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電話等サービス契約約款 【現改⽐較表】 2020年12⽉25⽇現在 
〜2020年12⽉24⽇ 2020年12⽉25⽇〜 

 

 

（令和２年 11 ⽉１⽇現在） 

▲電話等サービス契約約款（平成 11 年経企第 24 号） 

 

実施 平成11年７⽉１⽇ 
 
⽬次（略） 
第１章〜第 15 章（略） 

（令和２年 12 ⽉ 25 ⽇現在） 

▲電話等サービス契約約款（平成 11 年経企第 24 号） 

 

実施 平成11年７⽉１⽇ 
 
⽬次（略） 
第１章〜第 15 章（略） 

別記 

１〜９の３ （略） 

 

10 加⼊電話等契約 
 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏
電話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約約款 

 第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏
電話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約約款 

 第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

 

別記 

１〜９の３ （略） 

 

10 加⼊電話等契約 
 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏
電話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約約款 

 第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏
電話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約約款 

 第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 
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10 の２ 携帯電話等契約 

(1) 携帯電話設備に係るもの 
 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

株式会社ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ契約 ＦＯＭＡサービス契約
約款 

 Ｘｉ契約 Ｘｉサービス契約約款 

 第１種契約、第２種契約 ワイドスター通信サー
ビス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通
信サービス契約
約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通
信サービス契約
約款 

沖縄セルラー電話株式会
社 

ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ通信サービス契約
約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サー
ビス契約約款 

ソフトバンク株式会社 ３Ｇサービス契約 ３Ｇ通信サービス契約
約款 

 ＥＭＯＢＩＬＥ契約 ＥＭＯＢＩＬＥ通信サ
ービス契約約款（電話・
データ通信編） 

楽天モバイル株式会社 楽天モバイル通信サービス契約 楽天モバイル通信サー
ビス契約約款 

 
 (2) ＰＨＳ設備に係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ソフトバンク株式会社 ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サービ

10 の２ 携帯電話等契約 

(1) 携帯電話設備に係るもの 
 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

株式会社ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ契約 ＦＯＭＡサービス契約
約款 

 Ｘｉ契約 Ｘｉサービス契約約款 

 第１種契約、第２種契約 ワイドスター通信サー
ビス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サー
ビス契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通
信サービス契約
約款 

沖縄セルラー電話株式会
社 

ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ通信サービ
ス契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サー
ビス契約約款 

ソフトバンク株式会社 ３Ｇサービス契約 ３Ｇ通信サービス契約
約款 

 ＥＭＯＢＩＬＥ契約 ＥＭＯＢＩＬＥ通信サ
ービス契約約款（電話・
データ通信編） 

楽天モバイル株式会社 楽天モバイル通信サービス契約 楽天モバイル通信サー
ビス契約約款 

 
 (2) ＰＨＳ設備に係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ソフトバンク株式会社 ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サービ
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ス契約約款 
 
10 の３ 削除 

10 の４ 他社直加⼊電話等契約 
 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

株式会社オプテージ 第１種契約及び第２種契約 総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

第１種総合デジタル通信サービ
スに係る契約第２種総合デジタ
ル通信サービスに係る契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

   
株式会社QTnet 直加⼊通信契約 総合ディジタル通信サ

ービス契約約款 

株式会社アイ・ピー・エス 電話サービス契約 IPS電話サービス約款 
 
10 の５ 他社直収電話等契約 

(1) 地域指定着信課⾦機能に契約が可能なもの 
事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東北インテリジェント通
信株式会社 

第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

 トークネット光サービス トークネット光サービ
ス契約約款 

 TOHKtalk office TOHKtalkサービス契
約約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サービ
ス契約約款 

 光電話プラス契約 光電話プラスサービス
契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュファギ
ガ光電話サービス契約

ス契約約款 
 
10 の３ 削除 

10 の４ 他社直加⼊電話等契約 
 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

株式会社オプテージ 第１種契約及び第２種契約 総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

第１種総合デジタル通信サービ
スに係る契約第２種総合デジタ
ル通信サービスに係る契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

   
株式会社QTnet 直加⼊通信契約 総合ディジタル通信サ

ービス契約約款 

株式会社アイ・ピー・エス 電話サービス契約 IPS電話サービス約款 
 
10 の５ 他社直収電話等契約 

(1) 地域指定着信課⾦機能に契約が可能なもの 
事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東北インテリジェント通
信株式会社 

第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

 トークネット光サービス トークネット光サービ
ス契約約款 

 TOHKtalk office TOHKtalkサービス契
約約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サービ
ス契約約款 

 光電話プラスサービス契約 光電話プラスサービス
契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュファギ
ガ光電話サービス契約
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約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュファ光
電話サービス契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルアクセ
スサービス契約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサービ
ス契約約款 

 第２種クラウドＰＢＸ契約  

 ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種ＩＰ電話契約  

 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  

 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サービ
ス契約約款 

   

株式会社エネルギア・コ
ミュニケーションズ 

第１種第２類サービス契約 
 

第１種第４類サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

   

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契約約

約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュファ光
電話サービス契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルアクセ
スサービス契約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサービ
ス契約約款 

 第２種クラウドＰＢＸ契約  

   
 

 第１種ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  

 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サービ
ス契約約款 

 コミュファ光タイプＪ電話サー
ビス契約 

コミュファ光タイプＪ
電話サービス契約約款 

株式会社エネルギア・コ
ミュニケーションズ 

第１種ＩＰ電話第２類サービス
契約 
第１種ＩＰ電話第４類サービス
契約 
第１種ＩＰ電話第５類サービス
契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種IP電話第２類サービス契
約 
第１種IP電話第３類サービス契
約 

ビジネスIP電話サービ
ス契約約款 
 

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契約約
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款 

 ビジネス光電話サービス契約 ビジネス光電話サービ
ス契約約款 

株式会社QTnet 第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

東⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

株式会社ジュピターテレ
コム 

卸電話等サービスの提供を受け
るための契約 

卸電話等サービス契約
約款 

  

Coltテクノロジーサービ
ス株式会社 

総合デジタル通信サービスに係
わる契約 
ＩＰ電話サービスに係わる契約 

電話等サービス契約約
款 

ZIP Telecom株式会社 第１種IP電話サービス 
第２種IP電話サービス 

電話サービス等契約約
款 

株式会社オプテージ IP電話サービス契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

款 

 光電話サービス契約 ビジネス光電話サービ
ス契約約款 

株式会社QTnet 第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

東⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

株式会社ジュピターテレ
コム 

 
 

 
 

J:COM PHONEプラスサービス J:COM PHONEプラス
サービス契約約款 

Coltテクノロジーサービ
ス株式会社 

総合デジタル通信サービスに係
わる契約 
ＩＰ電話サービスに係わる契約 

電話等サービス契約約
款 

ZIP Telecom株式会社 第１種IP電話サービス 
第２種IP電話サービス 

電話サービス等契約約
款 

株式会社オプテージ IP電話サービス契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 
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 第２種⾳声利⽤IP通信網サービ
ス 

 
 
 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

   

ＫＤＤＩ株式会社 ⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサービス
契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話サー
ビス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電話サ
ービス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光電話
サービス契約約款 

 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホーム
電話サービス契約約款 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス電話
サービス契約約款 

 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス契約
約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP電話
サービス契約約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネスサ
ービス契約約款 

 ａｕひかりアクセス契約 
 
 

ａｕひかりアクセスサ
ービス契約約款 

 

  
 

第１種契約 
第２種契約 
第３種契約 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 ｅｏ光電話サービス利⽤契約 ｅｏ光電話サービス利
⽤規約 

ＫＤＤＩ株式会社 
 

⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサービス
契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話サー
ビス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電話サ
ービス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光電話
サービス契約約款 

 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホーム
電話サービス契約約款 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス電話
サービス契約約款 

 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス契約
約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP電話
サービス契約約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネスサ
ービス契約約款 

 ａｕひかりアクセス契約 ａｕひかりアクセスサ
ービス契約約款 
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 Cisco Webex Callingサービス
契約 

Cisco Webex Calling
サービス契約約款 

株式会社三通 総合ディジタル通信サービス契
約 

電話サービス契約約款 

 
(2) 地域指定特定番号着信機能に契約が可能なもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通
信網サービス契
約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 ⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサービス
契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話サー
ビス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電話サ
ービス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光電話
サービス契約約款 

 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホーム
電話サービス契約約款 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス電話
サービス契約約款 

 Cisco Webex Callingサービス
契約 

Cisco Webex Calling
サービス契約約款 

株式会社三通 総合ディジタル通信サービス契
約 

電話サービス契約約款 

 
(2) 地域指定特定番号着信機能に契約が可能なもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 ⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 
 

⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサービス
契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話サー
ビス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電話サ
ービス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光電話
サービス契約約款 

 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホーム
電話サービス契約約款 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス電話
サービス契約約款 
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 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス契約
約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP電話
サービス契約約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネスサ
ービス契約約款 

 ａｕひかりアクセス契約 
 

ａｕひかりアクセスサ
ービス契約約款 

 Cisco Webex Callingサービス
契約 

Cisco Webex Calling
サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 ダイレクト電話サービス 
加⼊電話サービス 
ディジタルダイレクト通信サー
ビス 
ディジタル加⼊通信サービス 

電話サービス等契約約
款 

 第６種ＩＰ電話契約 
第７種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サービ
ス契約約款 

 光電話プラス契約 光電話プラスサービス
契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュファギ
ガ光電話サービス契約
約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュファ光
電話サービス契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルアクセ
スサービス契約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサービ

 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス契約
約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP電話
サービス契約約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネスサ
ービス契約約款 

 ａｕひかりアクセス契約 
 

ａｕひかりアクセスサ
ービス契約約款 

 Cisco Webex Callingサービス
契約 

Cisco Webex Calling
サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 ダイレクト電話契約 
加⼊電話契約 
ディジタルダイレクト通信契約
ディジタル加⼊通信契約 

電話サービス等契約約
款 

  
第７種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サービ
ス契約約款 

 光電話プラスサービス契約 光電話プラスサービス
契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュファギ
ガ光電話サービス契約
約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュファ光
電話サービス契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルアクセ
スサービス契約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサービ
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 第２種クラウドＰＢＸ契約 ス契約約款 

 ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種ＩＰ電話契約 

 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  

 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サービ
ス契約約款 

  
 

 

 
10の５の２ 付加的役務通話契約 
 
（1）地域指定着信課⾦機能に通話が可能なもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏
電話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約約款 

第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏

電話サービス契約約款 

 第２種クラウドＰＢＸ契約 ス契約約款 

   
 

 第１種ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  

 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サービ
ス契約約款 

 コミュファ光タイプＪ電話サー
ビス契約 

コミュファ光タイプＪ
電話サービス契約約款 

 
10の５の２ 付加的役務通話契約 
 
（1）地域指定着信課⾦機能に通話が可能なもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏
電話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約約款 

第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏

電話サービス契約約款 
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電話契約⼜は接続電話契約 

第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

株式会社ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ契約 ＦＯＭＡサービス契約
約款 

 Ｘｉ契約 Ｘｉサービス契約約款 

 第１種契約、第２種契約 ワイドスター通信サー
ビス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サー
ビス契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サー
ビス契約約款 

   

   

 ⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサービス
契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話サー
ビス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電話サ
ービス契約約款 

電話契約⼜は接続電話契約 

第１種契約、臨時第１種契約、
第２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サ
ービス契約約款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通信網
サービス契約約款 

株式会社ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ契約 ＦＯＭＡサービス契約
約款 

 Ｘｉ契約 Ｘｉサービス契約約款 

 第１種契約、第２種契約 ワイドスター通信サー
ビス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サー
ビス契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サー
ビス契約約款 

 ５G契約（５Gデュアルに係るも
のに限ります。）⼜はローミング
契約 

ａｕ（５Ｇ）通信サービ
ス契約約款  

 ローミング契約 
 

楽天モバイル向けロー
ミングサービス契約約
款 

 ⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサービス
契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話サー
ビス契約約款 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電話サ
ービス契約約款 
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 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光電話
サービス契約約款 

 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホーム
電話サービス契約約款 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス電話
サービス契約約款 

 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス契約
約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP電話
サービス契約約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネスサ
ービス契約約款 

 ａｕひかりアクセス契約 
 

ａｕひかりアクセスサ
ービス契約約款 

 Cisco Webex Callingサービス
契約 

Cisco Webex Calling
サービス契約約款 

沖縄セルラー電話株式会
社 

ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ通信サービス契約
約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サー
ビス契約約款 

   

   

ソフトバンク株式会社 
 

３Ｇサービス契約 ３Ｇ通信サービス契約
約款 

 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光電話
サービス契約約款 

 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホーム
電話サービス契約約款 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス電話
サービス契約約款 

 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス契約
約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP電話
サービス契約約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネスサ
ービス契約約款 

 ａｕひかりアクセス契約 
 

ａｕひかりアクセスサ
ービス契約約款 

 Cisco Webex Callingサービス
契約 

Cisco Webex Calling
サービス契約約款 

沖縄セルラー電話株式会
社 

ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ通信サービス契約
約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サー
ビス契約約款 

 ５G契約（５Gデュアルに係るも
のに限ります。）⼜はローミング
契約 

ａｕ（５Ｇ）通信サービ
ス契約約款  
 

 ローミング契約 
 

楽天モバイル向けロー
ミングサービス契約約
款 

ソフトバンク株式会社 
 

３Ｇ通信サービス契約 ３Ｇ通信サービス契約
約款 
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 ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サービ
ス契約約款 

   

   

   

   

 ダイレクト電話サービス 
加⼊電話サービス 
ディジタルダイレクト通信サー
ビス 
ディジタル加⼊通信サービス 

電話サービス等契約約
款 

 第３種ＩＰ電話契約 
第４種ＩＰ電話契約 
第６種ＩＰ電話契約 
第７種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

   

楽天モバイル株式会社 楽天モバイルサービス契約 楽天モバイル通信サー
ビス契約約款 

 電話サービス等契約 電話等サービス契約約
款 

   

 
 

ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サービ
ス契約約款 

 ワイモバイル通信サービス契約 
 

ワイモバイル通信サー
ビス契約約款（電話サ
ービス編）（タイプ1・
2・3） 

 ワイモバイル通信サービス契約 
 

ワイモバイル通信サー
ビス契約約款（PHSサ
ービス編） 

 EMOBILEサービス契約 
 

EMOBILE通信サービ
ス契約約款（EMOBILE 
4G-S編） 

 3G・4G（s）サービス契約 
 

3G・4G（s）通信サー
ビス契約約款 

 

 ダイレクト電話契約 
加⼊電話契約 
ディジタルダイレクト通信契約 
ディジタル加⼊通信契約 

電話サービス等契約約
款 

 第３種ＩＰ電話契約 
第４種ＩＰ電話契約 
第６種ＩＰ電話契約 
第７種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

 無線利⽤型ＩＰ電話契約 無線利⽤型ＩＰ電話サ
ービス契約約款 

楽天モバイル株式会社 楽天モバイルサービス契約 楽天モバイル通信サー
ビス契約約款 

 電話サービス等契約 電話等サービス契約約
款 

 プラットフォーム0ABJ サービ
ス契約 

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
0ABJ サービス約款 
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東北インテリジェント通
信株式会社 

第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

 トークネット光サービス トークネット光サービ
ス契約約款 

 TOHKtalk office TOHKtalkサービス契
約約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サービ
ス契約約款 

 光電話プラス契約 光電話プラスサービス
契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュファギ
ガ光電話サービス契約
約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュファ光
電話サービス契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルアクセ
スサービス契約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサービ
ス契約約款 

 第２種クラウドＰＢＸ契約  

 ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種ＩＰ電話契約  

 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  

東北インテリジェント通
信株式会社 

第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

 トークネット光サービス トークネット光サービ
ス契約約款 

 TOHKtalk office TOHKtalkサービス契
約約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サービ
ス契約約款 

 光電話プラスサービス契約 光電話プラスサービス
契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュファギ
ガ光電話サービス契約
約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュファ光
電話サービス契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルアクセ
スサービス契約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサービ
ス契約約款 

 第２種クラウドＰＢＸ契約  

   
 

 第１種ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  
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 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サービ
ス契約約款 

   

株式会社エネルギア・コ
ミュニケーションズ 

第１種第２類サービス契約 
 

第１種第４類サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

   

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 ビジネス光電話サービス契約 ビジネス光電話サービ
ス契約約款 

株式会社QTnet 第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

株式会社ジュピターテレ
コム 

卸電話等サービスの提供を受け
るための契約 

卸電話等サービス契約
約款 

  

Coltテクノロジーサービ
ス株式会 

総合デジタル通信サービスに係
わる契約 
ＩＰ電話サービスに係わる契約 

電話等サービス契約約
款 

ZIP Telecom株式会社 第１種IP電話サービス 
第２種IP電話サービス 
 

電話サービス等契約約
款 

株式会社オプテージ IP電話サービス契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 

 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サービ
ス契約約款 

 コミュファ光タイプＪ電話サー
ビス契約 

コミュファ光タイプＪ
電話サービス契約約款 

株式会社エネルギア・コ
ミュニケーションズ 

第１種ＩＰ電話第２類サービス
契約 
第１種ＩＰ電話第４類サービス
契約 
第１種ＩＰ電話第５類サービス
契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

 第１種IP電話第２類サービス契
約 
第１種IP電話第３類サービス契
約 

ビジネスIP電話サービ
ス契約約款 
 

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契約約
款 

 光電話サービス契約 ビジネス光電話サービ
ス契約約款 

株式会社QTnet 第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約
約款 

株式会社ジュピターテレ
コム 

 
 

 
 

J:COM PHONEプラスサービス J:COM PHONEプラス
サービス契約約款 

Coltテクノロジーサービ
ス株式会社 

総合デジタル通信サービスに係
わる契約 
ＩＰ電話サービスに係わる契約 

電話等サービス契約約
款 

ZIP Telecom株式会社 第１種IP電話サービス 
第２種IP電話サービス 
 

電話サービス等契約約
款 

株式会社オプテージ IP電話サービス契約 ＩＰ電話サービス契約
約款 
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 第２種⾳声利⽤IP通信網サービ
ス 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

   

   

   

   

株式会社三通 総合ディジタル通信サービス契
約 

電話サービス契約約款 

アルテリア・ネットワー
クス株式会社 

直加⼊契約 直加⼊契約約款 

   

   

   

   

 
 

  
 

第１種契約 
第２種契約 
第３種契約 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サ
ービス契約約款 

 ｅｏ光電話サービス利⽤契約 ｅｏ光電話サービス利
⽤規約 

 LaLa Call契約 LaLa Call利⽤規約 

 ＩＰ電話契約 ビジネスLaLa Call契
約約款 

 ＩＰ－ＶＰＮ契約 ＩＰ－VPNサービス契
約約款 

株式会社三通 総合ディジタル通信サービス契
約 

電話サービス契約約款 

アルテリア・ネットワー
クス株式会社 

直加⼊契約 直加⼊契約約款 

 光電話ビジネスサービス規約 
 

光電話ビジネスサービ
ス規約 

 UCOM光ビジネスCALL type 
0AB〜Jサービス規約 

 

UCOM 光 ビ ジ ネ ス
CALL type 0AB〜Jサ
ービス規約 

 UCOM光GATE 02 Phoneサー
ビス契約約款 

UCOM 光 GATE 02 
Phoneサービス契約約
款 

 「UCOM光電話」サービス利⽤
規約 

「UCOM光電話」サー
ビス利⽤規約 
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契約の種類 契約約款の名称 

第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１プ
ラン１、タイプ２、タイプ３若しくはタイプ５、カテゴリー
４、カテゴリー６⼜はカテゴリー７に係るものに限ります。） 
第１種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 
第２種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス
契約約款 

 
（2）地域指定特定番号着信機能に通話が可能なもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏電
話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約
約款 

第１種契約、臨時第１種契約、第
２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通
信サービス契約約
款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービス契約約
款 

特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通
信網サービス契約
約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏電
話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約
約款 

第１種契約、臨時第１種契約、第
２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通
信サービス契約約
款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係
るものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービス契約約
款 

契約の種類 契約約款の名称 
 
第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１プ
ラン１、タイプ２、タイプ３若しくはタイプ５、カテゴリー
４、カテゴリー６⼜はカテゴリー７に係るものに限ります。） 
第１種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 
第２種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス
契約約款 

 
（2）地域指定特定番号着信機能に通話が可能なもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏電
話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約
約款 

第１種契約、臨時第１種契約、第
２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通
信サービス契約約
款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係る
ものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービス契約約
款 

特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通
信網サービス契約
約款 

⻄⽇本電信電話株式会社 加⼊電話契約、臨時加⼊電話契
約、着信⽤電話契約、⽀店代⾏電
話契約⼜は接続電話契約 

電話サービス契約
約款 

第１種契約、臨時第１種契約、第
２種契約⼜は臨時第２種契約 

総合ディジタル通
信サービス契約約
款 

⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスに
係る契約（卸電気通信役務に係る
ものを含みます。） 

⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービス契約約
款 
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特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通
信網サービス契約
約款 

株式会社ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ契約 ＦＯＭＡサービス
契約約款 

 Ｘｉ契約 Ｘｉサービス契約
約款 

 第１種契約、第２種契約 ワイドスター通信
サービス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信
サービス契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信
サービス契約約款 

   

   

 ⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサー
ビス契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話
サービス契約約款 
 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電
話サービス契約約
款 

 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光
電話サービス契約
約款 

特定地域向け⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービスに係る契約 

特定地域向けIP通
信網サービス契約
約款 

株式会社ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ契約 ＦＯＭＡサービス
契約約款 

 Ｘｉ契約 Ｘｉサービス契約
約款 

 第１種契約、第２種契約 ワイドスター通信
サービス契約約款 

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵＩ
Ｍサービスに係るものに限りま
す。）⼜はローミング契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信
サービス契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに係
るものに限ります。）⼜はローミ
ング契約 

ａｕ（ＬＴＥ）通信
サービス契約約款 

 ５G契約（５Gデュアルに係るも
のに限ります。）⼜はローミング
契約 

ａｕ（５Ｇ）通信サ
ービス契約約款  
 

 ローミング契約 
 

楽天モバイル向け
ローミングサービ
ス契約約款 

 ⼀般光ダイレクト電話契約 
ａｕオフィスナンバー契約 

光ダイレクトサー
ビス契約約款 

 ホームプラス電話契約 
 

ホームプラス電話
サービス契約約款 
 

 ⼀般ケーブルプラス電話契約 ケーブルプラス電
話サービス契約約
款 

 ⼀般ケーブルプラス光電話契約 
 

ケーブルプラス光
電話サービス契約
約款 
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 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホ
ーム電話サービス
契約約款 
 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス
電話サービス契約
約款 

 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス
契約約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP
電話サービス契約
約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネ
スサービス契約約
款 

 ａｕひかりアクセス契約 
 

ａｕひかりアクセ
スサービス契約約
款 
 

 Cisco Webex Callingサービス
契約 
 

Cisco Webex 
Callingサービス契
約約款 
 

沖縄セルラー電話株式会
社 

ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵ
ＩＭサービスに係るものに限り
ます。）⼜はローミング契約 

ａｕ通信サービス
契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに
係るものに限ります。）⼜はロー
ミング契約 
  

ａｕ（ＬＴＥ）通信
サービス契約約款 

 ケーブルプラスホーム電話契約 
 

ケーブルプラスホ
ーム電話サービス
契約約款 
 

 マンションプラス電話契約 
 

マンションプラス
電話サービス契約
約款 

 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス
契約約款 

 ⼀般イントラネットIP電話契約 イントラネットIP
電話サービス契約
約款 

 ⼀般ａｕひかりビジネス契約 ａｕひかりビジネ
スサービス契約約
款 

 ａｕひかりアクセス契約 
 

ａｕひかりアクセ
スサービス契約約
款 
 

 Cisco Webex Callingサービス契
約 
 

Cisco Webex 
Callingサービス契
約約款 
 

沖縄セルラー電話株式会
社 

ａｕ契約（ａｕデュアル⼜はＵＩ
Ｍサービスに係るものに限りま
す。）⼜はローミング契約 

ａｕ通信サービス
契約約款 

 ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに係
るものに限ります。）⼜はローミ
ング契約 
  

ａｕ（ＬＴＥ）通信
サービス契約約款 
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ソフトバンク株式会社 ３Ｇサービス契約 
 

３Ｇ通信サービス
契約約款 

ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サ
ービス契約約款 

   

   

   

   

 ダイレクト電話サービス 
加⼊電話サービス 
ディジタルダイレクト通信サー
ビス 
ディジタル加⼊通信サービス 

電話サービス等契
約約款 

 第３種ＩＰ電話契約 
第４種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス
契約約款 

 ５G契約（５Gデュアルに係るも
のに限ります。）⼜はローミング
契約 

ａｕ（５Ｇ）通信サ
ービス契約約款  
 
 
 

 ローミング契約 
 

楽天モバイル向け
ローミングサービ
ス契約約款 

ソフトバンク株式会社 ３Ｇ通信サービス契約 
 

３Ｇ通信サービス
契約約款 

ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サ
ービス契約約款 

 ワイモバイル通信サービス契約 
 

ワイモバイル通信
サービス契約約款
（電話サービス編）
（タイプ1・2・3） 

 ワイモバイル通信サービス契約 
 

ワイモバイル通信
サービス契約約款
（PHSサービス編） 

 EMOBILEサービス契約 
 

EMOBILE通信サー
ビ ス 契 約 約 款
（ EMOBILE 4G-S
編） 

 3G・4G（s）サービス契約 
 

3G・4G（s）通信サ
ービス契約約款 

  
加⼊電話契約 
 
ディジタル加⼊通信契約 

電話サービス等契
約約款 

 第３種ＩＰ電話契約 
第４種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス
契約約款 
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第６種ＩＰ電話契約 
第７種ＩＰ電話契約 

   

楽天モバイル株式会社 楽天モバイルサービス契約 楽天モバイル通信
サービス契約約款 

電話サービス等契約 電話等サービス契約
約款 

   

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契
約約款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サ
ービス契約約款 

 光電話プラス契約 光電話プラスサー
ビス契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュフ
ァギガ光電話サー
ビス契約約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュフ
ァ光電話サービス
契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルア
クセスサービス契
約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサ
ービス契約約款  第２種クラウドＰＢＸ契約 

 ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス
契約約款  第１種ＩＰ電話契約 

第６種ＩＰ電話契約 
第７種ＩＰ電話契約 

 無線利⽤型ＩＰ電話契約 無線利⽤型ＩＰ電
話サービス契約約
款 

楽天モバイル株式会社 楽天モバイルサービス契約 楽天モバイル通信
サービス契約約款 

電話サービス等契約 電話等サービス契約
約款 

 プラットフォーム0ABJ サービ
ス契約 

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
0ABJ サービス約款 

中部テレコミュニケーシ
ョン株式会社 

光電話サービス契約 光電話サービス契
約約款 

 光電話集合単体サービス契約 光電話集合単体サ
ービス契約約款 

 光電話プラスサービス契約 光電話プラスサー
ビス契約約款 

 ビジネスコミュファギガ光電話
サービス契約 

ビジネスコミュフ
ァギガ光電話サー
ビス契約約款 

 ビジネスコミュファ光電話契約 ビジネスコミュフ
ァ光電話サービス
契約約款 

 光電話デュアルアクセス契約 光電話デュアルア
クセスサービス契
約約款 

 第１種クラウドＰＢＸ契約 クラウドＰＢＸサ
ービス契約約款  第２種クラウドＰＢＸ契約 

   

 第１種ＩＰ電話契約 ＩＰ電話サービス
契約約款 
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 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  

 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サ
ービス契約約款 

   

株式会社エネルギア・コミ
ュニケーションズ 

第１種第２類サービス契約 
 
第１種第４類サービス契約 

ＩＰ電話サービス
契約約款 

   

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契
約約款 

 ビジネス光電話サービス契約 ビジネス光電話サ
ービス契約約款 

株式会社QTnet 第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス
契約約款 

株式会社ジュピターテレ
コム 

卸電話等サービスの提供を受け
るための契約 

卸電話等サービス
契約約款 

  

 第１種ＩＰセントレックス契約  

 第２種ＩＰセントレックス契約  

 第３種ＩＰセントレックス契約  

 第４種ＩＰセントレックス契約  

 オフィス光電話サービス契約 オフィス光電話サ
ービス契約約款 

 コミュファ光タイプＪ電話サー
ビス契約 

コミュファ光タイ
プＪ電話サービス
契約約款 

株式会社エネルギア・コミ
ュニケーションズ 

第１種ＩＰ電話第２類サービス
契約 
第１種ＩＰ電話第４類サービス
契約 
第１種ＩＰ電話第５類サービス
契約 

ＩＰ電話サービス
契約約款 

 第１種IP電話第２類サービス契
約 
第１種IP電話第３類サービス契
約 

ビジネスIP電話サ
ービス契約約款 
 

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契
約約款 

 光電話サービス契約 ビジネス光電話サ
ービス契約約款 

株式会社QTnet 第２種ＩＰ電話サービス契約 
第３種ＩＰ電話サービス契約 

ＩＰ電話サービス
契約約款 

株式会社ジュピターテレ
コム 

 
 

 

J:COM PHONEプラスサービス J:COM PHONEプラ
スサービス契約約
款 
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株式会社オプテージ IP電話サービス契約 ＩＰ電話サービス
契約約款 

 第２種⾳声利⽤IP通信網サービ
ス 

⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービス契約約
款 

   

楽天モバイル株式会社 電話サービス等契約 電話等サービス契約
約款 

アルテリア・ネットワーク
ス株式会社 

直加⼊契約 直加⼊契約約款 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社オプテージ IP電話サービス契約 ＩＰ電話サービス
契約約款 

  
 
第１種契約 
第２種契約 
第３種契約 

⾳声利⽤ＩＰ通信
網サービス契約約
款 

 ｅｏ光電話サービス利⽤契約 ｅｏ光電話サービ
ス利⽤規約 

楽天モバイル株式会社 電話サービス等契約 電話等サービス契約
約款 

アルテリア・ネットワーク
ス株式会社 

直加⼊契約 直加⼊契約約款 

 光電話ビジネスサービス規約 
 

光電話ビジネスサー
ビス規約 

 UCOM 光 ビ ジ ネ ス CALL type 
0AB〜Jサービス規約 

UCOM 光 ビ ジ ネ ス
CALL type 0AB〜J
サービス規約 

 UCOM光GATE 02 Phoneサービ
ス契約約款 

UCOM 光 GATE 02 
Phoneサービス契約
約款 

 「UCOM光電話」サービス利⽤規
約 

「UCOM光電話」サ
ービス利⽤規約 
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契約の種類 契約約款の名称 

第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１プ
ラン１、タイプ２、タイプ３若しくはタイプ５、カテゴリー
４、カテゴリー６⼜はカテゴリー７に係るものに限ります。） 
第１種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 
第２種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス
契約約款 

10 の６ ＩＰ通信網サービス契約 
(1) 地域指定着信課⾦機能及び地域指定特定番号着信機能に契約が可能なもの 

契約の種類 契約約款の名称 

第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１プ
ラン１、タイプ２、タイプ３若しくはタイプ５、カテゴリー
４、カテゴリー６⼜はカテゴリー７に係るものに限ります。） 
第１種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 
第２種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス
契約約款 

 
(2) 国際地域指定着信課⾦機能に契約が可能なもの 

（略） 
(3) 複数同時接続機能に契約が可能なもの 

（略） 
 

11〜13（略） 
 
料⾦表（略） 
 
 
通話料⾦別表 選択制による通話料⾦の⽉極割引 

１〜48（略） 

契約の種類 契約約款の名称 
 
第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１プ
ラン１、タイプ２、タイプ３若しくはタイプ５、カテゴリー
４、カテゴリー６⼜はカテゴリー７に係るものに限ります。） 
第１種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 
第２種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス
契約約款 

10 の６ ＩＰ通信網サービス契約 
(1) 地域指定着信課⾦機能及び地域指定特定番号着信機能に契約が可能なもの 

契約の種類 契約約款の名称 
 
第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る契約 
（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１プ
ラン１、タイプ２、タイプ３若しくはタイプ５、カテゴリー
４、カテゴリー６⼜はカテゴリー７に係るものに限ります。） 
第１種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 
第２種ドットフォンサービスに係る契約 
（タイプ１に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス
契約約款 

 
(2) 国際地域指定着信課⾦機能に契約が可能なもの 

（略） 
(3) 複数同時接続機能に契約が可能なもの 

   （略） 
 
11〜13（略） 
 
料⾦表（略） 
 
 
通話料⾦別表 選択制による通話料⾦の⽉極割引 

１〜48（略） 
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49 回線群を単位とするナビダイヤル通話の契約者課⾦通話料⾦の⽉極割引 

（ナビダイヤルボリューム割引サービス） 

区  分 内     容 

(1) 定義等 ア 「回線群を単位とするナビダイヤル通話の契約者課⾦通話
料⾦の⽉極割引」とは、割引選択回線群（この⽉極割引を選
択する利⽤回線、当社のＩＰ通信網サービス契約約款に定め
る第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス（電気通信番号規
則第９条第１号に定める電気通信番号を利⽤するものに限り
ます。）若しくは第４種ドットフォン利⽤回線（以下当社のＩ
Ｐ通信網サービス契約約款に定める第３種シェアードＩＰ－
ＰＢＸサービス（電気通信番号規則第９条第１号に定める電
気通信番号を利⽤するものに限ります。）若しくは第４種ドッ
トフォン利⽤回線を「ＩＰ通信網サービス利⽤回線」といい
ます。）により構成される回線群をいいます。以下この表にお
いて同じとします。）に係るナビダイヤル通話に関する料⾦の
うち、料⾦指定機能、迂回時差額負担機能、条件付着信課⾦
機能に関し、その⽀払いを要する者をこれらの機能を利⽤す
る契約回線の契約者としているナビダイヤル通話（以下この
表においてナビダイヤル契約者課⾦通話といいます。）の⽉間
累計額（区域内通話にかかる料⾦を除きます。）について、次
表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

 １割引選択回線群ごとに 
  次の(ア)及び(イ)に定める額を合計して得た額を割引額と

します。 
 

  (ア)（略）  
  (イ)（略）  
    
 イ （略） 

(2)〜(4) （略） 

 
 

50〜95（略） 

第２表〜第６表（略） 
 

49 回線群を単位とするナビダイヤル通話の契約者課⾦通話料⾦の⽉極割 

（ナビダイヤルボリューム割引サービス） 

区  分 内     容 

(1) 定義等 ア 「回線群を単位とするナビダイヤル通話の契約者課⾦通話
料⾦の⽉極割引」とは、割引選択回線群（この⽉極割引を選
択する利⽤回線により構成される回線群をいいます。以下こ
の表において同じとします。）に係るナビダイヤル通話に関す
る料⾦のうち、料⾦指定機能、迂回時差額負担機能、条件付
着信課⾦機能に関し、その⽀払いを要する者をこれらの機能
を利⽤する契約回線の契約者としているナビダイヤル通話
（以下この表においてナビダイヤル契約者課⾦通話といいま
す。）の⽉間累計額（区域内通話にかかる料⾦を除きます。）
について、次表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

 
 
 
 
 
 

 １割引選択回線群ごとに 
  次の(ア)及び(イ)に定める額を合計して得た額を割引額と

します。 
 

  (ア)（略）  
  (イ)（略）  
    
 イ （略） 

(2)〜(4) （略） 

 

50〜95（略） 

第２表〜第６表（略） 
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 附 則（令和２年 12 ⽉ 16 ⽇  ＡＰＳ１サ第 00723779 号） 

（実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和２年 12 ⽉ 25 ⽇から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかった電気通信サービスの料⾦その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が⽣じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、な

お従前のとおりとします。 

 

  


