利用料割引等に関する規約
第 1 条（規約の適用）
株式会社ジェイコムさいたま（以下「当社」といいます。）は、この J:COM 利用料割引等に関する規
約（以下｢本規約｣といいます。
）に基づき、当社が別に定める各種サービスの契約約款および利用規
約（以下「各種サービス約款等」といいます。
）に定める各種サービス（以下「各種サービス」とい
います。
）の月額利用料（以下「利用料」といいます。）の割引（以下「利用料割引特典」といいま
す。
）および、商品券もしくは郵便為替によるキャッシュバック等の特典（以下「その他特典」とい
います。
）
（利用料割引特典とその他特典を総称し「本特典」といいます。
）を適用します。
2 本規約に記載が無い事項に関しては、各種サービス約款等が優先して適用されます。
3 当社は、いかなる場合においても、本規約の施行開始日よりも前に承諾し、既に提供を開始してい
る対象サービスについて、本特典の適用は行いません。
第 2 条（規約の変更）
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、利用料割引特典の適用期間、利用料割引特
典もしくはその他特典の金額、その他特典の内容、対象サービス等の適用条件、その他本規約に定
める各事項については変更後の内容によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条（契約の期間について）
本特典の適用条件に対象サービスの最低利用期間または契約期間の定めがあるものについては、利
用料割引特典およびその他特典の最低利用期間または契約期間の定めの通りとし、特に定めの無い
ものは、各種サービス約款等に定める最低利用期間または契約期間を適用します。
第 4 条（申込の承諾）
当社は、本特典の申込があったときは、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、本規約または配布物等に記載されている提供条件を満たさない
場合、申込を承諾しません。ただし、当社が提供する各種サービスの利用料割引特典およびその他
特典の適用条件は、対象サービス毎に異なります。
3 各種サービス約款等または本規約に定める提供条件に合致しない場合、当社は本特典の適用を行い
ません。
4 本特典は、適用よりも前に、加入申込者が当社が別に定めるサービスの当社からの契約の解除を受
けていないことが条件となります。
第 5 条（個人情報の取り扱い）
当社は、本特典の提供に際し、取得する個人情報は、次に掲げる目的のために利用します。
（1）本人確認のため。
（2）第 8 条および第 9 条に定める本特典の提供条件となる当社のサービスを提供するため。
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2 当社は、お預かりした個人情報をご本人様からの事前の同意、承諾を得ない限り、第三者に提供す
ることはございません。ただし、次に掲げる場合にあっては、当社が個人情報を提供することがあ
ります。
（1） 法令に基づく場合。
（2） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること
が困難であるとき。
（3） 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人
の同意を得ることが困難であるとき。
（4） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ
とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に
支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 当社は、業務上必要な範囲において個人情報の全部または一部を業務委託先に委託することができ
るものとします。この場合においても、本特典のために取得した個人情報は、本特典終了後、直ち
に廃棄します。
4 当社は、本特典の提供に当たって、本契約者から取得した個人情報については、当社のインタ
ーネット接続サービス放送サービスまたは電話サービスの加入申込書における＜個人情報の取り
扱いについて＞の同意事項を本特典の提供においても有効とします。
5 本特典の提供における個人情報の取り扱いは、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に
基づき取り扱うものとします。
第 6 条（利用料割引特典およびその他特典の適用終了）
当社は、
契約者が予め定められた本特典の適用期間を満了したときに、本特典の適用を終了します。
2 前項の場合において、本特典の適用終了に関して、当社は特別に契約者に対して事前の告知は行い
ません。
3 本特典の期間を満了する前に、当社が本特典の適用を終了する場合には、当社は事前に告知を行い
ます。
4 本特典の適用期間が満了したときには、特に本特典毎の定めが無い限り、各種サービス約款等およ
び本規約に定める対象サービスが継続利用されるものとして、
当社は対象サービスの各種サービス
約款等に規定された月額利用料を請求します。
5 当社は、契約者がサービスの解約、転居等により利用料割引特典およびその他特典の適用条件を満
たさなくなった場合、利用料割引特典およびその他特典の適用を終了します。この場合、当社から
利用料割引特典およびその他特典の適用が終了する事について告知は行いません。
第 7 条（利用料割引特典およびその他特典の変更・中止・中断）
当社は、当社の都合により利用料割引特典およびその他特典の適用について変更、中止または中断
をすることがあります。
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第 8 条（各利用料割引特典の提供条件）
1 基本工事費 0 円
(1)別表 1 に定める対象サービスの提供が開始された場合、各種サービス約款等の定めにかかわらず、
基本工事に係る費用を無料とします。
2 J:COM スタート割
(1)別表 2-1 に定める対象サービスの提供が開始された場合、J:COM TV サービス加入契約約款およ
びインターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された
日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、別表 2-1 に定める期間、放送サービスまたはインタ
ーネット接続サービスの月額利用料から 952 円（税込 1,028 円）※を減額します。※建物形態が
戸建ての場合かつ光 1G コース on au ひかり、1G コースの場合は、上記の割引に追加して 500
円（税込 540 円）を 24 ヶ月間減額します。
(2)当社は、
前号について、
以下条件の全てを満たす加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。
・他社が提供する固定系インターネット接続サービス、について、本規約の申込の時点でその
提供を受けているか、または申込済みであること
・本規約の申込の時点で、当社が提供する対象サービスの提供を受けていないこと
・本特典の申込みの時点で、過去 6 ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COM TV、J:COM NET
および J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。
3 J:COM 引越し割
(1)別表 2-2 に定める対象サービスの提供が開始された場合、J:COM TV サービス加入契約約款およ
びインターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された
日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、別表 2-2 に定める期間、放送サービスまたはインタ
ーネット接続サービスの月額利用料から 952 円（税込 1,028 円）を減額します。
(2)当社は、
前号について、
以下条件の全てを満たす加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。
・本規約の申込の時点で、加入申込者が当社または別に定める特定事業者が提供する J:COM TV、
J:COM NET、J:COM PHONE のうちいずれかのサービスの提供を受けていること
・本規約の申込の時点で、当社が提供する対象サービスの提供を受けていないこと
(3)前号までの規定にかかわらず、J:COM スタート割の適用条件に合う場合には、J:COM スタート割
が適用となり、J:COM 引越し早割は適用できません。
4 J:COM タブレット端末代割引
(1)株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定する分類のタブレットを新規に購
入し、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定するサービスに加入し、かつ、別表 4-1 に定める対
象サービスの提供を開始された場合、または株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款
に規定する分類のタブレットを新規に購入し、かつ、別表 4-2 に定める対象サービスの提供を開始さ
れた場合、当社が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款およびインターネット接続サービス契約
約款の定めにかかわらず、次号の対象条件を満たした日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、36
ヶ月間、放送サービスまたはインターネット接続サービスの月額利用料から以下金額を減額します。
分類 a：750 円（税込 810 円）
分類 b：900 円（税込 972 円）＊ただし当社が指定する STB（4KJB）を利用する場合に限る
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(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する暦月の翌月末日までにタブレット端末を既に
受け取っている加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。
5 LTE 通信利用料割引（新規申込受付終了）
(1)本規約の制定日以降に申込があり、当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定
するシングルタイプでかつ、
基本データ容量が 1GB のコースへの新規加入および別表 5 に規定す
る対象サービスの提供を開始した場合、当社が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款の定
めにかかわらず、次号の対象条件を満たした日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、24 ヶ
月間、放送サービスの月額利用料から 180 円（税込 194 円）を減額します。
(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する歴月の翌月末日までにタブレット端末を既に
受け取っている加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。
6．J:COM MOBILE 端末代割引（新規申込受付終了）
(1)当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する第 1 種または第 2 種定期契約（た
だし、デュアルタイプに限る）に、株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規
定するスマホを分割払いで新規に購入すると同時に、
新規加入および別表 6 に規定する対象サー
ビスの提供を開始した場合、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、次号の対
象条件を満たした日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、24 ヶ月間、J:COM MOBILE サービ
スの月額利用料から下表の金額を減額します。
販売契約約款に定める分類

1 ヶ月の減額

①

500 円（税込 540 円）

②、③

1,375 円（税込 1,485 円）

④

1,000 円（税込 1,080 円）

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する暦月の翌月末日までに携帯電話番号ポータビ
リティによる切り替えが完了している（携帯電話番号ポータビリティによる切り替えを行わない
場合は、端末到着を条件とする）加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。
7．J:COM NET ウェルカムバック割
(1)当社のインターネット接続サービスの契約を解除し他社のインターネット接続サービスの提供
を受けている加入申込者、
または当社インターネット接続サービスの契約を解除しようとする契
約者で、他社のインターネット接続サービスの提供を受けようとする契約者が、別表 7 に定める
対象サービスの提供を開始した場合に限り、インターネット接続サービス契約約款の定めにかか
わらず、対象サービスの提供が開始された日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、インター
ネット接続サービスの月額利用料から別表 7 に定める月額利用料を 24 ヶ月間減額します。
(2)当社は、前号の規定にかかわらず、その加入申込者について、本割引の減額適用を受けたことが
ある場合はこの限りでありません。
8．au 紹介取次による基本工事費無料
(1)KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の店舗等において、当社のサービスの紹介を受
け（以下、
「au 紹介取次」といいます）当社に、放送サービスまたは、インターネット接続サー
ビス、J:COM PHONE プラスサービスのいずれかのサービスの提供を開始した場合、各種サービス
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約款等の定めにかかわらず、基本工事費を無料とします。なお、適用は放送サービスについては
STB1 台、インターネット接続サービスは 1 回線、J:COM PHONE プラスサービスは 1 回線の基本工
事費に限ります。
(2)当社は、au 紹介取次による基本工事費無料の申込があったときは、受け付けた順序に従って承
諾します。
9．防災情報サービス・緊急地震速報サービス１年間無料
当社が別に定める J:COM 緊急地震速報サービス利用規約に規定する J:COM 防災情報サービスに
新規でご加入された場合に限り、J:COM 緊急地震速報サービス利用規約の定めにかかわらず、
J:COM 防災情報サービスの基本工事に係る費用ならびに、工事完了月を含む月額利用料を 12 ヶ
月間無料とします。なお、適用は 1 台に限ります。
10 J:COM MOBILE スタート割
(1)株式会社ジュピターテレコムが定める販売契約約款に規定するスマホを分割払いで新規に購入
すると同時に、当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a） 契約約款に規定する第 1 種定期契
約（ただし、デュアルタイプかつ基本データ容量が 3GB、5GB、7GB または 10GB のものに限りま
す。
）を新規に契約した場合に、J:COM MOBILE（プラン a） 契約約款の定めに関わらず、12 ヶ
月間、その月額利用料から下表の金額を減額します。
販売契約約款に定める分類

1 ヶ月の減額

①②③④⑤※

1,000 円（税込 1,080 円）

※基本データ容量 5GB プラン以上の場合は、24 ヶ月間割引とします。
（2）前号に定める割引は、本特典対象である J:COM MOBILE（プラン a）のサービスの開始の日が本
規約の申込の日の属する歴月の翌月末までである場合に、サービスの開始の日の属する歴月の翌
月から利用割引特典を開始します。
11 .電力セット割
別表 12 に定める対象サービスの提供が開始された場合、対象サービスの提供が開始された日の属
する暦月の翌月を 1 として起算し、同表に定める期間、J:COM TV サービス加入契約約款の定めに
かかわらず同月額利用料から同表に定める金額を減額します。
12 .録画機能付き STB 3 ヶ月無料（新規申込受付終了）
J:COM TV サービス加入契約約款に定める録画機能付き STB（タイプⅢ）もしくは高機能型 STB（た
だし、タイプⅤまたは、タイプⅥに限ります。以下同じとします。）を設置された場合、J:COM TV
サービス加入契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された日の属する暦月を
1 として起算して、高機能型 STB の月額利用料から 800 円（税込 864 円）を 3 ヶ月間減額します。
13 .U26 割（新社会人応援）
(1)当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV スタン
ダードプラス（ただし、高機能型 STB（タイプⅤ）を利用する場合に限ります。）および J:COM NET
320M コース（ただし、J:COM ホーム Wi-Fi サービス対応型を利用する場合に限ります。
）の加入申
込みをした時点で、加入申込者の年齢が満 15 歳以上 26 歳以下である場合に限り、以下の料金を
適用します。
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コース名

サービス名

48 ヶ月目までの

24 ヶ月目まで

月額利用料

の契約解除料
金

TV コース

J:COM TV スタンダ

3,600 円（税込

8,500 円（税込

ード＋高機能型

3,888 円）

9,180 円）

STB（タイプⅤ）
J:COM TV スタンダ

4,600 円（税込

ードプラス＋高機

4,968 円）

能型 STB（タイプ
Ⅴ）
NET コース

J:COM NET320M コ

3,680 円（税込

8,500 円（税込

ース＋J:COM ホー

3,974 円）

9,180 円）

J:COM TV スタンダ

6,480 円（税込

12,000 円（税込

ード＋高機能型

6,998 円）

12,960 円）

ム Wi-Fi サービス
対応型
TV+NET コース

STB（タイプⅤ）＋
J:COM NET320M コ
ース＋J:COM ホー
ム Wi-Fi サービス
対応型
J:COM TV スタンダ

7,480 円（税込

ードプラス＋高機

8,078 円）

能型 STB（タイプ
Ⅴ）＋J:COM
NET320M コース＋
J:COM ホーム Wi-Fi
サービス対応型
（2）当社は、前号を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。
（3）
第 1 号に定める各コースは、
サービスの開始に係る工事月を含む 24 ヶ月の間に解約する場合には、
契約解除料を支払って頂きます。また、各コースの月額利用料が適用される期間は、サービスの開
始に係る工事月を含む 48 ヶ月です。49 ヶ月以降契約が継続される場合は、当社が別に定める約款
の金額を支払って頂きます。
(4) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。
(5) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定
スタート割/J:COM 学割 /NET 乗換キャッシュバックとの併用ができません。
14 .In My Room セレクト限定 Wi-Fi１年間無料
定期契約の J:COM In My Room TV セレクトの 320M コース、120M コースに契約および J:COM ホー
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ム Wi-Fi に加入いただいた場合、対象サービスの提供が開始された日の属する暦月を１として起
算して 12 ヶ月間、当該月額利用料から 500 円（税込 540 円）減額します。
15 J:COM MOBILE 新端末代割引
15-1.新規購入時に係る割引
(1)当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（ただ
し、シングルタイプを除きます。
）に、株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規
定するスマホを分割払いで新規に購入すると同時に、新規加入および別表 6 に規定する対象サービ
スの提供を開始した場合、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、次号の対象条
件を満たした日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、24 回払いの場合は 24 ヶ月間、48 回払い
の場合は 48 ヶ月間、J:COM MOBILE サービスの月額利用料から下表の金額を減額します。
販売契約約款に定める分類

1 ヶ月の減額

① 、⑦、⑧

250 円（税込 270 円）

②、③

675 円（税込 729 円）

⑤

500 円（税込 540 円）

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する暦月の翌月末日までに携帯電話番号ポータ
ビリティによる切り替えが完了している（携帯電話番号ポータビリティによる切り替えを行わない
場合は、端末到着を条件とする）加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。
(3)株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の全部
が消滅した場合、本利用料割引特典の適用は終了します。
15-2.機種変更時に係る割引
(1) 当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（た
だし、シングルタイプを除きます。
）および別表 6 に規定する対象サービスの提供を現に受けてお
り、かつ株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定する下表の割引対象端末
（J:COM MOBILE サービスの契約者回線に接続予定の端末に限ります。
）を分割払いで機種変更する
契約者に対し、当社は J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、下表の割引対象端
末が到着した日、もしくは当社の責に帰さない事由により、申込者が到着予定日を過ぎても受領で
きなかった場合、受領予定日を含み 7 日が経過する日の属する暦月の翌月を 1 として起算して 24
回払いの場合は 24 ヶ月間、48 回払いの場合は 48 ヶ月間、J:COM MOBILE サービスの月額利用料か
ら下表の金額を減額します。
販売契約約款に定める分類

1 ヶ月の減額

①

250 円（税込 270 円）

②、③

675 円（税込 729 円）

④

250 円（税込 270 円）

(2)当社は、以下条件の全てを満たす申込者に限り、前項に定める利用料割引特典を適用します。
・株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款（以下「販売契約約款」といいます。
）
に規定するスマホに係る賦払金について、24 ヶ月までの支払いが確認できること。
・販売契約約款に規定するスマホを分割払いで新たに購入すること。
(3)株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の全
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部が消滅した場合、本利用料割引特典の適用は終了します。
16. WEB 限定 スタート割
(1)当社のホームページ経由で申込みを行い、別表 13 に定める対象サービスの提供が開始された場合、
J:COM TV サービス加入契約約款またはインターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、
対象サービスの提供が開始された日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、同表に定める期間、
同サービスの月額利用料から 同表に定める金額を減額します。
(2)当社は、前号について、本規約の申込の時点で当社が提供する対象サービスの提供を受けていない
申込者に限り本利用料割引特典を適用します。
(3)本利用料割引特典を適用する場合は、J:COM スタート割を重複して適用しません。
(4)申込みされた日の属する暦月の翌月を 1 として起算して 5 ヵ月後末日までに対象サービスの提供が
開始されていることが適用条件となります。
17.J:COM TV My style アップグレード割引
J:COM TV My style にご加入していた加入者が継続して別表 14 に定める対象サービスに変更しそ
のサービス提供が開始された場合、J:COM TV サービス加入契約約款およびインターネット接続サー
ビス契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された日の属する暦月を 1 として起
算し、放送サービスの月額利用料から別表 14 に定める月額利用料を 24 ヶ月間減額します。この場
合、従前のサービスに再度変更することはできません。
18 J:COM 学割
（1）当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV スタ
ンダードプラス（ただし、高機能型 STB（タイプⅤ）を利用する場合に限ります。
）および J:COM
NET 320M コース（ただし、J:COM ホーム Wi-Fi サービス対応型を利用する場合に限ります。）
（2）申し込み時点で、大学・専門学生（入学予定者含む）で次年度に満 18 歳以上になっている方
が対象となり契約名義は学生本人となります。
コース名

サービス名

48 ヶ月目までの月額利
用料

TV コース

J:COM TV スタンダー

3,300 円
（税込 3,564 円）

24 ヶ月目までの契約解
除料金
8,500 円
（税込 9,180 円）

ド＋高機能型 STB（タイ
プⅤ）
J:COM TV スタンダー

4,300 円
（税込 4,644 円）

ドプラス＋高機能型
STB（タイプⅤ）
NET コース

J:COM NET320M コース

3,300 円
（税込 3,564 円）

8,500 円
（税込 9,180 円）

5,980 円
（税込 6,458 円）

12,000 円（税込 12,960

＋J:COM ホーム Wi-Fi サ
ービス対応型
TV+NET コース

J:COM TV スタンダー
ド＋高機能型 STB（タイ

円）

プⅤ）＋J:COM NET320M
コース＋J:COM ホーム
Wi-Fi サービス対応型
J:COM TV スタンダー

6,980 円
（税込 7,538 円）

ドプラス＋高機能型
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STB（タイプⅤ）＋J:COM
NET320M コース＋J:COM
ホーム Wi-Fi サービス
対応型
（2）当社は、前号を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。
（3）第 1 号に定める各コースは、サービスの開始に係る工事月を含む 24 ヶ月の間に解約する場合
には、契約解除料を支払って頂きます。また、各コースの月額利用料が適用される期間は、サ
ービスの開始に係る工事月を含む 48 ヶ月です。49 ヶ月以降契約が継続される場合は、当社が別
に定める約款の金額を支払って頂きます。
(4) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。
(5) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定 スター
ト割/新社会人応援 U26 割/NET 乗換キャッシュバックとの併用ができません。
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4K J:COM Box <HDD 内蔵モデル>STB 3 ヶ月割引
J:COM TV サービス加入契約約款に定める高機能型 STB（ただし、料金表Ⅱの定期契約で、タイプ
Ⅶに限ります。以下同じとします。
）を設置された場合、J:COM TV サービス加入契約約款の定め
にかかわらず、対象サービスの提供が開始された日の属する暦月を 1 として起算して、高機能型
STB の月額利用料から 800 円（税込 864 円）を 3 ヶ月間減額します。

第 9 条（各その他特典の適用について）
1．NET 乗換キャッシュバック
(1)別表 8 に規定する対象サービスの提供を開始した場合、次号の対象条件を満たした日の属する暦
月の翌々月下旬に、別表 8 に定める特典を適用します。なお、特典は商品券となります。
(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。
・別表 8 に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する歴月の翌月末日までに開始さ
れていること
・別表 8 に定める対象サービスの開始された日の属する歴月の月末までに、他社のインターネッ
ト接続サービスを利用していた証明となる書類（申込書、請求書またはその写し等）を当社提出
すること
・本特典の申込みの時点で、過去 6 ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COM TV、J:COM NET
および J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。
2．J:COM MOBILE キャッシュバック
(1)J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に定める第 1 種定期契約（ただし、デュアルタイプ限ります。）
に新規に加入した場合、特典を適用します。
特典）
基本データ容量が 3GB コース ：
上記以外のコース

5,000 円分の商品券

： 10,000 円分の商品券

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する暦月の翌月末日までに携帯電話番号ポータビリ
ティによる切り替えが完了している加入申込者に限りその他特典を適用します。
(3)KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社が提供する au スマートフォンを利用中でかつ当
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社サービスに切り替えの場合、および au スマートバリューまたは au スマートバリューmine をご契
約中の加入申込者は、前号の条件を満たす場合でも対象外となります。
3．削除
4. かけ放題パック新規加入時登録手数料無料
J:COM PHONE プラスサービスの新規申込みと同時に本パックを申し込まれかつ同時にサービスを
開始した場合は、同パックの登録手数料について、同約款の規定にかかわらず、その支払を要し
ません。
別表
別表 1（基本工事費 0 円 対象サービス） ※電力セットも対象となります
スマートお得プラン PHONE コース
スマートお得プラン EX PHONE コース
スマートお得プラン メガパックコース
スマートお得プラン EX メガパックコース
スマートお得セレクト
スマートお得セレクト EX
お得プラン
お得プランミニ
お得セレクト
NET パック<PHONE>
NET パック<メガパック>
J:COM NET 特別コース
In My Room スマートお得プラン PHONE コース
In My Room スマートお得プラン EX

PHONE コース

In My Room スマートお得プラン メガパックコース
In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース
In My Room スマートお得プランミニ EX
スマートお得プランミニ EX
In My Room お得プラン
In My Room お得プランミニ
In My Room NET パック<PHONE>
In My Room NET パック<メガパック>
In My Room NET パック EX
NET パック EX
In My Room TV セレクト
お得オンデマンド
スマートお得オンデマンド
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別表 2-1（J:COM スタート割 対象サービスおよび割引期間） ※電力セットも対象となります
対象サービス

割引期間

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、320M コース）

12 ヶ月

スマートお得プラン PHONE コース（12M コース）

6 ヶ月

スマートお得プラン EX PHONE コース

12 ヶ月

スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on au ひかり、320M コース）

12 ヶ月

スマートお得プラン メガパックコース（12M コース）

6 ヶ月

スマートお得プラン EX メガパックコース

12 ヶ月

スマートお得プランミニ※2

12 ヶ月

スマートお得セレクト（光 1G コース on au ひかり、320M コース）

12 ヶ月

スマートお得セレクト（120M コース）

6 ヶ月

スマートお得セレクト EX

12 ヶ月

スマートお得セレクト PHONE コース※3

12 ヶ月

お得プラン（320M コース）

12 ヶ月

お得プラン（12M コース）

6 ヶ月

お得プランミニ

12 ヶ月

お得セレクト（320M コース）

12 ヶ月

お得セレクト（120M コース）

6 ヶ月

In My Room スマートお得プラン PHONE コース（320M コース）

12 ヶ月

In My Room スマートお得プラン PHONE コース（12M コース）

6 ヶ月

In My Room スマートお得プラン EX PHONE コース

12 ヶ月

In My Room スマートお得プラン メガパックコース（320M コース）

12 ヶ月

In My Room スマートお得プラン メガパックコース（12M コース）

6 ヶ月

In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース

12 ヶ月

In My Room スマートお得プランミニ EX

12 ヶ月

スマートお得プランミニ EX

12 ヶ月

In My Room お得プラン（320M コース）

12 ヶ月

In My Room お得プラン（12M コース）

6 ヶ月

In My Room お得プランミニ

12 ヶ月

お得オンデマンド※3

12 ヶ月

スマートお得オンデマンド（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）※

12 ヶ月

1
スマートお得オンデマンド（120M コース）

6 ヶ月

※1 建物形態が戸建ての場合、割引期間を 24 ケ月とします。
※2 建物形態が戸建ての場合、割引期間を 24 ヶ月とします。既に放送サービスをご利用の場合は対象
外となります。
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※3 建物形態が戸建ての場合に限り適用し、減額は 500 円（税込 540 円）/月とします。既に放送サ
ービスをご利用の場合は対象外となります。
別表 2-2（J:COM 引越し割 対象サービスおよび割引期間） ※電力セットも対象となります
対象サービス

割引期間

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、320M コース）

12 ヶ月

スマートお得プラン PHONE コース（12M コース）

6 ヶ月

スマートお得プラン EX PHONE コース

12 ヶ月

スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on au ひかり、320M コース）

12 ヶ月

スマートお得プラン メガパックコース（12M コース）

6 ヶ月

スマートお得プラン EX メガパックコース

12 ヶ月

スマートお得セレクト（光 1G コース on au ひかり、320M コース）

12 ヶ月

スマートお得セレクト（120M コース）

6 ヶ月

スマートお得セレクト EX

12 ヶ月

お得プラン（320M コース）

12 ヶ月

お得プラン（12M コース）

6 ヶ月

お得プランミニ

12 ヶ月

お得セレクト（320M コース）

12 ヶ月

お得セレクト（120M コース）

6 ヶ月

In My Room スマートお得プラン PHONE コース（320M コース）

12 ヶ月

In My Room スマートお得プラン PHONE コース（12M コース）

6 ヶ月

In My Room スマートお得プラン EX PHONE コース

12 ヶ月

In My Room スマートお得プラン メガパックコース（320M コース）

12 ヶ月

In My Room スマートお得プラン メガパックコース（12M コース）

6 ヶ月

In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース

12 ヶ月

In My Room スマートお得プランミニ EX

12 ヶ月

スマートお得プランミニ EX

12 ヶ月

In My Room お得プラン（320M コース）

12 ヶ月

In My Room お得プラン（12M コース）

6 ヶ月

In My Room お得プランミニ

12 ヶ月

スマートお得オンデマンド（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）※

12 ヶ月

1
スマートお得オンデマンド（120M コース）

6 ヶ月

※建物形態が戸建ての場合かつ光 1G コース on au ひかり、1G コースの場合は、上記の割引に追加
して 500 円（税込 540 円）を 12 ヶ月間減額します。
別表 3 削除
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別表 4-1（J:COM タブレット端末代割引 対象サービス） ※電力セットも対象となります
スマートお得プラン PHONE コース
スマートお得プラン EX PHONE コース
スマートお得プラン メガパックコース
スマートお得プラン EX メガパックコース
スマートお得セレクト
スマートお得セレクト EX
お得プラン
お得セレクト（320M コース、120M コース、12M コース）
NET パック<PHONE> ＋ メガパック
NET パック<メガパック>
トリプルプレミアム
In My Room スマートお得プラン PHONE コース
In My Room スマートお得プラン EX

PHONE コース

In My Room スマートお得プラン メガパックコース
In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース
In My Room お得プラン
In My Room NET パック<PHONE> ＋ メガパック
In My Room NET パック<メガパック>
In My Room NET パック EX ＋ メガパック
NET パック EX ＋ メガパック
スマートお得オンデマンド
別表 4-2（J:COM タブレット端末代割引 対象サービス） ※電力セットも対象となります
下記の 1 のいずれかの条件を見たし、かつ、2 のいずれかのサービスの加入をしている場合に対象とな
ります
1

TV 関連機器

高機能型 STB（タイプⅤおよびタイプⅥ）を利用中の契約者
当社が別に定める外付けハードディスクを購入した月を含む翌月末まで契約者
メガパックを利用中の契約者
2

定期契約

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、320M コース、120M コース）
スマートお得プラン EX PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、320M コース）
スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on au ひかり、320M コース、120M コース）
スマートお得プラン EX メガパックコース（光 1G コース on au ひかり、320M コース）
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スマートお得セレクト（光 1G コース on au ひかり、320M コース）
（※1）
スマートお得セレクト EX（光 1G コース on au ひかり、320M コース）（※1）
お得プラン（光 1G コース on au ひかり、320M コース、120M コース）
お得セレクト（320M コース）
（※1）
トリプルプレミアム
In My Room スマートお得プラン PHONE コース
In My Room スマートお得プラン EX PHONE コース
In My Room スマートお得プラン メガパックコース
In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース
In My Room スマートお得プランミニ EX
In My Room お得プラン
スマートお得オンデマンド（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）
（※1）
※1 当社の各種サービスをご利用でない場合に限ります。
別表 5（TV Everywhere 利用料割引 対象サービス） ※電力セットも対象となります
スマートお得プラン PHONE コース
スマートお得プラン EX PHONE コース
スマートお得プラン メガパックコース
スマートお得プラン EX メガパックコース
お得プラン
トリプルプレミアム
In My Room スマートお得プラン PHONE コース
In My Room スマートお得プラン EX

PHONE コース

In My Room スマートお得プラン メガパックコース
In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース
In My Room お得プラン
別表 6（J:COM MOBILE 端末代割引 対象サービス） ※電力セットも対象となります
スマートお得セレクト
スマートお得セレクト EX
お得セレクト
In My Room TV セレクト
J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード
J:COM NET 光 1G コース on au ひかり
J:COM NET 320M コース
J:COM NET 120M コース
14

スマートお得オンデマンド
別表 7（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金） ※電力セットも対象とな
ります。
割引料金

対象サービス

（税抜）

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コ

2,500 円

ース）
スマートお得プラン PHONE コース（120M コース）

2,000 円

スマートお得プラン PHONE コース（12M コース）

1,500 円

スマートお得プラン EX PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M

2,500 円

コース）
スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M

2,500 円

コース）
スマートお得プラン メガパックコース（120M コース）

2,000 円

スマートお得プラン メガパックコース（12M コース）

1,500 円

スマートお得プラン EX メガパックコース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、

2,500 円

320M コース）
スマートお得セレクト NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）＋

2,500 円

PHONE コース
スマートお得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース

2,000 円

スマートお得セレクト NET（12M コース）＋PHONE コース

1,500 円

スマートお得セレクト EX NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

2,500 円

＋PHONE コース
スマートお得セレクト EX NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

2,000 円

コース
お得プラン（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

2,500 円

お得プラン（120M コース）

2,000 円

お得プラン（12M コース）

1,500 円

NET パック<PHONE>（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

1,500 円

NET パック<PHONE>（120M コース）

1,500 円

NET パック<メガパック>（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

1,500 円

NET パック<メガパック>（120M コース）

1,500 円

J:COM NET 特別コース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

1,500 円

J:COM NET 特別コース（120M コース）

1,500 円

トリプルプレミアム

2,000 円

スマートお得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

1,500 円
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スマートお得セレクト TV+NET（120M コース）

1,500 円

スマートお得セレクト TV+NET（12M コース）

1,500 円

お得セレクト NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）＋PHONE コ

2,500 円

ース
お得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース

2,000 円

お得セレクト NET（12M コース）＋PHONE コース

1,500 円

お得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

1,500 円

お得セレクト TV+NET（120M コース）

1,500 円

お得セレクト TV+NET（12M コース）

1,500 円

スマートお得オンデマンド NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

2,500 円

＋PHONE コース
スマートお得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース

2,000 円

スマートお得オンデマンド NET（12M コース）＋PHONE コース

1,500 円

スマートお得オンデマンド EX NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コ

2,500 円

ース）＋PHONE コース
スマートお得オンデマンド EX NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コ

2,000 円

ース）コース
スマートお得オンデマンド TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コ

1,500 円

ース）
スマートお得オンデマンド TV+NET（120M コース）

1,500 円

スマートお得オンデマンド TV+NET（12M コース）

1,500 円

お得オンデマンド NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）＋PHONE

2,500 円

コース
お得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース

2,000 円

お得オンデマンド NET（12M コース）＋PHONE コース

1,500 円

お得オンデマンド TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

1,500 円

お得オンデマンド TV+NET（120M コース）

1,500 円

お得オンデマンド TV+NET（12M コース）

1,500 円

別表 8（NET 乗換キャッシュバック 対象サービスおよび商品券金額） ※電力セットも対象となりま
す
対象サービス

住宅形態

新規金額

サービス追加
金額※

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース on au ひ

戸建て

30,000 円

15,000 円

かり、320M コース）

集合住宅

20,000 円

10,000 円

スマートお得プラン EX PHONE コース

戸建て

30,000 円

15,000 円
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集合住宅

20,000 円

10,000 円

スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on au

戸建て

30,000 円

15,000 円

ひかり、320M コース）

集合住宅

20,000 円

10,000 円

スマートお得プラン EX メガパックコース

戸建て

30,000 円

15,000 円

集合住宅

20,000 円

10,000 円

スマートお得セレクト NET（光 1G コース on au ひかり、

戸建て

20,000 円

10,000 円

320M コース）＋PHONE コース

集合住宅

10,000 円

スマートお得セレクト EX NET＋PHONE コース

戸建て

20,000 円

集合住宅

10,000 円

スマートお得セレクト NET コース（光 1G コース on au ひ

10,000 円

-

10,000 円

-

10,000 円

かり、320M コース）
スマートお得セレクト EX NET コース
お得プラン（320M コース）

お得セレクト NET（320M コース）＋PHONE コース

戸建て

30,000 円

15,000 円

集合住宅

20,000 円

10,000 円

戸建て

20,000 円

10,000 円

集合住宅

10,000 円

お得セレクト NET コース（320M コース）

-

10,000 円

In My Room スマートお得プランミニ EX

-

10,000 円

スマートお得プランミニ EX

-

10,000 円

In My Room お得プランミニ ＋ J:COM NET （320M コース）

-

10,000 円

In My Room NET パック<PHONE>（320M コース）＋ 放送サー

-

10,000 円

-

10,000 円

In My Room NET パック EX

-

10,000 円

NET パック EX

-

10,000 円

ビス
In My Room NET パック<メガパック>（320M コース）＋ 放送
サービス

スマートお得オンデマンド（光 1G コース on au ひかり、
1G コース、320M コース） ＋ PHONE コース
スマートお得オンデマンド NET コース（光 1G コース on
au ひかり、1G コース、320M コース）

戸建て

20,000 円

集合住宅

10,000 円

-

10,000 円

10,000 円

※既に当社サービスをご加入の場合に他社インターネットサービスから、J:COM インターネット接続
サービスへ乗換加入された方が対象となります。
別表 9 削除
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別表 10 削除
別表 11 削除
別表 12（電力セット割 対象サービスおよび割引料金）
対象サービス

割引料金（税抜）

割引期間

スマートお得プラン PHONE コース
（光 1G コース on au ひかり、

500 円

24 ヶ月

スマートお得プラン EX PHONE コース 電力セット

500 円

24 ヶ月

スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on au

500 円

24 ヶ月

スマートお得プラン EX メガパックコース 電力セット

500 円

24 ヶ月

スマートお得セレクト（光 1G コース on au ひかり、320M コー

300 円

24 ヶ月

スマートお得セレクト EX 電力セット

300 円

24 ヶ月

スマートお得プランミニ 電力セット

300 円

24 ヶ月

In My Room 特別プラン 電力セット

500 円

12 ヶ月

U26 割 TV＋NET コース 電力セット（※1）

500 円

12 ヶ月

スマートお得セレクト PHONE コース 電力セット（※2）

500 円

12 ヶ月

お得オンデマンド 電力セット（※2）

500 円

12 ヶ月

スマートお得オンデマンド （光 1G コース on au ひかり、1G

300 円

24 ヶ月

320M コース）電力セット

ひかり、320M コース）電力セット

ス）電力セット

コース、320M コース）電力セット
注： 電力サービスを除く放送サービス・インターネット接続サービスまたは電話サービスのいずれかを
既に加入しており、かつ同特典の開始時にサービス加入数に変更がない場合、もしくは建物形態が集合
住宅の場合は、割引料金を 500 円（税抜）
、割引期間を 12 ヶ月とします。
※1 上記“注”に関わらず既に放送サービスまたはインターネット接続サービスをご利用の場合は対象
外となります。
※2 上記“注”に関わらず建物形態が戸建ての場合に限ります。また、既に放送サービスまたはインタ
ーネット接続サービスをご利用の場合は対象外となります。
別表 13（WEB 限定 スタート割）※電力セットも対象となります
対象サービス

住宅形態

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース on au
ひかり、1G コース、320M コース）
スマートお得プラン EX PHONE コース
スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on
au ひかり、1G コース、320M コース）
スマートお得プラン EX メガパックコース

戸建て

割引金額
（税抜）
1,900 円

戸建て
戸建て

1,900 円
1,900 円

12 ヶ月
12 ヶ月

戸建て

1,900 円

12 ヶ月
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割引期間
12 ヶ月

スマートお得セレクト（光 1G コース on au ひかり、1G コ
ース、320M コース）
スマートお得セレクト EX
スマートお得プラン PHONE コース（320M コース）
スマートお得プラン EX PHONE コース
スマートお得プラン メガパックコース（320M コース）
スマートお得プラン EX メガパックコース
スマートお得セレクト PHONE コース（320M コース）
スマートお得セレクト EX PHONE コース
スマートお得セレクト NET コース（320M コース）
スマートお得セレクト EX NET コース
スマートお得オンデマンド（光 1G コース on au ひかり、
1G コース、320M コース）
スマートお得オンデマンド PHONE コース（320M コース）
スマートお得オンデマンド NET コース（320M コース）

戸建て

1,900 円

12 ヶ月

戸建て
集合住宅
集合住宅
集合住宅
集合住宅
集合住宅
集合住宅
集合住宅
集合住宅
戸建て

1,900 円
1,900 円
1,900 円
1,900 円
1,900 円
1,900 円
1,900 円
1,857 円
1,857 円
1,900 円

12 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
12 ヶ月

集合住宅
集合住宅

1,900 円
1,857 円

6 ヶ月
6 ヶ月

4K J:COM
Box 以外

4K J:COM
Box

戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅

割引料金
（税抜）
124 円
96 円
143 円
286 円
714 円
286 円
172 円
96 円
190 円
286 円
762 円
286 円
572 円
572 円
124 円
96 円

割引料金
（税抜）
376 円
348 円
395 円
538 円
966 円
538 円
424 円
348 円
442 円
538 円
1,014 円
538 円
934 円
934 円
-

戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅

143 円
286 円
714 円
286 円

-

戸建て
集合住宅
戸建て
集合住宅
戸建て

172 円
96 円
190 円
286 円
762 円

-

別表 14（J:COM TV My style アップグレード割引）
対象サービス

住宅形態

スマートお得セレクト PHONE コース（320M コース）
スマートお得セレクト PHONE コース（120M コース）
スマートお得セレクト PHONE コース（12M コース）
スマートお得セレクト（320M コース）
スマートお得セレクト（120M コース）
スマートお得セレクト（12M コース）
スマートお得セレクト PHONE コース
お得セレクト PHONE コース（320M コース）
お得セレクト PHONE コース（120M コース）
お得セレクト PHONE コース（12M コース）
お得セレクト（320M コース）
お得セレクト（120M コース）
お得セレクト（12M コース）
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集合住宅
戸建て
集合住宅

お得セレクト PHONE コース

286 円
572 円
572 円

-

別記
別に定める特定事業者（当社を含みます）
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコムイースト、株式会社ジェイコム湘南、株式会社ジェ
イコムさいたま、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコムウ
エスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、株式
会社ジェイコム足立、株式会社ジェイコム市川、株式会社ジェイコム大田、株式会社ジェイコム北
関東、株式会社ジェイコム東葛葛飾、株式会社ジェイコム川口戸田、株式会社ジェイコム千葉セン
トラル、株式会社ジェイコム中野、株式会社ジェイコム八王子、株式会社ジェイコム日野、株式会
社ジェイコム多摩、株式会社ジェイコム武蔵野三鷹、株式会社ジェイコム南横浜、大分ケーブルテ
レコム株式会社
附則
（実施期日）
本規約は、平成 28 年 8 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 28 年 12 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 28 年 12 月 15 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 4 月 14 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 5 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 6 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 8 月 1 日から実施します。
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（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 9 月 15 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 10 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 11 月 1 日から実施します。
なお、第 9 条第 4 項 かけ放題パック新規加入時登録手数料無料 については平成 29 年 11 月 2 日
から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 29 年 12 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 2 月 15 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 4 月 15 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 5 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 7 月 1 日から実施します。
なお、第 8 条 10. J:COM MOBILE スタート割、15.J:COM MOBILE 新端末代割引に関する変更は平成
30 年 7 月 3 日から実施いたします。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 8 月 1 日から実施します。
（実施期日）
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この改正規定は、平成 30 年 9 月 27 日から実施します。

（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 10 月 18 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 11 月 22 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 30 年 12 月 20 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 31 年 2 月 21 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
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