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Managed SDx利用規約 別冊（ Type-M Wi-Fi ） 【現改比較表】 2020年12月1日現在 
～2020年11月30日 2020年12月1日～ 

 

 

第１条～7条（略） 

（提供するプラン及びタイプの変更） 

第8条 提供するプラン及びタイプの変更については、次の場合に限り行うことができま

す。 

第１条～7条（略） 

（提供するプラン及びタイプの変更） 

第8条 提供するプラン及びタイプの変更については、次の場合に限り行うことができます。 

 (1) ハイエンドプラン、ＬＡＮ給電オプションは、２年タイプから５年タイプへのタイ

プ変更が可能です。タイプ変更後は、変更後のタイプについて、別紙 10 に定める最低利用

期間を適用しますが、その起算月は、２年タイプの利用開始月からとします。 

 (1) ＬＡＮ給電オプションは、２年タイプから５年タイプへのタイプ変更が可能です。タ

イプ変更後は、変更後のタイプについて、別紙10 に定める最低利用期間を適用しますが、その

起算月は、２年タイプの利用開始月からとします。 

第9条～第10条（略） 第9条～第10条（略） 

（料金計算方法等） 

第11条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う別紙 5（料金表）、別紙 6（訪問オプショ

ン料金表）及び別紙9（オプション料金表）に定める料金は料金月（１の暦月の起算日（当社

が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。）に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、

料金月によらず随時に計算します。 

2  

（料金計算方法等） 

第11条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う別紙 5（料金表）、別紙 6（訪問オプション

料金表）及び別紙9（オプション料金表）に定める料金は料金月（１の暦月の起算日（当社が契

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。）に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金

月によらず随時に計算します。 

2 別紙5（料金表）で定めるAP、別紙9（オプション料金表）で定めるオプションにつ

いての解約金は、別紙5、別紙9 に規定する金額とします。 
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3 別紙 5（料金表）に規定する解約金は、ハイエンドプラン、ハイエンド Eｘプラン

の場合、第5条（最低利用期間）で規定する期間に満たない利用期間分の月数に各プラン、タ

イプ、オプションごとに定めた金額を乗じて計算します。ライトプランは利用期間に関わらず

別紙 5 に定める金額とします。 

 

第12条～第19条（略） 

【別紙 1（提供時間）】（略） 

第12条～第19条（略） 

【別紙 1（提供時間）】（略） 
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【別紙 2（提供する機能）】 

別紙 5（料金表）で規定するハイエンドプラン、ハイエンドＥｘプランに提供する機能） 

提供機能 内容 

 

ギガ Wi-Fi（注） 

IEEE802.11ac に対応し、ベーシックプラン及びハイエ

ンドプランは最大速度 1.3Gbps、ハイエンドＥx  プラ

ンは最大 1.7Gbps、ライトプランは最大速度 867Mbs、

の Wi-Fi  

 

モバイル端末同時接続 

1 台の AP で複数のモバイル端末を同時に利用可能

（快適に利用するには、ライトプランは 30 台程度、

ベーシックプラン、ハイエンドプラン及びハイエンド

Ex プランは 30～50 台程度までの接続を推奨） 

 

マルチ SSID 

複数の SSID を設定（ライトプラン及びベーシックプ

ラン：8 個、ハイエンドプラン及びハイエンドＥｘプ

ラン：15 個） 

通信帯域設定 （略） 

来訪者向けWi-Fi インターネッ

ト（注） 

（略） 

Facebook Wi-Fi （略） 

指定 Web サイト表示 （略） 

MAC アドレス認証 （略） 

【別紙 2（提供する機能）】 

別紙 5（料金表）で規定するハイエンド６プラン、ハイエンドプラン、ハイエンドＥｘプラン

に提供する機能） 

提供機能 内容 

 

ギガ Wi-Fi（注） 

IEEE802.11ax（Wi-Fi6）に対応したハイエンド６プラ

ンは最大速度2.4GbpsのWi-Fi。 IEEE802.11ac に対応

したハイエンドプランは最大速度1.3Gbps、ハイエンド

Ｅx プランは最大1.7GbpsのWi-Fi 

 

モバイル端末同時接続 

1 台の AP で複数のモバイル端末を同時に利用可能

（快適に利用するには、ハイエンド６プランは100 台

程度まで、ハイエンドプラン及びハイエンド Ex プラ

ンは 30～50 台程度までの接続を推奨） 

 

マルチ SSID 

複数の SSID を設定（ハイエンド６プラン、ハイエン

ドプラン及びハイエンドＥｘプラン：15 個） 

通信帯域設定 （略） 

来訪者向けWi-Fi インターネッ

ト（注） 

（略） 

Facebook Wi-Fi （略） 

指定 Web サイト表示 （略） 

MAC アドレス認証 （略） 
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接続ユーザー認証 （略） 

お客さまサーバー連携 （略） 

Japan Wi-Fi 連携 （略） 

ブラウザ認証 

（メール・SNS 認証） 

（略） 

無線自動チャネル設定 （略） 

5GHz への優先接続 （略） 

電波のオン・オフ設定 （略） 

レディメイドの AP 設定 （略） 

無線マルチホップ （略） 

電波出力自動調整 （略） 

ダッシュボード 

（利用状況表示画面） 

（略） 

指定アプリケーションブロック （略） 

アプリケーション帯域制御 （略） 

ヘルプデスク代行 （略） 

接続ユーザー認証 （略） 

お客さまサーバー連携 （略） 

Japan Wi-Fi 連携 （略） 

ブラウザ認証 

（メール・SNS 認証） 

（略） 

無線自動チャネル設定 （略） 

5GHz への優先接続 （略） 

電波のオン・オフ設定 （略） 

レディメイドの AP 設定 （略） 

無線マルチホップ （略） 

電波出力自動調整 （略） 

ダッシュボード 

（利用状況表示画面） 

（略） 

指定アプリケーションブロック （略） 

アプリケーション帯域制御 （略） 

ヘルプデスク代行 （略） 
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トラブルサポート （略） 

（注）ハイエンドプランは、屋内のみでご利用ください。屋外で利用する場合、電波法

に抵触する可能性があります。 

（注）契約者は、ハイエンドＥｘプランの提供を受けるためには、LAN 給電が可能な装

置を準備いただく必要があります。 

（注）契約者が、公衆無線 LAN サービスの AP として本サービスを利用する場合は、

公衆無線 LAN サービスに関するガイドライン（総務省や無線 LAN ビジネス

推進連絡会等により策定）に従ってください。 

（注）Japan Connected-free Wi-Fi を利用するには、NTT ブロードバンドプラット

フォームが提供するアプリケーションが必要です。 

 

別紙 9（オプション料金表）で規定するＬＡＮ給電オプションに提供する機能（略） 

別紙 9（オプション料金表）で規定する訪問修理オプションに提供する機能（略） 

トラブルサポート （略） 

（注）ハイエンド６プラン、ハイエンドプランは、屋内のみでご利用ください。屋外で利

用する場合、電波法に抵触する可能性があります。 

（注）契約者は、ハイエンドＥｘプランの提供を受けるためには、LAN 給電が可能な装

置を準備いただく必要があります。 

（注）契約者が、公衆無線 LAN サービスの AP として本サービスを利用する場合は、

公衆無線 LAN サービスに関するガイドライン（総務省や無線 LAN ビジネス推

進連絡会等により策定）に従ってください。 

（注）Japan Connected-free Wi-Fi を利用するには、NTT ブロードバンドプラット

フォームが提供するアプリケーションが必要です。 

 

別紙 9（オプション料金表）で規定するＬＡＮ給電オプションに提供する機能（略） 

別紙 9（オプション料金表）で規定する訪問修理オプションに提供する機能（略） 

【別紙 3（モバイル端末のサポート範囲）】（略） 

【別紙 4（訪問オプションのメニュー）】（略） 

【別紙 3（モバイル端末のサポート範囲）】（略） 

【別紙 4（訪問オプションのメニュー）】（略） 
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【別紙 5（料金表）】 

プラン ハイエンドプラン 

タイプ ２年タイプ ５年タイプ 

初期費用 ０円 

月額利用料 4,480 円/台 

（税込価格 

4,928 円/台） 

3,300 円/台 

（税込価格 

3,630 円/台） 

解約金 第 5 条（最低利用期間）で規定

する最低利用期間内に解約があ

った場合は、最低利用期間（24 

か月）に満たない月数に月額利用

料を乗じた額を、一括で支払って

いただき 

ます。 

第 5 条（最低利用期間）で規定

する最低利用期間内に解約があ

った場合は、最低利用期間（60 

か月）に満たない月数に 1,800 

円（税込価格 1,980 円）を乗じた

額を、一 

括で支払っていただきます。 

（注）解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。 

（注）１日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。 

（附則に記載の 0 円の期間が１か月にわたり適用される等支払いを行わない月

は、利用期間としてみなしません。） 

（注）２年タイプから５年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、２年タ

イプの利用開始日から 60 か月となります。 

（注）解約金は消費税の課税対象です。 

（注）ハイエンドプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エン

【別紙 5（料金表）】 

プラン ハイエンド６プラン 

初期費用 ０円 

月額利用料 3,800円/台 

（税込価格 4,180 円/台） 

解約金 第 5 条（最低利用期間）で規定する最低利用期間内に解約があった

場合は、利用期間に関わらず一律12,000円（税込価格13,200円）を、

一括で支払っていただきます。 

（注）解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。 

（注）１日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。 

（注）解約金は消費税の課税対象です。 

（注）ハイエンドプラン６プランをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定して

いる「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。 

プラン ハイエンドプラン 

初期費用 ０円 

月額利用料 3,300 円/台 

（税込価格 3,630 円/台） 
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ドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。 

プラン ハイエンドExプラン 

タイプ ２年タイプ ５年タイプ 

初期費用 ０円 

月額利用料 （略） （略） 

解約金 （略） （略） 

（注）契約者は、ハイエンドＥｘプランの提供を受けるためには、LAN 給電が可能な

装置を準備いただく必要があります。 

（注）解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。 

（注）１日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。 

（注）解約金は消費税の課税対象です。 

（注）ハイエンドＥｘプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している

「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。 

 

 

 

 

 

解約金 第 5 条（最低利用期間）で規定する最低利用期間内に解約があった

場合は、利用期間に関わらず一律12,000円（税込価格13,200円）を、

一括で支払っていただきます。 

（注）解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。 

（注）１日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。 

（注）解約金は消費税の課税対象です。 

（注）ハイエンドプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エン

ドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。 

プラン ハイエンドExプラン 

タイプ ２年タイプ ５年タイプ 

初期費用 ０円 

月額利用料 （略） （略） 

解約金 （略） （略） 

（注）契約者は、ハイエンドＥｘプランの提供を受けるためには、LAN 給電が可能な装

置を準備いただく必要があります。 

（注）解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。 

（注）１日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。 
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（注）解約金は消費税の課税対象です。 

（注）ハイエンドＥｘプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している

「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。 

【別紙 6（訪問オプション料金表）】～【別紙 8（当社が別に定めることとする事項）】

(略) 

【別紙 6（訪問オプション料金表）】～【別紙 8（当社が別に定めることとする事項）】

(略) 
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【別紙 9（オプション料金表）】 

 ＬＡＮ給電オプション 

ハイエンドプランまたはハイエンドＥｘプランの契約者につい

て、LAN 給電装置を提供し、別紙 2（提供する機能）に定め

る機能を提供するオプション 

タイプ ２年タイプ ５年タイプ 

初期費用 0 円 

月額利用料 800 円/台 

（税込価格 880 

円/台） 

400 円/台 

（税込価格 440 円/

台） 

最低利用期間・解約金 第 7 条（最低利用期間）で規定

する最低利用期間内に解約が

あった場合は、最低利用期間

（24 か月） に満たない月数に

月額利用料を乗じた額を、一括

で支払っていただきます。 

第 7 条（最低利用期間）で規定

する最低利用期間内に解約が

あった場合は、最低利用期間

（60 か月） に満たない月数に 

384 円(税込価格422円)を乗

じた額を、一括で支払っていた

だきます。 

（注） 解約金は１の装置ごとにお支払いいただくものです。 

（注） ２年タイプから５年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、２年タ

イプの利用開始日から 60 か月となります。なお５年タイプから２年タイプへのタイ

プ変更は行なえません。 

（注） 解約金は消費税の課税対象です。 

【別紙 9（オプション料金表）】 

 ＬＡＮ給電オプション 

ハイエンド６プラン、ハイエンドプランまたはハイエンドＥｘ

プランの契約者について、LAN 給電装置を提供し、別紙 2

（提供する機能）に定める機能を提供するオプション 

タイプ ２年タイプ ５年タイプ 

初期費用 0 円 

月額利用料 800 円/台 

（税込価格 880 

円/台） 

400 円/台 

（税込価格 440 円/

台） 

最低利用期間・解約金 第 7 条（最低利用期間）で規定

する最低利用期間内に解約が

あった場合は、最低利用期間

（24 か月） に満たない月数に

月額利用料を乗じた額を、一括

で支払っていただきます。 

第 7 条（最低利用期間）で規定

する最低利用期間内に解約が

あった場合は、最低利用期間

（60 か月） に満たない月数に 

384 円(税込価格422円)を乗

じた額を、一括で支払っていた

だきます。 

（注） 解約金は１の装置ごとにお支払いいただくものです。 

（注） ２年タイプから５年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、２年タ

イプの利用開始日から 60 か月となります。なお５年タイプから２年タイプへのタイプ

変更は行なえません。 

（注） 解約金は消費税の課税対象です。 
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（注） １日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。 

 

（注）１のインターネット接続回線に複数の AP を契約している場合は、契約する全て

の AP に訪問修理オプションの契約が必要です。 

 

 訪問修理オプション 

ハイエンドプランの契約者について、24 時間のサポートセン

タ受付、24 時間の訪問による故障対応を提供し別紙 2（提供

する機能）に定める機能を提供するオプション 

初期費用 0 円 

月額利用料 500 円/AP 

（税込価格 550 円/AP） 

最低利用期間・解約金 なし 

（注） １日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。 

 

（注）１のインターネット接続回線に複数の AP を契約している場合は、契約する全ての 

AP に訪問修理オプションの契約が必要です。 

 

 訪問修理オプション 

ハイエンド６プラン、ハイエンドプランの契約者について、

24 時間のサポートセンタ受付、24 時間の訪問による故障対

応を提供し別紙 2（提供する機能）に定める機能を提供するオ

プション 

初期費用 0 円 

月額利用料 500 円/AP 

（税込価格 550 円/AP） 

最低利用期間・解約金 なし 
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【別紙 10（最低利用期間）】 

ハイエンドプラン ２年タイプ 1 の AP ごとに 24 か月 

ハイエンドプラン ５年タイプ 1 の AP ごとに 60 か月 

ハイエンドＥｘプラン ２年タイプ 1 の AP ごとに 24 か月 

ハイエンドＥｘプラン ５年タイプ 1 の AP ごとに 60 か月 

ＬＡＮ給電オプション ２年タイプ 1 の装置ごとに 24 か月 

ＬＡＮ給電オプション ５年タイプ 1 の装置ごとに 60 か月 
 

【別紙 10（最低利用期間）】 

ハイエンド６プラン 
1 の AP ごとに 24 か月 

ハイエンドプラン 

ハイエンドＥｘプラン ２年タイプ 1 の AP ごとに 24 か月 

ハイエンドＥｘプラン ５年タイプ 1 の AP ごとに 60 か月 

ＬＡＮ給電オプション ２年タイプ 1 の装置ごとに 24 か月 

ＬＡＮ給電オプション ５年タイプ 1 の装置ごとに 60 か月 
 

 


