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IP通信網サービス契約約款 （共通編）【現改⽐較表】 2022年４⽉28⽇現在 
〜2022年４⽉27⽇ 2022年４⽉28⽇〜 

 

 

⽬次 （略） ⽬次 （略） 

第１章〜第14章 （略） 第１章〜第14章 （略） 

別記 （略） 別記 （略） 

附 則（平成23年６⽉16⽇ ＮＯＳ第100186号） 附 則（平成23年６⽉16⽇ ＮＯＳ第100186号） 

１ （略） １ （略） 

２ この改正規定実施の際現に、当社が附則（平成19年10⽉30⽇ ＮＯＳ第700706号）に

規定している経過措置については、この改正規定実施の⽇において次に掲げる通り適⽤し

ます。 

２ この改正規定実施の際現に、当社が附則（平成19年10⽉30⽇ ＮＯＳ第700706号）に規

定している経過措置については、この改正規定実施の⽇において次に掲げる通り適⽤します。 

 (1)〜(2) （略）  (1)〜(2) （略） 

 (3) 第２種契約のタイプ３のコース１に係る区分の追加  (3) 第２種契約のタイプ３のコース１に係る区分の追加 

 細 ⽬ 内 容   細 ⽬ 内 容  

 プラン１－３〜

プラン２－３ 

（略）   プラン１－３〜

プラン２－３ 

（略）  

 削除 削除   プラン４－２ 最⼤100Mbit/sまでの符号伝送が可能なものであって、その光アク

セス回線が別記２の(1)に定める特定協定事業者の契約約款及び料

⾦表に規定するメニュー５－１（100Mb/s品⽬のプラン４のもの

に限ります。）に係るもの。 

 

 削除 削除   プラン５－２ 最⼤100Mbit/sまでの符号伝送が可能なものであって、その光アク

セス回線が別記２の(1)に定める特定協定事業者の契約約款及び料
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⾦表に規定するメニュー５－２に係るもの。 

 (2)〜(4) （略）  (2)〜(4) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ この附則実施の際現に、当社がOCN for とんとんみ〜フレッツプラン会員規約及びOCN 

IPフォン for とんとんみ〜利⽤規約の規定により締結している次の表の左欄の契約は、平

成23年10⽉17⽇より、それぞれ、この附則に定める同表の右欄の契約に移⾏するものとし

ます。 

４ この附則実施の際現に、当社がOCN for とんとんみ〜フレッツプラン会員規約及びOCN 

IPフォン for とんとんみ〜利⽤規約の規定により締結している次の表の左欄の契約は、平成

23年10⽉17⽇より、それぞれ、この附則に定める同表の右欄の契約に移⾏するものとします。 

 OCN for とんとんみ〜 とんとんみ〜

ADSL1.5M〜とんとんみ〜B マンショ

ン 

（略）   OCN for とんとんみ〜 とんとんみ〜

ADSL1.5M〜とんとんみ〜Bマンション 

（略）  

 削除 削除   OCN for とんとんみ〜 とんとんみ〜 

光プレミアムファミリー 

第２種オープンコンピュータ通信網サー

ビスに係る契約 

 第２種契約 

  タイプ３ 

   コース１ 

    プラン４－２ 

 

 削除 削除   OCN for とんとんみ〜 とんとんみ〜 

光プレミアムマンション 

第２種オープンコンピュータ通信網サー

ビスに係る契約 

 第２種契約 

  タイプ３ 

   コース１ 
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    プラン５－２ 

５〜６ （略） ５〜６ （略） 

７ この附則実施の際現に、当社が OCN for ヴィパレット（C）、（L）サービス利

⽤規約および OCN IP フォン for ヴィパレットサービス利⽤規約の規定により締

結している次の表の左欄の契約は、平成 23 年 10 ⽉ 17 ⽇より、それぞれ、この

附則に定める同表の右欄の契約に移⾏するものとします。 

７ この附則実施の際現に、当社がOCN for ヴィパレット（C）、（L）サービス利⽤

規約およびOCN IPフォン for ヴィパレットサービス利⽤規約の規定により締結し

ている次の表の左欄の契約は、平成23年10⽉17⽇より、それぞれ、この附則に定め

る同表の右欄の契約に移⾏するものとします。 

 OCN for ヴィパレット あいぴぃらん

ど（個⼈）〜Ｂフレッツアクセス（マ

ンション／ワイヤレスタイプ） 

（略）   OCN for ヴィパレット あいぴぃらんど

（個⼈）〜Ｂフレッツアクセス（マンシ

ョン／ワイヤレスタイプ） 

（略）  

 削除 削除   OCN for ヴィパレット フレッツ・光プレ

ミアムアクセス（ファミリータイプ） 

第２種オープンコンピュータ通信網サー

ビスに係る契約 

 第２種契約 

  タイプ３ 

   コース１ 

    プラン４－２ 

 

 削除 削除   OCN for ヴィパレット フレッツ・光プレ

ミアムアクセス（マンションタイプ） 

第２種オープンコンピュータ通信網サー

ビスに係る契約 

 第２種契約 

  タイプ３ 

   コース１ 

    プラン５－２ 
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附 則（平成 23 年 10 ⽉ 17 ⽇ ＮＳオ第 100133 号）  

１ （略）  

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している次表の左欄の契約は、この

改正規定実施の⽇において、同表の右欄の契約とみなして取り扱います。 

 

 ア〜イ （略）  

ウ タイプ３に係るもの  

 第２種オープンコンピュータ通信網 

サービスに係る契約 

第２種オープンコンピュータ通信網 

サービスに係る契約 

  第２種オープンコンピュータ通信網 

サービスに係る契約 

第２種オープンコンピュータ通信網 

サービスに係る契約 

 

 タイプ３ 

コース１ 

プラン６ 

タイプ３ 

コース１ 

メニュー２ 

プラン１ 

  タイプ３ 

コース１ 

プラン６ 

（Ｂフレッツ、フレッツ光プレミアム若

しくはフレッツ光ネクストのファミリー

タイプ、OCN for QUOLIA Bフレッツプ

ラン マンションタイプ若しくはOCN for 

QUOLIA フレッツ光プレミアムプラン 

マンションタイプから移⾏したもので第

１種ドットフォン契約がないもの、⼜は

OCN for ヴィパレット マンションセキ

ュアから移⾏したものに限ります。） 

タイプ３ 

コース１ 

メニュー２ 

プラン１ 
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     タイプ３ 

コース１ 

プラン６ 

（OCN for QUOLIA B フレッツプラン 

マンションタイプ⼜は OCN for QUOLIA 

フレッツ光プレミアムプラン マンショ

ンタイプから移⾏したもので第１種ドッ

トフォン契約があるもの） 

タイプ３ 

コース１ 

メニュー１ 

プラン２ 

 

 タイプ３ 

コース１ 

プラン６－２ 

（Ｂフレッツプラン ファミリー100タイプ

及びフレッツ光プレミアム ファミリータイ

プに限ります） 

タイプ３ 

コース１ 

メニュー２ 

プラン１ 

  削除 削除  

 タイプ３ 

コース１ 

プラン６－２ 

（Ｂフレッツプラン マンションタイプ及び

フレッツ光プレミアムプラン マンションタ

イプに限ります） 

タイプ３ 

コース１ 

メニュー１ 

プラン２ 

  削除 削除  

 備考   備考  
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 １〜２ （略）   １〜２ （略）  

 ３ タイプ３のコース１のメニュー１のプラン２について、移⾏前にタイプ３のコー

ス１のプラン６の契約及び旧ＯＣＮ ｆｏｒ ＱＵＯＬＩＡ利⽤規約を締結してい

る者で、「第１種ドットフォン契約」を締結していない場合に限り、定額利⽤料か

ら１契約ごとに 217 円（238.7 円）を減額して適⽤する。 

  ３ タイプ３のコース１のメニュー１のプラン２について、タイプ３のコース１のプ

ラン６（OCN for QUOLIA Bフレッツプラン マンションタイプ⼜はOCN for 

QUOLIA フレッツ光プレミアムプラン マンションタイプから移⾏したものに限

ります。）から移⾏した場合で、第１種ドットフォン契約を締結していないときに限

り、定額利⽤料から１契約ごとに217円（238.7円）を減額して適⽤する。 

 

 ４ タイプ３のコース１のメニュー２のプラン１について、移⾏前に次の表の左欄の

契約を締結している者は、定額利⽤料から１契約ごとに同表の右欄の減額を適⽤す

る。 

  ４ タイプ３のコース１のメニュー２のプラン１について、移⾏前に次の表の左欄の

契約を締結している者は、定額利⽤料から１契約ごとに同表の右欄の減額を適⽤す

る。 

 

  タイプ３ 

コース１ 

プラン１－３ 

780円（858円）     （略） （略）   

  タイプ３ 

コース１ 

プラン４－２ 

880円（968円）     （略） （略）   

  タイプ３ 

コース１ 

プラン６－２ 

599円（658.9円）     削除 削除   

 ５ タイプ３のコース１のメニュー２のプラン１について、移⾏前にタイプ３のコー

ス１のプラン６の契約及び旧ＯＣＮ ｆｏｒ ＭＥＧＡＸ(九州、中九州、南九州)

フレッツプラン会員規約を締結している者で、「第１種ドットフォン契約」を締

  ５ タイプ３のコース１のメニュー２のプラン１について、タイプ３のコース１のプ

ラン６（OCN for MEGAX  フレッツプランB、OCN for QUOLIA  Bフレッツプラ

ン ファミリー100タイプ、OCN for QUOLIA  Bフレッツプラン IP電話セット フ
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結していない場合に限り、定額利⽤料から１契約ごとに880円（968円）を減額し

て適⽤する。 

ァミリー100タイプ、OCN for QUOLIA フレッツ光プレミアムプラン ファミリー

タイプ⼜はOCN for QUOLIA フレッツ光プレミアムプラン IP電話セット ファミ

リータイプから移⾏したものに限ります。）から移⾏した場合は、次に掲げる⾦額を

減額して適⽤する。 

    (1) 第１種ドットフォン契約を締結していない場合 

定額利⽤料から１契約ごとに880円（968円） 

 

    (2) 第１種ドットフォン契約を締結している場合 

定額利⽤料から１契約ごとに599円（658.9円） 

 

    ６ タイプ３のコース１のメニュー２のプラン１について、タイプ３のコース１のプ

ラン６（OCN for QUOLIA Bフレッツプラン マンションタイプ⼜は OCN for 

QUOLIA フレッツ光プレミアムプラン マンションタイプから移⾏したものに限

ります。）から移⾏した場合で、第１種ドットフォン契約を締結しているときに限

り、定額利⽤料から１契約ごとに599円（658.9円）を減額して適⽤する。 

 

    ７ タイプ３のコース１のメニュー２のプラン１について、タイプ３のコース１のプ

ラン６（OCN for ヴィパレット マンションセキュアから移⾏したものに限ります。）

から移⾏した場合に限り、定額利⽤料から１契約ごとに599円（658.9円）を減額し

て適⽤する。 

 

  

 附 則（令和４年４⽉19⽇ ＰＳ事推第00912563号） 

 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和４年４⽉28⽇から実施します。 
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 （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り扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

  


