定めるところ
により最低利用期間があります。
２ 前項の最低利用期間は、第２種イーサネット通信サービスの提供を開始した日、第
２種契約者が接続事業者変更(接続契約者回線等に係る協定事業者（当社を含みます。
以下この条において同じとします。)を他の協定事業者へ変更(別記３のに掲げる協
定事業者相互間の変更（協定事業者の契約約款及び料金表に規定する専用サービスに
係るものに限ります。
）を除きます。)することをいいます。以下同じとします。)を
行った日、第２種イーサネット通信サービスの種類の変更を行った日又は第15条（最
低利用期間に係る起算開始日の扱い）に規定する起算開始日から起算して１年間とし
ます。
３ 第２種契約者は、前項の最低利用期間内に第２種契約の解除、第２種イーサネット
通信サービスの種類若しくは品目の変更、接続事業者変更、その他の契約内容の変更
又は他社接続契約者回線に係る終端の場所若しくは料金表に定める通信又は保守の
態様による細目の変更があったときは、当社が定める期日までに、料金表第１表第１
（利用料）に規定する額を支払っていただきます。
（最低利用期間に係る起算開始日の扱い）
第15条 当社は、次表の左欄に該当する第５種契約を解除すると同時に、新たに同表の
右欄に該当する第２種契約を締結する場合には、同表左欄に該当する第５種イーサネ
ット通信サービスに係る起算開始日（最低利用期間に係る期間の起算日をいいます。
以下同じとします。
）を、同表右欄に該当する第２種イーサネット通信サービスに係
る起算開始日として取り扱います。
解除する契約

新たに締結する契約

第５種契約（料金表に規定するＣＣＮア 第２種契約（料金表に規定するＣＣＮ
クセス（当社が別に定めるものに限りま アクセスに係るものを除きます。
）
す。以下この条において同じとします。
）
及び料金表に規定するUniversal Oneア
クセスに係るものを除きます。
）
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（注）本条に規定する当社が別に定める本条に規定する当社が別に定めるＣＣＮアクセ
スは、接続する接続契約者回線の区別がプラン３となるものとします。
（種類等の変更）
第16条 当社は、第２種契約者から請求があったときは第２種イーサネット通信サービ
スの種類、品目及び通信又は保守の態様による細目の変更を行います。
ただし、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところによ
ります。
２ 前項の請求があったときは、当社は、第13条（第２種契約申込の承諾）の規定に準
じて取り扱います。
（加入者回線の移転）
第17条 第２種契約者（タイプ３に係る者に限ります。
）は、加入者回線の移転の請求
をすることができます。
２ 前項の請求があったときは、当社は、第13条（第２種契約申込の承諾）の規定に準
じて取り扱います。
（回線収容部の変更）
第18条 第２種契約者（タイプ２に係る者に限ります。以下この条において同じとしま
す。）が接続契約者回線等に係る終端の場所について変更の申込みを当社又は協定事
業者に行うときは、当社は、その内容について契約事務を行うイーサネット通信サー
ビス取扱所に届け出ていただきます。
２ 前項の届出により、その接続契約者回線等について他のイーサネット通信サービス
取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を
行います。
ただし、第13条（第２種契約申込みの承諾）第２項各号のいずれかに該当する場合
は、その変更を行わないことがあります。
３ 前項ただし書きの場合において、第２種契約者は、イーサネット通信サービスを利
用できないことがあります。この場合、当社は、その第２種契約者にそのことを通知
します。
（その他の契約内容の変更）
第19条 当社は、第２種契約者から請求があったときは、第12条（第２種契約申込の方
法）第１項第６号又は第７号に規定する契約内容の変更を行います。
２ 前項の請求があったときは、当社は第13条（第２種契約申込の承諾）の規定に準じ
て取り扱います。
（利用の一時中断）
第20条 当社は、第２種契約者から請求があったときは、第２種イーサネット通信サー
ビスの利用の一時中断（そのイーサネット通信サービスに係る電気通信回線設備を他
に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとし
ます。
）を行います。
（利用権の譲渡）
第21条 利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
２ 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは当事者が連署した当社所定の書面に
より契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に
代えることができます。
３ 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除
いて、これを承認します。
 利用権を譲り受けようとする者が、第２種イーサネット通信サービスの料金又は
工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 その譲渡について、他社接続契約者回線に係る協定事業者の承認が得られないと
き、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。

10



その譲受人が、その契約者回線と接続される接続契約者回線、回線収容部に収容
される他社接続契約者回線の契約者と同一の者とならないとき。
 所属ＶＰＮグループの代表者の承諾が得られないとき。
４ 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第２種契約者の有していた一切の権利及
び義務を承継します。
（第２種契約者が行う第２種契約の解除）
第22条 第２種契約者は、第２種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ
め契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に書面により通知していただき
ます。
（当社が行う第２種契約の解除）
第23条 当社は、第２種契約者が次のいずれかに該当するときは、その第２種契約を解
除することがあります。
 第54条（利用停止）の規定によりイーサネット通信サービスの利用を停止された
第２種契約者が、なおその事実を解消しないとき。
 その第２種契約者に係る所属ＶＰＮグループが廃止されたとき。
２ 当社は、第２種契約者が第54条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、そ
の事実がイーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行に特に著しい支障を及
ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第２種イーサネット通信サービ
スの利用停止をしないでその第２種契約を解除することがあります。
３ 当社は、前２項の規定により、その第２種契約を解除しようとするときは、あらか
じめ第２種契約者にそのことを通知します。
（協定事業者等の契約解除等に伴う第２種契約の扱い）
第24条 当社は第２種契約者（タイプ２に係る者に限ります。以下この条において同じ
とします。
）からその第２種契約に係る接続契約者回線等について、契約の解除等第
２種契約者の責めに帰すべき理由によりその接続契約者回線等との接続を中止（以下
この条において「接続中止」といいます。
）する旨の届出があったとき又はその事実
を知ったときは、その第２種契約を解除します。
ただし、接続中止すると同時にそれに相当する接続契約者回線等との接続を開始し
た場合であって、その第２種契約者から第２種契約を継続したい旨の申出があったと
きは、この限りでありません。
２ 前項に規定するほか、当社は、第２種契約者とその第２種契約に係る接続契約者回
線等について当社又は協定事業者と契約を締結している者とが同一の者でないこと
について、その事実を知ったときは、その第２種契約を解除することがあります。
（所属ＶＰＮグループの変更）
第25条 第２種契約者は、所属ＶＰＮグループの変更（そのイーサネット通信サービス
契約者の所属先となるＶＰＮグループを変更することその他の変更（新たにＶＰＮグ
ループを設けることを含みます。
）をいいます。以下同じとします。
）の請求をするこ
とができます。
２ 前項に規定するほか、第２種契約者は、代表者を同一の所属ＶＰＮグループの他の
イーサネット通信サービス契約者に変更することを請求することができます。この場
合において、当社は、その所属ＶＰＮグループのイーサネット通信サービス契約者全
員の承認が得られる場合に限り、その請求を承諾します。
３ 前２項の請求があったときは、当社は、第13条（第２種契約申込の承諾）の規定に
準じて取り扱います。
（ＶＰＮグループの廃止）
第26条 当社は、次の場合には、その第２種契約に係るＶＰＮグループを廃止します。
 代表者からそのＶＰＮグループの廃止の申出があったとき。
 代表者に係る第２種契約について契約の解除があったときであって、前条第２項
に規定する代表者の変更の請求がないとき。
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（通信グループ代表者）
第27条 １の通信グループにおいて、代表者が２人以上あるときは、通信グループ代表
者を定め、契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
これをを変更したときも同様とします。この場合、他の代表者の同意を事前に得てい
ただきます。
（その他の提供条件）
第28条 第２種契約に係るその他の提供条件については、別記５及び６に定めるところ
によります。
第２節 第５種イーサネット通信サービスに係る契約
（第５種イーサネット通信サービスの種類等）
第29条 第５種イーサネット通信サービスには、次の種類があります。
種

類

内

容

タイプ１

第５種イーサネット通信サービスに係る契約者回線を設置し
て提供するイーサネット通信サービス

タイプ２

第５種イーサネット通信サービスに係る接続契約者回線等と
接続して提供するイーサネット通信サービス

タイプ３

第５種イーサネット通信サービスに係る加入者回線を設置し
て提供するイーサネット通信サービス

２

前項に規定するほか、第５種イーサネット通信サービスには、料金表第１表（料金）
に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
（第５種イーサネット通信サービス区域）
第30条 当社は、料金表第１表（料金）第１（利用料）に定めるところにより、第５種
イーサネット通信サービス区域を設定します。
２ 当社は、第５種イーサネット通信サービス区域を表示する図表をその第５種イーサ
ネット通信サービス区域内の契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所にお
いて閲覧に供します。
（第５種契約申込の方法）
第31条 第５種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定
の契約申込書を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただ
きます。
 第５種イーサネット通信サービスの種類、品目及び通信又は保守の態様による細
目
 契約者回線又は加入者回線の終端の場所
 接続契約者回線等に係る終端の場所
 接続契約者回線等について当社又は協定事業者と締結している契約の内容（当社
が別に定めるものに限ります。
）
 所属ＶＰＮグループ
 当社が別に定める通信を行う場合における通信相手先の電気通信サービスの名
称、契約者名及びＶＰＮグループ（それに相当するものを含みます。
）
 その他申込みの内容を特定するために必要な事項
２ 前項の場合において、その申込みが新たにＶＰＮグループを設ける申込みであると
きは、そのＶＰＮグループの代表者を定めて契約事務を行うイーサネット通信サービ
ス取扱所に申込んでいただきます。これを変更したときも同様とします。
（注１）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、当社又は協定事
業者の契約約款及び料金表（接続契約者回線等に係るものに限ります。
）に規定す
る事項のうち、当社が第５種イーサネット通信サービスの料金又は工事に関する費
用を適用するために必要な事項とします。
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（注２）本条第１項第６号に規定する当社が別に定める通信は、Universal Oneサービ
ス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービスに係る電気通信設備との間
で行う通信とします。
（第５種契約申込の承諾）
第32条 当社は、第５種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
ます。
２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第５種契約の申込みを承諾
しないことがあります。
 第５種契約（料金表第１表（料金）に定めるUniversal Oneアクセスに係るもの
を除きます。
）の申込みをした者が、接続契約者回線等について、当社又は協定事
業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
 他社接続契約者回線について、協定事業者と契約を締結している者が複数となる
とき。
 他社接続契約者回線との接続に関し協定事業者の承諾が得られないとき又はそ
の他その申込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
 第５種イーサネット通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
 第５種契約の申込みをした者が第５種イーサネット通信サービスの料金又は工
事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 所属ＶＰＮグループの代表者の承諾がないとき。
 その他イーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行上著しい支障がある
とき。
（最低利用期間）
第33条 第５種イーサネット通信サービスには、料金表第１表（料金）に定めるところ
により最低利用期間があります。
２ 前項の最低利用期間は、第５種イーサネット通信サービスの提供を開始した日、第
５種契約者が接続事業者変更(接続契約者回線等に係る協定事業者（当社を含みます。
以下この条において同じとします。)を他の協定事業者へ変更(別記３のに掲げる協
定事業者相互間の変更（協定事業者の契約約款及び料金表に規定する専用サービスに
係るものに限ります。)を除きます。)することをいいます。以下同じとします。)を
行った日、第５種イーサネット通信サービスの種類の変更を行った日又は第34条（最
低利用期間等に係る起算開始日の扱い）に規定する起算開始日から起算して１年間と
します。
３ 第５種契約者は、前項の最低利用期間内に第５種契約の解除、第５種イーサネット
通信サービスの種類若しくは品目の変更、接続事業者変更、その他の契約内容の変更
又は他社接続契約者回線に係る終端の場所若しくは料金表に定める通信又は保守の
態様による細目の変更があったときは、当社が定める期日までに、料金表第１表第１
（利用料）に規定する額を支払っていただきます。
（最低利用期間等に係る起算開始日の扱い）
第34条 当社は、次表の左欄に該当する第２種契約を解除すると同時に、新たに同表の
右欄に該当する第５種契約を締結する場合には、同表左欄に該当する第２種イーサネ
ット通信サービスに係る起算開始日を、同表右欄に該当する第５種イーサネット通信
サービスに係る起算開始日として取り扱います。
解除する契約

新たに締結する契約

第２種契約（料金表に規定するＣＣＮア
クセス（当社が別に定めるものに限りま
す。以下この条において同じとします。
）
に係るものを除きます。
）

第５種契約（料金表に規定するＣＣＮ
アクセス及び料金表に規定する
Universal Oneアクセスに係るものを
除きます。
）
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（注）本条に規定する当社が別に定めるＣＣＮアクセスは、接続する接続契約者回線の
区分がプラン３となるものとします。
（その他の提供条件）
第35条 契約の単位、契約者回線又は加入者回線の終端、接続契約者回線等の収容、種
類等の変更、加入者回線の移転、回線収容部の変更、その他の契約内容の変更、利用
の一時中断、利用権の譲渡、第５種契約者が行う第５種契約の解除、当社が行う第５
種契約の解除、協定事業者等の契約の解除等に伴う第５種契約の扱い、所属ＶＰＮグ
ループの変更及びＶＰＮグループの廃止の取扱いについては、第２種イーサネット通
信サービスの場合に準ずるものとします。
２ 前項の場合において、第５種契約（料金表第１表（料金）に定めるUniversal One
アクセスに係るものに限ります。
）については、次の規定を準用しません。
 第21条（利用権の譲渡）第３項第３号の規定
 第24条（協定事業者等の契約解除等に伴う第２種契約の扱い）第２項の規定
３ 前２項に規定するほか、第５種契約に係るその他の提供条件については、別記５及
び６に定めるところによります。
第３節 第６種イーサネット通信サービスに係る契約
（第６種イーサネット通信サービスの品目等）
第36条 第６種イーサネット通信サービスには、料金表第１表（料金）に規定する品目
及び通信又は保守の態様による細目があります。
（契約の単位）
第37条 当社は、加入者回線１回線ごとに１の第６種契約を締結します。この場合、第
６種契約者は１の第６種契約につき１人に限ります。
（加入者回線の終端）
第38条 当社は、第６種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、配線盤等
を設置し、これを加入者回線の終端とします。
ただし、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところによ
ります。
２ 当社は、前項の加入者回線の終端に係る地点を定めるときは、第６種契約者と協議
します。
（第６種契約申込の方法）
第39条 第６種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定
の契約申込書を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただ
きます。
 第６種イーサネット通信サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
 加入者回線の終端の場所
 所属ＶＰＮグループ
 当社が別に定める通信を行う場合における通信相手先の電気通信サービスの名
称、契約者名及びＶＰＮグループ（それに相当するものを含みます。
）
 その他申込みの内容を特定するために必要な事項
２ 前項の場合において、その申込みが新たにＶＰＮグループを設ける申込みであると
きは、そのＶＰＮグループの代表者を定めて契約事務を行うイーサネット通信サービ
ス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
（注）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める通信は、Universal Oneサービ
ス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービスに係る電気通信設備との
間で行う通信とします。
（第６種契約申込の承諾）
第40条 当社は、第６種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
ます。
２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第６種契約の申込みを承諾
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しないことがあります。
 第６種イーサネット通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
 第６種契約の申込みをした者が第６種イーサネット通信サービスの料金又は工
事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 所属ＶＰＮグループの代表者の承諾がないとき。
 その加入者回線に係るゾーンが、所属ＶＰＮグループに係るゾーンと同一となら
ないとき。
 その他イーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行上著しい支障がある
とき。
（最低利用期間）
第41条 第６種イーサネット通信サービスには、料金表第１表（料金）に定めるところ
により最低利用期間があります。
２ 前項の最低利用期間は、第６種イーサネット通信サービスの提供を開始した日から
起算して１年間とします。
３ 第６種契約者は、前項の最低利用期間内に第６種契約の解除又は品目の変更等があ
ったときは、当社が定める期日までに、料金表第１表に規定する額を支払っていただ
きます。
（品目等の変更）
第42条 当社は、第６種契約者から請求があったときは、第６種イーサネット通信サー
ビスの品目又は通信又は保守の態様による細目の変更を行います。
２ 前項の請求があったときは、当社は、第40条（第６種契約申込の承諾）の規定に準
じて取り扱います。
（その他の契約内容の変更）
第43条 当社は、第６種契約者から請求があったときは、第39条（第６種契約申込の方
法）第１項第４号又は第５号に規定する契約内容の変更を行います。
２ 前項の請求があったときは、当社は第40条（第６種契約申込の承諾）の規定に準じ
て取り扱います。
（利用権の譲渡）
第44条 利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
２ 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは当事者が連署した当社所定の書面に
より契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に
代えることができます。
３ 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除
いて、これを承認します。
 利用権を譲り受けようとする者が、第６種イーサネット通信サービスの料金又は
工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 所属ＶＰＮグループの代表者の承諾が得られないとき。
４ 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第６種契約者の有していた一切の権利及
び義務を承継します。
（その他の提供条件）
第45条 第６種イーサネット通信サービス区域等、加入者回線の移転、利用の一時中断、
第６種契約者が行う第６種契約の解除、当社が行う第６種契約の解除、所属ＶＰＮグ
ループの変更、ＶＰＮグループの廃止及び通信グループ代表者の取扱いについては、
第２種イーサネット通信サービスの場合に準ずるものとします。
２ 前項に規定するほか、第６種契約に係るその他の提供条件については、別記５及び
６に定めるところによります。
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第４節 第７種イーサネット通信サービスに係る契約
（第７種契約申込の方法）
第46条 第７種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定
の契約申込書を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただ
きます。
 第７種イーサネット通信サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
 加入者回線の終端の場所
 所属ＶＰＮグループ
 当社が別に定める通信を行う場合における通信相手先の電気通信サービスの名
称、契約者名及びＶＰＮグループ（それに相当するものを含みます。
）
 その他申込みの内容を特定するために必要な事項
２ 前項の場合において、その申込みが新たにＶＰＮグループを設ける申込みであると
きは、そのＶＰＮグループの代表者を定めて契約事務を行うイーサネット通信サービ
ス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
（注）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める通信は、Universal Oneサービス
契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービスに係る電気通信設備との間で
行う通信とします。
（第７種契約申込の承諾）
第47条 当社は、第７種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
ます。
２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第７種契約の申込みを承諾
しないことがあります。
 第７種イーサネット通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
 第７種契約の申込みをした者が第７種イーサネット通信サービスの料金又は工
事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 所属ＶＰＮグループの代表者の承諾がないとき。
 その他イーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行上著しい支障がある
とき。
（その他の提供条件）
第48条 第７種イーサネット通信サービス区域等の取扱いについては、第５種イーサネ
ット通信サービスの場合に、第７種イーサネット通信サービスの品目等、契約の単位、
加入者回線の終端、最低利用期間、品目等の変更、その他の契約内容の変更、加入者
回線の移転、利用の一時中断、利用権の譲渡、第７種契約者が行う第７種契約の解除、
当社が行う第７種契約の解除、所属ＶＰＮグループの変更及びＶＰＮグループの廃止
の取扱いについては、第６種イーサネット通信サービスの場合に、準ずるものとしま
す。
２ 前項に規定するほか、第７種契約に係るその他の提供条件については、別記５及び
６に定めるところによります。
第４章 付加機能
（付加機能の提供）
第49条 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、次の場合
を除き、料金表第１表（料金）第１（利用料）に定めるところにより付加機能を提供
します。
 付加機能の提供を請求したイーサネット通信サービス契約者が、付加機能使用料
の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 付加機能の提供が技術上著しく困難なとき。
 その他イーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行上著しい支障がある
とき。
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（付加機能の利用の一時中断）
第50条 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、その付加
機能（当社が別に定めるものを除きます。
）の利用の一時中断（その付加機能に係る
設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。
）を
行います。
（注）本条に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第１表（料金）第１（利用
料）に規定するＶＰＮグループ多重接続機能とします。
（付加機能の廃止）
第51条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
 その付加機能の提供を受けているイーサネット通信サービス契約者から廃止の
申出があったとき。
 その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第１表（料金）第１（利用料）
に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第５章 回線相互接続
（当社又は他社の電気通信回線の接続）
第52条 イーサネット通信サービス契約者は、その契約者回線の終端（サービス接続点
となるものを除きます。以下同じとします。
）
、若しくは加入者回線の終端において又
はそれらの終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又は加入者
回線等と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電
気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通
信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の
名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定
の書面を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただきます。
２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に
関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が
制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に
接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第６章 利用中止等
（利用中止）
第53条 当社は、次の場合には、そのイーサネット通信サービスの利用を中止すること
があります。
 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
 第５条（イーサネット通信サービスの提供区間等）第３項及び第４項の規定によ
りサービス接続点又は相互接続点の所在場所を変更するとき。
 第56条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。
２ 当社は、前項の規定によりイーサネット通信サービスの利用を中止するときは、あ
らかじめそのことをイーサネット通信サービス契約者に通知します。ただし、緊急や
むを得ない場合は、この限りでありません。
（利用停止）
第54条 当社は、イーサネット通信サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、
６か月以内で当社が定める期間（そのイーサネット通信サービスの料金その他の債務
（この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット通信サービスの
料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとしま
す。
）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）
、そのイー
サネット通信サービスの利用を停止することがあります。
 料金その他の債務（接続契約者回線に係るものを含みます。）について、支払期
日を経過してもなお支払わないとき。
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第75条（利用に係るイーサネット通信サービス契約者の義務）の規定に違反した
とき。
 契約者回線又は加入者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電
気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係
る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
 契約者回線若しくは加入者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電
気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある
場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準
等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約
者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
 前４号のほか、この約款の規定に反する行為であって、イーサネット通信サービ
スに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は
及ぼすおそれがある行為をしたとき。
２ 当社は、前項の規定によりイーサネット通信サービスの利用停止をするときは、あ
らかじめその理由、利用停止をする日及び期間をイーサネット通信サービス契約者に
通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
（接続休止）
第55条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若
しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、イーサネット通信サービス契約者が
イーサネット通信サービスを全く利用できなくなったときは、そのイーサネット通信
サービスについて接続休止（そのイーサネット通信サービスに係る電気通信設備を他
に転用することを条件としてそのイーサネット通信サービスを一時的に利用できな
いようにすることをいいます。以下同じとします。）とします。
ただし、そのイーサネット通信サービスについて、イーサネット通信サービス契約
者から利用の一時中断の請求又はイーサネット通信サービス契約の解除の通知があ
ったときは、この限りでありません。
２ 当社は、前号の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのイー
サネット通信サービス契約者にそのことを通知します。
３ 第１項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その
接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット通信サービス契約は解除さ
れたものとして取り扱います。この場合、そのイーサネット通信サービス契約者にそ
のことを通知します。
第７章 通信
（通信利用の制限）
第56条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなっ
たときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の
災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のた
めに必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容と
する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線等（当社がそれ
らの機関との協議により定めたものに限ります。
）以外のものによる通信の利用を中
止する措置（特定の地域への通信を中止する措置を含みます。
）をとることがありま
す｡
機

関
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名

気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。
）
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記19の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
２
３

通信が著しくふくそうした場合は、通信が相手先に着信しないことがあります。
当社は、当社の設備を不正アクセス行為から防御するために必要な場合には、イー
サネット通信サービスの全部又は一部の利用を中止することがあります。
（接続契約者回線等による制約）
第57条 第２種契約者（タイプ２に係る者に限ります。
）及び第５種契約者（タイプ２
に係る者に限ります。
）は、当社又は協定事業者の契約約款及び料金表の定めるとこ
ろにより、接続契約者回線等を使用することができない場合においては、イーサネッ
ト通信サービスを利用することはできません。
第８章 料金等
（料金及び工事に関する費用）
第58条 当社が提供するイーサネット通信サービスの料金は、利用料及び手続きに関す
る料金とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。
２ 当社が提供するイーサネット通信サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料
金表第２表（工事に関する費用）に定めるところによります。
（注）本条第１項に規定する利用料は、当社が提供するイーサネット通信サービスの態
様に応じて、契約者回線使用料、構内インタフェースケーブル使用料、インタフェ
ースケーブル使用料、回線使用料、アクセス回線料（第２種イーサネット通信サー
ビス及び第５種イーサネット通信サービスに係るものに限ります。
）
、中継回線使用
料、通信料金及び付加機能使用料を合算したものとします。
（利用料の支払義務）
第59条 第２種契約者は、その第２種契約に基づいて当社がイーサネット通信サービス
又は付加機能の提供を開始した日から起算して、第２種契約の解除又は付加機能の廃
止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一
の日である場合は、１日間とします。
）について、料金表第１表に規定する利用料の
支払いを要します。
２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信サービス又は付加
機能を利用することができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
 利用の一時中断をしたときは、第２種契約者は、その期間中の利用料の支払いを
要します。
 利用停止があったときは、第２種契約者は、その期間中の利用料の支払いを要し
ます。
 前２号の規定によるほか、第２種契約者は、次の場合を除き、イーサネット通信
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サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
区

別

支払いを要しない料金

１

第２種契約者の責めによらない理由
により、その第２種イーサネット通信
サービス又は付加機能を全く利用でき
ない状態（そのイーサネット通信サー
ビスに係る電気通信設備による全ての
通信に著しい支障が生じ、全く利用で
きない状態と同程度の状態となる場合
を含みます。以下同じとします。
）が生
じた場合（２欄から５欄までに該当す
る場合を除きます。
）にそのことを当社
が知った時刻から起算して、24時間以
上その状態が連続したとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間（24時間の倍数で
ある部分に限ります。
）に対応するその
第２種イーサネット通信サービスにつ
いての料金

２

当社の故意又は重大な過失によりそ そのことを当社が知った時刻以後の利
の第２種イーサネット通信サービスを 用できなかった時間について、その時
全く利用できない状態が生じたとき。 間に対応するそのイーサネット通信サ
ービスについての料金

３

回線収容部の変更に伴って、第２種
イーサネット通信サービスを利用でき
なくなった期間が生じたとき（第２種
契約者の都合によりイーサネット通信
サービスを利用しなかった場合であっ
て、その設備を保留したときを除きま
す。
）
。

利用できなくなった日から起算し、再
び利用できる状態とした日の前日まで
の日数に対応するその第２種イーサネ
ット通信サービスについての料金

４

第２種イーサネット通信サービスの 接続休止をした日から起算し、再び利
接続休止をしたとき。
用できる状態とした日の前日までの日
数に対応するその第２種イーサネット
通信サービスについての料金

５

第２種契約者の責めによらない理由
により、同一ＶＰＮグループに所属す
る全ての契約者が料金表第１表に規定
するゾーン間中継が全くできない状態
（そのＶＰＮグループに係る電気通信
設備による全ての通信に著しい支障が
生じ、料金表第１表に規定するゾーン
間中継が全くできない状態と同程度の
状態となる場合を含みます。
）が生じた
場合に、そのことを当社が知った時刻
から起算して、24時間以上その状態が
連続したとき。

３

そのことを当社が知った時刻以降の利
用できなかった時間（24時間の倍数で
ある部分に限ります。
）に対応するその
第２種イーサネット通信サービスにつ
いての料金表第１表に規定する中継回
線使用料

前項の規定にかかわらず、利用料の取り扱いについて、料金表第１表にサービス品
質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
４ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金
を返還します。
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５

前項の場合において、１以上の料金月（１の暦月の起算日（当社がイーサネット通
信サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日
の前日までの間をいいます。以下同じとします。）の料金が重複して支払われた結果、
過払い金が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺し
て返還することがあります。
第60条 第５種契約者は、その第５種契約に基づいて当社がイーサネット通信サービス
又は付加機能の提供を開始した日から起算して、第５種契約の解除又は付加機能の廃
止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一
の日である場合は、１日間とします。
）について、料金表第１表に規定する利用料の
支払いを要します。
２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信サービス又は付加
機能を利用することができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
 利用の一時中断をしたときは、第５種契約者は、その期間中の利用料の支払いを
要します。
 利用停止があったときは、第５種契約者は、その期間中の利用料の支払いを要し
ます。
 前２号の規定によるほか、第５種契約者は、次の場合を除き、イーサネット通信
サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
区

別

支払いを要しない料金

１

第５種契約者の責めによらない理由
により、その第５種イーサネット通信
サービス又は付加機能を全く利用でき
ない状態が生じた場合（２欄から４欄
までに該当する場合を除きます。
）にそ
のことを当社が知った時刻から起算し
て、24時間以上その状態が連続したと
き。

そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間（24時間の倍数で
ある部分に限ります。
）に対応するその
第５種イーサネット通信サービスにつ
いての料金

当社の故意又は重大な過失によりそ そのことを当社が知った時刻以後の利
の第５種イーサネット通信サービスを 用できなかった時間について、その時
全く利用できない状態が生じたとき。 間に対応するそのイーサネット通信サ
ービスについての料金

２

３

回線収容部の変更に伴って、第５種
イーサネット通信サービスを利用でき
なくなった期間が生じたとき（第５種
契約者の都合によりイーサネット通信
サービスを利用しなかった場合であっ
て、その設備を保留したときを除きま
す。
）
。

利用できなくなった日から起算し、再
び利用できる状態とした日の前日まで
の日数に対応するその第５種イーサネ
ット通信サービスについての料金

４

第５種イーサネット通信サービスの 接続休止をした日から起算し、再び利
接続休止をしたとき。
用できる状態とした日の前日までの日
数に対応するその第５種イーサネット
通信サービスについての料金

３

前項の規定にかかわらず、利用料の取り扱いについて、料金表第１表にサービス品
質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
４ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金
を返還します。

21

５

前項の場合において、１以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金
が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還す
ることがあります。
第61条 第６種契約者は、その第６種契約に基づいて当社がイーサネット通信サービス
又は付加機能の提供を開始した日から起算して、第６種契約の解除又は付加機能の廃
止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一
の日である場合は、１日間とします。
）について、料金表第１表に規定する利用料の支
払いを要します。
２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信サービス又は付加
機能を利用することができない状態が生じたときの利用料の支払いは、
次によります。
 利用の一時中断をしたときは、第６種契約者は、その期間中の利用料の支払いを
要します。
 利用停止があったときは、第６種契約者は、その期間中の利用料の支払いを要し
ます。
 前２号の規定によるほか、第６種契約者は、次の場合を除き、イーサネット通信
サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
区

別

支払いを要しない料金
そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間（24時間の倍数で
ある部分に限ります。
）に対応するその
第６種イーサネット通信サービスにつ
いての料金

１

第６種契約者の責めによらない理由
により、その第６種イーサネット通信
サービス又は付加機能を全く利用でき
ない状態が生じた場合（２欄から４欄
に該当する場合を除きます。
）にそのこ
とを当社が知った時刻から起算して、
24時間以上その状態が連続したとき。

２

当社の故意又は重大な過失によりそ そのことを当社が知った時刻以後の利
の第６種イーサネット通信サービスを 用できなかった時間について、その時
全く利用できない状態が生じたとき。 間に対応するその第６種イーサネット
通信サービスについての料金

３

加入者回線の移転に伴って、第６種
イーサネット通信サービスを利用でき
なくなった期間が生じたとき（第６種
契約者の都合によりイーサネット通信
サービスを利用しなかった場合であっ
て、その設備を保留したときを除きま
す。
）
。

利用できなくなった日から起算し、再
び利用できる状態とした日の前日まで
の日数に対応するその第６種イーサネ
ット通信サービスについての料金

４

第６種契約者の責めによらない理由
により、同一ＶＰＮグループに所属す
る全ての契約者が料金表第１表に規定
するゾーン間中継が全くできない状態
（そのＶＰＮグループに係る電気通信
設備による全ての通信に著しい支障が
生じ、料金表第１表に規定するゾーン
間中継が全くできない状態と同程度の
状態となる場合を含みます。
）が生じた
場合に、そのことを当社が知った時刻
から起算して、24時間以上その状態が

そのことを当社が知った時刻以降の利
用できなかった時間（24時間の倍数で
ある部分に限ります。
）に対応するその
第６種イーサネット通信サービスにつ
いての料金表第１表に規定する中継回
線使用料
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連続したとき。
３

前項の規定にかかわらず、利用料の取り扱いについて、料金表第１表にサービス品
質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
４ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金
を返還します。
５ 前項の場合において、１以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金
が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還す
ることがあります。
第62条 第７種契約者は、その第７種契約に基づいて当社がイーサネット通信サービス
又は付加機能の提供を開始した日から起算して、第７種契約の解除又は付加機能の廃
止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一
の日である場合は、１日間とします。）について、料金表第１表に規定する利用料の
支払いを要します。
２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信サービス又は付加
機能を利用することができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
 利用の一時中断をしたときは、第７種契約者は、その期間中の利用料の支払いを
要します。
 利用停止があったときは、第７種契約者は、その期間中の利用料の支払いを要し
ます。
 前２号の規定によるほか、第７種契約者は、次の場合を除き、イーサネット通信
サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
区

別

支払いを要しない料金
そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間（24時間の倍数で
ある部分に限ります。
）に対応するその
第７種イーサネット通信サービスにつ
いての料金

１

第７種契約者の責めによらない理由
により、その第７種イーサネット通信
サービスを全く利用できない状態が生
じた場合（２欄及び３欄に該当する場
合を除きます。
）にそのことを当社が知
った時刻から起算して、24時間以上そ
の状態が連続したとき。

２

当社の故意又は重大な過失によりそ そのことを当社が知った時刻以後の利
の第７種イーサネット通信サービスを 用できなかった時間について、その時
全く利用できない状態が生じたとき。 間に対応するその第７種イーサネット
通信サービスについての料金

３

加入者回線の移転に伴って、第７種
イーサネット通信サービスを利用でき
なくなった期間が生じたとき（第７種
契約者の都合によりイーサネット通信
サービスを利用しなかった場合であっ
て、その設備を保留したときを除きま
す。
）
。

３

利用できなくなった日から起算し、再
び利用できる状態とした日の前日まで
の日数に対応するその第７種イーサネ
ット通信サービスについての料金

前項の規定にかかわらず、利用料の取り扱いについて、料金表第１表にサービス品
質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
４ 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金
を返還します。
５ 前項の場合において、１以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金
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が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還す
ることがあります。
（手続きに関する料金の支払義務）
第63条 イーサネット通信サービス契約者は、イーサネット通信サービスに係る手続き
を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第１表（料金）第２（手続きに
関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
（工事費の支払義務）
第64条 イーサネット通信サービス契約者は、イーサネット通信サービス契約の申込み
又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表（工事に関する
費用）第１（工事費）に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのイーサネット通信サービス契約の解除又はその工事の
請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。
）があった場合は、この
限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、そ
の工事費を返還します。
２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、イーサネ
ット通信サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工
事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合におい
て、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
（料金の計算方法等）
第65条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に
定めるところによります。
（割増金）
第66条 イーサネット通信サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不
法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない
額とします。
）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払
っていただきます。
（延滞利息）
第67条 イーサネット通信サービス契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きま
す。
）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日か
ら支払いの日の前日までの日数について、年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利
息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限り
でありません。
（注）本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当た
りの割合とします。
第９章 保守
（イーサネット通信サービス契約者の維持責任）
第68条 イーサネット通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、
技術基準等に適合するよう維持していただきます。
（イーサネット通信サービス契約者の切分責任）
第69条 イーサネット通信サービス契約者は、イーサネット通信サービスを利用するこ
とができなくなったときは、契約者回線等に係る自営端末設備又は自営電気通信設備
に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
２ 前項の確認に際して、イーサネット通信サービス契約者（第６種契約者、第７種契
約者並びにタイプ１及びタイプ３に係る者に限ります。以下この条において同じとし
ます。
）から請求があったときは、当社は、イーサネット通信サービス取扱所におい
て試験を行い、その結果をイーサネット通信サービス契約者にお知らせします。
３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場
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合において、イーサネット通信サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結
果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、イーサネット
通信サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負
担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
（修理又は復旧の順位）
第70条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全
部を修理し、又は復旧することができないときは、第56条（通信利用の制限）の規定
により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設
備を修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信
設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順

位

修理又は復旧する電気通信設備

１

気象機関とのイーサネット通信サービス契約に係るもの
水防機関とのイーサネット通信サービス契約に係るもの
消防機関とのイーサネット通信サービス契約に係るもの
災害救助機関とのイーサネット通信サービス契約に係るもの
警察機関とのイーサネット通信サービス契約に係るもの
防衛機関とのイーサネット通信サービス契約に係るもの
輸送の確保に直接関係のある機関とのイーサネット通信サービス契約
に係るもの
通信の確保に直接関係のある機関とのイーサネット通信サービス契約
に係るもの
電力の供給の確保に直接関係のある機関とのイーサネット通信サービ
ス契約に係るもの

２

ガスの供給の確保に直接関係のある機関とのイーサネット通信サービ
ス契約に係るもの
水道の供給の確保に直接関係のある機関とのイーサネット通信サービ
ス契約に係るもの
選挙管理機関とのイーサネット通信サービス契約に係るもの
別記19の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関とのイ
ーサネット通信サービス契約に係るもの
預貯金業務を行う金融機関とのイーサネット通信サービス契約に係る
もの
国又は地方公共団体の機関とのイーサネット通信サービス契約に係る
もの（第１順位となるものを除きます。
）

３

第１順位及び第２順位に該当しないもの

第10章 損害賠償
（責任の制限）
第71条 当社は、イーサネット通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに
帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者
の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべ
き理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、そのイーサネット通信サ
ービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著
しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条
において同じとします。
）にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上そ
の状態が連続したときに限り、そのイーサネット通信サービス契約者の損害を賠償し
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ます。
ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその
損害を賠償する場合は、この限りでありません。
２ 前項の場合において、当社は、次表に掲げる料金額を発生した損害とみなし、その
額に限って賠償します。
区

別

賠

償

す

る

額

１

そのことを当社が知った時刻以後の
利用できなかった時間（この表の１
欄に規定する時間の倍数である部分
に限ります。
）に対応するそのイーサ
ネット通信サービスについての料金
表第１表に規定する契約者回線使用
料、構内インタフェースケーブル使
用料、インタフェースケーブル使用
料、回線使用料、アクセス回線料（第
２種イーサネット通信サービス又は
第５種イーサネット通信サービスに
係るものに限ります。
）
、定額通信料
金又は付加機能使用料

２

そのことを当社が知った時刻以降の
利用できなかった時間（この表の３
欄に規定する時間の倍数である部分
に限ります。
）に対応するその第２種
イーサネット通信サービスについて
の料金表第１表に規定する中継回線
使用料

そのイーサネット通信サービス又は付
加機能を全く利用できない状態が生じた
場合（２欄に該当する場合を除きます。
）
で、そのことを当社が知った時刻から起
算して、24時間以上その状態が連続した
とき。

同一ＶＰＮグループに所属する全ての
契約者が料金表第１表に規定するゾーン
間中継が全くできない状態（そのＶＰＮ
グループに係る電気通信設備による全て
の通信に著しい支障が生じ、料金表第１
表に規定するゾーン間中継が全くできな
い状態と同程度の状態となる場合を含み
ます。
）が生じた場合に、そのことを当社
が知った時刻から起算して、24時間以上
その状態が連続したとき。

３

当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信サービスの提供をしなかった
ときは、前２項の規定は適用しません。
（注）本条第２項の場合において、時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表
通則の規定に準じて取り扱います。
（免責）
第72条 当社は、イーサネット通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、
撤去、修理又は復旧の工事にあたって、イーサネット通信サービス契約者に関する土
地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも
のであるときは、その損害を賠償しません。
２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変
更（以下この条において「改造等」といいます。
）を要することとなる場合であって
も、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更（イーサネット通信サービス取扱所又はイーサネ
ット通信サービス契約者が指定する場所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条
件の規定の適用の変更を含みます。
）により、現に当社が設置する電気通信回線設備
に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社
は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
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第11章 雑則
（承諾の限界）
第73条 当社は、イーサネット通信サービス契約者から工事その他の請求があった場合
に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難で
ある等イーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行上支障があるときは、その
請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知
します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
（イーサネット通信サービスの廃止）
第74条 当社は、イーサネット通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
２ 前項の規定によるイーサネット通信サービスの一部又は全部の廃止があったとき
は、そのイーサネット通信の一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
３ 当社は、イーサネット通信サービスの一部又は全部の廃止に伴い、イーサネット通
信サービス契約者又は第三者に発生する損害については、一切の責任を負わないもの
とします。
４ 当社は、第１項の規定によりイーサネット通信サービスの一部又は全部を廃止しよ
うとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめイーサネット通信サー
ビス契約者に通知します。
（利用に係るイーサネット通信サービス契約者の義務）
第75条 イーサネット通信サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
 当社がイーサネット通信サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、
取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体
を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末
設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この
限りでありません。
 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
 当社がイーサネット通信サービスに係る業務の遂行上支障がないと認めた場合
を除いて、当社がイーサネット通信サービス契約に基づき設置した電気通信設備に
他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
 当社がイーサネット通信サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な
管理者の注意をもって保管すること。
 イーサネット通信サービスを利用して、映像配信又はファイル配信に代表される、
定常的に高いトラフィックを発生させるマルチキャスト通信を行わないこと。
 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は
そのおそれのある行為を行わないこと。
２ イーサネット通信サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、
又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必
要な費用を支払っていただきます。
（契約者からの契約者回線又は加入者回線の設置場所の提供等）
第76条 イーサネット通信サービス契約者からの契約者回線又は加入者回線の設置場
所の提供等については、別記７に定めるところによります。
（技術資料の閲覧）
第77条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、イーサネット通信サービスを
利用するうえで参考となる別記20の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
（イーサネット通信サービス契約者からの通知）
第78条 当社は接続契約者回線等について、第12条（第２種契約申込の方法）
、第33条
（第５種契約申込の方法）又は第39条（第６種契約申込の方法）に規定する事項その
他当社が別に定める異動があったときは、その内容についてイーサネット通信サービ
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ス契約者から速やかに契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に通知して
いただきます。
（注）本条に規定する当社が別に定める異動は、当社又は協定事業者の契約約款及び料
金表に定めるもののうち、次のとおりとします。
 利用権の譲渡
 契約の解除
 地位の承継
 契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所の変更
（イーサネット通信サービス契約者の氏名等の通知）
第79条 当社は、協定事業者から請求があったときは、イーサネット通信サービス契約
者（その協定事業者とイーサネット通信サービスを利用するうえで必要な契約を締結
している者に限ります。）の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあり
ます。
（協定事業者からの通知）
第80条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事
業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通
知を当社が受けることについて、イーサネット通信サービス契約者に同意していただ
きます。
（協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行）
第81条 当社は、第２種契約者（タイプ２に係るものに限ります。以下この条において
同じとします。）又は第５種契約者（タイプ２に係るものに限ります。以下この条に
おいて同じとします。）から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者（別
記３に掲げる協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）の契約約
款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信
サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当
社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
 その申出をしたイーサネット通信サービス契約者が当社が請求する料金又は工
事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
 そのイーサネット通信サービス契約者の申出について協定事業者が承諾すると
き。
 その他当社のイーサネット通信サービスに係る業務の遂行上支障がないとき。
２ 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのイー
サネット通信サービス契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わない
ときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
（法令に規定する事項）
第82条 イーサネット通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項に
ついては、その定めるところによります。
（注）法令に定めがある事項については、別記10から12までに定めるところによります。
（個人情報の取扱い）
第83条 当社は、イーサネット通信サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報
の取扱いについては、別記13及び当社が別に定めるところによります。
（閲覧）
第84条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は
閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
（附帯サービス）
第85条 イーサネット通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記14
から18までに定めるところによります。
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別記
１ イーサネット通信サービスの提供区間等
イーサネット通信サービスは、次に掲げる提供区間において提供します。
 契約者回線の終端相互間
 契約者回線の終端と加入者回線の終端との間
 契約者回線の終端と相互接続点との間
 契約者回線の終端とサービス接続点との間
 契約者回線の終端とサービスインタワークポイント（イーサネット網と
Universal Oneサービス契約約款（第７編）に規定するイーサネット網との接続点
をいいます。以下この別記１において同じとします。
）との間
 加入者回線の終端相互間
 加入者回線の終端と相互接続点との間
 加入者回線の終端とサービス接続点との間
 加入者回線の終端とサービスインタワークポイントとの間
 相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場合を含みます。
）
 相互接続点とサービス接続点との間
 相互接続点とサービスインタワークポイントとの間
 サービス接続点相互間
 サービス接続点とサービスインタワークポイントとの間
２

イーサネット通信サービスと接続することができる電気通信サービス
イーサネット通信サービスに係る契約者回線又は回線収容部とサービス接続点に
おいて接続することができる電気通信サービスは次表のとおりとします。
契約の種類

イーサネット通信 接続することがで
サービスの種別
きる電気通信サー
ビスの名称

契約約款の名称

第２種イーサネッ グローバルＩＰネ グローバルＩＰネッ グローバルＩＰネ
ト通信サービス
ットワークサービ トワークサービス契 ットワークサービ
ス
約
ス利用規約
ＩＰ伝送サービス ＶＰＮ契約
（ＶＰＮサービス
の第２種サービス
に係るものに限り
ます。
）

Universal One サ
ービス契約約款
（第２編）

クローズドコンピ クローズドコンピュ Universal One サ
ュータ通信網サー ータ通信網契約
ービス契約約款
ビス（カテゴリー
（第７編）
２のクラス２のタ
イプ２に係るもの
に限ります。
）
第２種データ着信 第２種データ着信契 ＩＰ通信網サービ
サービス
約
ス契約約款
第５種イーサネッ グローバルＩＰネ グローバルＩＰネッ グローバルＩＰネ
ト通信サービス
ットワークサービ トワークサービス契 ットワークサービ
ス
約
ス利用規約
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ＩＰ伝送サービス ＶＰＮ契約
（ＶＰＮサービス
の第２種サービス
に係るものに限り
ます。
）

Universal One サ
ービス契約約款
（第２編）

クローズドコンピ クローズドコンピュ Universal One サ
ュータ通信網サー ータ通信網契約
ービス契約約款
ビス（カテゴリー
（第７編）
２のクラス２のタ
イプ２に係るもの
に限ります。
）
第２種データ着信 第２種データ着信契 ＩＰ通信網サービ
サービス
約
ス契約約款
第４種ファクシミ 第４種契約
リ通信網サービス

Universal Oneサ
ービス

ファクシミリ通信
網サービス契約約
款

Universal One契約

Universal Oneサ
ービス契約約款
（第１編）

３ 協定事業者
 料金表第１表（料金）に規定するＳＴＭアクセスに係る者
東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社



料金表第１表（料金）に規定するイーサネットアクセスに係る者

北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社
ＫＤＤＩ株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社
北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社ケイ・オプティコム
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
株式会社ＳＴＮｅｔ
株式会社QTnet
沖縄通信ネットワーク株式会社
４ イーサネット通信サービスの提供に係る協定事業者の電気通信サービスの契約
 別記３のの専用等契約に係るもの
事業者の名称
東日本電信電話株式会社

契約の種類

契約約款の名称

専用契約（高速ディ 専用サービス契約約款
ジタル伝送サービス
に係るものに限りま
す。
）
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西日本電信電話株式会社



専用契約（高速ディ 専用サービス契約約款
ジタル伝送サービス
に係るものに限りま
す。
）

別記３のの専用等契約に係るもの
事業者の名称

北海道総合通信網株式会社

契約の種類

契約約款の名称

第１種イーサネット イーサネット通信網サービ
通信網サービス契約 ス契約約款
第２種イーサネット
通信網サービス契約

東北インテリジェント通信株 第１種契約
式会社
ＫＤＤＩ株式会社

高速イーサネット網サービ
ス契約約款

パワードイーサネッ パワードイーサネットサー
ト契約
ビス契約約款

中部テレコミュニケーション イーサネット網契約
株式会社

イーサネット網サービス契
約約款

北陸通信ネットワーク株式会 イーサネット通信網 イーサネット通信網サービ
社
契約
ス契約約款
株式会社ケイ・オプティコム

専用契約

専用サービス契約約款

株式会社エネルギア・コミュ イーサネット通信網 イーサネット通信網サービ
ニケーションズ
サービス契約
ス契約約款

５

株式会社ＳＴＮｅｔ

高速イーサネット通 高速イーサネット網サービ
信網サービス契約
ス契約約款

株式会社QTnet

専用契約

専用サービス契約約款

沖縄通信ネットワーク株式会 専用契約
社

専用サービス契約約款

イーサネット通信サービス契約者の地位の承継
 相続又は法人の合併若しくは分割によりイーサネット通信サービス契約者の地
位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立さ
れた法人又は分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類
を添えて契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に届け出ていただきま
す。
 の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人（第２種
契約者（タイプ２に係る者に限ります。）又は第５種契約者（タイプ２に係る者に
限ります。）については、その接続契約者回線等に係る者と同一の者とします。）
を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したとき
も同様とします。
 の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者の
うちの１人を代表者として取り扱います。
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６

イーサネット通信サービス契約者の氏名等の変更の届出
 イーサネット通信サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所につ
いて変更があったときは、速やかに契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱
所に届け出ていただきます。
 の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示
していただくことがあります。
７ 契約者回線又は加入者回線の設置場所の提供等
 契約者回線又は加入者回線の終端のある構内又は建物内において、当社が契約者
回線又は加入者回線を設置するために必要な場所は、そのイーサネット通信サービ
ス契約者から提供していただきます。
ただし、イーサネット通信サービス契約者からの要請があったときは、当社が別
に定めるところにより、契約者回線又は加入者回線の設置場所を提供することがあ
ります。
 当社がイーサネット通信サービス契約に基づき設置する電気通信設備に必要な
電気は、イーサネット通信サービス契約者から提供していただくことがあります。
 イーサネット通信サービス契約者は、契約者回線又は加入者回線の終端のある構
内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備
を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置してい
ただきます。
８ 契約者回線又は加入者回線への自営端末設備の接続
 イーサネット通信サービス契約者は、その契約者回線若しくは加入者回線の終端
において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又
は加入者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきま
す。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成16年総
務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」をいいます。
）様式第７号の表示が
付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末機器をい
います。
）
、技術基準等に適合することについて事業法第86条第１項に規定する登録
認定機関又は事業法第104条第２項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機
器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器
（技術基準適合認定規則第３条第２項で定める端末設備の機器をいいます。
）以外
の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしてい
ただきます。
 当社は、の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
 当社は、の請求の承諾に当たっては、次の場合に該当するときを除き、その接
続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア

技術基準適合認定規則様式第７号または14号の表示が付されている端末機器

を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第１項で定める場合に該当するとき。
 の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 イーサネット通信サービス契約者は、工事担任者規則（昭和60年郵政省令第28号）
第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備
の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第３条で定める場合は、その限りでありません。
 イーサネット通信サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについて
も、からの規定に準じて取り扱います。
 イーサネット通信サービス契約者は、その契約者回線又は加入者回線に接続され
ている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
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９

自営端末設備に異常がある場合等の検査
 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある
場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある
ときは、イーサネット通信サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準
等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、イ
ーサネット通信サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第
32条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
 の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められな
いときは、イーサネット通信サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線又
は加入者回線から取りはずしていただきます。
10 契約者回線又は加入者回線への自営電気通信設備の接続
 イーサネット通信サービス契約者は、その契約者回線若しくは加入者回線の終端
において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又
は加入者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自
営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するた
めの事項を記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
 当社は、の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることにつ
いて総務大臣の認定を受けたとき。
 当社は、の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第１項で定める場
合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行い
ます。
 の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 イーサネット通信サービス契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事
担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行
わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。
 イーサネット通信サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときにつ
いても、からの規定に準じて取り扱います。
 イーサネット通信サービス契約者は、その契約者回線又は加入者回線に接続され
ている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線又は加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合
その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記９の
規定に準じて取り扱います。
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省
令第30号）に適合するよう維持します。
13 個人情報の開示
 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、
原則として開示をします。
 契約者は、の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合
に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数
料の支払いを要します。
14 イーサネット通信サービスに係る端末機器の提供
 当社は、イーサネット通信サービス契約者（に定める者に限ります。以下13に
おいて同じとします。
）から請求があったときは、そのイーサネット通信サービス

33

に係る端末機器を提供します。この場合、イーサネット通信サービス契約者は料金
表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定する料金の支払いを要します。
 端末機器の提供の請求を行なうことができるイーサネット通信サービス契約者
は、料金表第３表に規定する端末機器の種別ごとに、次のとおりとします。
種

別

ＳＴＭ型

イーサネット通信サービス契約者
ア

第２種契約者（料金表第１表（料金）に規定するＳＴＭアクセスに係
る者に限ります。
）
イ 第５種契約者（料金表第１表（料金）に規定するＳＴＭアクセスに係
る者に限ります。
）



端末機器には、料金表第３表に定めるところにより、端末機器の提供を開始した
日から起算して１年間の最低利用期間があります。
 イーサネット通信サービス契約者は、の最低利用期間内に端末機器の提供の廃
止のあった場合は、当社が別に定める期日までに、料金表第３表に規定する額を支
払っていただきます。
 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、端末機器の
設置若しくは移転又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、イーサネッ
ト通信サービス契約者は、料金表第３表に規定する料金の支払いを要します。
 端末機器を設置するために必要な場所は、イーサネット通信サービス契約者から
提供していただきます。
 端末機器に必要な電気は、イーサネット通信サービス契約者から提供していただ
きます。
 イーサネット通信サービス契約者が端末機器を使用することができなくなった
ときは、当社に修理の請求をしていただきます。
 当社は、当社が設置した端末機器を善良な管理者の注意をもってイーサネット通
信サービス契約者に保管していただきます。
 イーサネット通信サービス契約者は、の規定に違反して端末機器を亡失し、又
はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必
要な費用を支払っていただきます。
 からまでに規定するほか、端末機器に係るその他の提供条件については、当
社が別に定めるところによります。
15 イーサネット通信サービスに係る回線制御装置等の提供
 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、そのイーサ
ネット通信サービスに係る回線制御装置(イーサネット通信サービス契約者が、そ
のイーサネット通信サービス契約に係るイーサネット通信サービスを利用して、コ
ンピュータ通信に係る広域網を自ら構築するために使用する装置をいいます。以下
同じとします。)を提供します。この場合、イーサネット通信サービス契約者は料
金表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定する料金の支払いを要します。
 の場合において、その請求が新たにその回線制御装置にかかる広域網を構築す
るものとなる場合には、その広域網の代表者を定めて契約事務を行うイーサネット
通信サービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
 回線制御装置には、料金表第３表に定めるところにより、回線制御装置の提供を
開始した日から起算して１年間の最低利用期間があります。
 イーサネット通信サービス契約者は、の最低利用期間内に回線制御装置の提供
の廃止のあった場合は、当社が別に定める期日までに、料金表第３表に規定する額
を支払っていただきます。
 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、回線制御装
置遠隔監視（その回線制御装置（当社が提供するもの以外のものを含みます。
）に
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係る広域網を当社が遠隔で監視することをいいます。以下同じとします。)を行い
ます。この場合、イーサネット通信サービス契約者は料金表第３表に規定する料金
の支払いを要します。
 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、回線制御装
置の設置若しくは移転又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、イーサ
ネット通信サービス契約者は、料金表第３表に規定する料金の支払いを要します。
 回線制御装置を設置するために必要な場所は、イーサネット通信サービス契約者
から提供していただきます。
 回線制御装置に必要な電気又は回線制御装置遠隔監視に必要な電気通信サービ
ス（当社以外の電気通信事業者が提供するものを含みます。
）の料金等は、イーサ
ネット通信サービス契約者から提供していただくことがあります。
 イーサネット通信サービス契約者が回線制御装置を使用することができなくな
ったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
 当社は、当社が設置した回線制御装置を善良な管理者の注意をもってイーサネッ
ト通信サービス契約者に保管していただきます。
 イーサネット通信サービス契約者は、の規定に違反して回線制御装置を亡失し、
又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に
必要な費用を支払っていただきます。
 からまでに規定するほか、回線制御装置又は回線制御装置遠隔監視に係るそ
の他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
16 イーサネット通信サービスに係る遠隔監視サービスの提供
 当社は、イーサネット通信サービス契約者（第６種契約者（料金表第１表（料金）
に規定するグレード２に係る者に限ります。
）及び第７種契約者（料金表第１表に
規定するグレード２に係る者に限ります。
）を除きます。以下この別記16において
同じとします。
）から請求があったときは、そのイーサネット通信サービスへの遠
隔監視サービス（そのイーサネット通信サービスに係る契約者回線等を当社が遠隔
で監視することをいいます。以下同じとします。
）を提供します。
 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、遠隔監視サ
ービスの開始又はその他の変更に係る工事を行います。
 及びに規定するほか、遠隔監視サービスに係るその他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。
17 支払証明書の発行
 当社は、イーサネット通信サービス契約者から請求があったときは、そのイーサ
ネット通信サービス及び附帯サービスの料金その他の債務が既に当社に支払われ
た旨の証明書（以下「支払証明書」といいます。
）を発行します。
 イーサネット通信サービス契約者は、の規定による請求をし、その支払証明書
の発行を受けたときは、料金表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定する手
数料及び郵送料等の支払いを要します。
18 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、第２種契約（料金表第１表（料金）に規定するタイプ２に係るものに限り
ます。以下この別記18において同じとします。
）若しくは第５種契約（タイプ２に係
るものに限ります。以下この別記18において同じとします。
）の申込みをする者又は
第２種契約者若しくは第５種契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信
サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスの利用に係る事
項について、手続きの代行を行います。
19 新聞社等の基準
区
１

新聞社

分

基

準

次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
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政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論
議することを目的として、あまねく発売されること。
 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。

20

２

放送事業者

電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許を
受けた者

３

通信社

新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準の全てを備え
た日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニ
ュース又は情報（広告を除きます。)をいいます。
）を供給す
ることを主な目的とする通信社

技術資料の項目
１
２
３
４

物理的条件
電気的条件
光学的条件
論理的条件
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料金表
通則
（利用料の設定）
１ 第２種イーサネット通信サービスに係る利用料（アクセス回線料に限ります。）及
び第５種イーサネット通信サービスに係る利用料（アクセス回線料に限ります。）は、
当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
ただし、別記３のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定するところに
よりその協定事業者が定める料金又は相互接続協定に基づき別記３の に掲げる協
定事業者が別に定める料金については、この限りでありません。
（料金の計算方法等）
２ 当社は、イーサネット通信サービス契約者がそのイーサネット通信サービス契約に
基づき支払う料金のうち、利用料は料金月に従って計算します。
３ 当社は、次の場合が生じたときは、利用料をその利用日数に応じて日割します。
ただし、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところによ
ります。
 料金月の初日以外の日にイーサネット通信サービス又は付加機能の提供の開始
があったとき。
 料金月の初日以外の日にイーサネット通信サービス契約の解除又は付加機能の
廃止があったとき。
 料金月の初日にイーサネット通信サービス又は付加機能の提供を開始し、その日
にそのイーサネット通信サービス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
 料金月の初日以外の日にイーサネット通信サービスの品目の変更等により利用
料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の利用料は、その増加
又は減少のあった日から適用します。
 第59条（利用料の支払義務）第２項第３号の表、第60条（利用料の支払義務）第
２項第３号の表、第61条（利用料の支払義務）第２項第３号の表又は第62条（利用
料の支払義務）第２項第３号の表の規定（４の規定によるもの及び当社の故意又は
重大な過失によるものを除きます。
）に該当するとき。
 ６の規定に基づく起算日の変更があったとき。
４ ３の規定による利用料の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第59条
（利用料の支払義務）第２項第３号の表、第60条（利用料の支払義務）第２項第３号
の表、第61条（利用料の支払義務）第２項第３号の表又は第62条（利用料の支払義務）
第２項第３号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24
時間をその開始時刻が属する日とみなします。
５ ４に規定するほか、３の規定による利用料の時間数割は、料金月の日数に24を乗じ
て得た時間数により行います。
６ 当社は、イーサネット通信サービスに係る当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、
料金月の起算日を変更することがあります。
（端数処理）
７ 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ます。
（料金等の支払い）
８ イーサネット通信サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が
定める期日までに、当社が指定するイーサネット通信サービス取扱所又は金融機関等
において支払っていただきます。
９ 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただき
ます。
（料金の一括後払い）
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、８及び９の規定にかかわらず、イーサネ
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ット通信サービス契約者の承諾を得て、２以上の料金月分の利用料を、当社が指定す
る期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
（前受金）
11 当社は、料金又は工事に関する費用について、イーサネット通信サービス契約者が
希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かるこ
とがあります。
（注）11に規定する当社が別に定める条件とは、前受金には利息を付さないことを条件
として預かることとします。
（消費税相当額の加算）
12 第59条（利用料の支払義務）から第64条（工事費の支払義務）までの規定その他こ
の約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するも
のとされている額は、この料金表に定める額（税抜価格（消費税相当額を加算しない
額とします。以下同じとします。
）に基づき計算された額とします。
）に消費税相当額
を加算した額とします。
上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額（税
込価格（消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。
）
）の合計と異なる
場合があります。
（注１）この料金表に規定する料金額は、税抜価格とします。なお、かっこ内の料金額
は、税込価格を表示します。
（注２）関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額
は変更後の税率により計算するものとします。
（料金等の臨時減免）
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかか
わらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信サービス取扱所
に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
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第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。
）
第１ 利用料
１ 第２種契約に係るもの
１－１ 適用
区

分

内

容

 第２種イーサ １ 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第２
ネット通信サー
種イーサネット通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮
ビス区域及びゾ
して第２種イーサネット通信サービス区域を設定します。
２ 当社は、第２種イーサネット通信サービス区域についてゾ
ーンの設定
ーンを設定します。
 品目に係る料 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を
金の適用
定めます。
ア

タイプ１に係る品目
(ア)

(イ)以外のもの

品

目

内

容

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能なもの

100Mb/s

100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

200Mb/s

200Mbit/sの符号伝送が可能なもの

300Mb/s

300Mbit/sの符号伝送が可能なもの

400Mb/s

400Mbit/sの符号伝送が可能なもの

500Mb/s

500Mbit/sの符号伝送が可能なもの

600Mb/s

600Mbit/sの符号伝送が可能なもの

700Mb/s

700Mbit/sの符号伝送が可能なもの

800Mb/s

800Mbit/sの符号伝送が可能なもの

900Mb/s

900Mbit/sの符号伝送が可能なもの

1000Mb/s

1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの

備考
１

タイプ１に係る第２種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、 加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
２ 当社は、当社が別に定めるイーサネット通信サービ
ス取扱所内に設置される契約者回線の終端の場所に当
社の構内インタフェースケーブルを設置します。
３ 200Mb/sから1000Mb/sまでの品目は、当社が別に定め
る第２種イーサネット通信サービス区域に限り提供し
ます。
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（注）この備考の１に規定する当社が別に定める当社の
提供する電気通信サービスは、Universal Oneサービ
ス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービ
スとします。
(イ)

当社のＩＰ伝送サービスと接続するもの

品

目

内

容

１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が可能なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が可能なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が可能なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が可能なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が可能なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が可能なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が可能なもの

８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が可能なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が可能なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が可能なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が可能なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が可能なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が可能なもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が可能なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が可能なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が可能なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が可能なもの

100Mb/s

100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

備考

タイプ１に係る第２種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
（注）本欄に規定する当社が別に定める当社の提供する電
気通信サービスは、Universal Oneサービス契約約款
（第７編）に規定するGroup-Etherサービスとします。

イ

タイプ２に係る品目
品

目

ＳＴＭアクセスの 128kb/s
もの
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内

容

128kbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

イーサネットアク 0.5Mb/s
セスのもの

0.5Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

100Mb/s

100Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの
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200Mb/s

200Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

300Mb/s

300Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

400Mb/s

400Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

500Mb/s

500Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

600Mb/s

600Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

700Mb/s

700Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

800Mb/s

800Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

900Mb/s

900Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

1000Mb/s

1000Mbit/sの符号伝送が可
能なもの

ＣＣＮアクセスの 10Mb/s
もの
100Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能
なもの
100Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

備考
１

タイプ２に係る第２種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
２ 当社は、 タイプ２に係るものは、次表に掲げる接続
契約者回線等と接続して提供します。
区

分

内

容

他社接続 ＳＴＭア 別記３のに掲げる協定事業者
契約者回 クセス
の契約約款及び料金表に規定す
る高速ディジタル伝送サービス
線に係る
もの
イーサネ 別記３のに掲げる協定事業者
ットアク の契約約款及び料金表に規定す
セス
るイーサネット通信網サービ
ス、第１種高速イーサネット網
サービス、イーサネット網サー
ビス、パワードイーサネットサ
ービス、高速イーサネット専用
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サービス又は高速イーサネット
網接続サービス
接続契約 ＣＣＮア Universal One サ ー ビ ス 契 約 約
者回線に クセス
款（第６編）及び料金表に規定
係るもの
するクローズドコンピュータ通
信網サービス
３

タイプ２と接続する接続契約者回線等の品目は、当
社又は別記３に掲げる協定事業者の契約約款及び料金
表に規定するもののうち、次のとおりとします。
 他社接続契約者回線に係るもの
タイプ２の品目と同一のものとします。
 接続契約者回線に係るもの
当社が別に定める接続条件によるものとします。
４ タイプ２と接続する接続契約者回線等の契約の種別
は、契約の種別があるものについては臨時（それに相
当するものを含みます。
）以外のものに係るものとしま
す。
５ タイプ２に係るものと接続する他社接続契約者回線
の保守の区別は、別記３のに掲げる協定事業者の契
約約款及び料金表に規定するタイプ２に係るものとし
ます。
６ 別記３のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金
表において、接続可能な他社接続契約者回線に係る契
約の種別及び通信又は保守の態様による細目について
別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
す。
７ タイプ２に係る第２種契約者は、他社接続契約者回
線に係る通信又は保守の態様による細目を申込み時に
通知していただきます。
８ ＣＣＮアクセス（当社が別に定めるものに限ります。
以下15欄まで同じとします。
）に係る利用料について
は、料金通則の規定にかかわらず、日割りをしません。
ただし、第59条（利用料の支払義務）第２項及び第72
条（責任の制限）にかかわる場合は除きます。
９ ＣＣＮアクセスの利用の開始があった場合、第59条
の規定にかかわらず、利用の開始のあった日を含む料
金月の翌料金月から利用料を適用します。ただし、Ｃ
ＣＮアクセスの利用の開始と廃止が同月に行われた場
合、その廃止の日にかかわらず利用開始月の利用料の
支払いを要します。
10 ＣＣＮアクセスの廃止があった場合、第59条の規定
にかかわらず、その廃止のあった日を含む料金月の利
用料の支払いを要します。
11 ＣＣＮアクセスのものとその他のものとの間の相互
の変更は行うことができません。
12 当社は、他社接続契約者回線が次に掲げるものに該
当する場合は、第２種契約を締結しません。
 ＳＴＭアクセス（他社接続契約者回線が、別記３
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のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規
定するサービスクラスによる区別がエコノミークラ
ス以外のものに限ります。
）に係るもの
 ＳＴＭアクセス（他社接続契約者回線が、別記３
のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規
定する保守の区別がタイプ１－１及び１－２のもの
に限ります。
）に係るもの
13 1000Mb/s品目は、当社が別に定める第２種イーサネ
ット通信サービス区域に限り提供します。
（注１）この備考１に規定する当社が別に定める当社の
提供する電気通信サービスは、Universal Oneサービ
ス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービ
スとします。
（注２）この備考３のに規定する当社が別に定める接
続条件は、次表のとおりとします。
接続契約者回線の品目

クローズド 10Mb/s
コンピュー
100Mb/s
タ通信網サ
ービス

対応する第２種イーサネ
ット通信サービスの品目
10Mb/s
100Mb/s

（注３）この備考８に規定する当社が別に定めるＣＣＮ
アクセスは、接続する接続契約者回線の区分がプラ
ン３となるものとします。
ウ

タイプ３に係る品目
品

目

内

イーサネットアク 0.5Mb/s
セスのもの

容

0.5Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が可能
なもの
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８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

100Mb/s

100Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

200Mb/s

200Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

300Mb/s

300Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

400Mb/s

400Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

500Mb/s

500Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

600Mb/s

600Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

700Mb/s

700Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

800Mb/s

800Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの
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900Mb/s

900Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

1000Mb/s

1000Mbit/sの符号伝送が可
能なもの

備考
１

タイプ３に係る第２種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
２ タイプ３の品目が、200Mb/sから900Mb/sまでのもの
となる場合（加入者回線が、第２種契約者の指定する
場所と当社の指定するイーサネット通信サービス取扱
所との間に設置されるものを除きます。）の加入者回
線の区別は、1000Mb/sのものとします。
３ 200Mb/sから1000Mb/sまでの品目は、当社が別に定め
る第２種イーサネット通信サービス区域に限り提供し
ます。
（注）この備考１に規定する当社が別に定める当社の提供
する電気通信サービスは、Universal Oneサービス契約
約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービスとしま
す。

 通信又は保守 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、通信又
の態様による細 は保守の態様による細目を定めます。
目に係る料金の ア 加入者回線インタフェースの区別
適用
区 別
内
容

イ

10BASE-T

10Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加入
者回線の終端に係るインタフェースが
10BASE-Tであるもの

100BASE-TX

100Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加入
者回線の終端に係るインタフェースが
100BASE-TXであるもの

1000BASE-SX

1000Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加
入者回線の終端に係るインタフェースが
1000BASE-SXであるもの

1000BASE-LX

1000Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加
入者回線の終端に係るインタフェースが
1000BASE-LXであるもの

ＣＣＮアクセスに係る接続契約者回線の通信先の区別
区

別

内
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容

コース１

接続する接続契約者回線の通信先が、ＤＳ
Ｌ回線（当社のUniversal Oneサービス契約
約款（第６編）及び料金表に規定するもの
に限ります。
）となるもの

コース２

接続する接続契約者回線の通信先が、光ア
クセス回線（当社のUniversal Oneサービス
契約約款（第６編）及び料金表に規定する
ものに限ります。
）となるもの

備考
１

ＣＣＮアクセスに係る接続契約者回線の通信先の区
別(以下「通信先の区別」といいます。)は、品目が
100Mb/sとなるものであって、接続する接続契約者回線
の区分がプラン３となるものに限り適用します。
２ 接続する接続契約者回線の通信先が複数となる場合
は、それらに対応するコース１及びコース２に係る利
用料を合算して適用します。この場合、コース１及び
コース２に係る利用料は、品目に係る料金の適用に準
じて適用します。
３ 第２種契約者は、ＣＣＮアクセスに係る通信又は保
守の態様による細目の変更の請求をすることができま
す。この場合、変更前の細目の廃止とその変更後の細
目の利用の開始が同時にあったものとみなして利用料
を適用します。



利用料の適用

ア

タイプ１に係る利用料は、１－２（料金額）に規定する契
約者回線使用料とします。
イ タイプ２に係る利用料は、１－２に規定する回線使用料と
アクセス回線料を合算して適用します。
ただし、接続契約者回線に係るものについては、回線使用
料のみを適用します。
ウ タイプ３に係る利用料は、１－２に規定する回線使用料と
アクセス回線料を合算して適用します。
エ タイプ３に係る加入者回線の部分はアクセス回線料を適用
します。
オ アクセス回線料について、他社接続契約者回線の回線距離
の測定及び回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用
については、別記３のに掲げる協定事業者の契約約款及び
料金表に規定する高速イーサネット専用サービスの場合と同
一とします。
カ 他社接続契約者回線の品目及び通信又は保守の態様による
細目については、別記３のに掲げる協定事業者の契約約款
及び料金表に準じて取り扱います。
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 ゾーン間中継 ア この表の欄の規定によるほか、異なるゾーン内のＶＰＮ
に係る利用料の
グループに所属する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
適用
容部が相互に通信を行う場合又は当社が別に定める当社の提
供する電気通信サービスに係る電気通信設備との間で通信を
行う場合（以下「ゾーン間中継」といいます。）は、１－２
（料金額）に規定する中継回線使用料の支払いを要します。
この場合において、ゾーン間中継はＶＰＮグループが全て契
約者回線、加入者回線又は回線収容部により構成されている
場合に限り提供します。
イ 中継回線使用料は、ＶＰＮグループの代表者に限り適用し
ます。
ウ ア及びイの規定にかかわらず、この表の欄に規定するＣ
ＣＮアクセスに係るＶＰＮグループについては、中継回線使
用料を適用しません。
（注）この欄のアに規定する当社が別に定める当社の提供する
電気通信サービスは、Universal Oneサービス契約約款（第
７編）に規定するGroup-Etherサービスとします。
 アクセス回線 ＳＴＭアクセスに係るアクセス回線料については、１－２（料
料の減額
金額）の（アクセス回線料）に規定する額から１契約ごとに
次の額を減額して適用します。
区

分

アクセス回線料の減額（月額）

128kb/sのもの

70円（75.6円）

 最低利用期間 ア 第２種イーサネット通信サービス（タイプ２（当社が別に
に係る料金の適
定めるＣＣＮアクセスに係るものに限ります。
）に係るものを
用
除きます。
）には、他社接続契約者回線が異経路となるものを
除いて、最低利用期間があります。
イ 第２種契約者は、第14条（最低利用期間）に規定する最低
利用期間のうち、第２種イーサネット通信サービスの提供の
開始に係るもの（以下この欄において「基本最低利用期間」
といいます。
）は利用料について、接続事業者変更又は第２種
イーサネット通信サービスの種類の変更に係るもの（以下こ
の欄において「接続最低利用期間」といいます。
）はアクセス
回線料について適用します。この場合において、基本最低利
用期間内に接続事業者変更又は第２種イーサネット通信サー
ビスの種類の変更があったときのアクセス回線料については
接続最低利用期間を適用し、利用料（アクセス回線料を除き
ます。
）については、基本最低利用期間を適用します。
ウ 第２種契約者は、最低利用期間内に第２種契約の解除、第
２種イーサネット通信サービスの種類の変更又は接続事業者
変更があった場合には、第59条（利用料の支払義務）及び料
金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する利用料
の契約者回線使用料又は回線使用料及びアクセス回線料（通
信サービスの種類の変更又は接続事業者変更があった場合は
アクセス回線料とします。
）に相当する額を、当社が定める期
日までに、一括して支払っていただきます。
エ 第２種契約者は、最低利用期間内に第２種イーサネット通
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信サービスの品目、他社接続契約者回線の品目又は終端の場
所の変更（以下この欄において「品目等の変更」といいます。
）
があった場合であって、次表に定める額があるときは、その
額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただき
ます。
区

分

支払いを要する額

(ア) (イ)又は(ウ)以外 変更前の利用料の額に残余の期
のとき
間を乗じて得た額（基本最低利
用期間と接続最低利用期間の双
方を適用する場合は、各々適用
して得た額を合算した額としま
す。以下この表において同じと
します。
）から変更後の利用料の
額に残余の期間を乗じて得た額
を控除し、残額があるときには
その額
(イ) 接続事業者変更又 次の額を合算して得た額
は第２種イーサネット  残余の期間に対応するアク
セス回線料
通信サービスの種類の
変更と同時に品目等の  変更前の利用料（アクセス
回線料を除きます。以下この
変更があった場合のと
表において同じとします。
）か
き
ら変更後の利用料に残余の期
間を乗じて得た額を控除し、
残額があるときにはその額
(ウ) 第14条(最低利用
期間等に係る起算開始
日の扱い)に規定する
第２種契約の解除と同
時に新たに第５種契約
を締結したとき

オ

その解除する第２種契約の利用
料(中継回線使用料を除きま
す。)の額に残余の期間を乗じて
得た額から新たに締結する第５
種契約の利用料の額に残余の期
間を乗じて得た額を控除し、残
額があるときはその額

エの場合において、当社は、第２種イーサネット通信サー
ビスの品目等の変更（加入者回線の移転又は接続契約者回線
等に係る終端の場所の変更を除きます。
）と同時に契約者回線
等に係る終端の場所において、第２種イーサネット通信サー
ビスに係る契約者回線等の新設若しくは第２種契約の解除、
接続事業者変更又は品目等の変更を行うときの残額の算定
は、同時に行う新設等の利用料を合算して行います。
カ 第２種契約者は、最低利用期間内にその他の契約内容の変
更（ゾーン間中継の廃止に係るものに限ります。
）があった場
合は、第59条及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期
間に対応する中継回線使用料に相当する額を、当社が定める
期日までに、一括して支払っていただきます。
キ 第２種契約者は、最低利用期間内にその他の契約内容の変
更（ゾーン間中継に係る品目の変更に限ります。
）があった場
合は、残余の期間において、料金月ごとに、変更前の中継回
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線使用料の額から変更後の中継回線使用料の額を控除し、残
額があるときは、当社が定める期日までに、その残額を支払
っていただきます。
（注）この欄に規定する当社が別に定めるＣＣＮアクセスに係
るタイプ２は、接続する接続契約者回線の区分がプラン３
となるものとします。

 サービス品質
（開通遅延期
間）に係る料金
の適用

当社は、第２種イーサネット通信サービス（回線収容部（ＣＣ
Ｎアクセスに係るものに限ります。
）に係るものを除きます。以
）について、次のとおり開通
下この表の欄まで同じとします。
遅延期間に係る料金の適用を行います。
ア

当社は、第13条（第２種契約申込の承諾）の規定により第
２種イーサネット通信サービスに係る第２種契約の申込みの
承諾をした場合において、当社とその第２種イーサネット通
信サービスに係る第２種契約者とがその第２種イーサネット
通信サービスの提供の開始を合意した日（以下この表の欄
において「開通予定日」といいます。
）に、第２種契約者の責
めによらない理由によりその第２種イーサネット通信サービ
スの提供を開始できなかった場合（タイプ２（イーサネット
アクセスに係るものに限ります。
）の他社接続契約者回線に係
る電気通信サービスの提供を開始できなかった場合によるも
のを除きます。
）に限り、開通予定日から第２種イーサネット
通信サービスの提供を開始した日までの日数（開通予定日か
ら起算してその翌日を１日とした日数とします。以下この表
）に応じて、そ
の欄において「開通遅延日数」といいます。
の第２種契約に係る料金（以下この表の欄まで「開通遅延
返還料金額」といいます。
）を返還します。
イ 開通遅延返還料金額は、その第２種イーサネット通信サー
ビスの提供を開始した日における、１－２（料金額）に規定
する料金額（その第２種イーサネット通信サービスに係る契
約者回線使用料、回線使用料、アクセス回線料（当社が別に
定めるものに限ります。
）
、構内インタフェースケーブル使用
料又はインタフェースケーブル使用料（この表の欄から
欄まで若しくは欄の適用による場合又は料金表別表の１の
適用による場合は、適用した後の額とします。
）に限ります。
）
の合計額（以下この表の欄において「開通遅延返還基準額」
といいます。
）に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額と
します。
開通遅延日数

料金返還率

１日

10％

２日以上15日未満

開通遅延日数が１日となる場合に
適用される料金返還率に、１日を超
える１日ごとに１％を加算した率

15日

25％

16日以上28日未満

開通遅延日数が15日となる場合に
適用される料金返還率に、15日を超
える１日ごとに２％を加算した率
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28日以上

50％

ウ

イの場合において、返還する開通遅延返還料金額は、次の
(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表の
欄まで「開通遅延返還上限額」といいます。
）を上限として適
用します。
(ア) (イ)以外の場合
その第２種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月に係る料金額（開通遅延返還基準額に係る
もの（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたと
きは料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した
額とします。
）に限ります。
）の合計額（第59条（利用料の
支払い義務）第２項第３号の規定により支払いを要しない
こととなる料金額の合計額を減じた額とします。
）
(イ) 料金月の初日以外の日にその第２種イーサネット通信
サービスの提供を開始した場合
その第２種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規
定に準じた方法により算出した料金額の合計額
エ この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄から
欄までの規定による料金の返還を同時に行う場合の開通遅延
返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めるところ
によります。
（注）この欄のイに規定する当社が別に定めるアクセス回線料
は、タイプ２（ＳＴＭアクセスに係るものに限ります。
）に
係る他社接続契約者回線又は加入者回線のアクセス回線料
とします。

 サービス品質 当社は、第２種イーサネット通信サービスについて、次のとお
（ 故 障 回 復 時 り故障回復時間に係る料金の適用を行います。
間）に係る料金 ア 当社は、第２種契約者に第２種イーサネット通信サービス
の適用
を提供する場合において、第２種契約者の責めによらない理
由によりその提供をしなかったときは、その第２種イーサネ
ット通信サービスを全く利用できない状態（その第２種契約
に係る電気通信設備による通信に著しい支障が生じ、全く利
用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下
）が次の(ア)及び(イ)に
この表の欄において同じとします。
係る区間において生じたときであって、その第２種イーサネ
ット通信サービスを全く利用できない状態であることを当社
が知った時刻（第70条（イーサネット通信サービス契約者の
切分責任）の規定により、その第２種契約者が当社に修理の
請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知った場
合は、その知った時刻とします。
）とします。
）から起算して、
１時間以上その状態が連続したときに限り、その第２種契約
に係る料金（以下この表の欄まで「故障回復時間返還料金
額」といいます。
）を返還します。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合
に当社が第２種イーサネット通信サービスの利用の中止をあ
らかじめその第２種契約者に通知したとき又は第55条（接続
休止）の規定により接続休止としたときは、この限りであり
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ません。この場合において、その第２種契約に係る料金につ
いては、第59条（料金の支払義務）第２項第３号の規定（表
の１欄、３欄、４欄又は５欄に係るものに限ります。
）を適用
します。
(ア) 別記１に係る区間
(イ) 他社接続契約者回線(当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３のに規定する協定事業者の契約約款及び料金表に規定
する回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定め
るものに限ります。
）を含みます。以下この表の欄におい
て同じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端
装置に係る区間を含みます。
）
イ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合
は、当社は、第59条（利用料の支払い義務）第２項第３号の
規定（表の１欄、３欄又は５欄に係るものに限ります。
）は適
用しません。
ただし、エに掲げる料金額以外のその第２種イーサネット
通信サービスに係る料金額については、第59条第２項第３号
の規定（表の１欄又は３欄に係るものに限ります。
）を適用し
ます。
ウ アに規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりその
第２種イーサネット通信サービスを全く利用できない状態
（その状態が連続した時間が１時間未満となるものに限りま
す。
）が生じたときは、当社は、第59条第２項第３号の規定（表
の２欄に係るものに限ります。
）を適用します。
エ 当社は、その第２種イーサネット通信サービスを全く利用
できない状態が連続した時点における、１－２（料金額）に
規定する料金額（その第２種イーサネット通信サービスに係
る契約者回線使用料、回線使用料、アクセス回線使用料（当
社が別に定めるものに限ります。
）
、中継回線使用料、構内イ
ンタフェースケーブル使用料又はインタフェースケーブル使
用料（この表の欄から欄までの適用による場合又は料金
表別表の１の適用による場合は、適用した後の額とします。）
の合計額（以下この表の欄において「故障回復時間返還基
準額」といいます。
）を元に故障回復時間返還料金額を算出し
ます。
オ アの場合において、その第２種イーサネット通信サービス
を全く利用できない状態が連続した場合における故障回復時
間返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する
料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間

料金返還率

１時間以上２時間未満

10％

２時間以上４時間未満

20％

４時間以上６時間未満

30％

６時間以上８時間未満

40％

８時間以上72時間未満

50％
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72時間以上

100％

カ

オの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、
次の(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表
）を上限
の欄まで「故障回復時間返還上限額」といいます。
として適用します。
(ア) (イ)以外の場合
その料金月に係る料金額（故障回復時間返還基準額に
係るもの（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生
じたときは料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき
算出した額とします。
）に限ります。
）の合計額（第59条
（利用料の支払い義務）第２項第３号の規定により支払
いを要しないこととなる料金額の合計額を減じた額とし
ます。
）
(イ) その料金月が第２種イーサネット通信サービスの提供
を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にそ
の第２種イーサネット通信サービスの提供を開始した場
合
その料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規
定に準じた方法により算出した料金額の合計額
キ アの場合において、その第２種イーサネット通信サービス
を全く利用できない状態が連続した場合が１の料金月（カの
(イ)に規定する場合は、その規定に係る２の料金月としま
す。
）において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障
回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復
時間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復
時間返還上限額を返還します。
ク この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄の規定
と欄から欄までの規定による料金の返還を同時に行う場
合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、欄の規
定に定めるところによります。
（注１）この欄のアに規定する当社が別に定める他社接続契約
者回線は、他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式会
社ケイ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款
及び料金表に規定する高速イーサネット専用サービスを利
用するものに限ります。
）とします。
（注２）この表のアに規定する当社が別に定める回線終端装置
に相当するものは、技術基準等で定められた電気的条件及
び光学的条件に適合するものとします。
（注３）この欄のエに規定する当社が別に定めるアクセス回線
料は、加入者回線又は他社接続契約者回線（株式会社ケイ・
オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料金
表に規定する高速イーサネット専用サービスを利用するも
のに限ります。
）に限ります。
）に係るものとなる場合のア
クセス回線料とします。
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 サービス品質 当社は、第２種イーサネット通信サービスについて、次のとお
（遅延時間）に り遅延時間に係る料金の適用を行います。
係る料金の適用 ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間にお
いて当社が別に定める方法により測定した遅延時間（その１
の提供区間の一端から送信されたＩＰパケットのその提供区
間の往復に要する時間（そのイーサネット通信サービスを全
く利用できない状態が生じた場合の時間を除きます。
）をいい
ます。
）の料金月単位での平均時間が、35ﾐﾘ秒を超えた場合は、
その料金月における第２種イーサネット通信サービスの契約
者回線使用料、回線使用料の基本額又は中継回線使用料（こ
の表の  欄から  欄までの適用による場合及び料金表通則
３、４、５及び６の規定による場合（料金表通則３、４及び
６に規定する場合が生じたときに限ります。
）又は料金表別表
の１の適用による場合は、適用した後の額（第59条（利用料
の支払い義務）第２項第３号の規定により支払いを要しない
こととなる料金額の合計額を減じた額とします。以下この表
）とします。
）
の欄まで「遅延時間返還基準額」といいます。
の合計額に10％を乗じて得た額（以下この表の欄まで「遅
延時間返還料金額」といいます。
）をその第２種イーサネット
通信契約者に返還します。
ただし、その第２種イーサネット通信サービスについて、
その１の料金月において、連続して利用中止、利用停止又は
接続休止があったときは、この限りではありません。
イ

この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄、欄、
欄又は欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅
延時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定める
ところによります。

 サービス品質 当社は、第２種イーサネット通信サービスについて、次のとお
（全体累積故障 り全体累積故障時間に係る料金の適用を行います。
時間）に係る料 ア 当社は、次の(ア)及び(イ)の全ての提供区間において、次
金の適用
表に規定する全体稼働率が99.99％を下回った場合に限り、第
２種契約に係る料金（以下この表の欄まで「全体累積故障
時間返還料金額」といいます。）を返還します。
区

分

全
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体

稼

働

率

イーサネ ッ ト 全体累積稼働時間（その料金月における日
通信サー ビ ス 数に24を乗じて得た時間にイーサネット
に係るもの
通信サービスの回線数（その料金月におけ
る当社が別に定める回線数とします。
）を
乗じて得た値をいいます。以下この欄に
おいて同じとします。
）から、イーサネッ
ト通信サービス契約者の責めによらない
理由によりイーサネット通信サービスを
利用することができなかった時間（そのこ
とを当社が知った時刻（第70条（イーサネ
ット通信サービス契約者の切分責任）の規
定により、イーサネット通信サービス契約
者が当社に修理の請求をした時刻（その時
刻以前に当社がそのことを知った場合は、
その知った時刻とします。
）とします。
）か
ら起算して、その状態が連続した時間をい
います。ただし、第53条（利用中止）第１
項の規定に該当する場合に当社がイーサ
ネット通信サービスの利用の中止をあら
かじめそのイーサネット通信サービス契
約者に通知したとき、又は第55条（接続休
止）の規定により接続休止したときは、そ
の時間を除きます。
）を１の料金月ごとに
合算して得た値を減じて得た値を、全体累
積稼働時間で除して得た割合
(ア)

別記１に係る区間

(イ) 他社接続契約者回線(当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定す
る回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定める
ものに限ります。
）を含みます。以下この表の欄において
同じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端装
置に係る区間を含みます。
）
イ

全体累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月
における、１－２（料金額）に規定する料金額（その第２種
イーサネット通信サービスに係る契約者回線使用料、回線使
用料、アクセス回線料（当社が別に定めるものに限ります。
）
、
中継回線使用料、構内インタフェースケーブル使用料又はイ
ンタフェースケーブル使用料（この表の欄から欄までの
適用による場合又は料金表別表の１の適用による場合は、適
用した後の額とし、料金表通則３、４及び６に規定する場合
が生じたときは通則３、４、５及び６の規定に基づき算出し
た額とします。
）に限ります。
）の合計額（第59条（利用料の
支払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこと
となる料金額の合計を減じた額とします。以下この表の欄
まで「全体累積故障時間返還基準額」といいます。
）に次表に
規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
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全

ウ

体

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.99％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％

95.0％以上98.0％未満

10％

90.0％以上95.0％未満

20％

90.0％未満

100％

この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄から
欄まで又は欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の
全体累積故障時間返還料金額の取扱いについては、欄の規
定に定めるところによります。

（注１）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める他社接
続契約者回線は、他社接続契約者回線に係る協定事業者が
株式会社ケイ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契
約約款及び料金表に規定する高速イーサネット専用サービ
スを利用するものに限ります。
）とします。
（注２）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める回線終
端装置に相当するものは、技術基準等で定められた電気的
条件及び光学的条件に適合するものとします。
（注３）この欄のイに規定する当社が別に定めるアクセス回線
料は、加入者回線又は他社接続契約者回線（株式会社ケイ・
オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料金
表に規定する高速イーサネット専用サービスを利用するも
のに限ります。
）に限ります。
）に係るものとなる場合のア
クセス回線料とします。

 サービス品質 当社は、第２種イーサネット通信サービスについて、次のとお
（回線累積故障 り回線累積故障時間に係る料金の適用を行います。
時間）に係る料 ア 当社は、第２種契約者に第２種イーサネット通信サービス
金の適用
を提供する場合において、第２種契約者の責めによらない理
由によりその提供をしなかったときは、その第２種イーサネ
ット通信サービスを全く利用できない状態が次の(ア)及び
(イ)に係る区間において生じたときであって、回線稼働率（そ
の第２種イーサネット通信サービスを利用することができな
かった時間（そのことを当社が知った時刻（第70条（イーサ
ネット通信サービス契約者の切分責任）の規定により、その
第２種契約者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前
に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻としま
）
す。
）とします。以下この表の欄において同じとします。
から起算して、その状態が連続した時間をいいます。以下こ
）を１の料金月ごとに合算
の表の欄において同じとします。
した時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た
時間（その第２種イーサネット通信サービスを利用すること
ができなかった時間を含みます。以下この表の欄において
同じとします。
）から減じて得た時間を、その料金月における
利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以
）が99.9％を下回った
下この表の欄において同じとします。
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場合に限り、その第２種契約に係る料金（以下この表の欄
において「回線累積故障時間返還料金額」といいます。
）を返
還します。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合
に当社が第２種イーサネット通信サービスの利用の中止をあ
らかじめその第２種契約者に通知したとき、又は第55条（接
続休止）の規定により接続休止としたときは、この限りであ
りません。
(ア) 別記１に係る区間
(イ) 他社接続契約者回線(当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定す
る回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定める
ものに限ります。
）を含みます。以下この表の欄において
同じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端装
置に係る区間を含みます。
）
イ 回線累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月
における、２－２（料金額）に規定する料金額（その第２種
イーサネット通信サービスに係る契約者回線使用料、回線使
用料、アクセス回線料（当社が別に定めるものに限ります。
）
、
中継回線使用料、構内インタフェースケーブル使用料又はイ
ンタフェースケーブル使用料（この表の欄から欄までの
適用による場合又は料金表別表の１の適用による場合は、適
用した後の額とし、料金表通則３、４及び６に規定する場合
が生じたときは通則３、４、５及び６の規定に基づき算出し
た額とします。
）に限ります。
）の合計額（第59条（利用料の
支払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこと
となる料金額の合計を減じた額とします。以下この表の欄
において「回線累積故障時間返還基準額」といいます。
）に次
表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
回

線

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.9％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％

95.0％以上98.0％未満

５％

90.0％以上95.0％未満

10％

90.0％未満

20％

ウ この表の欄から欄までの規定による料金の返還のうち
いずれか２以上を同時に１の料金月に適用する場合は、当社
は、開通遅延返還料金額、故障回復時間返還料金額、遅延時
間返還料金額、全体累積故障時間返還料金額及び回線累積故
障時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その合計額が開通遅延返還上限額、故障回復時間
返還額上限額、遅延時間返還基準額、全体累積故障時間返還
基準額又は回線累積故障時間返還基準額を比較して、最も高
額となる額（以下この表の欄において「返還上限額」とい
います。
）を超える場合は、当社は、返還上限額を返還します。
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（注１）この欄のアに規定する当社が別に定める他社接続契約
者回線は、他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式会
社ケイ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款
及び料金表に規定する高速イーサネット専用サービスを利
用するものに限ります。
）とします。
（注２）この表のアに規定する当社が別に定める回線終端装置
に相当するものは、技術基準等で定められた電気的条件及
び光学的条件に適合するものとします。
（注３）この欄のイに規定する当社が別に定めるアクセス回線
料は、加入者回線又は他社接続契約者回線（株式会社ケイ・
オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料金
表に規定する高速イーサネット専用サービスを利用するも
のに限ります。
）に限ります。
）に係るものとなる場合のア
クセス回線料とします。

 構内インタフ 当社は、１－２－２（構内インタフェースケーブル使用料）に
ェースケーブル 規定する構内インタフェースケーブル使用料については、タイ
使用料の適用
プ１に係る第２種契約者（当社が別に定めるイーサネット通信
サービス取扱所内に設置される契約者回線に係る者に限りま
す。
）に限り適用します。
 インタフェー 当社は、１－２－３（インタフェースケーブル使用料）に規定
スケーブル使用 するインタフェースケーブル使用料については、加入者回線イ
料の適用
ンタフェースの区別に応じて、タイプ３に係る第２種契約者に
限り適用します。
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１－２ 料金額
１－２－１ 利用料
 契約者回線使用料 ゾーン内通信料
タイプ１に係るもの ハウジング
(ア) (イ)以外のもの
１の契約ごとに月額
品

目

料

10Mb/s

金

額

90,000円（97,200円）

100Mb/s

400,000円（432,000円）

200Mb/s

800,000円（864,000円）

300Mb/s

1,000,000円（1,080,000円）

400Mb/s

1,200,000円（1,296,000円）

500Mb/s

1,400,000円（1,512,000円）

600Mb/s

1,600,000円（1,728,000円）

700Mb/s

1,700,000円（1,836,000円）

800Mb/s

1,800,000円（1,944,000円）

900Mb/s

1,900,000円（2,052,000円）

1000Mb/s

2,000,000円（2,160,000円）
(イ)

品

当社のＩＰ伝送サービスと接続するもの
１の契約ごとに月額
目

料

金

額

１Mb/s

50,000円（54,000円）

２Mb/s

55,000円（59,400円）

３Mb/s

60,000円（64,800円）

４Mb/s

65,000円（70,200円）

５Mb/s

70,000円（75,600円）

６Mb/s

74,000円（79,920円）

７Mb/s

78,000円（84,240円）

８Mb/s

82,000円（88,560円）

９Mb/s

86,000円（92,880円）

10Mb/s

90,000円（97,200円）

20Mb/s

130,000円（140,400円）

30Mb/s

170,000円（183,600円）

40Mb/s

210,000円（226,800円）
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50Mb/s

250,000円（270,000円）

60Mb/s

280,000円（302,400円）

70Mb/s

310,000円（334,800円）

80Mb/s

340,000円（367,200円）

90Mb/s

370,000円（399,600円）

100Mb/s

400,000円（432,000円）
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 回線使用料 ゾーン内通信料
ア タイプ２に係るもの
１の契約又は１の通信先の区別ごとに月額
品
ＳＴＭアクセスのもの

目

料

金

額

128kb/s

16,000円（17,280円）

イーサネットアクセス 0.5Mb/s
のもの
１Mb/s

40,000円（43,200円）
50,000円（54,000円）

２Mb/s

55,000円（59,400円）

３Mb/s

60,000円（64,800円）

４Mb/s

65,000円（70,200円）

５Mb/s

70,000円（75,600円）

６Mb/s

74,000円（79,920円）

７Mb/s

78,000円（84,240円）

８Mb/s

82,000円（88,560円）

９Mb/s

86,000円（92,880円）

10Mb/s

90,000円（97,200円）

20Mb/s

130,000円（140,400円）

30Mb/s

170,000円（183,600円）

40Mb/s

210,000円（226,800円）

50Mb/s

250,000円（270,000円）

60Mb/s

280,000円（302,400円）

70Mb/s

310,000円（334,800円）

80Mb/s

340,000円（367,200円）

90Mb/s

370,000円（399,600円）

100Mb/s

400,000円（432,000円）

200Mb/s

800,000円（864,000円）

300Mb/s

1,000,000円（1,080,000円）

400Mb/s

1,200,000円（1,296,000円）

500Mb/s

1,400,000円（1,512,000円）

600Mb/s

1,600,000円（1,728,000円）

700Mb/s

1,700,000円（1,836,000円）

800Mb/s

1,800,000円（1,944,000円）

900Mb/s

1,900,000円（2,052,000円）
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1000Mb/s
ＣＣＮアクセスのもの

イ

2,000,000円（2,160,000円）

10Mb/s(接続する接続契約者
回線の区分がプラン１とな
るもの)

184,000円（198,720円）

10Mb/s(接続する接続契約者
回線の区分がプラン２とな
るもの)

250,000円（270,000円）

100Mb/s( 接 続 す る 接 続 契 約
者回線の区分がプラン２と
なるもの)

700,000円（756,000円）

100Mb/s（通信先の区別がコ
ース１となるもの）

2,800円（3,024円）

100Mb/s（通信先の区別がコ
ース２となるもの）

6,500円（7,020円）

タイプ３に係るもの
１の契約ごとに月額

品

目

料

0.5Mb/s、１Mb/sから１Mb/sごとに10Mb/s
まで、20Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/sま
で、200Mb/sから100Mb/sごとに1000Mb/s
までの品目

金

額

そのタイプ３に係るものを同一品目のタ
イプ２（イーサネットアクセスのものに
限ります。
）に係るものとみなした場合に
適用される利用料の回線使用料と同額
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 アクセス回線料
ア タイプ２（ＳＴＭアクセスに係るものに限ります。）に係るもの
１の契約ごとに月額
区

分

料

128kb/sのもの

金

額

30,000円（32,400円）

イ タイプ２（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）に係る
もの
(ア) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、北海道総合通信網株
式会社となるもの
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の単位料金区
域（北海道総合通信網株式会
社のイーサネット通信網サー
ビス契約約款に規定するもの
をいいます。）内にある場合

額

左欄以外のもの

１Mb/s

56,500円（61,020円）

56,500円（61,020円）

２Mb/s

65,900円（71,172円）

65,900円（71,172円）

３Mb/s

82,400円（88,992円）

82,400円（88,992円）

４Mb/s

96,500円（104,220円）

96,500円（104,220円）

５Mb/s

109,400円（118,152円）

109,400円（118,152円）

６Mb/s

115,300円（124,524円）

141,200円（152,496円）

７Mb/s

121,200円（130,896円）

172,900円（186,732円）

８Mb/s

127,100円（137,268円）

204,700円（221,076円）

９Mb/s

132,900円（143,532円）

236,500円（255,420円）

10Mb/s

138,800円（149,904円）

263,500円（284,580円）

20Mb/s

167,100円（180,468円）

316,500円（341,820円）

30Mb/s

195,300円（210,924円）

369,400円（398,952円）

40Mb/s

223,500円（241,380円）

422,400円（456,192円）

50Mb/s

251,800円（271,944円）

475,300円（513,324円）

60Mb/s

280,000円（302,400円）

528,200円（570,456円）

70Mb/s

308,200円（332,856円）

581,200円（627,696円）

80Mb/s

336,500円（363,420円）

634,100円（684,828円）

90Mb/s

364,700円（393,876円）

687,100円（742,068円）

100Mb/s

391,800円（423,144円）

732,900円（791,532円）
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(イ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、東北インテリジェン
ト通信株式会社となるもの(協定事業者の契約約款及び料金表に規
定する接続契約回線を利用するものに限ります｡）
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の県（東北イ
ンテリジェント通信株式会社
の高速イーサネット網サービ
ス契約約款に規定するものを
いいます。）内にある場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

49,500円（53,460円）

63,500円（68,580円）

１Mb/s

55,300円（59,724円）

74,100円（80,028円）

２Mb/s

71,800円（77,544円）

109,400円（118,152円）

３Mb/s

89,400円（96,552円）

147,100円（158,868円）

４Mb/s

107,100円（115,668円）

180,000円（194,400円）

５Mb/s

125,900円（135,972円）

211,800円（228,744円）

６Mb/s

140,000円（151,200円）

240,000円（259,200円）

７Mb/s

154,100円（166,428円）

268,200円（289,656円）

８Mb/s

168,200円（181,656円）

297,600円（321,408円）

９Mb/s

182,400円（196,992円）

327,100円（353,268円）

10Mb/s

197,600円（213,408円）

356,500円（385,020円）

20Mb/s

208,200円（224,856円）

401,200円（433,296円）

30Mb/s

218,800円（236,304円）

445,900円（481,572円）

40Mb/s

229,400円（247,752円）

490,600円（529,848円）

50Mb/s

240,000円（259,200円）

535,300円（578,124円）

60Mb/s

250,600円（270,648円）

581,200円（627,696円）

70Mb/s

261,200円（282,096円）

627,100円（677,268円）

80Mb/s

271,800円（293,544円）

672,900円（726,732円）

90Mb/s

282,400円（304,992円）

718,800円（776,304円）

100Mb/s

294,100円（317,628円）

764,700円（825,876円）
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(ウ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、ＫＤＤＩ株式会社と
なるもの（協定事業者の契約約款及び料金表に規定する第１類パワ
ードイーサネットサービスを利用するものに限ります。）
ａ ｂ以外のもの
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の都県（ＫＤ
ＤＩ株式会社のパワードイー
サネットサービス契約約款に
規定するものをいいます。以
下この(ウ)において同じとし
ます。）内にある場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

50,000円（54,000円）

70,000円（75,600円）

１Mb/s

54,100円（58,428円）

74,100円（80,028円）

２Mb/s

76,800円（82,944円）

100,300円（108,324円）

３Mb/s

88,500円（95,580円）

123,800円（133,704円）

４Mb/s

112,100円（121,068円）

147,400円（159,192円）

５Mb/s

135,600円（146,448円）

170,900円（184,572円）

６Mb/s

147,400円（159,192円）

194,400円（209,952円）

７Mb/s

159,100円（171,828円）

218,000円（235,440円）

８Mb/s

170,900円（184,572円）

241,500円（260,820円）

９Mb/s

182,700円（197,316円）

253,300円（273,564円）

10Mb/s

194,400円（209,952円）

265,000円（286,200円）

20Mb/s

232,100円（250,668円）

338,000円（365,040円）

30Mb/s

255,600円（276,048円）

396,800円（428,544円）

40Mb/s

267,400円（288,792円）

443,900円（479,412円）

50Mb/s

279,100円（301,428円）

490,900円（530,172円）

60Mb/s

290,900円（314,172円）

538,000円（581,040円）

70Mb/s

302,700円（326,916円）

585,000円（631,800円）

80Mb/s

314,400円（339,552円）

632,100円（682,668円）

90Mb/s

326,200円（352,296円）

679,100円（733,428円）

100Mb/s

338,000円（365,040円）

726,200円（784,296円）
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ｂ

区分が200Mb/sから1000Mb/sまでのもの
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

額

(ア) その他社接 (イ) (ア)以外の (ウ) その他社接
続契約者回線
場 合 で あ っ
続契約者回線
の片方の終端
て、その他社
の双方の終端
が当社が別に
接続契約者回
が異なる都県
定める地域内
線の双方の終
内にある場合
にある場合
端が同一の都
県内にある場
合

200Mb/s

1,404,000円
（1,516,320円）

1,722,000円
（1,859,760円）

2,204,000円
（2,380,320円）

300Mb/s s

1,439,000円
（1,554,120円）

1,981,000円
（2,139,480円）

2,710,000円
（2,926,800円）

400Mb/s

1,487,000円
（1,605,960円）

2,251,000円
（2,431,080円）

3,216,000円
（3,473,280円）

500Mb/s

1,522,000円
（1,643,760円）

2,510,000円
（2,710,800円）

3,722,000円
（4,019,760円）

600Mb/s

1,557,000円
（1,681,560円）

2,769,000円
（2,990,520円）

4,228,000円
（4,566,240円）

700Mb/s

1,592,000円
（1,719,360円）

3,039,000円
（3,282,120円）

4,722,000円
（5,099,760円）

800Mb/s

1,628,000円
（1,758,240円）

3,298,000円
（3,561,840円）

5,228,000円
（5,646,240円）

900Mb/s

1,651,000円
（1,783,080円）

3,557,000円
（3,841,560円）

5,734,000円
（6,192,720円）

1000Mb/s

1,687,000円
（1,821,960円）

3,828,000円
（4,134,240円）

6,239,000円
（6,738,120円）
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(エ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、中部テレコミュニケ
ーション株式会社となるもの（協定事業者の契約約款及び料金表に
規定する第１種他社アクセス回線を利用するものに限ります｡）
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の県（中部テ
レコミュニケーション株式会
社のイーサネット網サービス
契約約款に規定するものをい
います。）内にある場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

52,900円（57,132円）

76,500円（82,620円）

１Mb/s

54,100円（58,428円）

77,600円（83,808円）

２Mb/s

77,600円（83,808円）

112,900円（121,932円）

３Mb/s

101,200円（109,296円）

148,200円（160,056円）

４Mb/s

124,700円（134,676円）

183,500円（198,180円）

５Mb/s

148,200円（160,056円）

218,800円（236,304円）

６Mb/s

152,900円（165,132円）

235,300円（254,124円）

７Mb/s

157,600円（170,208円）

251,800円（271,944円）

８Mb/s

162,400円（175,392円）

268,200円（289,656円）

９Mb/s

167,100円（180,468円）

284,700円（307,476円）

10Mb/s

171,800円（185,544円）

301,200円（325,296円）

20Mb/s

215,300円（232,524円）

375,300円（405,324円）

30Mb/s

262,400円（283,392円）

452,900円（489,132円）

40Mb/s

309,400円（334,152円）

530,600円（573,048円）

50Mb/s

356,500円（385,020円）

608,200円（656,856円）

60Mb/s

365,900円（395,172円）

644,700円（696,276円）

70Mb/s

375,300円（405,324円）

681,200円（735,696円）

80Mb/s

384,700円（415,476円）

717,600円（775,008円）

90Mb/s

394,100円（425,628円）

754,100円（814,428円）

100Mb/s

403,500円（435,780円）

791,800円（855,144円）

200Mb/s

894,000円（965,520円）

1,329,000円（1,435,320円）

300Mb/s

951,000円（1,027,080円）

1,576,000円（1,702,080円）

400Mb/s

1,007,000円（1,087,560円）

1,824,000円（1,969,920円）

500Mb/s

1,064,000円（1,149,120円）

2,071,000円（2,236,680円）
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600Mb/s

1,120,000円（1,209,600円）

2,318,000円（2,503,440円）

700Mb/s

1,176,000円（1,270,080円）

2,565,000円（2,770,200円）

800Mb/s

1,235,000円（1,333,800円）

2,812,000円（3,036,960円）

900Mb/s

1,294,000円（1,397,520円）

3,059,000円（3,303,720円）

1000Mb/s

1,341,000円（1,448,280円）

3,294,000円（3,557,520円）
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(オ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、北陸通信ネットワー
ク株式会社となるもの(協定事業者の契約約款及び料金表に規定す
る接続契約回線を利用するものに限ります。)
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の県（北陸通
信ネットワーク株式会社のイ
ーサネット通信網サービス契
約約款に規定するものをいい
ます。）内にある場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

47,500円（51,300円）

61,200円（66,096円）

１Mb/s

52,900円（57,132円）

74,100円（80,028円）

２Mb/s

71,800円（77,544円）

109,400円（118,152円）

３Mb/s

89,400円（96,552円）

147,100円（158,868円）

４Mb/s

110,600円（119,448円）

182,400円（196,992円）

５Mb/s

130,600円（141,048円）

215,300円（232,524円）

６Mb/s

137,600円（148,608円）

242,400円（261,792円）

７Mb/s

144,700円（156,276円）

269,400円（290,952円）

８Mb/s

151,800円（163,944円）

296,500円（320,220円）

９Mb/s

158,800円（171,504円）

323,500円（349,380円）

10Mb/s

163,500円（176,580円）

349,400円（377,352円）

20Mb/s

181,200円（195,696円）

392,900円（424,332円）

30Mb/s

198,800円（214,704円）

436,500円（471,420円）

40Mb/s

216,500円（233,820円）

480,000円（518,400円）

50Mb/s

234,100円（252,828円）

523,500円（565,380円）

60Mb/s

251,800円（271,944円）

565,900円（611,172円）

70Mb/s

269,400円（290,952円）

608,200円（656,856円）

80Mb/s

285,900円（308,772円）

650,600円（702,648円）

90Mb/s

302,400円（326,592円）

692,900円（748,332円）

100Mb/s

317,600円（343,008円）

732,900円（791,532円）
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(カ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社ケイ・オプ
ティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料金表に規定する
高速イーサネット専用サービスを利用するものに限ります。）
ａ ｂ以外のもの
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の府県（株式
会社ケイ・オプティコムの専
用サービス契約約款に規定す
るものをいいます。）内にあ
る場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

42,500円（45,900円）

60,000円（64,800円）

１Mb/s

50,600円（54,648円）

70,600円（76,248円）

２Mb/s

62,400円（67,392円）

87,100円（94,068円）

３Mb/s

80,000円（86,400円）

110,600円（119,448円）

４Mb/s

97,600円（105,408円）

134,100円（144,828円）

５Mb/s

127,100円（137,268円）

174,100円（188,028円）

６Mb/s

144,700円（156,276円）

229,400円（247,752円）

７Mb/s

161,200円（174,096円）

284,700円（307,476円）

８Mb/s

178,800円（193,104円）

341,200円（368,496円）

９Mb/s

195,300円（210,924円）

396,500円（428,220円）

10Mb/s

212,900円（229,932円）

451,800円（487,944円）

20Mb/s

228,200円（246,456円）

489,400円（528,552円）

30Mb/s

243,500円（262,980円）

527,100円（569,268円）

40Mb/s

260,000円（280,800円）

564,700円（609,876円）

50Mb/s

275,300円（297,324円）

602,400円（650,592円）

60Mb/s

290,600円（313,848円）

640,000円（691,200円）

70Mb/s

305,900円（330,372円）

677,600円（731,808円）

80Mb/s

322,400円（348,192円）

715,300円（772,524円）

90Mb/s

337,600円（364,608円）

752,900円（813,132円）

100Mb/s

352,900円（381,132円）

790,600円（853,848円）
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ｂ

1000Mb/sのもの
１の契約ごとに月額

回線距離区分

料

金

額

15Kmまでのもの

1,365,000円（1,474,200円）

30Kmまでのもの

2,534,000円（2,736,720円）

40Kmまでのもの

2,799,000円（3,022,920円）

50Kmまでのもの

3,033,000円（3,275,640円）

60Kmまでのもの

3,219,000円（3,476,520円）

70Kmまでのもの

3,369,000円（3,638,520円）

80Kmまでのもの

3,499,000円（3,778,920円）

90Kmまでのもの

3,624,000円（3,913,920円）

100Kmまでのもの

3,745,000円（4,044,600円）

120Kmまでのもの

3,863,000円（4,172,040円）

120Kmを超えるもの

3,977,000円（4,295,160円）
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(キ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社エネルギ
ア・コミュニケーションズとなるもの（協定事業者の契約約款及び料
金表に規定するアクセス回線Ｂ又はアクセス回線Ｃを利用するもの
に限ります。
）
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の県（株式会
社エネルギア・コミュニケー
ションズのイーサネット通信
網サービス契約約款に規定す
るものをいいます。）内にあ
る場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

42,500円（45,900円）

54,500円（58,860円）

１Mb/s

49,400円（53,352円）

74,100円（80,028円）

２Mb/s

67,100円（72,468円）

109,400円（118,152円）

３Mb/s

83,500円（90,180円）

147,100円（158,868円）

４Mb/s

103,500円（111,780円）

180,000円（194,400円）

５Mb/s

122,400円（132,192円）

211,800円（228,744円）

６Mb/s

130,600円（141,048円）

228,200円（246,456円）

７Mb/s

138,800円（149,904円）

244,700円（264,276円）

８Mb/s

147,100円（158,868円）

261,200円（282,096円）

９Mb/s

155,300円（167,724円）

277,600円（299,808円）

10Mb/s

162,400円（175,392円）

294,100円（317,628円）

20Mb/s

182,400円（196,992円）

340,000円（367,200円）

30Mb/s

202,400円（218,592円）

385,900円（416,772円）

40Mb/s

222,400円（240,192円）

431,800円（466,344円）

50Mb/s

242,400円（261,792円）

477,600円（515,808円）

60Mb/s

262,400円（283,392円）

523,500円（565,380円）

70Mb/s

282,400円（304,992円）

569,400円（614,952円）

80Mb/s

302,400円（326,592円）

615,300円（664,524円）

90Mb/s

322,400円（348,192円）

661,200円（714,096円）

100Mb/s

341,200円（368,496円）

705,900円（762,372円）
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(ク) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社ＳＴＮｅｔ
となるもの（協定事業者の契約約款及び料金表に規定する高速イー
サネット網接続サービスを利用するものに限ります。
）
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の県（株式会
社ＳＴＮｅｔの高速イーサネ
ット網サービス契約約款に規
定するものをいいます。）内
にある場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

45,900円（49,572円）

64,700円（69,876円）

１Mb/s

52,900円（57,132円）

74,100円（80,028円）

２Mb/s

74,100円（80,028円）

109,400円（118,152円）

３Mb/s

90,600円（97,848円）

147,100円（158,868円）

４Mb/s

109,400円（118,152円）

180,000円（194,400円）

５Mb/s

128,200円（138,456円）

211,800円（228,744円）

６Mb/s

141,200円（152,496円）

240,000円（259,200円）

７Mb/s

150,600円（162,648円）

263,500円（284,580円）

８Mb/s

156,500円（169,020円）

281,200円（303,696円）

９Mb/s

161,200円（174,096円）

291,800円（315,144円）

10Mb/s

164,700円（177,876円）

300,000円（324,000円）

20Mb/s

201,200円（217,296円）

371,800円（401,544円）

30Mb/s

232,900円（251,532円）

438,800円（473,904円）

40Mb/s

261,200円（282,096円）

497,600円（537,408円）

50Mb/s

285,900円（308,772円）

549,400円（593,352円）

60Mb/s

307,100円（331,668円）

594,100円（641,628円）

70Mb/s

325,900円（351,972円）

634,100円（684,828円）

80Mb/s

341,200円（368,496円）

665,900円（719,172円）

90Mb/s

354,100円（382,428円）

692,900円（748,332円）

100Mb/s

364,700円（393,876円）

715,300円（772,524円）
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(ケ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社QTnetとな
るもの（協定事業者の契約約款及び料金表に規定する接続専用線を
利用するものに限ります。
）
１の契約ごとに月額
料

区

分

金

その他社接続契約者回線の双
方の終端が同一の県（株式会
社QTnetの専用サービス契約
約款に規定するものをいいま
す。）内にある場合

額

左欄以外のもの

0.5Mb/s

42,500円（45,900円）

69,500円（75,060円）

１Mb/s

51,800円（55,944円）

78,800円（85,104円）

２Mb/s

74,100円（80,028円）

111,800円（120,744円）

３Mb/s

90,600円（97,848円）

147,100円（158,868円）

４Mb/s

109,400円（118,152円）

182,400円（196,992円）

５Mb/s

129,400円（139,752円）

211,800円（228,744円）

６Mb/s

147,100円（158,868円）

235,300円（254,124円）

７Mb/s

158,800円（171,504円）

258,800円（279,504円）

８Mb/s

170,600円（184,248円）

282,400円（304,992円）

９Mb/s

182,400円（196,992円）

300,000円（324,000円）

10Mb/s

194,100円（209,628円）

314,100円（339,228円）

20Mb/s

223,500円（241,380円）

370,600円（400,248円）

30Mb/s

252,900円（273,132円）

427,100円（461,268円）

40Mb/s

278,800円（301,104円）

482,400円（520,992円）

50Mb/s

304,700円（329,076円）

535,300円（578,124円）

60Mb/s

328,200円（354,456円）

588,200円（635,256円）

70Mb/s

351,800円（379,944円）

638,800円（689,904円）

80Mb/s

367,100円（396,468円）

689,400円（744,552円）

90Mb/s

382,400円（412,992円）

725,900円（783,972円）

100Mb/s

397,600円（429,408円）

762,400円（823,392円）
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(コ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、沖縄通信ネットワー
ク株式会社となるもの（協定事業者の契約約款及び料金表に規定す
る高速イーサネット専用サービスを利用するものに限ります。）
１の契約ごとに月額
区

分

料

金

額

１Mb/s

52,900円（57,132円）

２Mb/s

67,100円（72,468円）

３Mb/s

80,000円（86,400円）

４Mb/s

96,500円（104,220円）

５Mb/s

109,400円（118,152円）

10Mb/s

123,500円（133,380円）

20Mb/s

157,600円（170,208円）

30Mb/s

190,600円（205,848円）

40Mb/s

223,500円（241,380円）

50Mb/s

256,500円（277,020円）

100Mb/s

305,900円（330,372円）
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ウ

タイプ３に係るもの
加入者回線に係るもの
a b以外のもの
１の契約ごとに月額
区

別

料

金

額

0.5Mb/s

33,000円（35,640円）

１Mb/s

48,000円（51,840円）

２Mb/s

80,000円（86,400円）

３Mb/s

88,000円（95,040円）

４Mb/s

91,000円（98,280円）

５Mb/s

94,000円（101,520円）

６Mb/s

97,000円（104,760円）

７Mb/s

99,000円（106,920円）

８Mb/s

101,000円（109,080円）

９Mb/s

103,000円（111,240円）

10Mb/s

105,000円（113,400円）

20Mb/s

125,000円（135,000円）

30Mb/s

148,000円（159,840円）

40Mb/s

169,000円（182,520円）

50Mb/s

187,000円（201,960円）

60Mb/s

202,000円（218,160円）

70Mb/s

215,000円（232,200円）

80Mb/s

225,000円（243,000円）

90Mb/s

233,000円（251,640円）

100Mb/s

240,000円（259,200円）

1000Mb/s

850,000円（918,000円）
b

加入者回線が、第２種契約者の指定する場所と当社の指定する
イーサネット通信サービス取扱所との間に設置されるもの
１の契約ごとに月額
区

別

料

金

額

0.5Mb/s

53,000円（57,240円）

１Mb/s

68,000円（73,440円）

２Mb/s

100,000円（108,000円）
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３Mb/s

110,000円（118,800円）

４Mb/s

127,000円（137,160円）

５Mb/s

130,000円（140,400円）

６Mb/s

144,000円（155,520円）

７Mb/s

158,000円（170,640円）

８Mb/s

172,000円（185,760円）

９Mb/s

174,000円（187,920円）

10Mb/s

176,000円（190,080円）

20Mb/s

231,000円（249,480円）

30Mb/s

290,000円（313,200円）

40Mb/s

346,000円（373,680円）

50Mb/s

400,000円（432,000円）

60Mb/s

450,000円（486,000円）

70Mb/s

498,000円（537,840円）

80Mb/s

543,000円（586,440円）

90Mb/s

586,000円（632,880円）

100Mb/s

629,000円（679,320円）

200Mb/s

1,332,000円（1,438,560円）

300Mb/s

1,579,000円（1,705,320円）

400Mb/s

1,815,000円（1,960,200円）

500Mb/s

2,062,000円（2,226,960円）

600Mb/s

2,309,000円（2,493,720円）

700Mb/s

2,533,000円（2,735,640円）

800Mb/s

2,780,000円（3,002,400円）

900Mb/s

3,027,000円（3,269,160円）

1000Mb/s

3,261,000円（3,521,880円）
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中継回線使用料
ゾーン間中継に係るもの
１のＶＰＮグループごとに月額

品

目

料

金

額

128kb/s

5,000円（5,400円）

0.5Mb/s

50,000円（54,000円）

１Mb/s

65,000円（70,200円）

1.5Mb/s

73,000円（78,840円）

２Mb/s

80,000円（86,400円）

３Mb/s

95,000円（102,600円）

４Mb/s

110,000円（118,800円）

５Mb/s

125,000円（135,000円）

６Mb/s

140,000円（151,200円）

７Mb/s

155,000円（167,400円）

８Mb/s

170,000円（183,600円）

９Mb/s

185,000円（199,800円）

10Mb/s

200,000円（216,000円）

12Mb/s

230,000円（248,400円）

20Mb/s

340,000円（367,200円）

30Mb/s

470,000円（507,600円）

40Mb/s

600,000円（648,000円）

50Mb/s

700,000円（756,000円）

60Mb/s

800,000円（864,000円）

70Mb/s

900,000円（972,000円）

80Mb/s

1,000,000円（1,080,000円）

90Mb/s

1,100,000円（1,188,000円）

100Mb/s

1,200,000円（1,296,000円）

200Mb/s

2,000,000円（2,160,000円）

300Mb/s

2,800,000円（3,024,000円）

400Mb/s

3,600,000円（3,888,000円）

500Mb/s

4,400,000円（4,752,000円）

600Mb/s

5,200,000円（5,616,000円）

700Mb/s

6,000,000円（6,480,000円）

800Mb/s

6,700,000円（7,236,000円）
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900Mb/s

7,400,000円（7,992,000円）

1000Mb/s

8,000,000円（8,640,000円）

１－２－２ 構内インタフェースケーブル使用料
ア イ以外のもの
１の契約ごとに月額
25,000円（27,000円）
イ
区

当社が別に定めるイーサネットサービス取扱所に設置するもの
分

単

位

料

金

額

構内ケーブル

１配線ごとに

10,000円（10,800円）

メディアコンバータ

１台ごとに

5,000円（5,400円）

１－２－３

インタフェースケーブル使用料
１の契約ごとに月額

加入者回線インタフェースの区別

料

金

額

10BASE-T

5,000円（5,400円）

100BASE-TX

10,000円（10,800円）

1000BASE-SX

35,000円（37,800円）

1000BASE-LX

50,000円（54,000円）

１－３ 付加機能使用料
 優先制御機能
１の契約者回線等ごとに月額
区
フレームを、フレー
ムごとにあらかじめ
指定した優先順位に
したがって、契約者
回線、加入者回線又
は他社接続契約者回
線の終端の方向に転
送する機能

分

料

金

額

第２種契約の品目が10Mb/sまでのとき

15,000円（16,200円）

第２種契約の品目が20Mb/sのとき

20,000円（21,600円）

第２種契約の品目が30Mb/sのとき

30,000円（32,400円）

第２種契約の品目が40Mb/sのとき

40,000円（43,200円）

第２種契約の品目が50Mb/sのとき

50,000円（54,000円）

第２種契約の品目が60Mb/sのとき

60,000円（64,800円）

第２種契約の品目が70Mb/sのとき

70,000円（75,600円）

第２種契約の品目が80Mb/sのとき

80,000円（86,400円）

第２種契約の品目が90Mb/sのとき

90,000円（97,200円）

第２種契約の品目が100Mb/sのとき
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100,000円
（108,000円）

備考
１

この機能の提供を請求できるのは、第２種契約者（タイプ１、タイプ２（当
社が別に定めるＳＴＭアクセス又はイーサネットアクセスに係るものに限りま
す。
）及びタイプ３に係る者に限ります。
）に限ります。
２ この機能は、100Mb/sまでの品目に限り提供します。
３ この機能（タイプ２のＳＴＭアクセスに係るものを除きます。
）は、優先段階
を４段階とし、かつ、段階ごとの優先比率を絶対優先：９：２：１とする方式
に限り提供します。
４ １から３までに規定するほか、この機能に係るその他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。
（注１）当社が別に定めるＳＴＭアクセスに係るタイプ２は128kb/sの品目に係る
もの（他社接続契約者回線に係る終端の場所に、当社が別に定める端末設備
を設置するものに限ります。
）とします。
（注２）当社が別に定めるイーサネットアクセスに係るタイプ２は別記３のに
掲げる協定事業者に係るものとします。



ＶｏＩＰ接続機能
１の契約者回線等ごとに月額
区

分

料

当社のＩＰ通信網サービス（シェアードＩＰ－ＰＢＸサービ
スに係るものに限ります。）とＶＰＮグループとの間の通信
を可能とする機能
備考

金

額

－

この機能は、ＶＰＮグループの代表者の指定する契約者回線、加入者回線又
は回線収容部に提供します。



故障通知機能
１の通信グループごとに
区

分

料金額

通信グループに属する契約者回線等（当社が別に定めるもの
に限ります。）について、故障が検知された場合、予め指定
した通知先に通知することができるようにする機能
（注）本欄に規定する当社が別に定める契約者回線等は料金
表第１表（料金）に規定するＳＴＭアクセスに係るもの
及びタイプ３に係るものとします。

－

備考
１ 当社は、第２種契約者（通信グループ代表者となる者に限ります。以下この
において同じとします。
）に限り、この機能を提供します。
２ この機能の申し込みにあたっては、故障通知対象となるその通信グループに
）をあらか
属する契約者回線等（以下このにおいて「対象回線」といいます。
じめ指定していただきます。
３ 第２種契約者は、対象回線に係る故障を当社が検知した場合、当社が第２種
契約者の指定する通知先に通知することについて、対象回線に係る全ての契約
者の同意を事前に得ていただきます。
４ 第２種契約者は、故障通知機能の提供を受けるために必要となる情報の適正
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な管理及び現行化に努めていただきます。
当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負
いません。
６ １から５までに規定するほか、この機能に係るその他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。
５
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２ 第５種契約に係るもの
２－１ 適用
区

分

内

容

 第 ５ 種 イ ー 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第５種イー
サ ネ ッ ト 通 信 サネット通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮して第５
サ ー ビ ス 区 域 種イーサネット通信サービス区域を設定します。
の設定
 品 目 に 係 る 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定
料金の適用
めます。
ア タイプ１に係る品目
(イ)及び(ウ)以外のもの
(ア)
品

目

内

容

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能なもの

100Mb/s

100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

200Mb/s

200Mbit/sの符号伝送が可能なもの

300Mb/s

300Mbit/sの符号伝送が可能なもの

400Mb/s

400Mbit/sの符号伝送が可能なもの

500Mb/s

500Mbit/sの符号伝送が可能なもの

600Mb/s

600Mbit/sの符号伝送が可能なもの

700Mb/s

700Mbit/sの符号伝送が可能なもの

800Mb/s

800Mbit/sの符号伝送が可能なもの

900Mb/s

900Mbit/sの符号伝送が可能なもの

1000Mb/s

1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの

備考
１

タイプ１に係る第５種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
ただし、２－３（付加機能使用料）に別段の定めが
ある場合は、その定めるところによります。
２ 当社は、当社が別に定めるイーサネット通信サービ
ス取扱所内に設置される契約者回線の終端の場所に当
社の構内インタフェースケーブルを設置します。
３

200Mb/sから1000Mb/sまでの品目は、当社が別に定め
る第５種イーサネット通信サービス区域に限り提供し
ます。

（注）この備考の１欄に規定する当社が別に定める当社
の提供する電気通信サービスは、Universal Oneサー
ビス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサー
ビスとします。
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(イ)

当社のＩＰ伝送サービスと接続するもの

品

目

内

容

１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が可能なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が可能なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が可能なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が可能なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が可能なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が可能なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が可能なもの

８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が可能なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が可能なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が可能なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が可能なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が可能なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が可能なもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が可能なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が可能なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が可能なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が可能なもの

100Mb/s

100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

備考 タイプ１に係る第５種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
（注）本欄に規定する当社が別に定める当社の提供する
電気通信サービスは、Universal Oneサービス契約約
款（第７編）に規定するGroup-Etherサービスとしま
す。
(ウ)

当社のファクシミリ通信網サービスと接続するもの

品
10Mb/s

目

内

容

10Mbit/sの符号伝送が可能なもの

備考 タイプ１に係る第５種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
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できます。
（注）本欄に規定する当社が別に定める当社の提供する
電気通信サービスは、Universal Oneサービス契約約
款（第７編）に規定するGroup-Etherサービスとしま
す。
イ

タイプ２に係る品目
品

目

ＳＴＭアクセスのもの

内

容

128kb/s

128kbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

イーサネットアクセス 0.5Mb/s
のもの

0.5Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの
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１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

ＣＣＮアクセスのもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

100Mb/s

100Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

200Mb/s

200Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

300Mb/s

300Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

400Mb/s

400Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

500Mb/s

500Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

600Mb/s

600Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

700Mb/s

700Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

800Mb/s

800Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

900Mb/s

900Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

1000Mb/s

1000Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

100Mb/s

100Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

Universal Oneアクセスのもの

備考
１

品目に係る符号伝送速
度を定めないもの

タイプ２に係る第５種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
ただし、２－３（付加機能使用料）に別段の定めが
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２

ある場合は、その定めるところによります。
当社は、タイプ２を、次表に掲げる接続契約者回線
等と接続して提供します。
区

分

内

容

他社接続 ＳＴＭア 別記３のに掲げる協定事業者
契約者回 クセス
の契約約款及び料金表に規定す
線に係る
る高速ディジタル伝送サービス
もの
イーサネ 別記３のに掲げる協定事業者
ットアク の契約約款及び料金表に規定す
セス
るイーサネット通信網サービ
ス、第１種高速イーサネット網
サービス、パワードイーサネッ
トサービス、イーサネット網サ
ービス、高速イーサネット専用
サービス又は高速イーサネット
網接続サービス
接続契約 ＣＣＮア Universal Oneサービス契約約
者回線に クセス
款（第６編）及び料金表に規定
係るもの
するクローズドコンピュータ通
信網サービス
Univers
al Oneア
クセス
３

Universal Oneサービス契約約
款（第１編）及び料金表に規定
するUniversal Oneサービス

タイプ２に係る接続契約者回線等の品目は、当社又
は別記３に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に
規定するもののうち、次のとおりとします。
 他社接続契約者回線に係るもの
タイプ２の品目と同一のものとします。
 接続契約者回線に係るもの
Universal Oneアクセスに係るものを除き、当社が
別に定める接続条件によるものとします。
４ タイプ２に係る接続契約者回線等の契約の種別は、
契約の種別があるものについては臨時（それに相当す
るものを含みます。
）以外のものに係るものとします。
５ タイプ２に係る他社接続契約者回線の保守の区別
は、別記３のに掲げる協定事業者の契約約款及び料
金表に規定するタイプ２に係るものとします。
６ 別記３のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金
表において、接続可能な他社接続契約者回線に係る契
約の種別及び通信又は保守の態様による細目について
別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
す。
７ タイプ２に係る第５種契約者は、他社接続契約者回
線に係る通信又は保守の態様による細目を申込み時に
通知していただきます。
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８

ＣＣＮアクセス（当社が別に定めるものに限ります。
以下11まで同じとします。
）に係る利用料については、
料金表通則の規定にかかわらず、日割りをしません。
ただし、第60条（利用料の支払義務）第２項及び第72
条（責任の制限）にかかわる場合は除きます。
９ ＣＣＮアクセスの利用の開始があった場合、第60条
の規定にかかわらず、利用の開始のあった日を含む料
金月の翌料金月から利用料を適用します。ただし、Ｃ
ＣＮアクセスの利用の開始と廃止が同月に行われた場
合、その廃止の日にかかわらず利用開始月の利用料の
支払いを要します。
10 ＣＣＮアクセスの廃止があった場合、第60条の規定
にかかわらず、その廃止のあった日を含む料金月の利
用料の支払いを要します。
11 ＣＣＮアクセスのものとその他のものとの間の相互
の変更は行うことができません。
12 当社は、他社接続契約者回線が次に掲げるものに該
当する場合は、第５種契約を締結しません。
 ＳＴＭアクセス（他社接続契約者回線が、別記３
のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規
定するサービスクラスによる区別がエコノミークラ
ス以外のものに限ります。
）に係るもの
 ＳＴＭアクセス（他社接続契約者回線が、別記３
のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規
定する保守の区別がタイプ１－１及びタイプ１－２
のものに限ります。
）に係るもの
13 1000Mb/s品目は、当社が別に定める第５種イーサネ
ット通信サービス区域に限り提供します。
（注１）この備考１に規定する当社が別に定める当社の
提供する電気通信サービスは、Universal Oneサービ
ス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービ
スとします。
（注２）この備考３に規定する当社が別に定める接続
条件は、次表のとおりとします。
接続契約者回線の品目

クローズドコ 10Mb/s
ンピュータ通
100Mb/s
信網サービス

対応する第５種イーサ
ネット通信サービスの
品目
10Mb/s
100Mb/s

（注３）この備考８に規定する当社が別に定めるＣＣＮ
アクセスは、接続する接続契約者回線の区分がプラ
ン３となるものとします。
ウ

タイプ３に係る品目
品

目

内
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容

イーサネットアク 0.5Mb/s
セスのもの

0.5Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が可能
なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が可能
なもの
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100Mb/s

100Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

200Mb/s

200Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

300Mb/s

300Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

400Mb/s

400Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

500Mb/s

500Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

600Mb/s

600Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

700Mb/s

700Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

800Mb/s

800Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

900Mb/s

900Mbit/s の 符 号 伝 送 が 可
能なもの

1000Mb/s

1000Mbit/sの符号伝送が可
能なもの

備考
１

タイプ３に係る第５種契約者は、所属ＶＰＮグルー
プを構成する契約者回線、加入者回線若しくは回線収
容部又は当社が別に定める当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信設備との間で通信を行うことが
できます。
ただし、２－３（付加機能使用料）に別段の定めが
ある場合は、その定めるところによります。
２ タイプ３の品目が、200Mb/sから900Mb/sまでのもの
となる場合（加入者回線が、第５種契約者の指定する
場所と当社の指定するイーサネット通信サービス取扱
所との間に設置されるものを除きます。
）の加入者回線
の区別は、1000Mb/sのものとします。
３ 200Mb/sから1000Mb/sまでの品目は、当社が別に定め
る第５種イーサネット通信サービス区域に限り提供し
ます。
（注）この備考１に規定する当社が別に定める当社の提
供する電気通信サービスは、Universal Oneサービス
契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービス
とします。

 通 信 又 は 保 当社は、料金を適用するにあたって、次表のとおり、通信又は保
守 の 態 様 に よ 守の態様による細目を定めます。
る 細 目 に 係 る ア 加入者回線インタフェースの区別
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区

イ

別

内

容

10BASE-T

10Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加入
者回線の終端に係るインタフェースが
10BASE-Tであるもの

100BASE-TX

100Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加入
者回線の終端に係るインタフェースが
100BASE-TXであるもの

1000BASE-SX

1000Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加
入者回線の終端に係るインタフェースが
1000BASE-SXであるもの

1000BASE-LX

1000Mbit/sの符号伝送が可能なもので、加
入者回線の終端に係るインタフェースが
1000BASE-LXであるもの

ＣＣＮアクセスに係る接続契約者回線の通信先の区別
区

別

内

容

コース１

接続する接続契約者回線の通信先が、ＤＳ
Ｌ回線（当社のUniversal Oneサービス契約
約款（第６編）及び料金表に規定するもの
に限ります。
）となるもの

コース２

接続する接続契約者回線の通信先が、光ア
クセス回線（当社のUniversal Oneサービス
契約約款（第６編）及び料金表に規定する
ものに限ります。
）となるもの

備考
１

ＣＣＮアクセスに係る接続契約者回線の通信先の区
別(以下「通信先の区別」といいます。)は、品目が
100Mb/sとなるものであって、接続する接続契約者回線
の区分がプラン３となるものに限り適用します。
２ 接続する接続契約者回線の通信先が複数となる場合
は、それらに対応するコース１及びコース２に係る利
用料を合算して適用します。この場合、コース１及び
コース２に係る利用料は、品目に係る料金の適用に準
じて適用します。
３ 第５種契約者は、ＣＣＮアクセスに係る通信又は保
守の態様による細目の変更の請求をすることができま
す。この場合、変更前の細目の廃止とその変更後の細
目の利用の開始が同時にあったものとみなして利用料
を適用します。



利 用 料 の 適 ア タイプ１に係る利用料は、２－２－１（利用料）に規定する
用
契約者回線使用料とします。
イ

タイプ２に係る利用料は、２－２－１に規定する回線使用料
とアクセス回線料を合算して適用します。
ただし、次に掲げるものについては、それぞれ次のとおり利
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用料を適用します。
(ア) 接続契約者回線に係るもの（Universal Oneアクセスに
係るものを除きます。
）
回線使用料のみを適用します。
(イ) Universal Oneアクセスに係るもの
利用料を適用しません。
ウ タイプ３に係る利用料は、２－２－１に規定する回線使用料
とアクセス回線料を合算して適用します。
エ タイプ３に係る加入者回線の部分はアクセス回線料を適用
します。
オ アクセス回線料について、他社接続契約者回線の回線距離の
測定及び回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用に
ついては、別記３のに掲げる協定事業者の契約約款及び料金
表に規定する高速イーサネット専用サービスの場合と同一と
します。
カ 他社接続契約者回線の品目及び通信又は保守の態様による
細目については、別記３のに掲げる協定事業者の契約約款及
び料金表に準じて取り扱います。



ア ク セ ス 回 ＳＴＭアクセスに係るアクセス回線料については、２－２－１
線料の減額
（利用料）の（アクセス回線料）に規定する額から１契約ごと
に次の額を減額して適用します。
区

分

アクセス回線料の減額（月額）

128kb/s

70円（75.6円）

 最 低 利 用 期 ア 第５種イーサネット通信サービス（タイプ２（当社が別に定
間に係る料金
めるＣＣＮアクセスに係るもの及びUniversal Oneアクセスに
の適用
係るものに限ります。
）に係るものを除きます。
）には、他社接
続契約者回線が異経路となるものとなるものを除いて、最低利
用期間があります。
イ 第５種契約者は、第33条(最低利用期間）に規定する最低利
用期間のうち、第５種イーサネット通信サービスの提供の開始
に係るもの（以下この欄において「基本最低利用期間」といい
ます。
）は利用料について、接続事業者変更、第５種イーサネ
ット通信サービスの種類の変更に係るもの（以下この欄におい
て「接続最低利用期間」といいます。
）はアクセス回線料につ
いて適用します。この場合において、基本最低利用期間内に接
続事業者変更、第５種イーサネット通信サービスの種類の変更
があったときのアクセス回線料については接続最低利用期間
を適用し、利用料（アクセス回線料を除きます。
）については、
基本最低利用期間を適用します。
ウ 第５種契約者は、最低利用期間内に第５種契約の解除、第５
種イーサネット通信サービスの種類の変更又は接続事業者変
更があった場合には、第60条（利用料の支払義務）及び料金表
通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する利用料の契約
者回線使用料又は回線使用料及びアクセス回線料（通信サービ
スの種類の変更又は接続事業者変更があった場合はアクセス
回線料とします。
）に相当する額を、当社が定める期日までに、
一括して支払っていただきます。
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エ

第５種契約者は、最低利用期間内に第５種イーサネット通信
サービスの品目、他社接続契約者回線の品目又は終端の場所の
変更（以下この欄において「品目等の変更」といいます。
）が
あった場合であって、次表に定める額があるときは、その額を、
当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
区

分

支払いを要する額

(ア) (イ)又は(ウ)以外 変更前の利用料の額に残余の期
のとき
間を乗じて得た額（基本最低利
用期間と接続最低利用期間の双
方を適用する場合は、各々適用
して得た額を合算した額としま
す。以下この表において同じと
します。
）から変更後の利用料の
額に残余の期間を乗じて得た額
を控除し、残額があるときには
その額
(イ) 接続事業者変更又 次の額を合算して得た額
は第５種イーサネット  残余の期間に対応するアク
通信サービスの種類の
セス回線料
変更と同時に品目等の  変更前の利用料（アクセス
回線料を除きます。以下この
変更があったとき
表において同じとします。
）か
ら変更後の利用料に残余の期
間を乗じて得た額を控除し、
残額があるときにはその額
(ウ) 第15条（最低利用
期間等に係る起算開始
日の扱い）に規定する
第５種契約の解除と同
時に新たに第２種契約
を締結したとき
オ

その解除する第５種契約の利用
料の額に残余の期間を乗じて得
た額から新たに締結する第２種
契約の利用料の額に残余の期間
を乗じて得た額を控除し、残額
があるときはその額

エの場合において、当社は、第５種イーサネット通信サービ
スの品目等の変更（加入者回線の移転又は接続契約者回線等に
係る終端の場所の変更を除きます。
）と同時に、契約者回線等
に係る終端の場所において、第５種イーサネット通信サービス
に係る契約者回線等の新設若しくは第５種契約の解除、接続事
業者変更又は品目等の変更を行うときの残額の算定は、同時に
行う新設等の利用料を合算して行います。
カ ウ、エ及びオの規定にかかわらず、料金表別表の２の適用に
係る第５種契約者について、最低利用期間内に第５種契約の解
除又は品目の変更等があった場合の支払いを要する額の適用
については、料金表別表の２のキに定めるところによります。
（注）この欄に規定する当社が別に定めるＣＣＮアクセスに係る
タイプ２は、接続する接続契約者回線の区分がプラン３とな
るものとします。
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サービス品
質（開通遅延期
間）に係る料金
の適用

当社は、第５種イーサネット通信サービス（回線収容部（ＣＣＮ
アクセス及びUniversal Oneアクセスに係るものに限ります。
）に
係るものを除きます。以下この表の欄まで同じとします。
）に
ついて、次のとおり開通遅延期間に係る料金の適用を行います。
ア

当社は、第32条（第５種契約申込の承諾）の規定により第５
種イーサネット通信サービスに係る第５種契約の申込みの承
諾をした場合において、当社とその第５種イーサネット通信サ
ービスに係る第５種契約者とがその第５種イーサネット通信
サービスの提供の開始を合意した日（以下この表の欄におい
て「開通予定日」といいます。
）に、第５種契約者の責めによ
らない理由によりその第５種イーサネット通信サービスの提
供を開始できなかった場合（タイプ２（イーサネットアクセス
に係るものに限ります。
）の他社接続契約者回線に係る電気通
信サービスの提供を開始できなかった場合によるものを除き
ます。
）に限り、開通予定日から第５種イーサネット通信サー
ビスの提供を開始した日までの日数（開通予定日から起算して
その翌日を１日とした日数とします。以下この表の欄におい
て「開通遅延日数」といいます。
）に応じて、その第５種契約
に係る料金（以下この表の欄まで「開通遅延返還料金額」と
いいます。
）を返還します。
イ 開通遅延返還料金額は、その第５種イーサネット通信サービ
スの提供を開始した日における、２－２（料金額）に規定する
料金額（その第５種イーサネット通信サービスに係る契約者回
線使用料、回線使用料、アクセス回線料（当社が別に定めるも
のに限ります。
）
、構内インタフェースケーブル使用料又はイン
タフェースケーブル使用料（この表の欄から欄までの適用
による場合又は料金表別表の２の適用による場合は、適用した
後の額とします。
）に限ります。
）の合計額（以下この表の欄
において「開通遅延返還基準額」といいます。
）に次表に規定
する料金返還率を乗じて得た額とします。
開通遅延日数

料金返還率

１日

10％

２日以上15日未満

開通遅延日数が１日となる場合に
適用される料金返還率に、１日を超
える１日ごとに１％を加算した率

15日

25％

16日以上28日未満

開通遅延日数が15日となる場合に
適用される料金返還率に、15日を超
える１日ごとに２％を加算した率

28日以上
ウ

50％

イの場合において、返還する開通遅延返還料金額は、次の
(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表の欄
まで「開通遅延返還上限額」といいます。
）を上限として適用
します。
(ア) (イ)以外の場合
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その第５種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月に係る料金額（開通遅延返還基準額に係るも
の（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたときは
料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した額とし
ます。
）に限ります。
）の合計額（第60条（利用料の支払い義
務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこととなる
料金額の合計額を減じた額とします。
）
(イ) 料金月の初日以外の日にその第５種イーサネット通信
サービスの提供を開始した場合
その第５種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規定
に準じた方法により算出した料金額の合計額
エ この表の  欄に規定する料金の返還とこの表の 欄から 
欄までの規定による料金の返還を同時に行う場合の開通遅延
返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めるところに
よります。
（注）この欄のイに規定する当社が別に定めるアクセス回線料
は、タイプ２（ＳＴＭアクセスに係るものに限ります。
）に
係る他社接続契約者回線又は加入者回線のアクセス回線料
とします。



サ ー ビ ス 品 当社は、第５種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（故障回復時 故障回復時間に係る料金の適用を行います。
間）に係る料金 ア 当社は、第５種契約者に第５種イーサネット通信サービスを
の適用
提供する場合において、第５種契約者の責めによらない理由に
よりその提供をしなかったときは、その第５種イーサネット通
信サービスを全く利用できない状態（その第５種契約に係る電
気通信設備による通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表の欄
において同じとします。
）が次の(ア)及び(イ)に係る区間にお
いて生じたときであって、その第５種イーサネット通信サービ
スを全く利用できない状態であることを当社が知った時刻（第
70条（イーサネット通信サービス契約者の切分責任）の規定に
より、その第５種契約者が当社に修理の請求をした時刻（その
時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻と
します。
）とします。
）から起算して、１時間以上その状態が連
続したときに限り、その第５種契約に係る料金（以下この表の
欄まで「故障回復時間返還料金額」といいます。
）を返還し
ます。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に
当社が第５種イーサネット通信サービスの利用の中止をあら
かじめその第５種契約者に通知したとき又は第55条（接続休
止）の規定により接続休止としたときは、この限りでありませ
ん。この場合において、その第５種契約に係る料金については、
第60条（料金の支払義務）第２項第３号の規定（表の１欄、３
欄又は４欄に係るものに限ります。
）を適用します。
(ア) 別記１に係る区間
(イ) 他社接続契約者回線(当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３の  に規定する協定事業者の契約約款及び料金表に掲げ
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る回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定めるも
のに限ります。
）を含みます。以下この表の欄において同
じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端装置
に係る区間を含みます。
）
イ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、
当社は、第60条第２項第３号の規定（表の１欄又は３欄に係る
ものに限ります。
）は適用しません。
ただし、エに掲げる料金額以外のその第５種イーサネット通
信サービスに係る料金額については、第60条第２項第３号の規
定（表の１欄又は３欄に係るものに限ります。
）を適用します。
ウ アに規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりその第
５種イーサネット通信サービスを全く利用できない状態（その
状態が連続した時間が１時間未満となるものに限ります。
）が
生じたときは、当社は、第60条第２項第３号の規定（表の２欄
に係るものに限ります。
）を適用します。
エ 当社は、その第５種イーサネット通信サービスを全く利用で
きない状態が連続した時点における、２－２（料金額）に規定
する料金額（その第５種イーサネット通信サービスに係る契約
者回線使用料、回線使用料、当社が別に定めるアクセス回線料、
構内インタフェースケーブル使用料又はインタフェースケー
ブル使用料（この表の欄から欄までの適用による場合又は
料金表別表の２の適用による場合は、適用した後の額としま
す。
）に限ります。
）の合計額（以下この表の欄において「故
障回復時間返還基準額」といいます。
）を元に故障回復時間返
還料金額を算出します。
オ アの場合において、その第５種イーサネット通信サービスを
全く利用できない状態が連続した場合における故障回復時間
返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する料金
返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間

料金返還率

１時間以上２時間未満

10％

２時間以上４時間未満

20％

４時間以上６時間未満

30％

６時間以上８時間未満

40％

８時間以上72時間未満

50％

72時間以上

100％

カ オの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、次
の(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表の
欄まで「故障回復時間返還上限額」といいます。
）を上限とし
て適用します。
(ア) (イ)以外の場合
その料金月に係る料金額（故障回復時間返還基準額に係る
もの（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたとき
は料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した額と
します。
）に限ります。
）の合計額（第60条第２項第３号の規
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定により支払いを要しないこととなる料金額の合計額を減
じた額とします。
）
(イ) その料金月が第５種イーサネット通信サービスの提供
を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にその第
５種イーサネット通信サービスの提供を開始した場合
その料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規定に
準じた方法により算出した料金額の合計額
キ アの場合において、その第５種イーサネット通信サービス
を全く利用できない状態が連続した場合が１の料金月（カの
(イ)に規定する場合は、その規定に係る２の料金月としま
す。
）において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障
回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復
時間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復
時間返還上限額を返還します。
ク この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄の規定
と欄から欄までの規定による料金の返還を同時に行う場
合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、欄の規
定に定めるところによります。
（注１）
この欄のアに規定する当社が別に定める他社接続契約者
回線は、
他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式会社ケ
イ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料
金表に規定する高速イーサネット専用サービスを利用する
ものに限ります。
）とします。
（注２）
この表のアに規定する当社が別に定める回線終端装置に
相当するものは、
技術基準等で定められた電気的条件及び光
学的条件に適合するものとします。
（注３）この欄のエに規定する当社が別に定めるアクセス回線
料は、加入者回線又は他社接続契約者回線（株式会社ケイ・
オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料金
表に規定する高速イーサネット専用サービスを利用するも
のに限ります。
）に限ります。
）に係るものとなる場合のア
クセス回線料とします。

 サ ー ビ ス 品 当社は、第５種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（遅延時間） 遅延時間に係る料金の適用を行います。
に 係 る 料 金 の ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間におい
適用
て当社が別に定める方法により測定した遅延時間（その１の提
供区間の一端から送信されたＩＰパケットのその提供区間の
往復に要する時間（その第５種イーサネット通信サービスを全
く利用できない状態が生じた場合の時間を除きます。
）をいい
ます。
）の料金月単位での平均時間が、35ﾐﾘ秒を超えた場合は、
その料金月における第５種イーサネット通信サービスの契約
者回線使用料又は回線使用料（この表の欄から欄までの適
用による場合及び料金表通則３、４、５及び６の規定による場
合（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたときに限
ります。
）又は料金表別表の２の適用による場合は、適用した
後の額（第60条（利用料の支払い義務）第２項第３号の規定に
より支払いを要しないこととなる料金額の合計額を減じた額
とします。以下この表の欄まで「遅延時間返還基準額」とい
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います。
）とします。
）に10％を乗じて得た額（以下この表の
欄まで「遅延時間返還料金額」といいます。
）をその第５種イ
ーサネット通信契約者に返還します。
ただし、その第５種イーサネット通信サービスについて、そ
の１の料金月において、連続して利用中止、利用停止又は接続
休止があったときは、この限りではありません。
イ この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄、欄、
 欄又は  欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅
延時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めると
ころによります。

 サービス品
質（全体累積故
障時間）に係る
料金の適用

当社は、第５種イーサネット通信サービスについて、次のとお
り全体累積故障時間に係る料金の適用を行います。
ア 当社は、次の(ア)及び(イ)の全ての提供区間において、次
表に規定する全体稼働率が99.99％を下回った場合に限り、第
５種契約に係る料金（以下この表の欄まで「全体累積故障
時間返還料金額」といいます。
）を返還します。
区

分

全

体

稼

働

率

イーサネ ッ ト 全体累積稼働時間（その料金月における日
通信サー ビ ス 数に24を乗じて得た時間にイーサネット通
に係るもの
信サービスの回線数（その料金月における
当社が別に定める回線数とします。
）を乗じ
て得た値をいいます。以下この欄におい
て同じとします。
）から、イーサネット通信
サービス契約者の責めによらない理由によ
りイーサネット通信サービスを利用するこ
とができなかった時間（そのことを当社が
知った時刻（第70条（イーサネット通信サ
ービス契約者の切分責任）の規定により、
イーサネット通信サービス契約者が当社に
修理の請求をした時刻（その時刻以前に当
社がそのことを知った場合は、その知った
時刻とします。
）とします。
）から起算して、
その状態が連続した時間をいいます。ただ
し、第53条（利用中止）第１項の規定に該
当する場合に当社がイーサネット通信サー
ビスの利用の中止をあらかじめそのイーサ
ネット通信サービス契約者に通知したと
き、又は第55条（接続休止）の規定により
接続休止したときは、その時間を除きま
す。
）を１の料金月ごとに合算して得た値を
減じて得た値を、全体累積稼働時間で除し
て得た割合
(ア)

別記１に係る区間
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(イ) 他社接続契約者回線(当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３の  に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定す
る回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定めるも
のに限ります。
）を含みます。以下この表の欄において同
じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端装置
に係る区間を含みます。
）
イ 全体累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月に
おける、２－２（料金額）に規定する料金額（その第５種イー
サネット通信サービスに係る契約者回線使用料、回線使用料、
アクセス回線料（当社が別に定めるものに限ります。
）
、構内イ
ンタフェースケーブル使用料又はインタフェースケーブル使
用料（この表の欄から欄までの適用による場合又は料金表
別表の２の適用による場合は、適用した後の額とし、料金表通
則３、４及び６に規定する場合が生じたときは通則３、４、５
及び６の規定に基づき算出した額とします。
）に限ります。
）の
合計額（第60条（利用料の支払義務）第２項第３号の規定によ
り支払いを要しないこととなる料金額の合計を減じた額とし
ます。以下この表の欄まで「全体累積故障時間返還基準額」
といいます。
）に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額と
します。
全

体

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.99％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％

95.0％以上98.0％未満

10％

90.0％以上95.0％未満

20％

90.0％未満

100％

ウ この表の  欄に規定する料金の返還とこの表の 欄から 
欄まで又は  欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の
全体累積故障時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定
に定めるところによります。
（注１）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める他社接続
契約者回線は、他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式
会社ケイ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款
及び料金表に規定する高速イーサネット専用サービスを利
用するものに限ります。
）とします。
（注２）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める回線終端
装置に相当するものは、技術基準等で定められた電気的条件
及び光学的条件に適合するものとします。
（注３）この欄のイに規定する当社が別に定めるアクセス回線料
は、加入者回線又は他社接続契約者回線（株式会社ケイ・オ
プティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料金表に
規定する高速イーサネット専用サービスを利用するものに
限ります。
）に限ります。
）に係るものとなる場合のアクセス
回線料とします。
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 サ ー ビ ス 品 当社は、第５種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（回線累積故 回線累積故障時間に係る料金の適用を行います。
障時間）に係る ア 当社は、第５種契約者に第５種イーサネット通信サービスを
料金の適用
提供する場合において、第５種契約者の責めによらない理由に
よりその提供をしなかったときは、その第５種イーサネット通
信サービスを全く利用できない状態が次の(ア)及び(イ)に係
る区間において生じたときであって、回線稼働率（その第５種
イーサネット通信サービスを利用することができなかった時
間（そのことを当社が知った時刻（第70条（イーサネット通信
サービス契約者の切分責任）の規定により、その第５種契約者
が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのこ
とを知った場合は、その知った時刻とします。
）とします。以
）から起算して、その
下この表の欄において同じとします。
状態が連続した時間をいいます。以下この表の欄において同
じとします。
）を１の料金月ごとに合算した時間を、その料金
月における利用日数に24を乗じて得た時間（その第５種イーサ
ネット通信サービスを利用することができなかった時間を含
）から減じ
みます。以下この表の欄において同じとします。
て得た時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た
時間で除した割合をいいます。以下この表の欄において同じ
とします。
）が99.9％を下回った場合に限り、その第５種契約
に係る料金（以下この表の欄において「回線累積故障時間返
還料金額」といいます。
）を返還します。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に
当社が第５種イーサネット通信サービスの利用の中止をあら
かじめその第５種契約者に通知したとき、又は第55条（接続休
止）の規定により接続休止としたときは、この限りでありませ
ん。
(ア) 別記１に係る区間
(イ) 他社接続契約者回線(当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３の  に規定する協定事業者の契約約款及び料金表に掲げ
る回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定めるも
のに限ります。
）を含みます。以下この表の欄において同
じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端装置
に係る区間を含みます。
）
イ 回線累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月に
おける、２－２（料金額）に規定する料金額（その第５種イー
サネット通信サービスに係る契約者回線使用料、回線使用料、
当社が別に定めるアクセス回線料、構内インタフェースケーブ
ル使用料又はインタフェースケーブル使用料（この表の欄か
ら  欄までの適用による場合又は料金表別表の２の適用によ
る場合は、適用した後の額とし、料金表通則３、４及び６に規
定する場合が生じたときは通則３、４、５及び６の規定に基づ
き算出した額とします。
）に限ります。
）の合計額（第60条（利
用料の支払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しない
こととなる料金額の合計を減じた額とします。以下この表の
欄において「回線累積故障時間返還基準額」といいます。
）に
次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
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回

線

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.9％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％

95.0％以上98.0％未満

５％

90.0％以上95.0％未満

10％

90.0％未満

20％

この表の 欄から 欄までの規定による料金の返還のうち
いずれか２以上を同時に１の料金月に適用する場合は、当社
は、開通遅延返還料金額、故障回復時間返還料金額、遅延時間
返還料金額、全体累積故障時間返還料金額及び回線累積故障時
間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その合計額が開通遅延返還上限額、故障回復時間返
還額上限額、遅延時間返還基準額、全体累積故障時間返還基準
額又は回線累積故障時間返還基準額を比較して、最も高額とな
）
る額（以下この表の欄において「返還上限額」といいます。
を超える場合は、当社は、返還上限額を返還します。
（注１）この欄のアに規定する当社が別に定める他社接続契約者
回線は、他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式会社ケ
イ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料
金表に規定する高速イーサネット専用サービスを利用する
ものに限ります。
）とします。
（注２）この表のアに規定する当社が別に定める回線終端装置に
相当するものは、技術基準等で定められた電気的条件及び光
学的条件に適合するものとします。
（注３）この欄のイに規定する当社が別に定めるアクセス回線料
は、加入者回線又は他社接続契約者回線（株式会社ケイ・オ
プティコムとなるもの（協定事業者の契約約款及び料金表に
規定する高速イーサネット専用サービスを利用するものに
限ります。
）に限ります。
）に係るものとなる場合のアクセス
回線料とします。
ウ

 構内インタ
フェースケー
ブル使用料の
適用

当社は、２－２－２（構内インタフェースケーブル使用料）に規
定する構内インタフェースケーブル使用料については、タイプ１
に係る第５種契約者（当社が別に定めるイーサネット通信サービ
ス取扱所内に設置される契約者回線に係る者に限ります。
）に限
り適用します。

 イ ン タ フ ェ 当社は、２－２－３（インタフェースケーブル使用料）に規定す
ー ス ケ ー ブ ル るインタフェースケーブル使用料については、加入者回線インタ
使用料の適用
フェースの区別に応じて、タイプ３に係る第５種契約者に限り適
用します。
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２－２ 料金額
２－２－１ 利用料
 契約者回線使用料
タイプ１に係るもの
(ア) (イ)及び(ウ)以外のもの
１の契約ごとに月額
品

目

料

金

額

10Mb/s

250,000円（270,000円）

100Mb/s

700,000円（756,000円）

200Mb/s

1,350,000円（1,458,000円）

300Mb/s

2,000,000円（2,160,000円）

400Mb/s

2,650,000円（2,862,000円）

500Mb/s

3,300,000円（3,564,000円）

600Mb/s

3,950,000円（4,266,000円）

700Mb/s

4,600,000円（4,968,000円）

800Mb/s

5,250,000円（5,670,000円）

900Mb/s

5,900,000円（6,372,000円）

1000Mb/s

6,500,000円（7,020,000円）
(イ)

当社のＩＰ伝送サービスと接続するもの
１の契約ごとに月額

品

目

料

金

額

１Mb/s

52,000円（56,160円）

２Mb/s

65,000円（70,200円）

３Mb/s

80,000円（86,400円）

４Mb/s

100,000円（108,000円）

５Mb/s

120,000円（129,600円）

６Mb/s

180,000円（194,400円）

７Mb/s

205,000円（221,400円）

８Mb/s

220,000円（237,600円）

９Mb/s

235,000円（253,800円）

10Mb/s

250,000円（270,000円）

20Mb/s

300,000円（324,000円）

30Mb/s

350,000円（378,000円）

40Mb/s

400,000円（432,000円）

50Mb/s

450,000円（486,000円）
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60Mb/s

500,000円（540,000円）

70Mb/s

550,000円（594,000円）

80Mb/s

600,000円（648,000円）

90Mb/s

650,000円（702,000円）

100Mb/s

700,000円（756,000円）
(ウ)

当社のファクシミリ通信網サービスと接続するもの
１の契約ごとに月額

品

目

料

10Mb/s

金

額

250,000円（270,000円）


ア

回線使用料
タイプ２に係るもの
１の契約又は１の通信先の区別ごとに月額

品

目

料

金

額

ＳＴＭアクセスのもの

128kb/s

17,000円（18,360円）

イーサネットアクセスのもの

0.5Mb/s

42,000円（45,360円）

１Mb/s

52,000円（56,160円）

２Mb/s

65,000円（70,200円）

３Mb/s

80,000円（86,400円）

４Mb/s

100,000円（108,000円）

５Mb/s

120,000円（129,600円）

６Mb/s

180,000円（194,400円）

７Mb/s

205,000円（221,400円）

８Mb/s

220,000円（237,600円）

９Mb/s

235,000円（253,800円）

10Mb/s

250,000円（270,000円）

20Mb/s

300,000円（324,000円）

30Mb/s

350,000円（378,000円）

40Mb/s

400,000円（432,000円）

50Mb/s

450,000円（486,000円）

60Mb/s

500,000円（540,000円）

70Mb/s

550,000円（594,000円）

80Mb/s

600,000円（648,000円）

90Mb/s

650,000円（702,000円）
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100Mb/s

ＣＣＮアクセスのもの

イ

700,000円（756,000円）

200Mb/s

1,350,000円（1,458,000円）

300Mb/s

2,000,000円（2,160,000円）

400Mb/s

2,650,000円（2,862,000円）

500Mb/s

3,300,000円（3,564,000円）

600Mb/s

3,950,000円（4,266,000円）

700Mb/s

4,600,000円（4,968,000円）

800Mb/s

5,250,000円（5,670,000円）

900Mb/s

5,900,000円（6,372,000円）

1000Mb/s

6,500,000円（7,020,000円）

10Mb/s（接続する接続
契約者回線の区分が
プラン１となるもの）

184,000円（198,720円）

10Mb/s（接続する接続
契約者回線の区分が
プラン２となるもの）

250,000円（270,000円）

100Mb/s（接続する接
続契約者回線の区分
がプラン２となるも
の）

700,000円（756,000円）

100Mb/s（通信先の区
別がコース１となる
もの）

2,800円（3,024円）

100Mb/s（通信先の区
別がコース２となる
もの）

6,500円（7,020円）

タイプ３に係るもの
１の契約ごとに月額

品

目

料

0.5Mb/s、１Mb/sから１Mb/sごとに10Mb/s
まで、20Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/s
ま で 、 200Mb/s か ら 100Mb/s ご と に
1000Mb/sまでの品目



金

額

そのタイプ３に係るものを同一品目のタ
イプ２（イーサネットアクセスのものに
限ります。
）に係るものとみなした場合に
適用される回線使用料と同額

アクセス回線料
ア タイプ２（ＳＴＭアクセスに係るものに限ります。
）に係るもの
１の契約ごとに月額

その他社接続契約者回線を、第２種イーサネット通信サービスに規定する他社接続
契約者回線（タイプ２のＳＴＭアクセスに係るものに限ります。
）とみなした場合に
適用されるアクセス回線料と同額
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イ

タイプ２（イーサネットアクセスに係るものに限ります。
）に係るもの
１の契約ごとに月額

その他社接続契約者回線を、第２種イーサネット通信サービスに規定する他社接続
契約者回線（タイプ２のイーサネットアクセスに係るものに限ります。
）とみなした
場合に適用される利用料のアクセス回線料と同額
ウ

タイプ３に係るもの
１の契約ごとに月額

その加入者回線を、第２種イーサネット通信サービスに規定する加入者回線とみな
した場合に適用される利用料のアクセス回線料と同額
２－２－２ 構内インタフェースケーブル使用料
ア イ以外のもの
１の契約ごとに月額
25,000円（27,000円）
イ

当社が別に定めるイーサネットサービス取扱所に設置するもの

区

分

単

位

構内ケーブル

１配線ごとに

メディアコンバータ

１台ごとに

２－２－３

料

金

額

10,000円（10,800円）
5,000円（5,400円）

インタフェースケーブル使用料
１の契約ごとに月額

加入者回線インタフェースケーブルの区別

料

10BASE-T

金

額

5,000円（5,400円）

100BASE-TX

10,000円（10,800円）

1000BASE-SX

35,000円（37,800円）

1000BASE-LX

50,000円（54,000円）

２－３ 付加機能使用料
 優先制御機能
１の契約者回線等ごとに月額
区
フレームを、フレー
ムごとにあらかじめ
指定した優先順位に
したがって、契約者
回線、加入者回線又
は他社接続契約者回
線の終端の方向に転

分

料

金

額

第５種契約の品目が10Mb/sまでのとき

15,000円（16,200円）

第５種契約の品目が20Mb/sのとき

20,000円（21,600円）

第５種契約の品目が30Mb/sのとき

30,000円（32,400円）

第５種契約の品目が40Mb/sのとき

40,000円（43,200円）

第５種契約の品目が50Mb/sのとき

50,000円（54,000円）
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送する機能

第５種契約の品目が60Mb/sのとき

60,000円（64,800円）

第５種契約の品目が70Mb/sのとき

70,000円（75,600円）

第５種契約の品目が80Mb/sのとき

80,000円（86,400円）

第５種契約の品目が90Mb/sのとき

90,000円（97,200円）

第５種契約の品目が100Mb/sのとき

100,000円
（108,000円）

備考
１

この機能の提供を請求できるのは、第５種契約者（タイプ１、タイプ２（当
社が別に定めるＳＴＭアクセス又はイーサネットアクセスに係るものに限りま
す。
）及びタイプ３に係る者に限ります。
）に限ります。
２ この機能は、100Mb/sまでの品目に限り提供します。
３ この機能（タイプ２のＳＴＭアクセスに係るものを除きます。
）は、優先段階
を４段階とし、かつ、段階ごとの優先比率を絶対優先：９：２：１とする方式
に限り提供します。
４ １から３までに規定するほか、この機能に係るその他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。
（注１）当社が別に定めるＳＴＭアクセスに係るタイプ２は128kb/sの品目に係る
もの（他社接続契約者回線に係る終端の場所に、当社が別に定める端末設備
を設置するものに限ります。
）とします。
（注２）当社が別に定めるイーサネットアクセスに係るタイプ２は別記３のに
掲げる協定事業者に係るものとします。



ＶｏＩＰ接続機能
１の契約者回線等ごとに月額
区

分

料

当社のＩＰ通信網サービス（シェアードＩＰ－ＰＢＸサービ
スに係るものに限ります。）とＶＰＮグループとの間の通信
を可能とする機能
備考

金

額

－

この機能は、ＶＰＮグループの代表者の指定する契約者回線、加入者回線又
は回線収容部に提供します。



故障通知機能
１の通信グループごとに
区

分

料

通信グループに属する契約者回線等（当社が別に定めるもの
に限ります。）について、故障が検知された場合、予め指定
した通知先に通知することができるようにする機能
（注）本欄に規定する当社が別に定める契約者回線等は料金
表第１表（料金）に規定するＳＴＭアクセスに係るもの
及びタイプ３に係るものとします。
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金

－

額

備考
１

当社は、第５種契約者（通信グループ代表者となる者に限ります。以下この
において同じとします。
）に限り、この機能を提供します。
２ この機能の申し込みにあたっては、故障通知対象となるその通信グループに
）をあらか
属する契約者回線等（以下このにおいて「対象回線」といいます。
じめ指定していただきます。
３ 第５種契約者は、対象回線に係る故障を当社が検知した場合、当社が第５種
契約者の指定する通知先に通知することについて、対象回線に係る全ての契約
者の同意を事前に得ていただきます。
４ 第５種契約者は、故障通知機能の提供を受けるために必要となる情報の適正
な管理及び現行化に努めていただきます。
５ 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負
いません。
６ １から５までに規定するほか、この機能に係るその他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。



ＶＰＮグループ多重接続機能
１の契約者回線等につき多重通信を行う１のＶＰＮグループごとに月額
区

分

料

１の契約者回線等について、複数のＶＰＮグループ（所属Ｖ
ＰＮグループを除きます。）と多重通信を行うことができる
ようにする機能
備考
１

金

額

7,000円（7,560円）

当社は、第５種契約者（タイプ１（当社のＩＰ伝送サービスと接続するもの
及び当社のファクシミリ通信網サービスと接続するものを除きます。
）
、タイプ
２（当社が別に定めるイーサネットアクセスに係るものに限ります。
）又はタイ
プ３に係る者に限ります。
）に限り、この機能を提供します。
２ １の契約者回線等について多重通信を行うことができるＶＰＮグループの数
は、20までとします。
ただし、この機能を利用する第５種契約者から20を超える利用の申出があっ
た場合において、ＶＰＮグループ多重接続機能を提供するために必要な当社の
電気通信設備に余裕があり、当社がその利用の申出を承諾したときは、この限
りでありません。
３ この機能を利用する第５種契約者は、通信相手先のＶＰＮグループを指定す
ることとします。この場合、第５種契約者は、指定した通信相手先のＶＰＮグ
ループに係る代表者の同意を得るものとします。
４ ３の場合において、その指定が新たにＶＰＮグループ（この機能の利用に係
る契約者回線等から構成されるものに限ります。
）を設けるものであるときは、
そのＶＰＮグループの代表者を定めて契約事務を行うイーサネット通信サービ
ス取扱所に届け出ていただきます。代表者を変更したときも同様とします。
５ この機能を利用する第５種契約者に係る所属ＶＰＮグループは、その１の契
約者回線等のみから構成されるものとします。
６ この機能を利用する第５種契約者は、に規定するＶｏＩＰ接続機能に係る
通信又はこの機能を利用する契約者回線等と当社が別に定める当社の提供する
電気通信サービスに係る電気通信設備との間の通信を行う場合、多重通信に係
るＶＰＮグループを介して行うものとします。
（注１）この備考１に規定する当社が別に定めるイーサネットアクセスは、別記
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３のに掲げる協定事業者に係るものとします。
（注２）この備考６に規定する当社が別に定める当社の提供する電気通信サービ
スは、Universal Oneサービス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサ
ービスとします。
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３ 第６種契約に係るもの
３－１ 適用
区

分

内

容

 第 ６ 種 イ ー １ 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第６種
サネット通信
イーサネット通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮し
サービス区域
て第６種イーサネット通信サービス区域を設定します。
及 び ゾ ー ン の ２ 当社は、第６種イーサネット通信サービス区域についてゾー
設定
ンを設定します。
 品 目 に 係 る 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定
料金の適用
めます。
品

目

内

イーサネットアクセス 0.5Mb/s
のもの
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容

0.5Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

100Mb/s

100Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

備考
１

第６種契約者は、所属ＶＰＮグループを構成する契
約者回線、加入者回線若しくは回線収容部又は当社が
別に定める当社の提供する電気通信サービスに係る電
気通信設備との間で通信を行なうことができます。
２ 当社は、加入者回線の終端のある場所に、当社の回
線終端装置を設置します。
３ 当社は、加入者回線の終端に係るインタフェースと
し て 、 0.5Mb/s か ら 10Mb/s ま で の 品 目 に つ い て は
10BASE-T及び100BASE-TXを、20Mb/sから100Mb/sまでの
品目については100BASE-TXを提供します。
（注）この備考１に規定する当社が別に定める当社の提
供する電気通信サービスは、Universal Oneサービス
契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービス
とします。

 通 信 又 は 保 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、通信又は
守 の 態 様 に よ 保守の態様による細目を定めます。
る細目に係る
通信の区別
料金の適用
区

別

グレード１

内

容

加入者回線に係る区間（回線終端装置か
ら加入者回線を収容するために当社が
設置する電気通信設備までの区間をい
います。以下この欄において同じとし
ます。）において、その第６種イーサネ
ット通信サービスの品目に係る符号伝
送速度を確保するもの
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グレード２

加入者回線に係る区間が通常状態にあ
る場合に、最低伝送速度（加入者回線に
係る区間が通常状態である場合におい
て常に最低限伝送可能な速度をいいま
す。以下この  欄において同じとしま
す。）を確保するものであって、かつ、
加入者回線に係る区間に余裕がある場
合に、加入者回線に係る区間において、
その第６種イーサネット通信サービス
の品目に係る符号伝送速度までの通信
が可能であるもの

備考
１

当社は、グレード２については、10Mb/s及び100Mb/s
の品目に限り提供します。この場合、10Mb/sの品目に
おける加入者回線の終端に係るインタフェースについ
ては、欄の表の備考３の規定にかかわらず、10BASE-T
に限り提供します。
２ 当社は、グレード２について、次表のとおり、最低
伝送速度を定めます。
品目

最低伝送速度

10Mb/s

１Mbit/s

100Mb/s

10Mbit/s

 加 入 者 回 線 当社は、料金額を適用するにあたって、加入者回線（グレード１
に 係 る 料 金 の に係るものに限ります。）について、次のとおり、加入者回線に
係る区分を定めます。
適用
区
プラン２

分

内

容

当社が別に定める電気通信サービスを
利用して提供するもの。
（注）本欄に規定する当社が別に定める
電気通信サービスは、東日本電信電話
株式会社及び西日本電信電話株式会
社のＬＡＮ型通信網サービス契約約
款に規定するＬＡＮ型通信網サービ
ス（第３種サービスに限ります。）と
します。

 利 用 料 の 適 利用料は、３－２（料金額）に規定する回線使用料を適用します。
用
 ゾ ー ン 間 中 ア この表の欄の規定によるほか、ゾーン間中継を行なう場合
継に係る利用
は、３－２（料金額）に規定する中継回線使用料の支払いを要
料の適用
します。
イ 中継回線使用料は、ＶＰＮグループの代表者に限り適用しま
す。
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 最 低 利 用 期 ア 第６種イーサネット通信サービスには、最低利用期間があり
間に係る料金
ます。
の適用
イ 第６種契約者は、第43条（最低利用期間）に規定する最低利
用期間内に第６種契約の解除があった場合には、第63条（利用
料の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期
間に対応する利用料の回線使用料に相当する額を、当社が定め
る期日までに、一括して支払っていただきます。
ウ 第６種契約者は、最低利用期間内に第６種イーサネット通信
サービスの品目又は通信又は保守の態様による細目の変更（以
下この欄において「品目等の変更」といいます。
）があった場
合は、その品目等の変更について、変更前の回線使用料の額か
ら変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その
残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日まで
に、一括して支払っていただきます。
エ ウの場合において、当社は、第６種イーサネット通信サービ
スの品目等の変更と同時にその加入者回線に係る終端の場所
において、第６種イーサネット通信サービスに係る加入者回線
の新設又は第６種契約の解除を行うときの残額の算定は、同時
に行う新設等の加入者回線に係る第６種イーサネット通信サ
ービスの回線使用料を合算して行います。
オ 第６種契約者は、最低利用期間内にその他の契約内容の変更
（ゾーン間中継の廃止に係るものに限ります。
）があった場合
は、第61条及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に
対応する中継回線使用料に相当する額を、当社が定める期日ま
でに、一括して支払っていただきます。
カ 第６種契約者は、最低利用期間内にその他の契約内容の変更
（ゾーン間中継に係る品目の変更に限ります。
）があった場合
は、残余の期間において、料金月ごとに、変更前の中継回線使
用料の額から変更後の中継回線使用料の額を控除し、残額があ
るときは、当社が定める期日までに、その残額を支払っていた
だきます。


サ ー ビ ス 品 当社は、第６種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（開通遅延期 開通遅延期間に係る料金の適用を行います。
間）に係る料金 ア 当社は、第40条（第６種契約申込の承諾）の規定により第６
種イーサネット通信サービスに係る第６種契約の申込みの承
の適用
諾をした場合において、当社とその第６種イーサネット通信サ
ービスに係る第６種契約者とがその第６種イーサネット通信
サービスの提供の開始を合意した日（以下この表の欄におい
て「開通予定日」といいます。
）に、第６種契約者の責めによ
らない理由によりその第６種イーサネット通信サービスの提
供を開始できなかった場合に限り、開通予定日から第６種イー
サネット通信サービスの提供を開始した日までの日数（開通予
定日から起算してその翌日を１日とした日数とします。以下こ
）に応じて、
の表の欄において「開通遅延日数」といいます。
その第６種契約に係る料金（以下この表の欄まで「開通遅延
返還料金額」といいます。
）を返還します。
イ 開通遅延返還料金額は、その第６種イーサネット通信サービ
スの提供を開始した日における、３－２（料金額）に規定する
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料金額（その第６種イーサネット通信サービスに係る回線使用
料（この表の欄から欄までの適用による場合は、適用した
後の額とします。
）に限ります。
）の合計額（以下この表の欄
において「開通遅延返還基準額」といいます。
）に次表に規定
する料金返還率を乗じて得た額とします。
開通遅延日数
１日

10％

２日以上15日未満

15日

開通遅延日数が１日となる場合に
適用される料金返還率に、１日を
超える１日ごとに１％を加算した
率
25％

16日以上28日未満

28日以上
ウ

料金返還率

開通遅延日数が15日となる場合に
適用される料金返還率に、15日を
超える１日ごとに２％を加算した
率
50％

イの場合において、返還する開通遅延返還料金額は、次の
(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表の欄
ま で「開通遅延返還上限額」といいます。
）を上限として適
用します。
(ア) (イ)以外の場合
その第６種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月に係る料金額（開通遅延返還基準額に係るも
の（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたときは
料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した額とし
ます。
）に限ります。
）の合計額（第61条（利用料の支払い義
務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこととなる
料金額の合計額を減じた額とします。
）
(イ) 料金月の初日以外の日にその第６種イーサネット通信
サービスの提供を開始した場合
その第６種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規定
に準じた方法により算出した料金額の合計額
エ この表の  欄に規定する料金の返還とこの表の  欄から
 欄までの規定による料金の返還を同時に行う場合の開通
遅延返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めると
ころによります。

 サ ー ビ ス 品 当社は、第６種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（故障回復時 故障回復時間に係る料金の適用を行います。
間）に係る料金 ア 当社は、第６種契約者に第６種イーサネット通信サービスを
の適用
提供する場合において、第６種契約者の責めによらない理由に
よりその提供をしなかったときは、その第６種イーサネット通
信サービスを全く利用できない状態（その第６種契約に係る電
気通信設備による通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
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状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表の欄
において同じとします。
）が別記１に係る区間において生じた
ときであって、その第６種イーサネット通信サービスを全く利
用できない状態であることを当社が知った時刻（第70条（イー
サネット通信サービス契約者の切分責任）の規定により、その
第６種契約者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前に
当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。
）
とします。
）から起算して、１時間以上その状態が連続したと
きに限り、その第６種契約に係る料金（以下この表の欄まで
「故障回復時間返還料金額」といいます。
）を返還します。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に
当社が第６種イーサネット通信サービスの利用の中止をあら
かじめその第６種契約者に通知したときは、この限りでありま
せん。この場合において、その第６種契約に係る料金について
は、第61条（料金の支払義務）第２項第３号の規定（表の１欄、
３欄又は４欄に係るものに限ります。
）を適用します。
イ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、
当社は、第61条第２項第３号の規定（表の１欄、３欄又は４欄
に係るものに限ります。
）は適用しません。
ただし、エに掲げる料金額以外のその第６種イーサネット通
信サービスに係る料金額については、第61条第２項第３号の規
定（表の１欄、３欄又は４欄に係るものに限ります。
）を適用
します。
ウ アに規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりその第
６種イーサネット通信サービスを全く利用できない状態（その
状態が連続した時間が１時間未満となるものに限ります。
）が
生じたときは、当社は、第61条第２項第３号の規定（表の２欄
に係るものに限ります。
）を適用します。
エ 当社は、その第６種イーサネット通信サービスを全く利用で
きない状態が連続した時点における、３－２（料金額）に規定
する料金額（その第６種イーサネット通信サービスに係る回線
使用料又は中継回線使用料（この表の欄から欄までの適用
による場合は、適用した後の額とします。
）に限ります。
）の合
計額（以下この表の欄において「故障回復時間返還基準額」
といいます。
）を元に故障回復時間返還料金額を算出します。
オ アの場合において、その第６種イーサネット通信サービスを
全く利用できない状態が連続した場合における故障回復時間
返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する料金
返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間

料金返還率

１時間以上２時間未満

10％

２時間以上４時間未満

20％

４時間以上６時間未満

30％

６時間以上８時間未満

40％

８時間以上72時間未満

50％
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72時間以上

100％

カ

オの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、次
の(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表の
欄まで「故障回復時間返還上限額」といいます。
）を上限とし
て適用します。
(ア) (イ)以外の場合
その料金月に係る料金額（故障回復時間返還基準額に係る
もの（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたとき
は料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した額と
します。
）に限ります。
）の合計額（第61条第２項第３号の規
定により支払いを要しないこととなる料金額の合計額を減
じた額とします。
）
(イ) その料金月が第６種イーサネット通信サービスの提供
を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にその第
６種イーサネット通信サービスの提供を開始した場合
その料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規定に
準じた方法により算出した料金額の合計額
キ アの場合において、その第６種イーサネット通信サービスを
全く利用できない状態が連続した場合が１の料金月（カの(イ)
に規定する場合は、その規定に係る２の料金月とします。
）に
おいて複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間
返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時
間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復時間
返還上限額を返還します。
ク この表の 欄に規定する料金の返還とこの表の 欄の規定
と 欄から 欄までの規定による料金の返還を同時に行う場
合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定
に定めるところによります。

 サ ー ビ ス 品 当社は、第６種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（遅延時間） 遅延時間に係る料金の適用を行います。
に 係 る 料 金 の ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間におい
適用
て当社が別に定める方法により測定した遅延時間（その１の提
供区間の一端から送信されたＩＰパケットのその提供区間の
往復に要する時間（そのイーサネット通信サービスを全く利用
できない状態が生じた場合の時間を除きます。
）をいいます。
）
の料金月単位での平均時間が、35ﾐﾘ秒を超えた場合は、その料
金月における第６種イーサネット通信サービスの回線使用料
又は中継回線使用料（この表の欄から欄までの適用による
場合及び料金表通則３、４、５及び６の規定による場合（料金
表通則３、４及び６に規定する場合が生じたときに限ります。
）
は、適用した後の額（第61条第２項第３号の規定により支払い
を要しないこととなる料金額の合計額を減じた額とします。以
）と
下この表の欄まで「遅延時間返還基準額」といいます。
します。
）の合計額に10％を乗じて得た額（以下この表の欄
まで「遅延時間返還料金額」といいます。
）をその第６種イー
サネット通信契約者に返還します。
ただし、その第６種イーサネット通信サービスについて、そ
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の１の料金月において、連続して利用中止又は利用停止があっ
たときは、この限りではありません。
イ この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄、欄、
欄又は  欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅
延時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めると
ころによります。

 サ ー ビ ス 品 当社は、第６種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（全体累積故 全体累積故障時間に係る料金の適用を行います。
障時間）に係る ア 当社は、次の(ア)及び(イ)の全ての提供区間において、次表
料金の適用
に規定する全体稼働率が99.99％を下回った場合に限り、第６
種契約に係る料金（以下この表の欄まで「全体累積故障時間
返還料金額」といいます。
）を返還します。
区

分

全

体

稼

働

率

イ ー サ ネ ッ ト 全体累積稼働時間（その料金月における日
通 信 サ ー ビ ス 数に24を乗じて得た時間にイーサネット通
に係るもの
信サービスの回線数（その料金月における
当社が別に定める回線数とします。
）
を乗じ
て得た値をいいます。以下この欄におい
て同じとします。
）から、イーサネット通信
サービス契約者の責めによらない理由によ
りイーサネット通信サービスを利用するこ
とができなかった時間（そのことを当社が
知った時刻（第70条（イーサネット通信サ
ービス契約者の切分責任）の規定により、
イーサネット通信サービス契約者が当社に
修理の請求をした時刻（その時刻以前に当
社がそのことを知った場合は、その知った
時刻とします。
）とします。
）から起算して、
その状態が連続した時間をいいます。ただ
し、第53条（利用中止）第１項の規定に該
当する場合に当社がイーサネット通信サー
ビスの利用の中止をあらかじめそのイーサ
ネット通信サービス契約者に通知したと
き、又は第55条（接続休止）の規定により
接続休止したときは、その時間を除きま
す。
）
を１の料金月ごとに合算して得た値を
減じて得た値を、全体累積稼働時間で除し
て得た割合
(ア) 別記１に係る区間
(イ) 他社接続契約者回線（当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３の に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定す
る回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定めるも
のに限ります。
）を含みます。以下この表の欄において同
じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端装置
に係る区間を含みます。
）
イ 全体累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月に
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おける、３－２（料金額）に規定する料金額（その第６種イー
サネット通信サービスに係る回線使用料又は中継回線使用料
（この表の欄から欄までの適用による場合は、適用した後
の額とし、料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたと
きは通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した額としま
す。
）に限ります。
）の合計額（第61条（利用料の支払義務）第
２項第３号の規定により支払いを要しないこととなる料金額
の合計を減じた額とします。以下この表の欄まで「全体累積
故障時間返還基準額」といいます。
）に次表に規定する料金返
還率を乗じて得た額とします。
全

体

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.99％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％

95.0％以上98.0％未満

10％

90.0％以上95.0％未満

20％

90.0％未満

100％

この表の 欄に規定する料金の返還とこの表の 欄から 
欄まで又は 欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の
全体累積故障時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定
に定めるところによります。
（注１）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める他社接続
契約者回線は、他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式
会社ケイ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款
及び料金表に規定する高速イーサネット専用サービスを利
用するものに限ります。
）とします。
（注２）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める回線終端
装置に相当するものは、技術基準等で定められた電気的条件
及び光学的条件に適合するものとします。
ウ

 サ ー ビ ス 品 当社は、第６種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
質（回線累積故 回線累積故障時間に係る料金の適用を行います。
障時間）に係る ア 当社は、第６種契約者に第６種イーサネット通信サービスを
料金の適用
提供する場合において、第６種契約者の責めによらない理由に
よりその提供をしなかったときは、その第６種イーサネット通
信サービスを全く利用できない状態が別記１に係る区間にお
いて生じたときであって、回線稼働率（その第６種イーサネッ
ト通信サービスを利用することができなかった時間（そのこと
を当社が知った時刻（第70条（イーサネット通信サービス契約
者の切分責任）の規定により、その第６種契約者が当社に修理
の請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知った場
合は、その知った時刻とします。
）とします。以下この表の
欄において同じとします。
）から起算して、その状態が連続し
た時間をいいます。以下この表の欄において同じとします。
）
を１の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用
日数に24を乗じて得た時間（その第６種イーサネット通信サー
ビスを利用することができなかった時間を含みます。以下この
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表の欄において同じとします。
）から減じて得た時間を、そ
の料金月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割
）が
合をいいます。以下この表の欄において同じとします。
99.9％を下回った場合に限り、その第６種契約に係る料金（以
下この表の欄において「回線累積故障時間返還料金額」とい
います。
）を返還します。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に
当社が第６種イーサネット通信サービスの利用の中止をあら
かじめその第６種契約者に通知したときは、この限りでありま
せん。
イ 回線累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月に
おける、６－２（料金額）に規定する料金額（その第６種イー
サネット通信サービスに係る回線使用料又は中継回線使用料
（この表の欄から欄までの適用による場合は、適用した後
の額とし、料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたと
きは通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した額としま
す。
）に限ります。
）の合計額（第61条（利用料の支払義務）第
２項第３号の規定により支払いを要しないこととなる料金額
の合計を減じた額とします。以下この表の欄において「回線
累積故障時間返還基準額」といいます。
）に次表に規定する料
金返還率を乗じて得た額とします。
回

ウ

線

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.9％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％

95.0％以上98.0％未満

５％

90.0％以上95.0％未満

10％

90.0％未満

20％

この表の 欄から 欄までの規定による料金の返還のうち
いずれか２以上を同時に１の料金月に適用する場合は、当社
は、開通遅延返還料金額、故障回復時間返還料金額、遅延時間
返還料金額、全体累積故障時間返還料金額及び回線累積故障時
間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その合計額が開通遅延返還上限額、故障回復時間返
還額上限額、遅延時間返還基準額、全体累積故障時間返還基準
額又は回線累積故障時間返還基準額を比較して、最も高額とな
）
る額（以下この表の欄において「返還上限額」といいます。
を超える場合は、当社は、返還上限額を返還します。
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３－２ 料金額
３－２－１ 利用料
 回線使用料
ア グレード１のもの
プラン２のもの
１の契約ごとに月額
品
イーサネットアクセスのもの

イ

目

料

金

額

0.5Mb/s

59,000円（63,720円）

１Mb/s

72,000円（77,760円）

２Mb/s

102,000円（110,160円）

３Mb/s

123,000円（132,840円）

４Mb/s

143,000円（154,440円）

５Mb/s

152,000円（164,160円）

６Mb/s

157,000円（169,560円）

７Mb/s

162,000円（174,960円）

８Mb/s

166,000円（179,280円）

９Mb/

170,000円（183,600円）

10Mb/s

174,000円（187,920円）

20Mb/s

213,000円（230,040円）

30Mb/s

252,000円（272,160円）

40Mb/s

291,000円（314,280円）

50Mb/s

330,000円（356,400円）

60Mb/s

369,000円（398,520円）

70Mb/s

408,000円（440,640円）

80Mb/s

447,000円（482,760円）

90Mb/s

486,000円（524,880円）

100Mb/s

525,000円（567,000円）

グレード２のもの
１の契約ごとに月額
品

イーサネットアクセスのもの

目
10Mb/s

料

金

額

80,000円（86,400円）

100Mb/s

200,000円（216,000円）
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中継回線使用料
ゾーン間中継に係るもの
１のＶＰＮグループごとに月額

そのゾーン間中継を、第２種イーサネット通信サービスに規定するゾーン間中継と
みなした場合に適用される中継回線使用料と同額
３－３ 付加機能使用料
 優先制御機能
１の加入者回線ごとに月額
区

分

料

フレームを、フレー 第６種契約の品目が10Mb/sまでのとき
ムごとにあらかじめ
指定した優先順位に
第６種契約の品目が20Mb/sのとき
したがって、加入者
回線の終端の方向に
第６種契約の品目が30Mb/sのとき
転送する機能

金

額

15,000円
（16,200円）
20,000円
（21,600円）
30,000円
（32,400円）

第６種契約の品目が40Mb/sのとき

40,000円
（43,200円）

第６種契約の品目が50Mb/sのとき

50,000円
（54,000円）

第６種契約の品目が60Mb/sのとき

60,000円
（64,800円）

第６種契約の品目が70Mb/sのとき

70,000円
（75,600円）

第６種契約の品目が80Mb/sのとき

80,000円
（86,400円）

第６種契約の品目が90Mb/sのとき

90,000円
（97,200円）

第６種契約の品目が100Mb/sのとき

100,000円
（108,000円）

備考
１

当社は、第６種契約者（グレード１に係る者に限ります。
）に限り、この機能
を提供します。
２ 当社は、この機能について、優先段階を４段階とし、かつ、段階ごとの優先
比率を絶対優先：９：２：１とする方式に限り提供します。
３ この機能に係るその他の提供条件については、当社が別に指定するところに
よります。



ＶｏＩＰ接続機能
１の加入者回線ごとに月額
区

分

料
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金

額

－

当社のＩＰ通信網サービス（シェアードＩＰ－ＰＢＸサービ
スに係るものに限ります。）とＶＰＮグループとの間の通信
を可能とする機能
備考

この機能は、ＶＰＮグループの代表者の指定する加入者回線に提供します。



故障通知機能
１の通信グループごとに
区

分

料

通信グループに属する契約者回線等（当社が別に定めるもの
に限ります。）について、故障が検知された場合、予め指定
した通知先に通知することができるようにする機能
（注）本欄に規定する当社が別に定める契約者回線等は料金
表第１表（料金）に規定するＳＴＭアクセスに係るもの
及びタイプ３に係るものとします。
備考
１

金

額

－

当社は、第６種契約者（通信グループ代表者となる者に限ります。以下この
において同じとします。
）に限り、この機能を提供します。
２ この機能の申し込みにあたっては、故障通知対象となるその通信グループに
属する契約者回線等（以下このにおいて「対象回線」といいます。
）をあらか
じめ指定していただきます。
３ 第６種契約者は、対象回線に係る故障を当社が検知した場合、当社が第６種
契約者の指定する通知先に通知することについて、対象回線に係る全ての契約
者の同意を事前に得ていただきます。
４ 第６種契約者は、故障通知機能の提供を受けるために必要となる情報の適正
な管理及び現行化に努めていただきます。
５ 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負
いません。
６ １から５までに規定するほか、この機能に係るその他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。
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４ 第７種契約に係るもの
４－１ 適用
区

分

内

容



第７種イーサ 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第７種イー
ネット通信サー サネット通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮して第７
ビス区域の設定 種イーサネット通信サービス区域を設定します。



品目に係る料 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定
金の適用
めます。
品

目

内

イーサネットアクセス 0.5Mb/s
のもの
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容

0.5Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

１Mb/s

１Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

２Mb/s

２Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

３Mb/s

３Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

４Mb/s

４Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

５Mb/s

５Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

６Mb/s

６Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

７Mb/s

７Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

８Mb/s

８Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

９Mb/s

９Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

10Mb/s

10Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

20Mb/s

20Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

30Mb/s

30Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

40Mb/s

40Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

50Mb/s

50Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

60Mb/s

60Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

70Mb/s

70Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

80Mb/s

80Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

90Mb/s

90Mbit/sの符号伝送が
可能なもの

100Mb/s

100Mbit/s の 符 号 伝 送
が可能なもの

備考
１

第７種契約者は、所属ＶＰＮグループを構成する契
約者回線、加入者回線若しくは回線収容部又は当社が
別に定める当社の提供する電気通信サービスに係る電
気通信設備との間で通信を行なうことができます。
ただし、４－３（付加機能使用料）に別段の定めが
ある場合は、その定めるところによります。
２ 当社は、加入者回線の終端のある場所に、当社の回
線終端装置を設置します。
３ 当社は、加入者回線の終端に係るインタフェースと
し て 、 0.5Mb/s か ら 10Mb/s ま で の 品 目 に つ い て は
10BASE-T及び100BASE-TXを、20Mb/sから100Mb/sまでの
品目については100BASE-TXを提供します。
（注）この備考１に規定する当社が別に定める当社の提
供する電気通信サービスは、Universal Oneサービス
契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサービス
とします。



通信又は保守 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、通信又は
の態様による細 保守の態様による細目を定めます。
目に係る料金の
適用
通信の区別
区

別

グレード１

内

容

加入者回線に係る区間（回線終端装置か
ら加入者回線を収容するために当社が
設置する電気通信設備までの区間をい
います。以下この欄において同じとし
ます。
）において、その第７種イーサネ
ット通信サービスの品目に係る符号伝
送速度を確保するもの
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グレード２

加入者回線に係る区間が通常状態にあ
る場合に、最低伝送速度（加入者回線に
係る区間が通常状態である場合におい
て常に最低限伝送可能な速度をいいま
す。以下この  欄において同じとしま
す。
）を確保するものであって、かつ、
加入者回線に係る区間に余裕がある場
合に、加入者回線に係る区間において、
その第７種イーサネット通信サービス
の品目に係る符号伝送速度までの通信
が可能であるもの

備考
１

当社は、グレード２については、10Mb/s及び100Mb/s
の品目に限り提供します。この場合、10Mb/sの品目に
おける加入者回線の終端に係るインタフェースについ
ては、欄の表の備考３の規定にかかわらず、10BASE-T
に限り提供します。
２ 当社は、グレード２について、次表のとおり、最低
伝送速度を定めます。
品目



最低伝送速度

10Mb/s

１Mbit/s

100Mb/s

10Mbit/s

加入者回線に 当社は、料金額を適用するにあたって、加入者回線（グレード１
係る料金の適用 に係るものに限ります。
）について、次のとおり、加入者回線に
係る区分を定めます。
区
プラン２

分

内

容

当社が別に定める電気通信サービスを
利用して提供するもの
（注）本欄に規定する当社が別に定める
電気通信サービスは、東日本電信電
話株式会社及び西日本電信電話株
式会社のＬＡＮ型通信網サービス
契約約款に規定するＬＡＮ型通信
網サービス（第３種サービスに限り
ます。
）とします。



利用料に係る 利用料は、４－２（料金額）に規定する回線使用料を適用します。
料金の適用



最低利用期間 ア 第７種イーサネット通信サービスには、最低利用期間があり
に係る料金の適
ます。
用
イ 第７種契約者は、第48条（その他の提供条件）に規定する最
低利用期間内に第７種契約の解除があった場合には、第62条
（利用料の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわらず、残
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余の期間に対応する利用料の回線使用料に相当する額を、当社
が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ウ 第７種契約者は、最低利用期間内に第７種イーサネット通信
サービスの品目又は通信又は保守の態様による細目の変更（以
下この欄において「品目等の変更」といいます。
）があった場
合は、その品目等の変更について、変更前の回線使用料の額か
ら変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その
残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日まで
に、一括して支払っていただきます。
エ ウの場合において、当社は、第７種イーサネット通信サービ
スの品目等の変更と同時にその加入者回線に係る終端の場所
において、第７種イーサネット通信サービスに係る加入者回線
の新設又は第７種契約の解除を行うときの残額の算定は、同時
に行う新設等の加入者回線に係る第７種イーサネット通信サ
ービスの回線使用料を合算して行います。
オ イからエまでの規定にかかわらず、料金表別表の２の適用に
係る第７種契約者について、最低利用期間内に第７種契約の解
除又は品目の変更等があった場合の支払いを要する額の適用
については、料金表別表の２のキに定めるところによります。



サービス品質 当社は、第７種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
（ 開 通 遅 延 期 開通遅延期間に係る料金の適用を行います。
間）に係る料金 ア 当社は、第47条（第７種契約申込の承諾）の規定により第７
の適用
種イーサネット通信サービスに係る第７種契約の申込みの承
諾をした場合において、当社とその第７種イーサネット通信サ
ービスに係る第７種契約者とがその第７種イーサネット通信
サービスの提供の開始を合意した日（以下この表の欄におい
て「開通予定日」といいます。
）に、第７種契約者の責めによ
らない理由によりその第７種イーサネット通信サービスの提
供を開始できなかった場合に限り、開通予定日から第７種イー
サネット通信サービスの提供を開始した日までの日数（開通予
定日から起算してその翌日を１日とした日数とします。以下こ
）に応じて、
の表の欄において「開通遅延日数」といいます。
その第７種契約に係る料金（以下この表の欄まで「開通遅延
返還料金額」といいます。
）を返還します。
イ 開通遅延返還料金額は、その第７種イーサネット通信サービ
スの提供を開始した日における、４－２（料金額）に規定する
料金額（その第７種イーサネット通信サービスに係る回線使用
料（この表の欄から欄までの適用による場合又は料金表別
表の２の適用による場合は、適用した後の額とします。
）に限
ります。
）の合計額（以下この表の欄において「開通遅延返
還基準額」といいます。
）に次表に規定する料金返還率を乗じ
て得た額とします。
開通遅延日数
１日

料金返還率
10％

２日以上15日未満
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開通遅延日数が１日となる場合に
適用される料金返還率に、１日を超
える１日ごとに１％を加算した率

15日

25％

16日以上28日未満

28日以上

開通遅延日数が15日となる場合に
適用される料金返還率に、15日を超
える１日ごとに２％を加算した率
50％

ウ

イの場合において、返還する開通遅延返還料金額は、次の
(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表の欄
まで「開通遅延返還上限額」といいます。
）を上限として適用
します。
(ア) (イ)以外の場合
その第７種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月に係る料金額（開通遅延返還基準額に係るも
の（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じたときは
料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき算出した額とし
ます。
）に限ります。
）の合計額（第62条（利用料の支払い義
務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこととなる
料金額の合計額を減じた額とします。
）
(イ) 料金月の初日以外の日にその第７種イーサネット通信
サービスの提供を開始した場合
その第７種イーサネット通信サービスの提供を開始した
日を含む料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規定
に準じた方法により算出した料金額の合計額
エ この表の  欄に規定する料金の返還とこの表の  欄から 
欄までの規定による料金の返還を同時に行う場合の開通遅延
返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めるところに
よります。



サービス品質 当社は、第７種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
（ 故 障 回 復 時 故障回復時間に係る料金の適用を行います。
間）に係る料金 ア 当社は、第７種契約者に第７種イーサネット通信サービスを
の適用
提供する場合において、第７種契約者の責めによらない理由に
よりその提供をしなかったときは、その第７種イーサネット通
信サービスを全く利用できない状態（その第７種契約に係る電
気通信設備による通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表の欄
において同じとします。
）が別記１に係る区間において生じた
ときであって、その第７種イーサネット通信サービスを全く利
用できない状態であることを当社が知った時刻（第70条（イー
サネット通信サービス契約者の切分責任）の規定により、その
第７種契約者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前に
当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。
）
とします。
）から起算して、１時間以上その状態が連続したと
きに限り、その第７種契約に係る料金（以下この表の欄まで
「故障回復時間返還料金額」といいます。
）を返還します。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に
当社が第７種イーサネット通信サービスの利用の中止をあら
かじめその第７種契約者に通知したときは、この限りでありま
せん。この場合において、その第７種契約に係る料金について
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は、第62条（料金の支払義務）第２項第３号の規定（表の１欄
又は３欄に係るものに限ります。
）を適用します。
イ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、
当社は、第62条第２項第３号の規定（表の１欄又は３欄に係る
ものに限ります。
）は適用しません。
ただし、エに掲げる料金額以外のその第７種イーサネット通
信サービスに係る料金額については、第62条第２項第３号の規
定（表の１欄又は３欄に係るものに限ります。
）を適用します。
ウ アに規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりその第
７種イーサネット通信サービスを全く利用できない状態（その
状態が連続した時間が１時間未満となるものに限ります。
）が
生じたときは、当社は、第62条第２項第３号の規定（表の２欄
に係るものに限ります。
）を適用します。
エ 当社は、その第７種イーサネット通信サービスを全く利用で
きない状態が連続した時点における、４－２（料金額）に規定
する料金額（その第７種イーサネット通信サービスに係る回線
使用料（この表の欄から欄までの適用による場合又は料金
表別表の２の適用による場合は、適用した後の額とします。
）
の合計額（以下この表の欄において「故障回復時間返還基準
額」といいます。
）を元に故障回復時間返還料金額を算出しま
す。
オ アの場合において、その第７種イーサネット通信サービスを
全く利用できない状態が連続した場合における故障回復時間
返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する料金
返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間

カ

料金返還率

１時間以上２時間未満

10％

２時間以上４時間未満

20％

４時間以上６時間未満

30％

６時間以上８時間未満

40％

８時間以上72時間未満

50％

72時間以上

100％

オの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、次
の(ア)又は(イ)の規定により算出する料金額（以下この表の
欄まで「故障回復時間返還上限額」といいます。
）を上限とし
て適用します。
(ア) (イ)以外の場合
その料金月に係る料金額（故障回復時間返還基準額に係
るもの（料金表通則３、４及び６に規定する場合が生じた
ときは料金表通則３、４、５及び６の規定に基づき算出し
た額とします。
）に限ります。
）の合計額（第62条第２項第
３号の規定により支払いを要しないこととなる料金額の合
計額を減じた額とします。
）
(イ) その料金月が第７種イーサネット通信サービスの提供
を開始した料金月であって、料金月の初日以外の日にその第
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７種イーサネット通信サービスの提供を開始した場合
その料金月及び翌料金月について、それぞれ(ア)の規定に
準じた方法により算出した料金額の合計額
キ アの場合において、その第７種イーサネット通信サービスを
全く利用できない状態が連続した場合が１の料金月（カの(イ)
に規定する場合は、その規定に係る２の料金月とします。
）に
おいて複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間
返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時
間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復時間
返還上限額を返還します。
ク この表の  欄に規定する料金の返還とこの表の  欄の規定
と  欄から  欄までの規定による料金の返還を同時に行う場
合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定
に定めるところによります。



サービス品質 当社は、第７種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
（遅延時間）に 遅延時間に係る料金の適用を行います。
係る料金の適用 ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間におい
て当社が別に定める方法により測定した遅延時間（その１の提
供区間の一端から送信されたＩＰパケットのその提供区間の
往復に要する時間（そのイーサネット通信サービスを全く利用
できない状態が生じた場合の時間を除きます。
）をいいます。
）
の料金月単位での平均時間が、35ﾐﾘ秒を超えた場合は、その料
金月における第７種イーサネット通信サービスの回線使用料
（この表の  欄から  欄までの適用による場合及び料金表通
則３、４、５及び６の規定による場合（料金表通則３、４及び
６に規定する場合が生じたときに限ります。
）又は料金表別表
の２の適用による場合は、適用した後の額（第62条第２項第３
号の規定により支払いを要しないこととなる料金額の合計額
を減じた額とします。以下この表の欄まで「遅延時間返還基
準額」といいます。
）とします。
）に10％を乗じて得た額（以下
）をそ
この表の欄まで「遅延時間返還料金額」といいます。
の第７種イーサネット通信契約者に返還します。
ただし、その第７種イーサネット通信サービスについて、そ
の１の料金月において、連続して利用中止、利用停止又は接続
休止があったときは、この限りではありません。
イ この表の欄に規定する料金の返還とこの表の欄、欄、
 欄又は  欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅
延時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定に定めると
ころによります。



サービス品質 当社は、第７種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
（全体累積故障 全体累積故障時間に係る料金の適用を行います。
時間）に係る料 ア 当社は、次の(ア)及び(イ)の全ての提供区間において、次表
金の適用
に規定する全体稼働率が99.99％を下回った場合に限り、第７
種契約に係る料金（以下この表の欄まで「全体累積故障時間
返還料金額」といいます。
）を返還します。
区

分

全

127

体

稼

働

率

イーサネット 全体累積稼働時間（その料金月における日
通信サービス 数に24を乗じて得た時間にイーサネット通
に係るもの
信サービスの回線数（その料金月における
当社が別に定める回線数とします。
）を乗じ
て得た値をいいます。以下この欄におい
て同じとします。
）から、イーサネット通信
サービス契約者の責めによらない理由によ
りイーサネット通信サービスを利用するこ
とができなかった時間（そのことを当社が
知った時刻（第70条（イーサネット通信サ
ービス契約者の切分責任）の規定により、
イーサネット通信サービス契約者が当社に
修理の請求をした時刻（その時刻以前に当
社がそのことを知った場合は、その知った
時刻とします。
）とします。
）から起算して、
その状態が連続した時間をいいます。ただ
し、第53条（利用中止）第１項の規定に該
当する場合に当社がイーサネット通信サー
ビスの利用の中止をあらかじめそのイーサ
ネット通信サービス契約者に通知したと
き、又は第55条（接続休止）の規定により
接続休止したときは、その時間を除きま
す。
）を１の料金月ごとに合算して得た値を
減じて得た値を、全体累積稼働時間で除し
て得た割合
(ア) 別記１に係る区間
(イ) 他社接続契約者回線（当社が別に定めるものに限りま
す。)に係る区間（その他社接続契約者回線について、別記
３の に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定す
る回線終端装置（それに相当するもの（当社が別に定めるも
のに限ります。
）を含みます。以下この表の欄において同
じとします。
）が提供されている場合は、その回線終端装置
に係る区間を含みます。
）
イ 全体累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月に
おける、４－２（料金額）に規定する料金額（その第７種イー
サネット通信サービスに係る回線使用料（この表の欄から
欄までの適用による場合又は料金表別表の２の適用による場
合は、適用した後の額とし、料金表通則３、４及び６に規定す
る場合が生じたときは通則３、４、５及び６の規定に基づき算
出した額とします。
）に限ります。
）の額（第62条（利用料の支
払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこととな
る料金額の合計を減じた額とします。以下この表の  欄まで
「全体累積故障時間返還基準額」といいます。
）に次表に規定
する料金返還率を乗じて得た額とします。
全

体

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.99％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％
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95.0％以上98.0％未満

10％

90.0％以上95.0％未満

20％

90.0％未満

100％

この表の  欄に規定する料金の返還とこの表の  欄から 
欄まで又は  欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の
全体累積故障時間返還料金額の取扱いについては、欄の規定
に定めるところによります。
（注１）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める他社接続
契約者回線は、他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式
会社ケイ・オプティコムとなるもの（協定事業者の契約約款
及び料金表に規定する高速イーサネット専用サービスを利
用するものに限ります。
）とします。
（注２）この欄のアの(イ)に規定する当社が別に定める回線終端
装置に相当するものは、技術基準等で定められた電気的条件
及び光学的条件に適合するものとします。
ウ



サービス品質 当社は、第７種イーサネット通信サービスについて、次のとおり
（回線累積故障 回線累積故障時間に係る料金の適用を行います。
時間）に係る料 ア 当社は、第７種契約者に第７種イーサネット通信サービスを
金の適用
提供する場合において、第７種契約者の責めによらない理由に
よりその提供をしなかったときは、その第７種イーサネット通
信サービスを全く利用できない状態が別記１に係る区間にお
いて生じたときであって、回線稼働率（その第７種イーサネッ
ト通信サービスを利用することができなかった時間（そのこと
を当社が知った時刻（第70条（イーサネット通信サービス契約
者の切分責任）の規定により、その第７種契約者が当社に修理
の請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知った場
合は、その知った時刻とします。
）とします。以下この表の
欄において同じとします。
）から起算して、その状態が連続し
）
た時間をいいます。以下この表の欄において同じとします。
を１の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用
日数に24を乗じて得た時間（その第７種イーサネット通信サー
ビスを利用することができなかった時間を含みます。以下この
）から減じて得た時間を、そ
表の欄において同じとします。
の料金月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割
）が
合をいいます。以下この表の欄において同じとします。
99.9％を下回った場合に限り、その第７種契約に係る料金（以
下この表の欄において「回線累積故障時間返還料金額」とい
います。
）を返還します。
ただし、第53条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に
当社が第７種イーサネット通信サービスの利用の中止をあら
かじめその第７種契約者に通知したときは、この限りでありま
せん。
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回線累積故障時間返還料金額は、アの状態が生じた料金月に
おける、４－２（料金額）に規定する料金額（その第７種イー
サネット通信サービスに係る回線使用料（この表の欄から
欄までの適用による場合又は料金表別表の２の適用による場
合は、適用した後の額とし、料金表通則３、４及び６に規定す
る場合が生じたときは通則３、４、５及び６の規定に基づき算
出した額とします。
）に限ります。
）の額（第62条（利用料の支
払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこととな
る料金額の合計を減じた額とします。以下この表の欄におい
て「回線累積故障時間返還基準額」といいます。
）に次表に規
定する料金返還率を乗じて得た額とします。
回

線

稼

働

率

料金返還率

99.8％以上99.9％未満

１％

98.0％以上99.8％未満

３％

95.0％以上98.0％未満

５％

90.0％以上95.0％未満

10％

90.0％未満

20％

ウ この表の  欄から  欄までの規定による料金の返還のうち
いずれか２以上を同時に１の料金月に適用する場合は、当社
は、開通遅延返還料金額、故障回復時間返還料金額、遅延時間
返還料金額、全体累積故障時間返還料金額及び回線累積故障時
間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その合計額が開通遅延返還上限額、故障回復時間返
還額上限額、遅延時間返還基準額、全体累積故障時間返還基準
額又は回線累積故障時間返還基準額を比較して、最も高額とな
）
る額（以下この表の欄において「返還上限額」といいます。
を超える場合は、当社は、返還上限額を返還します。
４－２ 料金額
４－２－１ 利用料
 回線使用料
ア グレード１のもの
プラン２のもの
１の契約ごとに月額
品
イーサネットアクセスのもの

目

料

金

額

0.5Mb/s

60,000円（64,800円）

１Mb/s

80,000円（86,400円）

２Mb/s

120,000円（129,600円）

３Mb/s

140,000円（151,200円）

４Mb/s

160,000円（172,800円）

５Mb/s

180,000円（194,400円）

６Mb/s

196,000円（211,680円）
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７Mb/s

212,000円（228,960円）

８Mb/s

228,000円（246,240円）

９Mb/s

244,000円（263,520円）

10Mb/s

260,000円（280,800円）

20Mb/s

315,000円（340,200円）

30Mb/s

370,000円（399,600円）

40Mb/s

425,000円（459,000円）

50Mb/s

480,000円（518,400円）

60Mb/s

524,000円（565,920円）

70Mb/s

568,000円（613,440円）

80Mb/s

612,000円（660,960円）

90Mb/s

656,000円（708,480円）

100Mb/s

700,000円（756,000円）

グレード２のもの
１の契約ごとに月額

品

目

イーサネットアクセスのもの

料

10Mb/s

金

額

90,000円（97,200円）

100Mb/s

300,000円（324,000円）

４－３ 付加機能使用料
 優先制御機能
１の加入者回線ごとに月額
区

分

料

フレームを、フレー 第７種契約の品目が10Mb/sまでのとき
ムごとにあらかじめ
指定した優先順位に
第７種契約の品目が20Mb/sのとき
したがって、加入者
回線の終端の方向に
第７種契約の品目が30Mb/sのとき
転送する機能

金

額

15,000円
（16,200円）
20,000円
（21,600円）
30,000円
（32,400円）

第７種契約の品目が40Mb/sのとき

40,000円
（43,200円）

第７種契約の品目が50Mb/sのとき

50,000円
（54,000円）

第７種契約の品目が60Mb/sのとき

60,000円
（64,800円）

第７種契約の品目が70Mb/sのとき

70,000円
（75,600円）
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第７種契約の品目が80Mb/sのとき

80,000円
（86,400円）

第７種契約の品目が90Mb/sのとき

90,000円
（97,200円）

第７種契約の品目が100Mb/sのとき

100,000円
（108,000円）

備考
１

当社は、第７種契約者（グレード１に係る者に限ります。
）に限り、この機能
を提供します。
２ 当社は、この機能について、優先段階を４段階とし、かつ、段階ごとの優先
比率を絶対優先：９：２：１とする方式に限り提供します。
３ この機能に係るその他の提供条件については、当社が別に指定するところに
よります。



ＶｏＩＰ接続機能
１の加入者回線ごとに月額
区

分

料

額

－

当社のＩＰ通信網サービス（シェアードＩＰ－ＰＢＸサービ
スに係るものに限ります。）とＶＰＮグループとの間の通信
を可能とする機能
備考

金

この機能は、ＶＰＮグループの代表者の指定する加入者回線に提供します。



故障通知機能
１の通信グループごとに
区

分

料

通信グループに属する契約者回線等（当社が別に定めるもの
に限ります。）について、故障が検知された場合、予め指定
した通知先に通知することができるようにする機能
（注）本欄に規定する当社が別に定める契約者回線等は料金
表第１表（料金）に規定するＳＴＭアクセスに係るもの
及びタイプ３に係るものとします。

金

額

－

備考
１

当社は、第７種契約者（通信グループ代表者となる者に限ります。以下この
において同じとします。
）に限り、この機能を提供します。
２ この機能の申し込みにあたっては、故障通知対象となるその通信グループに
）をあらか
属する契約者回線等（以下このにおいて「対象回線」といいます。
じめ指定していただきます。
３

第７種契約者は、対象回線に係る故障を当社が検知した場合、当社が第７種
契約者の指定する通知先に通知することについて、対象回線に係る全ての契約
者の同意を事前に得ていただきます。
４ 第７種契約者は、故障通知機能の提供を受けるために必要となる情報の適正
な管理及び現行化に努めていただきます。
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５

当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負
いません。
６ １から５までに規定するほか、この機能に係るその他の提供条件については、
当社が別に定めるところによります。



ＶＰＮグループ多重接続機能
１の契約者回線等につき多重通信を行う１のＶＰＮグループごとに月額
区

分

料

１の契約者回線等について、複数のＶＰＮグループ（所属Ｖ
ＰＮグループを除きます。）と多重通信を行うことができる
ようにする機能
備考
１

金

額

7,000円
（7,560円）

当社は、第７種契約者（グレード１に係る者に限ります。
）に限り、この機能
を提供します。
２ １の契約者回線等について多重通信を行うことができるＶＰＮグループの数
は、20までとします。
ただし、この機能を利用する第７種契約者から20を超える利用の申出があっ
た場合において、ＶＰＮグループ多重接続機能を提供するために必要な当社の
電気通信設備に余裕があり、当社がその利用の申出を承諾したときは、この限
りでありません。
３ この機能を利用する第７種契約者は、通信相手先のＶＰＮグループを指定す
ることとします。この場合、第７種契約者は、指定した通信相手先のＶＰＮグ
ループに係る代表者の同意を得るものとします。
４ ３の場合において、その指定が新たにＶＰＮグループ（この機能の利用に係
る契約者回線等から構成されるものに限ります。
）を設けるものであるときは、
そのＶＰＮグループの代表者を定めて契約事務を行うイーサネット通信サービ
ス取扱所に届け出ていただきます。代表者を変更したときも同様とします。
５ この機能を利用する第７種契約者に係る所属ＶＰＮグループは、その１の契
約者回線等のみから構成されるものとします。
６ この機能を利用する第７種契約者は、に規定するＶｏＩＰ接続機能に係る
通信又はこの機能を利用する契約者回線等と当社が別に定める当社の提供する
電気通信サービスに係る電気通信設備との間の通信を行う場合、多重通信に係
るＶＰＮグループを介して行うものとします。
（注）この備考６に規定する当社が別に定める当社の提供する電気通信サービス
は、Universal Oneサービス契約約款（第７編）に規定するGroup-Etherサー
ビスとします。
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第２
１

手続きに関する料金
適用

区

分

内

容

 手続きに関す 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
る料金の適用
種
別
内
譲渡承認手数料

容

利用権の譲渡の承認の請求をし、その
承認を受けたときに支払いを要する料
金

 手続きに関す 当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等を
る料金の減額適 勘案して、その手続きに関する料金を減額して適用することが
用
あります。
２
料

料金額
金

種

譲渡承認手数料

別

単

位

１のイーサネット通信サー
ビス契約ごとに
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料

金

額

800円（864円）

第２表
１
区



工事に関する費用（工事費）
（附帯サービスの工事費を除きます。
）
適用
分

工事費の算定

内

容

イーサネット通信サービスに係る工事費は、施工した工事に係
るネットワーク工事費、アクセス回線工事費、付加機能に関す
る工事費及び開通サポート工事費を合計して算定します。

 ネットワーク ネットワーク工事費、アクセス回線工事費及び付加機能に関す
工事費、アクセ る工事費は、次の場合に適用します。
ス回線工事費及
区
分
適
用
び付加機能に関
する工事費
ア ネットワーク 交換機等に関する工事を要する場合に
工事費
適用します。
イ

アクセス回線 加入者回線又は構内インタフェースケ
工事費
ーブルに関する工事を要する場合に適
用します。

ウ

付加機能に関 付加機能に関する工事を要する場合に
する工事費
適用します。

 割増工事費の 当社は、イーサネット通信サービス契約者から割増工事費を支
適用
払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい
旨の申出があった場合であって、当社の業務の遂行上支障がな
いときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合
の割増工事費の額は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、
同表に規定する額とします。
工事を施工する時間帯

割増工事費の額

午後５時から午前０時まで及 その工事に関する工事費の
び午前０時から午前8時30分 合計額に1.6を乗じた額
まで（１月１日から１月３日
まで及び12月29日から12月31
日までの日にあっては、終日
とします。
）

 種類等の変更 ア 種類、区別、品目又は通信又は保守の態様による細目の変
又は回線収容部
更の場合の工事費は、変更後の種類、区別、品目又は通信又
若しくは他社接
は保守の態様による細目に対応する設備に関する工事に適用
続契約者回線の
し、回線収容部又は他社接続契約者回線の接続の変更の場合
接続の変更等の
の工事費は、変更後の回線収容部又は他社接続契約者回線の
工事費の適用
接続に関する工事に適用します。
イ 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事につ
いて適用します。
 開通サポート 当社は、本表欄から欄までの工事費を要する工事と異なる
工事費の適用
工事であって、当社とイーサネット通信サービス契約者が別に
定める内容の工事を行う場合は、開通サポート工事費を適用し
ます。


工事費の減額 当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等
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適用

を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま
す。
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２

工事費の額
２－１ 契約者回線の設置、加入者回線の設置若しくは移転、種類の変更、区別
の変更、品目の変更、通信又は保守の態様による細目の変更、回線収容部
の変更、接続契約者回線等との接続、他社接続契約者回線の接続の変更、
ＶＰＮグループの新設、所属ＶＰＮグループの変更、付加機能の利用開始、
付加機能の利用内容の変更又はその他の契約内容の変更に関する工事
区

分

 ネットワーク ア
工事費

単

イ以外の場合

位

１の契約ごとに

11,000円
（11,880円）

利用の開始、種類 １の契約ごとに
等の変更又は回線収
容部の変更に関する
工事の場合

20,000円
（21,600円）

イ

 アクセス回線
工事費

１の契約者回線又は加 別 に 算 定 す
入者回線ごとに
る実費

 付加機能に関 サブネットグループ設 １の契約者回線ごとに
する工事費
定機能
優先制御機能



5,000円
（5,400円）

ＶＰＮグループ多重接 １の契約者回線等につ
続機能
き多重通信を行う１の
ＶＰＮグループごとに

2,000円
（2,160円）

１の工事ごとに

別に算定す
る実費

利用の一時中断に関する工事

区

分

単

位

 利用の一時中 ア ネットワーク工事 １の契約ごとに
断の工事
費
イ



2,000円
（2,160円）

１の契約者回線等ごと
に

開通サポート工事費

２－２

工事費の額

付加機能（ＶＰＮ １の契約者回線等ごと
グループ多重接続機 に
能を除きます。
）に関
する工事費

再利用の工事

工事費の額
2,000円
（2,160円）
2,000円
（2,160円）

２－１の工
事費と同額
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第３表 附帯サービスに関する料金
第１ 支払証明書の発行手数料
支払証明書１枚ごとに 400円（432円）
（注）支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代（消
費税相当額を含みます。
）及び郵送料（実費）が必要な場合があります。
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第２
１
区

端末機器使用料
適用
分

内

容

 端末機器の種 当社は、端末機器使用料を適用するにあたって、次表のとおり
別等に係る料金 端末機器の種別等を定めます。
の適用
ア 端末機器の種別
種

別

ＳＴＭ型

イ

内

容

インタフェース変換機能を有する装置であっ
て、イーサネット通信サービスと接続する他社
接続契約者回線の品目が128kb/sである場合に
利用できるもの

端末機器の種類
種

類

内

容

Ⅰ型

他社接続契約者回線の終端に係るインタフェー
スがメタリックケーブルのもの

Ⅰ－２型

他社接続契約者回線の終端に係るインタフェー
スがメタリックケーブルのものであって、優先
制御機能に対応しているもの

 端末機器の保 当社は、端末機器使用料を適用するにあたって、次表のとおり
守の区別に係る 端末機器の保守の区別を定めます。
料金の適用
区 別
内
容
保守タイ その端末機器の修理の請求を受け付けた場合、
プ１
イーサネット通信サービス取扱所の営業時間
（土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関す
る法律(昭和23年法律第178号)の規定により休
日とされた日並びに１月２日及び１月３日をい
います。
）を除く毎日午前９時から午後５時まで
の時間をいいます。
）に関わらずその修理又は復
旧を行うもの
保守タイ その端末機器（保守タイプ１となるものに限り
プ２
ます。
）の修理が必要となった際に、速やかに復
旧が可能となるように、その端末機器の設定等
が同一のものを予め準備するもの
備考

当社は、保守タイプ２に係る端末機器については、
保守タイプ１に係る端末機器を利用するイーサネット
通信サービス契約者に限り提供します。この場合にお
いて、保守タイプ２に係る端末機器と保守タイプ１に
係る端末機器は同一のものとします。これを変更した
場合も同様とします。料金額については、保守タイプ
に係わらず同一とします。
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 最低利用期間 ア 端末機器には、最低利用期間があります。
内に端末機器の イ イーサネット通信サービス契約者は、最低利用期間内に端
提供の廃止のあ
末機器の提供の廃止があった場合は、残余の期間に対応する
った場合の適用
端末機器使用料に対応する額を、当社が定める期日までに、
一括して支払っていただきます。
ウ イーサネット通信サービス契約者から端末機器の変更の申
出があった場合は、変更前の端末機器使用料の額に残余の期
間を乗じて得た額から変更後の端末機器使用料の額に残余の
期間を乗じて得た額を控除し、残額があるときにはその額を、
当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
エ ウの場合、最低利用期間について、その期間を起算する日
は、変更前の端末機器の提供を開始した日とします。
 端末機器使用 端末機器使用料は、料金表通則の規定に準じて取扱います。
料の適用
２

端末機器使用料
月額
区

ＳＴＭ型

３

分

単

位

料

金

額

Ⅰ型

１台ごとに

4,000円（4,320円）

Ⅰ－２型

１台ごとに

5,000円（5,400円）

端末機器工事費
区

端末機器工事費

分

単

位

１の工事ごとに
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工 事 費 の 額
別に算定する実費

第３
１
区

回線制御装置使用料
適用
分

内

容

 回線制御装置 回線制御装置を使用して構築する１の広域網につき、回線制御
の使用に係る基 装置の使用に係る基本料（以下この第３表において「基本料」
本料の適用
といいます。
）の支払いを要します。
ただし、基本料は、別記15に定める広域網の代表者に限り適
用します。
 回線制御装置 当社は、回線制御装置使用料を適用するにあたって、次表のと
の態様による細 おり回線制御装置の態様による細目を定めます。
目に係る料金の
(ア) 基本装置
適用
区 分
内
容
Ⅰ型

ＷＡＮ側インタフェースが10ＢＡＳＥ－Ｔ対応
のもの

Ⅰ－２型

基本装置の本体がⅠ型と同等のものであって、
基本装置の構成がⅠ型とは異なるもの

Ⅱ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のものであって、当社が別に定める電気通
信回線を１回線収容できるもの

Ⅱ－２型

基本装置の本体がⅡ型と同等のものであって、
基本装置の構成がⅡ型とは異なるもの

Ⅲ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のものであって、当社が別に定める電気通
信回線を２回線までを上限に収容できるもの

Ⅳ型

ＷＡＮ側インタフェースをＧＢＩＣ対応させる
ことができるもの

ＣＥⅠ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のものであって、当社が別に定める電気通
信回線を１回線収容できるものでモジュールが
追加できないもの

ＣＥⅠ－ 基本装置の本体がＣＥⅠ型と同等のものであっ
２型
て、基本装置の構成がＣＥⅠ型とは異なるもの
ＣＥⅡ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のものであって、当社が別に定める電気通
信回線を３回線までを上限に収容できるもの

ＣＥⅡ－ 基本装置の本体がＣＥⅡ型と同等のものであっ
２型
て、基本装置の構成がＣＥⅡ型とは異なるもの
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ＣＥⅢ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のものであって、当社が別に定める電気通
信回線を３回線までを上限に収容できるもので
組み合わせることができるその他の装置等がCE
Ⅱ型とは異なるもの

ＣＥⅣ型

ＷＡＮ側インタフェースがギガビット･イーサ
ネット対応のものであって、当社が別に定める
電気通信回線を３回線までを上限に収容できる
もの

ＣＥⅣ－ 基本装置の本体がＣＥⅣ型と同等のものであっ
２型
て、基本装置の構成がＣＥⅣ型とは異なるもの
ＣＥⅤ型

ＷＡＮ側インタフェースがギガビット･イーサ
ネット及びＯＣ３対応のものであって、当社が
別に定める電気通信回線を３回線までを上限に
収容できるもの

ＣＥⅦ型

ＷＡＮ側インタフェースがギガビット･イーサ
ネット及びＯＣ３対応のものであって、当社が
別に定める電気通信回線を７回線までを上限に
収容できるもの

ＣＥⅦ－ 基本装置の本体がＣＥⅦ型と同等のものであっ
２型
て、基本装置の構成がＣＥⅦ型とは異なるもの
Ｎ-Ⅱ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のもの

Ｎ-Ⅲ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のものであって、当社が別に定める電気通
信回線を１回線収容できるもので組み合わせる
ことができるその他の装置等がⅡ型とは異なる
もの

Ｓ-Ⅰ型

ＷＡＮ側インタフェースが100ＢＡＳＥ－ＴＸ
対応のものであって、Ｎ-Ⅱ型以外のもの

(イ)
区

その他の装置等
分

Ａ型イン
タフェー
ス変換装
置

内

容

基本装置と当社が別に定める電気通信回線に係
る回線接続装置等（回線接続装置（当社が提供
するもの以外のものを含みます。
）又は回線終端
装置（当社が提供するもの以外のものを含みま
す。
）をいいます。以下この(イ)において同じと
します。
）との間のインタフェース変換装置であ
って、その当社が別に定める電気通信回線に係
る品目等が64kb/s又は128kb/sである場合に利
用できるもの
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Ｂ型イン
タフェー
ス変換装
置

基本装置と当社が別に定める電気通信回線に係
る回線接続装置等との間のインタフェース変換
装置であって、その当社が別に定める電気通信
回線に係る品目等が192kb/s、256kb/s、384kb/s、
512kb/s、768kb/s、１Mb/s、又は1.5Mb/sである
場合に利用できるもの

Ｃ型イン
タフェー
ス変換装
置

基本装置と当社が別に定める電気通信回線に係
る回線接続装置等との間のインタフェース変換
装置であって、その当社が別に定める電気通信
回線に係る品目等が３Mb/s、4.5Mb/s又は６Mb/s
である場合に利用できるもの

モデム

基本装置と回線制御装置遠隔監視に係る電気通
信回線とを相互に接続する変復調装置

コネクタ 基本装置とその他の装置等(コネクタケーブル
ケーブル を除きます。)、構内インタフェースケーブル、
インタフェースケーブル、構内設備又は端末設
備（契約者が指定するインタフェース変換装置
等を含みます。
）を相互に接続するケーブル
備考

イーサネット通信サービス契約者は、回線制御装置
の利用の態様に応じて、基本装置とその他の装置等と
を当社が別に定めるところにより組み合わせて利用し
ていただきます。

 回線制御装置 当社は、回線制御装置使用料を適用するにあたって、次表のと
の保守の区別に おり回線制御装置の保守の区別を定めます。
係る料金の適用
区 別
内
容
保守タイ その回線制御装置の修理の請求を受け付けた場
プ１
合、イーサネット通信サービス取扱所の営業時
間（土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関
する法律（昭和23年法律第178号）の規定により
休日とされた日並びに１月２日及び１月３日を
いいます。
）を除く毎日午前９時から午後５時ま
での時間をいいます。
）に関わらずその修理又は
復旧を行うものであって、回線制御装置遠隔監
視（当社が別に定める方法により当社の提供す
る回線制御装置単位で監視を行うものに限りま
す。
）を行うもの
保守タイ その回線制御装置（保守タイプ１となるものに
プ２
限ります。
）の修理が必要となった際に、速やか
に復旧が可能となるように、その回線制御装置
の構成及び設定等が同一のものを予め準備する
もの
備考
１

当社は、Ⅰ－２型、Ⅱ－２型、ＣＥⅠ－２型、ＣＥ
Ⅱ－２型、ＣＥⅣ－２型及びＣＥⅦ－２型については、
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保守タイプ１に限り提供します。
当社は、回線制御装置の保守の区別が、その回線制
御装置を構成する基本装置及びその他の装置等におい
て全て同一である場合に限り、回線制御装置を提供し
ます。
３ 当社は、保守タイプ２に係る回線制御装置について
は、保守タイプ１に係る回線制御装置を利用する契約
者に限り提供します。この場合において、保守タイプ
２に係る回線制御装置と保守タイプ１に係る回線制御
装置を構成する基本装置及びその他の装置は全て同一
のものとします。これを変更した場合も同様とします。
２

 最低利用期間 ア 回線制御装置には、最低利用期間があります。
内に回線制御装 イ 契約者は、最低利用期間内に回線制御装置の提供の廃止が
置の提供の廃止
あった場合は、残余の期間に対応する回線制御装置使用料に
等があった場合
対応する額を、当社が定める期日までに、一括して支払って
の適用
いただきます。
ウ イーサネット通信サービス契約者から回線制御装置の変更
の申出があった場合は、変更前の回線制御装置使用料の額に
残余の期間を乗じて得た額から変更後の回線制御装置使用料
の額に残余の期間を乗じて得た額を控除し、残額があるとき
にはその額を、当社が定める期日までに、一括して支払って
いただきます。
エ ウの場合、最低利用期間について、その期間を起算する日
は、変更前の回線制御装置の提供を開始した日とします。
 回線制御装置 回線制御装置使用料は、料金表通則の規定に準じて取扱います。
使用料の適用
２

回線制御装置使用料
 基本料
月額
区

分

基本料

単

位

１の広域網ごとに


ア

料

金

額

30,000円（32,400円）

基本装置に係るもの
Ⅰ型に係るもの
月額
料
区

分

単

金

保守タイプ１
本体

１台ごとに

額

位
5,890円
（6,361.2円）

保守タイプ２
3,600円
（3,888円）

ＯＳ

12－Ｋ９型

１個ごとに

800円
（864円）

500円
（540円）

メモリ

＋16Ｄ型

１個ごとに

1,500円
（1,620円）

1,000円
（1,080円）
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８－12Ｆ型

イ

１個ごとに

600円
（648円）

400円
（432円）

Ⅰ－２型に係るもの
月額
区

分

本体

単

位

料

金

額

１台ごとに

10,000円（10,800円）

ＯＳ

12－Ｋ９型

１個ごとに

800円（864円）

メモリ

＋16Ｄ型

１個ごとに

1,500円（1,620円）

８－12Ｆ型

１個ごとに

600円（648円）

ウ

Ⅱ型に係るもの
月額
料
区

分

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

11,100円
（11,988円）

8,000円
（8,640円）

12－ＣＰ型

１個ごとに

2,200円
（2,376円）

1,400円
（1,512円）

12－Ｑ型

１個ごとに

2,200円
（2,376円）

1,400円
（1,512円）

＋16Ｄ型

１個ごとに

4,300円
（4,644円）

2,100円
（2,268円）

＋32Ｄ型

１個ごとに

7,600円
（8,208円）

3,900円
（4,212円）

ＬＡＮ側モジュ 10－１型
ール

１個ごとに

1,400円
（1,512円）

1,000円
（1,080円）

ＷＡＮ側モジュ 10－１型
ール

１個ごとに

1,400円
（1,512円）

1,000円
（1,080円）

Ｂ－１型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

1,600円
（1,728円）

Ｔ－１型

１個ごとに

5,400円
（5,832円）

3,200円
（3,456円）

Ｓ－１型

１個ごとに

2,200円
（2,376円）

1,300円
（1,404円）

Ｓ－２型

１個ごとに

3,800円
（4,104円）

2,300円
（2,484円）

Ｓ－２ＡＳ型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

1,600円
（1,728円）

本体

ＯＳ

メモリ
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エ

Ⅱ－２型に係るもの
月額

区

分

本体

単

位

料

金

額

１台ごとに

19,500円（21,060円）

12－ＣＰ型

１個ごとに

2,200円（2,376円）

12－Ｑ型

１個ごとに

2,200円（2,376円）

＋16Ｄ型

１個ごとに

4,300円（4,644円）

＋32Ｄ型

１個ごとに

7,600円（8,208円）

ＷＡＮ側モジュ 10－１型
ール

１個ごとに

1,400円（1,512円）

ＯＳ

メモリ

オ

Ⅲ型に係るもの
月額
料

区

分

本体

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

18,200円
（19,656円）

12,600円
（13,608円）

ＯＳ

12－ＣＰ型

１個ごとに

4,300円
（4,644円）

2,300円
（2,484円）

メモリ

＋32Ｄ型

１個ごとに

5,700円
（6,156円）

3,100円
（3,348円）

＋64Ｄ型

１個ごとに

11,100円
（11,988円）

6,100円
（6,588円）

＋96Ｄ型

１個ごとに

16,700円
（18,036円）

9,200円
（9,936円）

＋16Ｆ型

１個ごとに

3,000円
（3,240円）

1,700円
（1,836円）

＋32Ｆ型

１個ごとに

4,400円
（4,752円）

2,400円
（2,592円）

ＬＡＮ側モジュ 10－１型
ール

１個ごとに

5,600円
（6,048円）

3,300円
（3,564円）

10－４型

１個ごとに

20,500円
（22,140円）

13,000円
（14,040円）

ＷＡＮ側モジュ 10－１型
ール

１個ごとに

5,600円
（6,048円）

3,300円
（3,564円）

10－４型

１個ごとに

20,500円
（22,140円）

13,000円
（14,040円）
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カ

Ｂ－１型

１個ごとに

2,900円
（3,132円）

1,600円
（1,728円）

Ｔ－１型

１個ごとに

5,700円
（6,156円）

3,200円
（3,456円）

Ｔ－１Ｃ型

１個ごとに

15,300円
（16,524円）

13,100円
（14,148円）

Ｓ－１型

１個ごとに

2,300円
（2,484円）

1,300円
（1,404円）

Ｓ－２型

１個ごとに

4,000円
（4,320円）

2,300円
（2,484円）

Ａ－１型

１個ごとに

11,300円
（12,204円）

7,200円
（7,776円）

Ⅳ型に係るもの
月額
料

区

分

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

18,900円
（20,412円）

13,000円
（14,040円）

１個ごとに

8,600円
（9,288円）

8,000円
（8,640円）

ＷＡＮ側モジュ ＳＸ型
ール

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

1,400円
（1,512円）

ＬＸ型

１個ごとに

5,200円
（5,616円）

2,800円
（3,024円）

本体

ＯＳ

ＥＭＩ型

キ

ＣＥⅠ型に係るもの
月額
料

区

分

本体

ＯＳ

ＡＥＳ型

ク

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

6,400円
（6,912円）

4,500円
（4,860円）

１個ごとに

2,500円
（2,700円）

2,000円
（2,160円）

ＣＥⅠ―２型に係るもの
月額

区
本体

分

単
１台ごとに
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位

料

金

額

10,000円（10,800円）

ＯＳ

ＡＥＳ型
ケ

１個ごとに

2,500円（2,700円）

ＣＥⅡ型に係るもの
月額
料

区

分

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

10,500円
（11,340円）

7,400円
（7,992円）

ＳＰ型

１個ごとに

4,000円
（4,320円）

3,200円
（3,456円）

ＥＳ型

１個ごとに

6,600円
（7,128円）

5,300円
（5,724円）

ＡＩＰ型

１個ごとに

9,200円
（9,936円）

7,500円
（8,100円）

拡張ソフトウェ ＋ＳＰ型
ア

１個ごとに

4,000円
（4,320円）

3,200円
（3,456円）

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

2,200円
（2,376円）

ＳＰ＋ＡＩＰ １個ごとに
型

5,300円
（5,724円）

4,300円
（4,644円）

128-192Ｄ型

１個ごとに

3,300円
（3,564円）

2,700円
（2,916円）

128-256Ｄ型

１個ごとに

6,600円
（7,128円）

5,300円
（5,724円）

128-384Ｄ型

１個ごとに

13,100円
（14,148円）

10,600円
（11,448円）

256-384Ｄ型

１個ごとに

6,600円
（7,128円）

5,300円
（5,724円）

32-64Ｆ型

１個ごとに

2,000円
（2,160円）

1,700円
（1,836円）

32-128Ｆ型

１個ごとに

3,700円
（3,996円）

3,000円
（3,240円）

64-128Ｆ型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

2,200円
（2,376円）

＋64Ｄ型

１個ごとに

3,300円
（3,564円）

2,700円
（2,916円）

＋128Ｄ型

１個ごとに

6,600円
（7,128円）

5,300円
（5,724円）

本体

ＯＳ

ＳＰ＋ＥＳ型

初期増設メモリ
（ＤＲＡＭ）

初期増設メモリ
(Ｆｌａｓｈ)

追加メモリ
（ＤＲＡＭ）
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＋256Ｄ型

追加メモリ

１個ごとに

13,100円
（14,148円）

10,600円
（11,448円）

＋32Ｆ型

１個ごとに

2,000円
（2,160円）

1,700円
（1,836円）

＋64Ｆ型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

2,200円
（2,376円）

＋128Ｆ型

１個ごとに

4,600円
（4,968円）

3,700円
（3,996円）

(Ｆｌａｓｈ)

ＬＡＮ側モジュ 100－４Ｐ型
ール

１個ごとに

2,600円
（2,808円）

2,200円
（2,376円）

ＷＡＮ側モジュ Ｓ－１型
ール

１個ごとに

2,500円
（2,700円）

2,000円
（2,160円）

Ｓ－２型

１個ごとに

4,400円
（4,752円）

3,500円
（3,780円）

Ｓ－２ＡＳ型

１個ごとに

3,100円
（3,348円）

2,500円
（2,700円）

Ｔ－１型

１個ごとに

6,300円
（6,804円）

5,000円
（5,400円）

ＢＲＩ－１Ｐ １個ごとに
型

2,600円
（2,808円）

2,000円
（2,160円）

コ

ＣＥⅡ―２型に係るもの
月額

区

分

本体

単

位

料

金

額

１台ごとに

22,300円（24,084円）

ＳＰ型

１個ごとに

4,000円（4,320円）

ＥＳ型

１個ごとに

6,600円（7,128円）

ＡＩＰ型

１個ごとに

9,200円（9,936円）

拡張ソフトウェ ＋ＳＰ型
ア

１個ごとに

4,000円（4,320円）

１個ごとに

2,700円（2,916円）

ＳＰ＋ＡＩＰ １個ごとに
型

5,300円（5,724円）

128-192Ｄ型

１個ごとに

3,300円（3,564円）

128-256Ｄ型

１個ごとに

6,600円（7,128円）

ＯＳ

ＳＰ＋ＥＳ型

初期増設メモリ
（ＤＲＡＭ）
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128-384Ｄ型

１個ごとに

13,100円（14,148円）

256-384Ｄ型

１個ごとに

6,600円（7,128円）

32-64Ｆ型

１個ごとに

2,000円（2,160円）

32-128Ｆ型

１個ごとに

3,700円（3,996円）

64-128Ｆ型

１個ごとに

2,700円（2,916円）

＋64Ｄ型

１個ごとに

3,300円（3,564円）

＋128Ｄ型

１個ごとに

6,600円（7,128円）

＋256Ｄ型

１個ごとに

13,100円（14,148円）

＋32Ｆ型

１個ごとに

2,000円（2,160円）

＋64Ｆ型

１個ごとに

2,700円（2,916円）

＋128Ｆ型

１個ごとに

4,600円（4,968円）

ＬＡＮ側モジュ 100－４Ｐ型
ール

１個ごとに

2,600円（2,808円）

ＷＡＮ側モジュ Ｓ－１型
ール
Ｓ－２型

１個ごとに

2,500円（2,700円）

１個ごとに

4,400円（4,752円）

Ｓ－２ＡＳ型

１個ごとに

3,100円（3,348円）

Ｔ－１型

１個ごとに

6,300円（6,804円）

ＢＲＩ－１Ｐ １個ごとに
型

2,600円（2,808円）

初期増設メモリ
(Ｆｌａｓｈ)

追加メモリ
（ＤＲＡＭ）

追加メモリ
(Ｆｌａｓｈ)

サ

ＣＥⅢ型に係るもの
月額
料

区

分

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

20,500円
（22,140円）

14,700円
（15,876円）

ＳＰ型

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

ＥＳ型

１個ごとに

10,200円
（11,016円）

8,300円
（8,964円）

ＡＩＰ型

１個ごとに

12,300円
（13,284円）

10,000円
（10,800円）

本体

ＯＳ

単

150

拡張ソフトウェ ＋ＳＰ型
ア

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

１個ごとに

5,100円
（5,508円）

4,200円
（4,536円）

ＳＰ＋ＡＩＰ １個ごとに
型

7,300円
（7,884円）

5,900円
（6,372円）

ＳＰ＋ＥＳ型

初期増設メモリ

256-512Ｄ型

１個ごとに

14,500円
（15,660円）

11,800円
（12,744円）

256-768Ｄ型

１個ごとに

25,300円
（27,324円）

20,600円
（22,248円）

64-128Ｆ型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

2,200円
（2,376円）

64-256Ｆ型

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

＋256Ｄ型

１個ごとに

14,500円
（15,660円）

11,800円
（12,744円）

＋512Ｄ型

１個ごとに

25,300円
（27,324円）

20,600円
（22,248円）

＋64Ｆ型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

2,200円
（2,376円）

＋128Ｆ型

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

＋256Ｆ型

１個ごとに

6,100円
（6,588円）

4,900円
（5,292円）

ＬＡＮ側モジュ 100－４Ｐ型
ール

１個ごとに

2,600円
（2,808円）

2,200円
（2,376円）

100－16Ｐ型

１個ごとに

12,500円
（13,500円）

10,200円
（11,016円）

ＷＡＮ側モジュ ＢＲＩ－１Ｐ １個ごとに
ール
型

2,600円
（2,808円）

2,000円
（2,160円）

ＢＲＩ－４Ｐ １個ごとに
型

7,600円
（8,208円）

6,000円
（6,480円）

ＢＲＩ－８Ｐ １個ごとに
型

11,100円
（11,988円）

8,800円
（9,504円）

ＰＲＩ－１Ｐ １個ごとに
型

21,700円
（23,436円）

17,600円
（19,008円）

（ＤＲＡＭ）

初期増設メモリ
(Ｆｌａｓｈ)

追加メモリ
（ＤＲＡＭ）

追加メモリ
(Ｆｌａｓｈ)
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シ

ＰＲＩ－２Ｐ １個ごとに
型

47,700円
（51,516円）

38,800円
（41,904円）

１Ａ－Ｔ３型

１個ごとに

50,100円
（54,108円）

40,700円
（43,956円）

Ｓ－１型

１個ごとに

2,500円
（2,700円）

2,000円
（2,160円）

Ｓ－２型

１個ごとに

4,400円
（4,752円）

3,500円
（3,780円）

Ｓ－２ＡＳ型

１個ごとに

3,100円
（3,348円）

2,500円
（2,700円）

Ｔ－１型

１個ごとに

6,300円
（6,804円）

5,000円
（5,400円）

ＣＥⅣ型に係るもの
月額
料

区

分

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

37,000円
（39,960円）

26,400円
（28,512円）

ＳＰ型

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

ＥＳ型

１個ごとに

10,200円
（11,016円）

8,300円
（8,964円）

ＡＩＰ型

１個ごとに

12,300円
（13,284円）

10,000円
（10,800円）

拡張ソフトウェ ＋ＳＰ型
ア

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

１個ごとに

5,100円
（5,508円）

4,200円
（4,536円）

ＳＰ＋ＡＩＰ １個ごとに
型

7,300円
（7,884円）

5,900円
（6,372円）

本体

ＯＳ

ＳＰ＋ＥＳ型

初期増設メモリ

256-512Ｄ型

１個ごとに

16,700円
（18,036円）

13,600円
（14,688円）

256-768Ｄ型

１個ごとに

29,200円
（31,536円）

23,700円
（25,596円）

256-1024Ｄ型

１個ごとに

41,700円
（45,036円）

33,900円
（36,612円）

64-128Ｆ型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

2,200円
（2,376円）

（ＤＲＡＭ）

初期増設メモリ
(Ｆｌａｓｈ)
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64-256Ｆ型

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

＋256Ｄ型

１個ごとに

16,700円
（18,036円）

13,600円
（14,688円）

＋512Ｄ型

１個ごとに

29,200円
（31,536円）

23,700円
（25,596円）

＋64Ｆ型

１個ごとに

2,700円
（2,916円）

2,200円
（2,376円）

＋128Ｆ型

１個ごとに

4,700円
（5,076円）

3,900円
（4,212円）

＋256Ｆ型

１個ごとに

6,100円
（6,588円）

4,900円
（5,292円）

ＬＡＮ側モジュ 100－４Ｐ型
ール

１個ごとに

2,600円
（2,808円）

2,200円
（2,376円）

100－16Ｐ型

１個ごとに

12,500円
（13,500円）

10,200円
（11,016円）

ＷＡＮ側モジュ ＢＲＩ－１Ｐ １個ごとに
ール
型

2,600円
（2,808円）

2,000円
（2,160円）

ＢＲＩ－４Ｐ １個ごとに
型

7,600円
（8,208円）

6,000円
（6,480円）

ＢＲＩ－８Ｐ １個ごとに
型

11,100円
（11,988円）

8,800円
（9,504円）

ＰＲＩ－１Ｐ １個ごとに
型

21,700円
（23,436円）

17,600円
（19,008円）

ＰＲＩ－２Ｐ １個ごとに
型

35,100円
（37,908円）

28,500円
（30,780円）

１Ａ－Ｔ３型

１個ごとに

47,700円
（51,516円）

38,800円
（41,904円）

Ｓ－１型

１個ごとに

2,500円
（2,700円）

2,000円
（2,160円）

Ｓ－２型

１個ごとに

4,400円
（4,752円）

3,500円
（3,780円）

Ｓ－２ＡＳ型

１個ごとに

3,100円
（3,348円）

2,500円
（2,700円）

Ｔ－１型

１個ごとに

6,300円
（6,804円）

5,000円
（5,400円）

Ｓ Ｘ 型 ( Ｓ Ｆ １個ごとに
Ｐ)

2,700円
（2,916円）

1,400円
（1,512円）

追加メモリ
（ＤＲＡＭ）

追加メモリ
(Ｆｌａｓｈ)
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Ｌ Ｘ 型 ( Ｓ Ｆ １個ごとに
Ｐ)

5,200円
（5,616円）

2,800円
（3,024円）

１個ごとに

21,400円
（23,112円）

17,400円
（18,792円）

ＯＣ３－ＭＭ １個ごとに
(ＳＦＰ)

5,800円
（6,264円）

4,700円
（5,076円）

ＯＣ３－ＩＲ １個ごとに
１(ＳＦＰ)

7,900円
（8,532円）

6,500円
（7,020円）

ＯＣ３－ＬＲ １個ごとに
１(ＳＦＰ)

4,700円
（5,076円）

3,800円
（4,104円）

ＧＥ－１Ｐ

ス

ＣＥⅣ－２型に係るもの
月額

区

分

本体

単

位

料

金

額

１台ごとに

48,800円（52,704円）

ＳＰ型

１個ごとに

4,700円（5,076円）

ＥＳ型

１個ごとに

10,200円（11,016円）

ＡＩＰ型

１個ごとに

12,300円（13,284円）

拡張ソフトウェ ＋ＳＰ型
ア

１個ごとに

4,700円（5,076円）

１個ごとに

5,100円（5,508円）

ＳＰ＋ＡＩＰ １個ごとに
型

7,300円（7,884円）

ＯＳ

ＳＰ＋ＥＳ型

初期増設メモリ

256-512Ｄ型

１個ごとに

16,700円（18,036円）

256-768Ｄ型

１個ごとに

29,200円（31,536円）

256-1024Ｄ型

１個ごとに

41,700円（45,036円）

64-128Ｆ型

１個ごとに

2,700円（2,916円）

64-256Ｆ型

１個ごとに

4,700円（5,076円）

＋256Ｄ型

１個ごとに

16,700円（18,036円）

＋512Ｄ型

１個ごとに

29,200円（31,536円）

＋64Ｆ型

１個ごとに

2,700円（2,916円）

（ＤＲＡＭ）

初期増設メモリ
(Ｆｌａｓｈ)

追加メモリ
（ＤＲＡＭ）

追加メモリ
(Ｆｌａｓｈ)
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＋128Ｆ型

１個ごとに

4,700円（5,076円）

＋256Ｆ型

１個ごとに

6,100円（6,588円）

ＬＡＮ側モジュ 100－４型
ール

１個ごとに

2,600円（2,808円）

100－16型

１個ごとに

12,500円（13,500円）

ＷＡＮ側モジュ ＢＲＩ－１Ｐ １個ごとに
ール
型

2,600円（2,808円）

ＢＲＩ－４Ｐ １個ごとに
型

7,600円（8,208円）

ＢＲＩ－８Ｐ １個ごとに
型

11,100円（11,988円）

ＰＲＩ－１Ｐ １個ごとに
型

21,700円（23,436円）

ＰＲＩ－２Ｐ １個ごとに
型

35,100円（37,908円）

１Ａ－Ｔ３型

１個ごとに

47,700円（51,516円）

Ｓ－１型

１個ごとに

2,500円（2,700円）

Ｓ－２型

１個ごとに

4,400円（4,752円）

Ｓ－２ＡＳ型

１個ごとに

3,100円（3,348円）

Ｔ－１型

１個ごとに

6,300円（6,804円）

Ｓ Ｘ 型 ( Ｓ Ｆ １個ごとに
Ｐ)

2,700円（2,916円）

Ｌ Ｘ 型 ( Ｓ Ｆ １個ごとに
Ｐ)

5,200円（5,616円）

ＧＥ－１Ｐ

セ

１個ごとに

21,400円（23,112円）

ＯＣ３－ＭＭ １個ごとに
(ＳＦＰ)

5,800円（6,264円）

ＯＣ３－ＩＲ １個ごとに
１(ＳＦＰ)

7,900円（8,532円）

ＯＣ３－ＬＲ １個ごとに
１(ＳＦＰ)

4,700円（5,076円）

ＣＥⅤ型に係るもの
月額
料

区

分

単

保守タイプ１
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金

額

位
保守タイプ２

本体

１台ごとに

83,100円
（89,748円）

60,200円
（65,016円）

ＳＰ型

１個ごとに

7,800円
（8,424円）

6,400円
（6,912円）

ＥＳ型

１個ごとに

15,600円
（16,848円）

12,700円
（13,716円）

ＡＩＰ型

１個ごとに

19,500円
（21,060円）

15,900円
（17,172円）

拡張ソフトウェ ＋ＳＰ型
ア

１個ごとに

7,800円
（8,424円）

6,400円
（6,912円）

１個ごとに

7,800円
（8,424円）

6,400円
（6,912円）

ＳＰ＋ＡＩＰ １個ごとに
型

11,700円
（12,636円）

9,600円
（10,368円）

256-512Ｄ型

１個ごとに

15,600円
（16,848円）

12,700円
（13,716円）

256-768Ｄ型

１個ごとに

27,300円
（29,484円）

22,200円
（23,976円）

256-1024Ｄ型

１個ごとに

38,900円
（42,012円）

31,700円
（34,236円）

64-128Ｆ型

１個ごとに

3,200円
（3,456円）

2,600円
（2,808円）

64-256Ｆ型

１個ごとに

5,500円
（5,940円）

4,500円
（4,860円）

＋256Ｄ型

１個ごとに

15,600円
（16,848円）

12,700円
（13,716円）

＋512Ｄ型

１個ごとに

27,300円
（29,484円）

22,200円
（23,976円）

＋64Ｆ型

１個ごとに

3,200円
（3,456円）

2,600円
（2,808円）

＋128Ｆ型

１個ごとに

5,500円
（5,940円）

4,500円
（4,860円）

＋256Ｆ型

１個ごとに

7,100円
（7,668円）

5,800円
（6,264円）

１個ごとに

25,400円
（27,432円）

20,700円
（22,356円）

ＯＳ

ＳＰ＋ＥＳ型

初期増設メモリ
（ＤＲＡＭ）

初期増設メモリ
(Ｆｌａｓｈ)

追加メモリ
（ＤＲＡＭ）

追加メモリ
(Ｆｌａｓｈ)

ＬＡＮ側モジュ 100－２Ｐ型
ール
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100－４Ｐ型

１個ごとに

2,600円
（2,808円）

2,200円
（2,376円）

100－16Ｐ型

１個ごとに

12,500円
（13,500円）

10,200円
（11,016円）

100－36Ｐ型

１個ごとに

25,000円
（27,000円）

20,300円
（21,924円）

ＷＡＮ側モジュ ＢＲＩ－１Ｐ １個ごとに
ール
型

2,600円
（2,808円）

2,000円
（2,160円）

ＢＲＩ－４Ｐ １個ごとに
型

7,600円
（8,208円）

6,000円
（6,480円）

ＢＲＩ－８Ｐ １個ごとに
型

11,100円
（11,988円）

8,800円
（9,504円）

ＰＲＩ－１Ｐ １個ごとに
型

21,700円
（23,436円）

17,600円
（19,008円）

ＰＲＩ－２Ｐ １個ごとに
型

35,100円
（37,908円）

28,500円
（30,780円）

１Ａ－Ｔ３型

１個ごとに

47,700円
（51,516円）

38,800円
（41,904円）

Ｓ－１型

１個ごとに

2,500円
（2,700円）

2,000円
（2,160円）

Ｓ－２型

１個ごとに

4,400円
（4,752円）

3,500円
（3,780円）

Ｓ－２ＡＳ型

１個ごとに

3,100円
（3,348円）

2,500円
（2,700円）

Ｓ－４型

１個ごとに

20,700円
（22,356円）

16,400円
（17,712円）

Ｔ－１型

１個ごとに

6,300円
（6,804円）

5,000円
（5,400円）

ＯＣ３－ＰＯ １個ごとに
Ｍ型

58,400円
（63,072円）

47,600円
（51,408円）

Ｓ Ｘ 型 ( Ｓ Ｆ １個ごとに
Ｐ)

3,800円
（4,104円）

1,400円
（1,512円）

Ｌ Ｘ 型 ( Ｓ Ｆ １個ごとに
Ｐ)

7,600円
（8,208円）

2,800円
（3,024円）

１個ごとに

21,400円
（23,112円）

17,400円
（18,792円）

ＯＣ３－ＭＭ １個ごとに
(ＳＦＰ)

5,800円
（6,264円）

4,700円
（5,076円）

ＧＥ－１Ｐ
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ソ

ＯＣ３－ＩＲ １個ごとに
１(ＳＦＰ)

7,900円
（8,532円）

6,500円
（7,020円）

ＯＣ３－ＬＲ １個ごとに
１(ＳＦＰ)

4,700円
（5,076円）

3,800円
（4,104円）

ＣＥⅦ型に係るもの
月額
料

区

分

本体

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

38,000円
（41,040円）

21,000円
（22,680円）

ＯＳ

ＩＲ－72型

１個ごとに

16,700円
（18,036円）

11,400円
（12,312円）

制御装置

ＣＴＲＬ型

１個ごとに

4,300円
（4,644円）

2,900円
（3,132円）

ＣＰＵ

400型

１個ごとに

40,200円
（43,416円）

27,400円
（29,592円）

Ｇ１型

１個ごとに

130,700円
105,600円
（141,156円） （114,048円）

電源

ＡＣ－280型

１個ごとに

14,700円
（15,876円）

10,000円
（10,800円）

初期増設メモリ

128-256Ｄ型

１個ごとに

30,800円
（33,264円）

24,200円
（26,136円）

128-512Ｄ型

１個ごとに

46,100円
（49,788円）

36,300円
（39,204円）

128-512 Ｄ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

36,600円
（39,528円）

28,800円
（31,104円）

128-1024Ｄ型 １個ごとに
(Ｇ１)

54,900円
（59,292円）

43,200円
（46,656円）

１個ごとに

4,200円
（4,536円）

2,900円
（3,132円）

64-128 Ｆ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

7,300円
（7,884円）

5,800円
（6,264円）

64-256 Ｆ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

14,600円
（15,768円）

11,500円
（12,420円）

＋128Ｄ型

35,200円
（38,016円）

27,600円
（29,808円）

（ＤＲＡＭ）

初期増設メモリ

64-128Ｆ型

(Ｆｌａｓｈ)

追加メモリ

１個ごとに

（ＤＲＡＭ）
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＋256Ｄ型

追加メモリ

１個ごとに

50,500円
（54,540円）

39,700円
（42,876円）

＋256Ｄ型(Ｇ １個ごとに
１)

35,200円
（38,016円）

27,600円
（29,808円）

＋512Ｄ型(Ｇ １個ごとに
１)

41,000円
（44,280円）

32,300円
（34,884円）

＋ 1024 Ｄ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

59,300円
（64,044円）

46,600円
（50,328円）

＋64Ｆ型

１個ごとに

3,000円
（3,240円）

2,300円
（2,484円）

＋128Ｆ型

１個ごとに

4,200円
（4,536円）

2,900円
（3,132円）

＋20Ｆ型

１個ごとに

3,000円
（3,240円）

2,300円
（2,484円）

＋ 64 Ｆ 型 ( Ｇ １個ごとに
１)

3,700円
（3,996円）

2,900円
（3,132円）

＋128Ｆ型(Ｇ １個ごとに
１)

7,300円
（7,884円）

5,800円
（6,264円）

＋256Ｆ型(Ｇ １個ごとに
１)

14,600円
（15,768円）

11,500円
（12,420円）

ＬＡＮ側モジュ 100 － ２ Ｐ ― １個ごとに
ール
ＴＸ型

16,200円
（17,496円）

11,200円
（12,096円）

(Ｆｌａｓｈ)

10－４Ｐ型

１個ごとに

19,200円
（20,736円）

13,200円
（14,256円）

10－８Ｐ型

１個ごとに

34,100円
（36,828円）

23,500円
（25,380円）

ＷＡＮ側モジュ Ｓ－４型
ール

１個ごとに

19,200円
（20,736円）

13,200円
（14,256円）

Ｓ－８型

１個ごとに

34,100円
（36,828円）

23,500円
（25,380円）

Ｔ－４型

１個ごとに

30,900円
（33,372円）

21,300円
（23,004円）

ＢＲＩ－８Ｐ １個ごとに
型

9,800円
（10,584円）

6,700円
（7,236円）

ＯＣ－Ｍ１型

１個ごとに

34,100円
（36,828円）

24,700円
（26,676円）

ＯＣ－Ｓ１型

１個ごとに

42,600円
（46,008円）

30,900円
（33,372円）
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タ

Ｓ Ｘ 型 ( Ｇ Ｂ １個ごとに
ＩＣ)

3,200円
（3,456円）

2,500円
（2,700円）

Ｌ Ｘ 型 ( Ｇ Ｂ １個ごとに
ＩＣ)

6,400円
（6,912円）

5,000円
（5,400円）

ＣＥⅦ－２型に係るもの
月額

区

分

本体

単

位

料

金

額

１台ごとに

183,400円（198,072円）

ＯＳ

ＩＲ－72型

１個ごとに

16,700円（18,036円）

制御装置

ＣＴＲＬ型

１個ごとに

4,300円（4,644円）

ＣＰＵ

400型

１個ごとに

40,200円（43,416円）

Ｇ１型

１個ごとに

130,700円（141,156円）

電源

ＡＣ－280型

１個ごとに

14,700円（15,876円）

初期増設メモリ

128-256Ｄ型

１個ごとに

30,800円（33,264円）

128-512Ｄ型

１個ごとに

46,100円（49,788円）

128-512 Ｄ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

36,600円（39,528円）

128-1024Ｄ型 １個ごとに
(Ｇ１)

54,900円（59,292円）

（ＤＲＡＭ）

初期増設メモリ

64-128Ｆ型

１個ごとに

4,200円（4,536円）

64-128 Ｆ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

7,300円（7,884円）

64-256 Ｆ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

14,600円（15,768円）

＋128Ｄ型

１個ごとに

35,200円（38,016円）

＋256Ｄ型

１個ごとに

50,500円（54,540円）

＋256Ｄ型(Ｇ １個ごとに
１)

35,200円（38,016円）

＋512Ｄ型(Ｇ １個ごとに
１)

41,000円（44,280円）

＋ 1024 Ｄ 型 １個ごとに
(Ｇ１)

59,300円（64,044円）

(Ｆｌａｓｈ)

追加メモリ
（ＤＲＡＭ）
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追加メモリ

＋64Ｆ型

１個ごとに

3,000円（3,240円）

＋128Ｆ型

１個ごとに

4,200円（4,536円）

＋20Ｆ型

１個ごとに

3,000円（3,240円）

＋ 64 Ｆ 型 ( Ｇ １個ごとに
１)

3,700円（3,996円）

＋128Ｆ型(Ｇ １個ごとに
１)

7,300円（7,884円）

＋256Ｆ型(Ｇ １個ごとに
１)

14,600円（15,768円）

ＬＡＮ側モジュ 100 － ２ Ｐ ― １個ごとに
ール
ＴＸ型

16,200円（17,496円）

(Ｆｌａｓｈ)

10－４Ｐ型

１個ごとに

19,200円（20,736円）

10－８Ｐ型

１個ごとに

34,100円（36,828円）

ＷＡＮ側モジュ Ｓ－４型
ール

１個ごとに

19,200円（20,736円）

Ｓ－８型

１個ごとに

34,100円（36,828円）

Ｔ－４型

１個ごとに

30,900円（33,372円）

ＢＲＩ－８Ｐ １個ごとに
型

9,800円（10,584円）

チ

ＯＣ－Ｍ１型

１個ごとに

34,100円（36,828円）

ＯＣ－Ｓ１型

１個ごとに

42,600円（46,008円）

Ｓ Ｘ 型 ( Ｇ Ｂ １個ごとに
ＩＣ)

3,200円（3,456円）

Ｌ Ｘ 型 ( Ｇ Ｂ １個ごとに
ＩＣ)

6,400円（6,912円）

Ｎ－Ⅱ型に係るもの
月額
料

区
本体

分

単
１台ごとに

ツ

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

5,200円
（5,616円）

3,900円
（4,212円）

Ｎ－Ⅲ型に係るもの
月額
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料
区

分

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

１台ごとに

7,500円
（8,100円）

5,300円
（5,724円）

拡張ソフトウェ ＩＸ２－ＶＲ １個ごとに
ア
型

1,000円
（1,080円）

600円
（648円）

ＩＸ２－ＩＰ １個ごとに
型

700円
（756円）

300円
（324円）

ＩＸ－４ＳＷ １個ごとに
型

1,600円
（1,728円）

1,200円
（1,296円）

ＩＸ－１ＢＲ １個ごとに
型

1,900円
（2,052円）

1,300円
（1,404円）

本体

拡張モジュール

テ

Ｓ－Ⅰ型に係るもの
月額
料

区

分

本体

単
１台ごとに



金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

6,000円
（6,480円）

4,200円
（4,536円）

その他の装置に係るもの
月額
料
区

分

単

金

額

位
保守タイプ１

保守タイプ２

Ａ型インタフェース変換装置

１台ごとに

2,500円
（2,700円）

1,700円
（1,836円）

Ｂ型インタフェース変換装置

１台ごとに

5,100円
（5,508円）

3,500円
（3,780円）

Ｃ型インタフェース変換装置

１台ごとに

16,500円
（17,820円）

11,400円
（12,312円）

モデム

１台ごとに

900円
（972円）

900円
（972円）

ケーブル１型

１本ごとに

300円
（324円）

300円
（324円）

ケーブル２型

１本ごとに

400円
（432円）

400円
（432円）

ケーブル３型

１本ごとに

600円
（648円）

600円
（648円）
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ケーブル４型

備考
３

１本ごとに

2,400円
（2,592円）

当社は、回線制御装置遠隔監視に係る契約者に限り、モデムを提供します。
回線制御装置工事費
区

分

単

回線制御装置工事費
第４
１

2,400円
（2,592円）

位

１の工事ごとに

工 事 費 の 額
別に算定する実費

回線制御装置遠隔監視料
適用
区

分

内

容

回線制御装置遠隔監視料 当社は、イーサネット通信サービス（特別な回線制御装
の適用
置遠隔監視（回線制御装置の保守の区別が保守タイプ１
に係るもの以外のものをいいます。
）に係るものに限りま
す。
）について、回線制御装置遠隔監視料を適用します。
備考
２

回線制御装置遠隔監視において、モデムを必要とする場合があります。
回線制御装置遠隔監視料
月額
区

分

回線制御装置遠隔監視料
３

単

位

１の広域網ごとに

料

金

額

別に算定する実費

回線制御装置遠隔監視工事費
区

分

単

位

回線制御装置遠隔監視工 １の工事ごとに
事費
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工 事 費 の 額
別に算定する実費

料金表別表
１ 複合利用割引（タイプ１）の適用
ア

当社は、イに定める条件を満たす第２種契約者から申出があった場合には、そ
の第２種契約に係る利用料について、第１表１－２－１に規定する契約者回線
使用料、１－２－１ア及びイに規定する回線使用料並びに１－２－１に規定
する中継回線使用料についてそれぞれ0.19を乗じて得た額を減額して適用（以下
この表において「複合利用割引（タイプ１）
」といいます。
）します。
イ 複合利用割引（タイプ１）の申出を行うことができる条件は、次のとおりとし
ます。
(ア) その第２種契約が、タイプ１、タイプ２又はタイプ３に係るものであるこ
と。
(イ) １の複合利用回線群（その第２種契約者が指定する当社の提供する電気通
信サービス（当社が別に定めるものに限ります。
）に係る契約により構成され
るものであって、その第２種契約者に係るもの（その第２種契約者と業務上
緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に係るものを含み
ます。
）をいいます。
）の料金額の年間累計額（前12料金月の累計額とします。
）
が30億円（32億4千万円）以上であること。
ウ 複合利用割引（タイプ１）は、その申出を当社が承諾した日（第２種契約契約
の申込みと同時にその申出があった場合は、その第２種イーサネット通信サービ
スの提供を開始した日）から適用します。
エ ウの規定にかかわらず、この複合利用割引（タイプ１）を選択する申出のあっ
た第２種契約が、この料金表別表に規定する他の複合利用割引の適用を受けると
きは、その申出を承諾しません。
オ 当社は、複合利用割引（タイプ１）に係る第２種契約の解除若しくは品目（ア
に規定する品目を除きます。
）の変更があった場合又はイに規定する条件を満たさ
なくなった場合には、複合利用割引（タイプ１）を廃止します。
カ 当社は、複合利用割引（タイプ１）の対象となるその第２種契約の契約者回線
使用料、回線使用料及び中継回線使用料を料金表通則の規定に準じて取扱います。
（注）この欄のイの(イ)に規定する当社が別に定める当社の提供する電気通信サー
ビスは、電話等サービス、専用サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サ
ービス、ＩＰ通信網サービス、クローズドコンピュータ通信網サービス及びイ
ーサネット通信サービスとします。
２

複合利用割引（タイプ２）の適用

ア

当社は、イに定める条件を満たす第５種契約者（第７種契約者を含みます。以
下この表において同じとします。
）から申出があった場合には、その第５種契約（第
７種契約を含みます。以下この表において同じとします。
）に係る利用料について、
１の契約ごとに次の(ア)から(イ)までに規定する額を第１表２－２－１（利用料）
又は４－２－１（利用料）に規定する額に代えてそれぞれ適用（以下この表にお
いて「複合利用割引(タイプ２)」といいます。
）します。
(ア)
ａ

利用料（タイプ３に係るものに限ります。
）
回線使用料
１の契約ごとに月額
品

目

料

金

額

0.5Mb/s

15,000円（16,200円）

１Mb/s

17,000円（18,360円）
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２Mb/s

20,000円（21,600円）

３Mb/s

27,000円（29,160円）

４Mb/s

34,000円（36,720円）

５Mb/s

55,000円（59,400円）

６Mb/s

71,000円（76,680円）

７Mb/s

76,000円（82,080円）

８Mb/s

82,000円（88,560円）

９Mb/s

87,000円（93,960円）

10Mb/s

90,000円（97,200円）

20Mb/s

90,000円（97,200円）

30Mb/s

92,000円（99,360円）

40Mb/s

96,000円（103,680円）

50Mb/s

103,000円（111,240円）

60Mb/s

113,000円（122,040円）

70Mb/s

125,000円（135,000円）

80Mb/s

140,000円（151,200円）

90Mb/s

157,000円（169,560円）

100Mb/s

200,000円（216,000円）

200Mb/s

365,000円（394,200円）

300Mb/s

665,000円（718,200円）

400Mb/s

865,000円（934,200円）

500Mb/s

1,115,000円（1,204,200円）

600Mb/s

1,365,000円（1,474,200円）

700Mb/s

1,615,000円（1,744,200円）

800Mb/s

1,815,000円（1,960,200円）

900Mb/s

2,115,000円（2,284,200円）

1000Mb/s

2,315,000円（2,500,200円）

ｂ

アクセス回線料
１の契約ごとに月額
品

目

料

金

額

0.5Mb/s

33,000円（35,640円）

１Mb/s

48,000円（51,840円）

２Mb/s

80,000円（86,400円）
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３Mb/s

88,000円（95,040円）

４Mb/s

91,000円（98,280円）

５Mb/s

94,000円（101,520円）

６Mb/s

97,000円（104,760円）

７Mb/s

99,000円（106,920円）

８Mb/s

101,000円（109,080円）

９Mb/s

103,000円（111,240円）

10Mb/s

105,000円（113,400円）

20Mb/s

125,000円（135,000円）

30Mb/s

148,000円（159,840円）

40Mb/s

169,000円（182,520円）

50Mb/s

187,000円（201,960円）

60Mb/s

202,000円（218,160円）

70Mb/s

215,000円（232,200円）

80Mb/s

225,000円（243,000円）

90Mb/s

233,000円（251,640円）

100Mb/s

240,000円（259,200円）

200Mb/sから1000Mb/sまでのもの

850,000円（918,000円）

(イ)

利用料（第７種契約に係る回線使用料に限ります。
）

グレード１のプラン２に係るもの
１の契約ごとに月額
品

目

イーサネットアクセスのもの

料

金

額

0.5Mb/s

40,000円（43,200円）

１Mb/s

50,000円（54,000円）

２Mb/s

60,000円（64,800円）

３Mb/s

80,000円（86,400円）

４Mb/s

100,000円（108,000円）

５Mb/s

120,000円（129,600円）

６Mb/s

140,000円（151,200円）

７Mb/s

150,000円（162,000円）

８Mb/s

160,000円（172,800円）

９Mb/s

170,000円（183,600円）

10Mb/s

178,000円（192,240円）
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20Mb/s

190,000円（205,200円）

30Mb/s

230,000円（248,400円）

40Mb/s

267,000円（288,360円）

50Mb/s

293,000円（316,440円）

60Mb/s

320,000円（345,600円）

70Mb/s

347,000円（374,760円）

80Mb/s

374,000円（403,920円）

90Mb/s

401,000円（433,080円）

100Mb/s

420,000円（453,600円）

イ

複合利用割引(タイプ２)の申出を行うことができる条件は、次のとおりとしま
す。
(ア) その第５種契約が、アの(ア)から(イ)までに規定する額の適用に係るもの
であること。
(イ) １の複合利用回線群（その第５種契約者が指定する当社の提供する電気通
信サービス（当社が別に定めるものに限ります。
）に係る契約により構成され
るものであって、その第５種契約者に係るもの（その第５種契約者と業務上
緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に係るものを含み
ます。
）をいいます。
）の料金額の年間累計額（前12料金月の累計額とします。
）
が30億円（32億4千万円）以上であること。
(ウ) その第５種契約について、６年の期間（以下この欄において「約定期間」
といいます。
）を継続利用する申出があり、当社が承諾したとき。
ウ 複合利用割引（タイプ２）は、その申出を当社が承諾した日（第５種契約の申
込みと同時にその申出があった場合は、そのイーサネット通信サービスの提供を
開始した日）から適用します。
エ ウの規定にかかわらず、この複合利用割引（タイプ２）を選択する申出のあっ
た第５種契約が、この料金表別表に規定する他の複合利用割引の適用を受けると
きは、その申出を承諾しません。
オ 当社は、複合利用割引（タイプ２）に係る第５種契約の解除、品目（アに規定
する品目を除きます。
）の変更、接続事業者変更（接続契約者回線等に係る協定事
業者(当社を含みます。)を他の協定事業者へ変更することをいいます。
）若しくは
他社接続契約者回線に係る終端の場所の変更（回線距離区分がアに規定する回線
距離区分以外となる場合に限ります。
）があった場合又はイに規定する条件を満た
さなくなった場合には、複合利用割引（タイプ２）を廃止します。
カ 当社は、約定期間の満了前に品目の変更等により複合利用割引（タイプ２）適
用料金(以下カにおいて「適用料金」といいます。)の額が減少した場合又は複合
利用割引（タイプ２）の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を支払っ
ていただきます。
区

分

支払いを要する額

適用料金が減少し 残余の期間に対応する適用料金の差額（減少前の適用料金
た場合
の額から減少後の適用料金の額を控除して得た額をいいま
す。
）
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複合利用割引（タ 残余の期間に対応する廃止前の適用料金に相当する額
イプ２）の廃止が
あった場合
キ

カの規定にかかわらず、最低利用期間内にその第５種契約の解除又は品目の変
更等があった場合の支払いを要する額については、カの規定により算出した額と
第１表２－１(適用)の欄又は４－１（適用）の欄の規定により支払いを要す
る額のうち、いずれか高額となる額とします。
ク 当社は、複合利用割引（タイプ２）の対象となるその第５種契約の利用料を料
金表通則の規定に準じて取扱います。
（注）この欄のイの(イ)に規定する当社が別に定める当社の提供する電気通信サー
ビスは、電話等サービス、専用サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サ
ービス、ＩＰ通信網サービス、クローズドコンピュータ通信網サービス及びイ
ーサネット通信サービスとします。
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