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はじめに
このたびは J：COM サービスにお申し込みいただき誠にありがとうございます。
本書は、ご契約にあたりお客さまにご確認いただきたい事項を説明しております。
事前にご一読くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※赤色で記載されている項目は、
「 注意喚起事項」
として必ずご確認をお願いいたします。
本書に記載の「弊社」
とは、お客さまに別途お渡しする
「申込書控」
または
「お申込内容確認書」
にて特定される事業者です。
なお、ご契約内容によっては追加で
「重要事項説明」がございますので、そちらも併せてご確認ください。
本書は定期的に更新をしております。本書の最新版および
「加入契約約款」
「販売契約約款」
「各種利用規約」
は
弊社ホームページ
（www.jcom.co.jp）
にございます
「加入契約約款」
に掲載しております。
また各局にも備え付けておりますので、そちらでもご確認いただけます。
本書は、お読みになった後も大切に保管いただきますよう、お願いいたします。
ご不明な点がございましたら、J:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。
※本書の表示価格は、原則税抜価格と税込価格を記載しております。一部税込価格のみ記載している箇所がございます。
税込価格の場合は、消費税および地方消費税分が含まれます。
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「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」に関する重要事項説明
この度は、
「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」をお申し込みいただき、ありがとうございます。
以下の内容につきましてご確認いただき、別途お渡しいたします『J:COM サービスご加入に関する重要事項説明』と合わせて保管いただきま
すようお願いいたします。
□「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」に関する事項
①
1.

ご契約条件について
「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」対応の地域で戸建住宅もしくは、弊社が認める物件にお住まいの方のみご契
約いただけます。

2.

「J:COM NET 光 10G／光 5G コース on au ひかり」は、株式会社ジェイコム埼玉・東日本 仙台局、群馬局、熊谷・深谷局、株式会社ジ
ェイコム湘南・神奈川 西湘局、土浦ケーブルテレビ株式会社では提供しておりません。予めご了承ください。

②
1.

設置工事について
「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」は光回線工事となり、J:COM TV または J:COM PHONE をあわせてご加入いただ
く場合は同軸ケーブル工事も必要となります。直接配線方式による施工となるため、エアコン配管取り付け口など、機器を設置する部
屋にケーブルを通す穴がない場合、または利用できない場合は、外壁に施工上必要な開口作業および防水加工を行います。ケーブルは
ビスで固定いたします。
※開口部の位置については、工事当日、作業員とご相談ください。
※解約時は機器の撤去が必要となりますが、開口部分はコーキング材による防水処理までとなります。
※借家の場合は、オーナー／管理会社さまの事前承認が必要です。

2.

「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」は建物状況または地域事情によりご提供できない場合がございます。引込み
ルートの確保の可否について、事前調査にお伺いする場合があります。

3.

施工範囲

（1）光回線の直接配線方式による光コンセントまでの施工は、KDDI もしくは NTT 東日本（以下、
「光回線工事事業者」といいます。
）の施工
範囲となります。光回線工事事業者の施工範囲については、KDDI ケーブルアシストセンターからのご連絡となります。
（2）弊社で行う工事は、D-ONU（光回線終端装置。以下、
「ONU」といいます。
）の設置及びホームゲートウェイ（以下、
「HGW」といいます。
）
と HGW に接続するパソコン(１台)の初期設定までとなります。光回線工事事業者の工事および、弊社で行う工事については、同一日で
施工することが可能ですが、同一時間帯での工事はできません。光回線工事事業者の工事後、弊社の工事を実施いたします。
（3）LAN アダプター、無線 LAN カードなどの周辺機器の取り付け・設定は、お客さまにて行っていただきますようお願いいたします。パソ
コンのインターネット、メール設定は、
『J:COM NET スタートガイド』をご参照の上、ご設定ください。
（4）J:COM NET サポートセンターにてご相談を承ります。出張による設定を希望される場合は、提携サポート業者（有料）をご紹介してお
ります。弊社担当員までお気軽にお問合せください。
（5）HGW に接続されるパソコンなどの機器はお客さまの管理となります。落雷などが発生した場合は、機器の故障を防ぐために、HGW およ
び ONU の電源プラグをコンセントから抜き、LAN ケーブルを外していただくことをお勧めします。
（6）「光 10G／光 5G コース on au ひかり」の ONU 及び HGW 機器は、内部温度が異常に上昇したとき等、安全のため機器の電源供給を自動
で停止する機能を搭載しております。そのため、停止したときは機器の内部温度が下がった後にお客さまご自身で電源プラグの OFF／
ON を行っていただく必要がございます。
※ONU、HGW は、狭い場所への設置、横置きや重ね置きをしないようにお願いいたします。
③

現在ご利用の他社プロバイダーについて
「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」の工事日が何らかの理由により延期となった場合は、同時にご契約のプロバ
イダーへ解約日の延期をお申し出いただきますようお願いいたします。また、再度の解約手続きにつきましては、
「J:COM NET 光 10G／
光 5G／光 1G コース on au ひかり」の再工事日が決定後改めて手続きを行っていただきますようお願いいたします。

④

工事までにご用意いただくもの
「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」のご利用にあたっては、以下の接続機器を推奨しております。必要な場合は
お客さまにてご用意をお願いいたします。
※新規でご加入の際、ご希望により LAN ケーブル(長さ 1.5m)を 1 本無料でお渡しいたします。

項

目

光 1G コース

光 10G／光 5G コース

LAN アダプター（パソコン内蔵の場合は不要）

1000Base-T 対応

１0G／5G Base-T 対応

LAN ケーブル（ストレートケーブル）

UTP カテゴリー5e 以上

UTP カテゴリー6A 以上

＜HGW との接続を無線でご利用いただく場合＞
・IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax Draft (Wi-Fi 認定)規格の LAN アダプター
・別途設定時に上記の LAN アダプターと LAN ケーブルが必要です。
※「J:COM NET 光 1G コース on au ひかり」は、100Base-TX 仕様の LAN アダプター、ケーブルでもインターネットの接続は可能ですが、十分な回線速度が実現
できない場合があります。また「J:COM NET 光 10G／光 5G コース on au ひかり」の HGW のLAN 10G ポートを使用する場合、10Gbps に対応していないLAN
ケーブル等を使用すると通信速度が遅くなる場合や接続できなくなることがありますので、上記をお勧めします。

⑤

推奨環境について

1.

「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」の推奨環境は以下の通りです。
・サポート対象 OS は、日本語版のみといたします。
・提供の各メーカーでサポート終了された機器、OS、ソフトウェア（アプリ）でのご利用はお勧めいたしません。
・NET オプションのご利用方法は NET サポートサイト（https:／／cs.myjcom.jp／net）の各メニューをご参照ください。
※一部オプションは、上記ホームページ掲載の推奨環境のみご利用いただけます。

2.

ベストエフォートについて
表示の通信速度は有線接続の技術規格上の最大値であり、一定の速度を保証するものではありません。ご利用環境により変動します。

□「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」でのご契約にあたっての注意事項
●「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」についての注意事項
1.

機器（ONU）の返却がない場合および機器を紛失・破損された場合には、損害金をお支払いいただきます。
※光 10G／光 5G コース: 17,000 円／台（不課税）
、光 1G コース:5,000 円／台（不課税）

2.

機器（HGW）の返却がない場合および機器を紛失・破損された場合には、損害金をお支払いいただきます。
※光 10G／光 5G コース: 19,000 円／台（不課税）
、光 1G コース:11,000 円／台（不課税）

3.

HGW に具備されている Wi-Fi 機能をご利用いただく場合は、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax Draft Wi-Fi 認定規格に対応した無線 LAN
アダプター（無線 LAN カード、無線 LAN 内蔵ノートパソコンなど）が必要となります。サービスをご利用いただくパソコンに無線 LAN
機能がない場合は無線 LAN カードなどをご用意ください。

4.

HGW への有線接続時の技術規格上の最大速度は光 10G コースは 10Gbps、光 5G コースは 5Gbps、光 1G コースは 1Gbps までとなります。

5.

HGW への無線接続時の技術規格上の最大速度は光 10G／光 5G コースは 2.4Gbps（IEEE802.11ax Draft）まで、光 1G コースは 450Mbps
（IEEE802.11ｎ）までとなります。

6.

無線 LAN の特性上、状況により通信速度が遅くなる場合や電波が届かない場合がございます。接続に不具合があった場合は、速やかに
弊社までお問い合わせください。

7.

サービス提供開始以降であっても、設備等（電柱の地中化、移転等）の都合によってはご利用いただけなくなる場合があります。この
場合、弊社からお客さまにご連絡します。

●「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」での一部機能・サービスのご提供可否について
1.

「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」では、追加 IP アドレスはご利用いただけません。

2.

「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」では、IPv6 サービスはお申し込みがなくてもご利用いただけます。

●利用制限について
1.

インターネット接続サービスの全部または一部を（有償・無償を問わず）第三者へ提供する商用利用は禁止とさせていただいておりま
す。

2.

「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」では、利用者が通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、本サービ
スのご利用を制限することがございます。


1 日あたり 30GB 以上のデータを継続的にインターネットに送信しているお客さまを対象に、上りデータ通信の最大速度を一定水
準に制限します。

3.

サーバーを立てて接続をすることは禁止とさせていただいております。
※その他のご利用については、必ず利用規約をご一読いただき内容をご確認ください。

●基本工事費について
内容
・J:COM サービス新規加入の場合
・既にいずれかの J:COM サービスに加入しており、サービスを追加する場合

料金
37,500 円（税込 41,250 円） *1

*1 初期契約解除の場合は、法令の上限に基づき 25,000 円（税込 27,500 円）
（基本工事費・解約撤去費・コース変更に伴う工事費を含む）をご負担いただきます。

「J:COM PHONE ひかり」に関する重要事項説明
この度は、
「J:COM PHONE ひかり」をお申し込みいただき、ありがとうございます。
以下の内容につきましてご確認いただき、別途お渡しいたします『J:COM サービスご加入に関する重要事項説明』と合わせて保管いただきま
すようお願いいたします。
□「J:COM PHONE ひかり」に関する事項
①

②

ご契約条件について
1.

「J:COM PHONE ひかり」対応の地域で戸建住宅もしくは、弊社が認める物件にお住まいの方のみご契約いただけます。

2.

「J:COM NET 光 10G／光 5G／光 1G コース on au ひかり」をご利用される方。

設置工事について
1.

弊社よりお貸しする電話サービス用機器をお客さまの電話機に接続いたします。
電話サービス用機器に接続されているケーブルや電源は、抜くと通話ができなくなりますので、絶対に抜かないでください。

2.

「J:COM PHONE ひかり」の工事は光回線工事となり、J:COM TV をあわせてご加入いただく場合は同軸ケーブル工事も必要となり
ます。直接配線方式による施工となるため、エアコン配管取り付け口など、機器を設置する部屋にケーブルを通す穴がない場合、
または利用できない場合は、外壁に施工上必要な開口作業および防水加工を行います。ケーブルはビスで固定いたします。
※開口部の位置については、工事当日、作業員とご相談ください。
※解約時は機器の撤去が必要となりますが、開口部分はコーキング材による防水処理までとなります。
※借家の場合は、オーナー／管理会社さまの事前承認が必要です。

3.

工事当日、NTT 地域電話会社などほかの電話会社から「J:COM PHONE ひかり」へ切り替える場合、工事作業中は一時的に通話がで
きない場合がございます。

4.

固定電話番号ポータビリティーサービスをご利用のお客さまや、一部サービスから「J:COM PHONE ひかり」へ切り替えるお客さ
まにつきましては、電話サービス用機器設置から数日後の開通となる場合がございますが、電話サービス用機器設置後は電源を
オフにしないようご注意ください。電源をオフにした場合、開通されない場合がございます。

5.

開通前に電話サービス用機器を設置させていただいている場合は、別途お送りする DM に記載されている開通工事予定日をご確認
の上、お客さまにて開通のご確認を行っていただくこととなります。詳細については設置工事時にお渡しする『J:COM PHONE ス
タートガイド（PHONE ひかり）
』に記載しておりますので、ご参照ください。

6.

固定電話ポータビリティーサービスなどをご利用のお客さまで、電話サービス用機器の電源をオフにしているなどの物理的な理
由および NTT 地域会社の名義が異なるなどの手続き上の理由により、電話サービス用機器設置工事から開通までの期間が、弊社
が別に定める一定期間を超えてもなお、
「J:COM PHONE ひかり」が開通となっていない場合、お客さまの「J:COM PHONE ひかり」
に関するお申し込みを取り消しさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

7.

開通確認後、電話サービス用機器の裏面にある「LINE」もしくは「電話回線」と記載された黄色い端子から、電話機コード（モジ
ュラーケーブル）を抜去してください。

□他社電話サービスからのサービス切り替えについて
他社 FTTH を利用した電話サービスから番号継続を行う場合は、ご契約のプロバイダーへの解約手続き（解約予約）は、弊社の電
話サービス「J:COM PHONE ひかり／J:COM PHONE プラス」の開通後に、ご契約のプロバイダーへ解約手続きいただきますようお
願いいたします。他社の電話サービスは自動解約となります。
※弊社の電話サービスの開通前に解約手続き（解約予約）を行いますと、弊社 NET サービスの切り替えが完了する前に他社 FTTH
の NET サービス／TV サービスも電話サービスの切り替えと同時に自動解約となる場合がございますので、ご注意ください。
□au おうち電話および au 携帯電話への無料通話について
1.

au おうち電話および au 携帯電話への無料通話は、KDDI 株式会社へ照会のうえ、適用条件を満たしていれば自動適用となります。
照会の結果につきましては「適用結果のご案内」をお送りいたします。
※au 携帯電話を複数台数契約されている場合でも、1 番号の自動適用で割引は適用されます。
以下の場合は、割引の対象外となりますので、ご注意ください。


ご登録いただいた au 携帯電話を au のプリペイドサービス「ぷりペイド」にて利用される場合



ご登録いただいた au 携帯電話が月末の審査時点で変更・休止（料金未納による通話停止を含む）
・解約となっている場合



ご登録いただいた au 携帯電話が何らかの理由により変更となり、変更となった番号をご連絡いただいていない場合

上記の状態により、割引がなされない場合、弊社での割引想定額の保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
なお、本無料通話の適用開始は、
「J:COM PHONE ひかり」の開通後からとなります。開通についての詳細は、
『J:COM PHONE スタ

ートガイド（PHONE ひかり）
』をご参照ください。
□「J:COM PHONE ひかり」ご契約にあたっての注意事項
1.

「J:COM PHONE ひかり」はお客さまのご希望によるサービスの一時的な中断はお受けできません。

2.

機器（HGW）の返却がない場合および機器を紛失・破損された場合には、損害金をお支払いいただきます。
※光 10G／光 5G コース: 19,000 円／台（不課税）
、光 1G コース:11,000 円／台（不課税）

3.

サービス提供開始以降であっても、設備等（電柱の地中化、移転等）の都合によってはご利用いただけなくなる場合があります。
この場合、弊社からお客さまにご連絡します。

4.

弊社の電話サービス「J:COM PHONE／J:COM PHONE プラス」から「J:COM PHONE ひかり」へ番号ポータビリティーを行うことはで
きません。その場合「J:COM PHONE ひかり」の新しい電話番号をご提供いたします。

5.

本書に記載されていないその他事項については、
「J:COM PHONE プラス」と同提供条件となります。詳しくは、
『J:COM サービスご
加入に関する重要事項説明』の以下項目をご確認ください。ご確認いただく際は、
「J:COM PHONE プラス」を「J:COM PHONE ひか
り」と置き換えてご確認いただきますようお願いいたします。
•

各サービス共通

•

J:COM PHONE

•

J:COM まとめ請求

•

各長期契約プラン共通

•

工事費・撤去費・手数料など

●追加工事費など
作業
・J:COM PHONE サービスの変更

内容
J:COM PHONE プラス ⇒ J:COM PHONE ひかり
J:COM PHONE ひかり ⇒ J:COM PHONE プラス

料金
3,000 円（税込 3,300 円）

重要事項説明書

追加事項のご案内

この度は、J:COM サービスにご加入いただきまして、誠にありがとうございます。
『J:COM サービスご加入に関する重要事項説明』
（以下、
「重要事項説明書」といいます。
）の記載内容において一部追加がございますので、
以下の通り訂正させていただきます。以下内容につきましてご確認いただき、重要事項説明書とあわせて保管くださいますようお願いいたし
ます。

11. J:COM LINK／4K J:COM Box 長期契約プラン
① スマートお得プラン TV+NET コース／スマートお得プラン TV+NET コース ガスセット
●対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

＋追加サービス

対象サービス

―

月額利用料金
―

（税込 12,438 円）

J:COM TV スタン
+ J:COM PHONE プラ

ダードプラス

ス（住宅用）
―

スマートお得

J:COM NET 光 10G
J:COM TV

プラン

+ J:COM PHONE プラ

光 10G

スタンダード

ス（住宅用）

+ J:COM PHONE プ

12,008 円

ラス（住宅用）

（税込 13,208 円）

―

on au ひかり

+ J:COM PHONE プ

11,008 円

（Wi-Fi 機能付）

ラス（住宅用）

（税込 12,108 円）

―
フレックス

ス（住宅用）
―

+ J:COM PHONE プ

11,008 円

ラス（住宅用）

（税込 12,108 円）

―
ダードプラス

ス（住宅用）

プラン
光 5G

―
TV+NET
コース

J:COM NET 光 5G
J:COM TV

+ J:COM PHONE プラ

スタンダード

ス（住宅用）

+ J:COM PHONE プ

11,228 円

ラス（住宅用）

（税込 12,350 円）

―

on au ひかり

+ J:COM PHONE プ

10,228 円

（Wi-Fi 機能付）

ラス（住宅用）

（税込 11,250 円）

―
フレックス

ス（住宅用）
―

+ J:COM PHONE プ

10,228 円

ラス（住宅用）

（税込 11,250 円）

―
ダードプラス

ス（住宅用）

プラン
光 1G

―

J:COM NET 光１G
J:COM TV

+ J:COM PHONE プラ

スタンダード

ス（住宅用）
―

+ J:COM PHONE プ

10,728 円

ラス（住宅用）

（税込 11,800 円）

―

ス（住宅用）

フレックス

9,028 円
（税込 9,930 円）

コース
on au ひかり

+ J:COM PHONE プ

9,728 円

（Wi-Fi 機能付）

ラス（住宅用）

（税込 10,700 円）

―

9,028 円
（税込 9,930 円）

J:COM TV
+ J:COM PHONE プラ

10,028 円
（税込 11,030 円）

J:COM TV スタン

スマートお得

9,528 円
（税込 10,480 円）

J:COM TV

+ J:COM PHONE プラ

9,528 円
（税込 10,480 円）

コース

―
+ J:COM PHONE プラ

10,528 円
（税込 11,580 円）

J:COM TV スタン

スマートお得

10,308 円
（税込 11,338 円）

J:COM TV

+ J:COM PHONE プラ

10,308 円
（税込 11,338 円）

コース

―
+ J:COM PHONE プラ

11,308 円

+ J:COM PHONE プ

9,728 円

ラス（住宅用）

（税込 10,700 円）

12. J:COM LINK／4K J:COM Box／Smart J:COM Box 長期契約プラン
①スマートお得セレクト／スマートお得セレクト ガスセット
●対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

―

コース

10G
コース

セレクト

月額利用料金

J:COM NET 光 10G

―

NET 光

スマートお得

対象サービス

＋追加サービス

＋J:COM PHONE プラ

on au ひかり

＋J:COM PHONE プラ

9,560 円

ス（住宅用）

（Wi-Fi 機能付）

ス（住宅用）

（税込 10,516 円）

J:COM TV

J:COM NET 光 5G コース

―

セレクト

on au ひかり

―

NET 光 5G
コース

＋J:COM PHONE プラ

各コース

（Wi-Fi 機能付）

ス（住宅用）

on au ひかり

＋J:COM PHONE プラ

（Wi-Fi 機能付）

ス（住宅用）

7,828 円
（税込 8,610 円）

＋J:COM PHONE プラ

8,780 円

ス（住宅用）

（税込 9,658 円）

J:COM NET 光１G コース

―

NET 光 1G
コース

8,608 円
（税込 9,468 円）

―

7,328 円
（税込 8,060 円）

＋J:COM PHONE プラ

8,280 円

ス（住宅用）

（税込 9,108 円）

※ 上記月額利用料金には、追加サービスで J:COM PHONE プラスをご希望された場合の J:COM PHONE プラス利用料 952 円（税込 1,047 円）を含みます。

13. Smart TV Box 長期契約プラン
① スマートお得プラン EX／スマートお得プラン EX ガスセット
●対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

対象サービス

PHONE
コース
スマートお得プラン
EX 光 1G
メガパック
コース

J:COM TV スタンダードプラス

J:COM NET 光１G
コース
on au ひかり

J:COM TV スタンダード

（Wi-Fi 機能付）

J:COM TV スタンダードプラス
＋メガパック
J:COM TV スタンダード

月額利用料金
J:COM PHONE
プラス
（住宅用）

10,728 円
（税込 11,800 円）
9,728 円
（税込 10,700 円）

J:COM NET

10,728 円

光１G コース

（税込 11,800 円）

on au ひかり

9,728 円

（Wi-Fi 機能付）

（税込 10,700 円）

＜電話サービス用機器設置翌日から「J:COM PHONE プラス（住宅用）
」開通日までの月額利用料金＞
長期契約プラン

対象サービス

スマートお得プラン EX

PHONE

光 1G

コース

月額利用料金
10,028 円

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

（税込 11,030 円）

on au ひかり（Wi-Fi 機能付）

9,028 円
（税込 9,930 円）

② スマートお得セレクト EX／スマートお得セレクト EX ガスセット
●対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

対象サービス

NET 光 1G＋
スマートお得

PHONE コース

セレクト EX
光 1G

J:COM TV

月額利用料金

J:COM NET 光１G コース

J:COM PHONE プラス

8,428 円

on au ひかり（Wi-Fi 機能付）

（住宅用）

（税込 9,270 円）

セレクト
NET 光
1G コース

各コース

J:COM NET 光１G コース

7,528 円

on au ひかり（Wi-Fi 機能付）

（税込 8,280 円）

＜電話サービス用機器設置翌日から「J:COM PHONE プラス（住宅用）
」開通日までの月額利用料金＞
長期契約プラン

対象サービス

月額利用料金

スマートお得セレクト EX

NET 光 1G＋

J:COM TV セレクト

J:COM NET 光１G コース

7,728 円

光 1G

PHONE コース

各コース

on au ひかり（Wi-Fi 機能付）

（税込 8,500 円）

14. 長期契約プラン
③ お得プランミニ／お得プランミニ ガスセット
●J:COM NET のご契約について
1.

「お得プランミニ」のサービス開始日の翌日以降、J:COM NET サービスをご利用いただく場合は、以下の月額利用料金にて提供
いたします。
サービス内容
J:COM NET 光 10G コース
on au ひかり（Wi-Fi 機能付）
J:COM NET 光 5G コース
on au ひかり（Wi-Fi 機能付）
J:COM NET 光１G コース
on au ひかり（Wi-Fi 機能付）

月額利用料金

サービス内容

7,580 円（税込 8,338 円）
6,800 円（税込 7,480 円）
6,300 円（税込 6,930 円）

J:COM NET
320M コース
J:COM NET
120M コース
J:COM NET
12M コース

月額利用料金
5,800 円（税込 6,380 円）
5,300 円（税込 5,830 円）
3,780 円（税込 4,158 円）

※「J:COM PHONE プラス（住宅用）
」の開通がされていない場合においても、同上の月額利用料金となります。
※上記月額利用料金は J:COM NET サービスのみの金額となります。

⑧ お得 NET／お得 NET ガスセット
●対象サービスと月額利用料金について
長期契約

＋追加サービス

プラン
－

お得 NET
光 10G コース

＋TV 再放送サービス
＋J:COM PHONE プラス
（住宅用）

J:COM NET
光 10G コース
on au ひかり
（Wi-Fi 機能付）

＋TV 再放送サービス・

－

光 5G コース

＋TV 再放送サービス
＋J:COM PHONE プラス
（住宅用）

J:COM NET
光 5G コース
on au ひかり
（Wi-Fi 機能付）

＋TV 再放送サービス・
J:COM PHONE プラス（住宅用）
－

お得 NET
光 1G コース

＋TV 再放送サービス
＋J:COM PHONE プラス
（住宅用）
＋TV 再放送サービス・
J:COM PHONE プラス（住宅用）

J:COM NET
光 1G コース
on au ひかり
（Wi-Fi 機能付）

一戸建て

－

－

TV 再放送サービス

－

－

J:COM PHONE
プラス

TV 再放送サービス

J:COM PHONE プラス（住宅用）

お得 NET

月額利用料金

対象サービス

（住宅用）

－

－

TV 再放送サービス

－

－

J:COM PHONE
プラス

TV 再放送サービス

（住宅用）

－

－

TV 再放送サービス

－

－

J:COM PHONE
プラス

TV 再放送サービス

（住宅用）

集合住宅

6,260 円

6,060 円

（税込 6,886 円）

（税込 6,666 円）

6,880 円

6,680 円

（税込 7,568 円）

（税込 7,348 円）

7,360 円

7,160 円

（税込 8,096 円）

（税込 7,876 円）

7,580 円

7,380 円

（税込 8,338 円）

（税込 8,118 円）

5,480 円

5,280 円

（税込 6,028 円）

（税込 5,808 円）

6,100 円

5,900 円

（税込 6,710 円）

（税込 6,490 円）

6,580 円

6,380 円

（税込 7,238 円）

（税込 7,018 円）

6,800 円

6,600 円

(税込 7,480 円)

（税込 7,260 円）

4,980 円

4,780 円

（税込 5,478 円）

（税込 5,258 円）

5,600 円

5,400 円

（税込 6.160 円）

（税込 5,940 円）

6,080 円

5,880 円

（税込 6,688 円）

（税込 6,468 円）

6,300 円

6,100 円

（税込 6,930 円）

（税込 6,710 円）

※上記月額利用料金には、追加サービスで TV 再放送サービスをご希望された場合は、TV 再放送サービスの 667 円（税込 733 円）を含みます。また、追加サー
ビスで J:COM PHONE プラスをご希望された場合は、J:COM PHONE プラスの 1,230 円（税込 1,353 円）を含みます。

●ご契約条件についての追加事項
1.

J:COM NET 光 10G コース on au ひかり／J:COM NET 光 5G コース on au ひかり／J:COM NET 光 1G コース on au ひかりいずれかをご利用され
る方。

J:COM オンライン診療に関する重要事項説明
「J:COM オンライン診療」(以下「本サービス」といいます。)に関して、お客さまにご確認いただきたい事項を説明しております。以下
の内容をご一読いただきますようお願いいたします。
□

ご契約にあたり

1. ご契約には J:COM パーソナル ID が必要となります。
2. J:COM LINK、または IP-STB をご利用される方のみご契約いただけます。
3. お申し込み前に、ご希望される医療機関が J:COM オンライン診療に対応していることをご確認していただく必要がござい
ます。
4.

必要書類の記載事項に不備（名義、捺印、識別のための番号および符号情報の相違・記入漏れ）がある場合や、弊社に未
着の場合、サービスをご利用いただくことができません。

□ 利用者について
1. ご利用にはアプリ上で医師によるオンライン診療実施の許可が必要になります。医療機関の判断により、オンライン診療
を実施できない場合があります。
2. ご契約者ご本人様と、家族 ID を作成できる方に限り、J:COM オンライン診療を利用することができます。
3. ご利用者ごとにお支払方法の登録が必要になります。
4. ご利用者ごとにアプリ利用料や診察料等、オンライン診療立会いサポート費用をお支払いいただきます。
□ ご利用について
1. 本サービスをご利用する際に必要な設備、通信費用およびその他費用についてはお客さまにてご負担ください。
2. 対応端末の接続方法については『J:COM オンライン診療 スタートガイド』をご参照ください。
3. お客さまのご希望によるサービスの一時停止・中断はお受けできません。
4. クレジットカード会社で定められている期日までにお支払いいただけなかった場合は、診療予約をすることができません。
5. 解約をご希望される場合は、J:COM カスタマーセンター（0120-999-000

AM9：00～PM6：00

年中無休）にご連絡くださ

い。
6. 解約後、J:COM オンライン診療アプリのご利用はできません。そのため、解約される前に診療予約をされていた場合にお
いても、診療を受けることはできません。あらかじめご了承ください。
7. 解約された場合、アプリ利用料や診察料等、オンライン診療立会いサポート費用については、解約までのご利用分をお支
払いいただきます。
□ ご利用料金について
本サービスご利用に際してかかる料金は、以下のとおりとなります。
【J:COM LINK の場合】
月額利用料金

J:COM TV サービス契約約款および J:COM LINK サービス利用規約 料金表Ⅰ、Ⅱに定
める料金

【IP-STB の場合】
月額利用料金

480 円（税込 528 円）

【J:COM オンライン診療アプリ】
アプリケーション利用料

300 円（税込 330 円）/回＊1

＊1 アプリケーション利用料はオンライン診療 1 回ごとに適用します

【オンライン診療立会いサポート】
オンライン診療立会いサポート

4,500 円（税込 4,950 円）/回＊2

＊2 過去にオンライン診療立会いサポートを利用したことのない申込者が J:COM オンライン診療を契約した月の翌月末までにオンライン診療
立会いサポートを申し込んだ場合は、初回に限り 500 円（税込 550 円）で利用できます。

□ 料金のお支払いと請求について
1. J:COM オンライン診療では、アプリ利用料や診察料等、オンライン診療立会いサポート費用のお支払いは弊社取り扱いの
クレジットカード（一括払い）のみご利用になれます。ただし、楽天カードのご利用はできません。
2. ご利用された日をもってご指定のクレジットカード会社が定めるお引落日にご請求させていただきます。
3. クレジットカード会社の処理方法により当月分と翌月分（または前月分と当月分）が合算された請求となる場合がござい
ます。
4. お支払いいただく料金については、クレジットカード会社の明細に記載され、各クレジットカード会社より送付されます。
弊社から請求書はお送りいたしません。
5.

ご登録いただきましたクレジットカードにつきましては、毎月、クレジットカードの有効性の確認および一定金額を超え
た場合は、都度クレジットカード決済の承認を取得しております。クレジットカード会社より承認が得られなかった場合、
当該クレジットカードでのお支払いができなくなります。そのため、弊社よりその旨のご連絡とともに、期日までにお支
払方法の再登録をお願いしております。期日 ＊までにお支払方法の再登録が確認できない場合は、サービス提供の停止や
契約の解除をすることがございます。なお、クレジットカードの有効性が承認されない理由につきましては、直接クレジ
ットカード会社へご確認をお願いいたします。
＊場合により当該月のご請求分のお振り込みを当該月末までにお願いする場合があります。

6. ご登録のクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合やクレジットカードの会員資格を喪失した場合、J:COM カ
スタマーセンターまでご連絡ください。
7.

請求書は発行しておりません。毎月のご請求内容は、「お客さま情報ページ（無料）」にてご確認いただけます。

8. 診察料等の請求、明細については医療機関へお問い合わせください。
□

WEB カメラについて

1. 販売契約について
・WEB カメラは契約成立日の翌月に請求させていただきます。
・端末をお受け取りいただいた後にクーリングオフを行った場合、端末の返送が必要です。ご返送いただけない場合、端
末代金のお支払いが必要になります。
・料金が未納となっている場合、端末購入の申し込みはできません。
・弊社の責に帰さない事由により WEB カメラの受領予定日を 6 日過ぎても受領いただけない場合は、受領予定日を含む 7
日目が端末受領日とみなします。
2. WEB カメラ端末について
・端末は、お申し込み後ご契約住所へ配送いたします。
・端末をご利用いただく場合は J:COM LINK または IP-STB へ接続していただく必要があります。
・詳しい情報は弊社サポートサイト（https://r.jcom.jp/gDdL5WD）をご覧ください。
3. 端末の保証について
・端末の保証は、メーカー保証のみです。なお、自然故障における端末交換に限ります。
・メーカー保証期間は、保証開始日を WEB カメラを実際にお受け取りいただいた日か保証書発行日より 9 日を経過した日
のいずれか早い日とし、終了日を保証書発行日より 9 日から起算して 2 年間とします。「保証書兼納品書」は大切に保
管してください。
・交換時は、故障端末の返送が必要です。ご返送いただけない場合、端末代金のお支払いが必要になります。
4. その他注意事項について
・WEB カメラは、弊社技術員が設定･設置作業を行います。作業前に端末をお受け取りいただけない場合は作業日程を変更
させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
□

その他ご注意事項
以下の場合、弊社より事前にお知らせの上、サービス提供の停止や契約の解除をすることがございますので、あらかじめ
ご了承ください。
・ ご利用料金または各種料金のお支払いを延滞した場合
・ 集合住宅での導入契約が終了した場合
・ 加入契約約款に定める事項に反する行為があった場合
※ 弊社業務遂行上、著しい支障がある場合は事前の催告なしでサービスの停止および契約の解除を行う場合がございます。

・ J:COM LINK または IP-STB ご契約の際ご記入いただく加入申込書ならびに関連書類の記載に不備（名義、捺印、識別
のための番号および符号情報の相違・記入漏れ）がある場合

□

個人情報の取り扱いについて
・利用者の個人情報(氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、メールアドレス等の情報)を、弊社プライバシーポリシー
に基づき適切に取り扱います。
・J:COM オンライン診療アプリ上でご入力いただく個人情報(病名や病歴、診療時の映像/音声データ等)は株式会社 MICIN
のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。
・弊社は、本サービスを提供するにあたり、次の各号で取得した利用者の個人情報を弊社の委託先である株式会社 MICIN
との間に定めた「curon プラットフォーム利用契約書」「業務提携契約書」の個人情報の取り扱いに関する契約内容に基
づき、株式会社 MICIN に対して提供いたします。また副処理者として株式会社 MICIN から各医療機関に対して提供しま
す。
株式会社 MICIN 以外に個人情報の取り扱いを委託する場合には、本サービスを提供する目的の範囲内で、弊社の責任で
適切な委託先を選定し、個人情報の取り扱いに関する契約を締結した上で委託いたします。
（1） 氏名
（2） 生年月日
（3） 性別
（4） 住所
（5） 電話番号
（6） メールアドレス

重要事項説明書

追加事項のご案内

この度は、J:COM サービスにご加入いただきまして、誠にありがとうございます。
『J:COM サービスご加入に関する重要事項説明』
（以下、
「重要事項説明書」といいます。
）の記載内容において一部追加がございますので、
以下の通り訂正させていただきます。以下内容につきましてご確認いただき、重要事項説明書とあわせて保管くださいますようお願いいたし
ます。

1． 各サービス共通
⑧ 解約
5.

加入契約約款に定める［解約］および［停止および解除］の場合、直ちにセットトップボックスなどの機器一式を返却していただきま
す。また、ご返却のない場合には、以下にあたる損害金（不課税）をお支払いいただきます。
IP-STB 8,890 円/台

2． J:COM TV
① 設置工事について
7.

IP-STB は、一部エリア＊でのみ提供されているサービスとなります。

＊以下の事業者のサービス提供地域において提供しています。
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、土浦ケーブルテレビ株式会社

⑮

その他

7.

IP-STB は、弊社技術員が設定･設置作業を行います。
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1.各サービス共通

①

ご契約にあたり

（J:COM MOBILEを除く）
。
1. J:COMサービスのご提供は本書裏面のサービスエリア内に限ります
・契約解除料金が定められたプラン
（以下、
「長期契約プラン」
といいます）
のほか、契約期間
2. J:COMサービスは、契約期間（自動更新）
（自動更新）
・契約解除料金の定めがない単体サービスやパッケージサービスがございます。

3. 未成年者のご契約は、親権者（法定代理人）のご同意が必要です。加入申込書親権者同意欄へ続柄のご記入とご署名、ご捺印をお願いいたします。
4. ご契約内容（契約者名義・住所・連絡先など）に虚偽の記述があった場合は、契約解除となる場合がございます。
5. 弊社は、契約申込受付時に加入審査を実施いたします。審査の結果によってはお申し込みをお受けできないか、お支払方法の制限や
追加書類のご提出等が必要となる場合がございます。

「電気通信
6. 着信転送サービスをご契約の場合は、弊社が認める本人確認書類が必要となります。ご提示いただいた本人確認書類は、

事業法」
に基づいた本人確認の目的のみに利用します。この法令に基づき、
ご契約時にご本人さまを特定させていただいた事項につ
いては、弊社で記録し保存させていただきます。また、弊社では
「振り込め詐欺」
等の犯罪に、偽造身分証等を利用して不正契約され
た電話が使用されることを防止するため、
ご契約受付時に提示された弊社が認める本人確認書類の記載内容について当該確認書類
の情報を発行元機関に提供させていただく場合がございます。より確実な本人確認を行うため、あらかじめご了承ください。本人確
認書類は弊社専用端末で画像にて取得させていただく場合がございます。
（以下、
「J:COM MOBILE」
といいます）
をご契約の場合は、弊社が認める本人確認書類が必要
7. J:COM MOBILE Aプラン・Dプラン
となります。ご提示いただいた本人確認書類は、
「携帯電話不正利用防止法」
に基づいた本人確認の目的のみに利用します。
この法令に基
づき、
ご契約時にご本人さまを特定させていただいた事項については、
弊社で記録し保存させていただきます。また、
弊社では、
「振り込め
詐欺」
等の犯罪に、
偽造身分証等を利用して不正契約された携帯電話が使用されることを防止するため、
ご契約受付時に提示された弊社が
認める本人確認書類の記載内容について当該確認書類の情報を発行元機関に提供させていただく場合がございます。より確実な本人確
認を行うため、
あらかじめご了承ください。本人確認書類は弊社専用端末で画像にて取得させていただく場合がございます。また、
ご転居
前に本人確認書類をご提示いただいた場合は、同一回線に対するご転居後の本人確認書類のご提示は不要となります。
8. 同一名義での大量不正契約の防止を図るため、J:COM MOBILEは、原則として一世帯あたりのご契約を累計5回線までに制限させていただきます。
9. J：COM HOMEは、一世帯あたり1契約までに制限させていただきます。
10. サービス内容に対するご理解を深めていただき、安心してサービスをご利用いただけるよう、ご希望に応じてご家族やご親族への
説明を実施しております。ご希望の場合は説明を完了してからご契約手続きおよび工事を実施させていただきます。
11.【J:COM TV／J:COM NET／J:COM PHONE／J:COM MOBILE／J:COM HOME／緊急地震速報】
加入申込書ならびに関連書類の記載事項に不備
（名義、捺印、識別のための番号および符号情報の相違・記入漏れ）
がある場合や、
弊社に未着の場合、設置工事日＊より10日経過後にサービスを停止させていただくことがございます。
＊お客さまによる機器の設置をお申し込みされた場合は、
配送完了日になります。

【J:COM 電力 家庭用コース（以下、
「J:COM 電力」といいます）／J:COM ガス supplied by 東京ガス・supplied by 京葉ガス（以下、
「J:COM ガス」といいます）】
加入申込書ならびに関連書類の記載事項に不備
（名義、捺印、識別のための番号および符号情報の相違・記入漏れ）
がある場合や、弊
社に未着の場合、サービス開始日より10日経過後にサービスを解約させていただくことがございます。
（以下、
「オーナーさま」
といいます）
とJ:COMの集合住宅一括契約の
12. J:COM In My Roomのサービスは、オーナー／管理会社さま
プランに基づき、お客さまに提供されるサービスです。オーナーさまが集合住宅のプランを変更または解除された場合、お客さまが
利用しているサービス内容やご利用料金などを同条件で継続できない場合があります。その場合、集合住宅のプラン変更または解
除後にお客さまがご利用いただけるサービスのいずれかへ変更手続きをいただければサービスをご継続いただけますが、お手続き
がされない場合、J:COMからお客さまへ事前通知の上、お客さまの契約を解除させていただきます。なお、集合住宅のプラン変更時
に、主にサービス内容またはご利用料金の点でお客さまに不利益がなく、
よりよい条件でご利用いただけるサービスがある場合には、
オーナーさまの契約変更月の翌月から自動的にお客さまのサービス内容またはご利用料金を変更します。
（以下、
「特別料金プラン」
といいます）
のご提供は、J:COMと法人その他の団体またはサービス
13. 特別割引料金によるJ:COMサービス
提供先の建物のオーナーさま
（個人）
との契約
（以下、
「法人等契約」
といいます）
があることを条件としている場合があります。この場合、
法人等契約が終了し、
または内容が変更されたときは、お客さまが利用している特別料金プランを同条件で継続できないことがあり
ます。このとき、法人等契約の変更または終了後にお客さまがご利用できるJ:COMサービスへの変更手続きを行っていただけない
場合は、J:COMからお客さまへ事前通知の上、お客さまの契約を解除させていただきます。ただし、法人等契約の終了時に、サービ
ス内容や料金等においてお客さまに不利益のないJ:COMサービスのプランがあるときは、法人等契約の終了または変更がされた
月の翌月から、自動的にそのプランに変更します。
14. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのお客さまは、J:COMサービスを特別価格でご提供でき
る場合がございます。
15. ご契約に関する各種手続き、お問い合わせにつきましては、原則として契約者ご本人さまからのお申し出をお願いいたします。
16. ご契約に関するお問い合わせ・苦情につきましては、J:COMカスタマーセンターへご連絡ください。
17. 個人情報の取り扱いについて
弊社は、
ご契約にあたりお客さまからお預かりした個人情報を、弊社が定める
「プライバシーポリシー」
に従い適切に管理いたします。
個人情報の取り扱いに関しましては、加入申込書裏面と別項
「17.個人情報の取り扱いについて」
に記載しております。また、弊社ホーム
ページ
（www.jcom.co.jp）
にございます
「プライバシーポリシー」
にてご確認いただけます。個人情報に関するお問い合わせにつきま
しては、J:COMカスタマーセンターへご連絡ください。

②

契約締結後書面について

「ご契約内容のご案内」
（以下、
「契約締結後書面」
といいます）
を交付いたします。
1. J:COMサービスのサービス開始後に、

●サービス開始は以下となります。
・J:COM TV／J:COM NET／J:COM PHONE／緊急地震速報は、工事完了日＊もしくは切替完了日がサービス開始日となります。
＊お客さまご自身で機器の設置または交換を実施いただく場合、
お客さま宅への機器の配送完了日がサービス開始日となります。
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・J:COM MOBILEをMNP
（携帯電話番号ポータビリティー）
切替にてご契約の場合は、
MNP切替をされた日、MNP切替をしないご契約
または、J:COM MOBILEを
「データ」
タイプでご契約の場合は、商品を受領した日がサービス開始日となります。
・J:COM 電力は、他の小売電気事業者から切り替えの場合は切替日、新規契約の場合はお客さま申告日となります。
・J:COM ガスは、契約成立日以降かつ、各種手続き完了後初回定例検針日
（契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます）の翌日となります。
・J:COM HOMEは、ご購入いただいたパック端末受領日の翌日がサービス開始日となります。ただし、弊社の責に帰さない事由により商品が
受領予定日を7日過ぎても受領していただけていない場合は、受領予定日を含む7日目がサービス開始日となります。あらかじめご了承ください。
・長期契約プランは、すべての対象サービスの提供を開始した日となります。
・その他オプションサービス等については、申込日もしくは視聴開始日となります。
※お客さまにてご希望のサービス開始日をお申し出いただいた場合は、当該ご希望日となる場合がございます。

「電磁的方法による交付」
と
「紙面での交付」
がございます。
2. 契約締結後書面の交付の方法は、

お申し込み受付時にご指定いただいた方法により交付されます。
●電磁的方法による交付は、J:COM NETの連絡用メールアドレス宛に契約締結後書面の交付についてお知らせいたしますので、
（お客さま情報ページ）
にてご確認をお願いいたします。MY J：COM
（www.myjcom.jp）
からご利用いただけます。
弊社Webサイト
●紙面での交付をご希望の場合は、
ご契約住所宛に契約締結後書面をお送りいたします。
3. 以下の場合、契約締結後書面は交付対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
・既にご契約いただいている方が、
以下のお申し込みをする場合
２）
１）
J:COM TVのオプションサービスの追加・変更
J:COM TVの基本サービスの変更
３）
J:COM TVのJ:COMオンデマンド、ペイ・パー・ビュー※の購入
※港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、
千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

４）
（マカフィー for ZAQ）
、
有害サイトフィルタリング
（i-フィルター for ZAQ）
の追加
J:COM NETのセキュリティーサービス
５）
J:COM PHONE、J:COM MOBILEのオプション追加・変更
6）
J:COM HOMEのオプション端末の購入
各種サポート
（おまかせサポート、おうちサポート、自転車生活サポート等）
、
タブレット端末、J：COMまとめ請求 for Netflix、
まとめ
7）
、J:COMまとめ請求 for Disney+をお申し込みする場合
請求
（DAZN）

③

初期契約解除について

1. J:COM TV／J:COM NET／J:COM PHONE／J:COM MOBILE／緊急地震速報は、初期契約解除制度の対象です。
※J:COM 電力については、別項「5．J:COM 電力」の「J:COM 電力 家庭用コースに関する特定商取引法に基づく表示」の「クーリング・オフについて」をご確認ください。
※J:COM ガスについては、別項
「6．
J:COM ガス supplied by 東京ガス・supplied by 京葉ガス」の「J:COM ガス supplied by 東京ガス・
supplied by 京葉ガスに関する特定商取引法に基づく表示」の「クーリング・オフについて」をご確認ください。

2.
3.

4.
5.

※別途
「特定商取引法に基づく表示」
を交付しているサービスにつきましては、当該書面に記載の
「クーリング・オフについて」
の規定
に従い、サービス提供契約を解除することができます。
※J:COM HOMEについては、別途交付している
「特定商取引法に基づく表示」
の
「J:COM HOME提供に関する特定商取引法に基
づく表示」
の
「クーリング・オフについて」
をご確認ください。
契約締結後書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。この効力は、書面を発送した時に生じます。
この場合、お客さまは、
①損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
②ただし、契約を解除するまでの期間において提供を受けた有線放送役務ならびに電気通信役務の料金
（通話料金、購入済みの
J:COMオンデマンド利用料金等）、契約事務手数料、および既に工事が実施された場合の工事費、撤去費は請求されます。
工事費・撤去費・手数料など」
をご確認ください。
※契約事務手数料・工事費等の料金については、別項
「19．
③契約に関連して弊社が金銭等を既に受領している際には、当該金銭等をお客さまに返還いたします。
弊社が初期契約解除制度について事実と異なる説明をしたことにより、その内容をお客さまが事実と誤認をし、
これによって８日間を
経過するまでに契約を解除しなかった場合、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付します。
当書面を受領した日から起算して８日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
初期契約解除についてのお問い合わせはJ:COMカスタマーセンターまでお願いいたします。
〈書面による初期契約解除の記載例〉

３３０ ０８３５
西暦○○年○○月○○日

さいたま市
大宮区北袋町1-299-11
富士さいたま新都心ビル 東館4F

－XXXXXXXX
（８桁）
XX（２桁）
③契約サービス名
「長期プラン名称」
欄、
または、
「ご利
用サービス」
欄に記載されている
サービス名を記載してください。
（例：スマートお得セレクト ○○コース）

お客さま住所

④月額利用料金
○○○○円
（税抜）

お客さま氏名

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

④

上記契約を解除します。

長期契約プラン

JCOM株式会社
初期契約解除窓口行

②お客さま番号

【書面記載についてのご注意事項】
・書面はお客さまにてご用意をお願いいたします。
・郵送料はお客さまにてご負担ください。
・左記の①～④は、契約締結後書面に記載されています。
契約締結後書面をご確認の上、記載をお願いいたします。
・お客さまのご住所、氏名をご記入の上、以下宛先までお送りください。
〒330-0835
さいたま市大宮区北袋町1-299-11
富士さいたま新都心ビル東館4F
JCOM株式会社 初期契約解除窓口 行

その他サービス

①契約締結後書面受領日

料金のお支払いと請求について

1. 工事費、毎月のご利用料金、商品代金などのお支払いには、弊社取り扱いのクレジットカードをご利用いただけます。

クレジットカード決済口座からのお引落日やお支払いに関する事項は、
ご指定のクレジットカード会社が定める会員規約および弊社が
定める約款・特約などに基づきます。なお、原則契約者ご本人さま名義のクレジットカードをご指定ください。
改正割賦販売法の施行に伴い、セキュリティ国際基準
（PCI DSS）
に準拠した決済代行会社であるベリトランス株式会社にクレジット
カード決済業務を委託し、お客さま情報を厳格に管理いたします。なお、弊社ではクレジットカード情報は保持いたしません。
【ご利用いただけるクレジットカード】
＊1

エムアイカード

a u PAYカード

＊1 港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、
千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

※口座振替払いもご用意しております。
＜口座の登録には1～2カ月ほどお時間を頂いております＞
※口座の登録後は、毎月26日または27日
（金融機関が休業日の場合は、翌営業日）
に口座振替にてお支払いいただきます。
※お支払方法の登録は、決済端末でお申し込みいただけます。
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（J:COM 電力・J:COM ガスは検針日・サービス開始日によっては、翌々月となる
2. お支払いの開始はサービス開始日の翌月となります
場合がございます）
。ご利用いただくクレジットカード会社によってはお支払いの開始月が遅れる場合がございます。

3. クレジットカード会社の処理方法により当月分と翌月分（または前月分と当月分）が合算された請求となる場合がございます。
4. お支払いいただく料金については、クレジットカード会社の明細に記載され、各クレジットカード会社より送付されます。弊社から請求書
はお送りいたしません。

5. ご登録いただきましたクレジットカードにつきましては、毎月、クレジットカードの有効性の確認および一定金額を超えた場合は、都度ク
レジットカード決済の承認を取得しております。クレジットカード会社より承認が得られなかった場合、当該クレジットカードでのお支払
いができなくなります。そのため、弊社よりその旨のご連絡とともに、期日までにお支払方法の再登録をお願いしております＊。
期日までにお支払方法の再登録が確認できない場合は、
サービス提供の停止や契約の解除をすることがございます。
なお、
クレジットカードの有効性が承認されない理由につきましては、直接クレジットカード会社へご確認をお願いいたします。

＊場合により当該月のご請求分のお振り込みを当該月末までにお願いする場合があります。

6. ご登録のクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合やクレジットカードの会員資格を喪失した場合、J:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。
「24回の分割払い」
「36回の分
7. J:COM MOBILEの商品（端末機器・アクセサリーなど）をご購入の場合、スマホ端末＊は「一括払い」
割払い」
のいずれか、タブレット端末は
「一括払い」
「36回の分割払い」
のいずれか、アクセサリーは
「一括払い」
「24回の分割払い」
の
いずれかをそれぞれご指定いただけます。ご購入の際は、別項
「7-1.J：COM MOBILEの商品
（端末機器・アクセサリーなど）
につい
て」
の
「販売契約について」
をご確認ください。

＊iPhone 12およびiPhone SE
（第3世代）
は
「一括払い」
「24回の分割払い」
「36回の分割払い」
「48回の分割払い」
、iPhone
（au Certified端末）
は
「一括払い」
「24回の分割払い」
となります。

8. 初回請求は、以下の料金となります。

●工事費などの初期費用、各種手数料
（複数サービスをご契約のお客さまには、それぞれのサービスに分けて請求させていただきます）
・工事費を
「分割払い」
とした場合は1回目の工事費、
「一括払い」
とした場合は一括の工事費。
●ご利用料金
【J:COM TV／J:COM NET／J:COM PHONE／緊急地震速報】
・設置工事日翌日または開通日翌日から同月末日までの基本料金またはパッケージ料金およびオプションサービス利用料金（日割り計算となります）。
・設置工事日翌月または開通日翌月の基本料金またはパッケージ料金およびオプションサービス利用料金。
・既に契約されているお客さまが、新たに別のサービスを追加された場合は、設置工事日または開通日の翌日からパッケージ料金が適用され
ます。なお、複数サービスを同時にお申し込みされ、サービスごとに設置工事日または開通日が異なる場合につきましても同様となります。
・J:COM PHONE プラスで固定電話番号ポータビリティーサービスをご利用の場合は、電話サービス用機器設置から数日後の開通
となり、開通した翌日から基本料金またはパッケージ料金を適用いたします。なお、J:COM PHONE プラスが開通するまでの間は、
J:COM PHONE プラスを除いたパッケージ料金、TVサービスまたはNETサービスの基本料金が適用されます。
※お申し込みの内容によっては、J:COM PHONE プラスを含んだパッケージ料金が適用されるまでに日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※J:COM PHONE プラスを含んだ長期契約プランに関するお取り扱いは、別項
「10．
各長期契約プラン共通」
以降をご確認ください。

【J:COM MOBILE 】
・サービス開始日の翌日から同月末までの基本料金、
オプションサービス利用料金
（日割り計算となります）
。
・サービス開始日翌月の基本料金、
オプションサービス利用料金。
【J:COM 電力】
・サービス開始日から初回検針日の前日までの月額利用料金
（日割り計算となります）
。
【J:COM ガス】
・サービス開始日から初回定例検針日までの月額利用料金
（日割り計算となる場合がございます）
。
【J:COM HOME】
・J:COM HOMEをご利用の場合は、サービス開始日の翌日から翌月末日までの基本料金またはパッケージ料金を適用いたします
（加入月は無料となります）
。なお、J:COM HOMEのパッケージ料金が適用になる場合、J:COM HOMEをお申し込みされてから
サービス開始日までの間は、
J:COM HOMEを除いたパッケージ料金、TVサービスまたはNETサービスの基本料金が適用されます。
●J：COM MOBILEの商品代金
・商品代金を
「分割払い」
とした場合は1回目の商品代金、
「一括払い」
とした場合は一括の商品代金。
●J:COM HOMEのオプション端末代金
・オプション端末をお申し込みの場合は、一括の端末代金。
＊ クレジットカードでの
「一括払い」
につきましては、
ご指定のクレジットカード会社が定めるお引落日となります。

9. 月額料金の内訳は、以下の料金となります。

●工事費
・工事費を
「分割払い」
とした場合、各回ごとのお支払金額
（以下、
「賦払金」
といいます）
となります。
●ご利用料金
【J:COM TV／J:COM NET／J:COM PHONE／J:COM MOBILE／J:COM HOME／緊急地震速報】
当月のご請求額は、当月 1 日現在で契約されているサービスの月額基本料金と前月に利用された従量制サービス（ J:COM
PHONEの通話料金、ペイ・パー・ビュー※、J:COMオンデマンド利用料金、J:COM MOBILEの追加データ料金など）のご利用料金
と、前々月に利用されたJ:COM MOBILEの通話料金
（SMS利用料金含む）
を合算した金額となります。

※港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、
千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

【J:COM 電力】
当月のご請求額は、前々月の検針日
（弊社があらかじめお客さまにお知らせした場合は計量日とし、以下同様とします）
から前月の
検針日の前日までの期間に地域電力会社が設置した計量器の値に基づき算出する金額となります。
※当月のご請求額を算出するための計量器の値の確認時期によっては、当月分と翌月分以降を合算した請求となる場合がございます。

【J:COM ガス】
当月のご請求額は、一般ガス導管事業者が3カ月前の定例検針日から2カ月前の定例検針日に行ったガスメーターの検針結果に基
づき算出する金額となります。
※当月のご請求額を算出するため、切替時期によっては、当月分と翌月分以降が合算された請求となる場合がございます。
※J:COM ガスを含む長期契約プランをお申し込みの場合、切替時期によっては、毎月の割引額が翌月分と翌々月分の合算された請求となる場合がございます。

●J：COM MOBILEの商品代金
商品代金を
「分割払い」
とした場合、各回ごとの商品代金のお支払金額
（以下、
「賦払金」
といいます）
となります。
10. 弊社からの請求書は、以下の条件で発行されます。
・J:COM TVご契約のお客さま
・J:COM NETご契約のお客さま
・J:COM MOBILE ご契約のお客さま
・J:COM HOMEご契約のお客さま
・クレジットカード支払いのお客さま

・請求書は発行しておりません。
（税込 165円）
にて毎月発行いたします。
・請求書発行を希望される場合は、月額1５０円
※毎月のご請求内容は、
「お客さま情報ページ
（無料）
」
にてご確認いただけます。

・J:COM PHONEのみご契約で口座振替払いのお客さま
・J：COM 電力（マンション一括コース）をご契約のお客さま
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J：COM PHONE プラスを
ご契約のお客さま

・初回のご請求時、およびご請求金額が前月と異なる月に限り無料で発行いたします。
・My au＊では無料で通話明細内訳をご確認いただけます。

＊My auとは、お客さまのご契約状況や通話明細内訳の確認、一部オプションサービスの設定をWeb上で行えるサービスです。
システムメンテナンスにより、毎週水曜日の午前中はご利用いただけない場合があります。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

11. 延滞手数料と遅延損害金
1）当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分を合わせてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもお支払いが

ない場合
（弊社がお支払いを確認できない場合も含みます）
には、別に定める延滞手数料を加算して弊社にお支払いいただきます。

2）前項の延滞処理にもかかわらず、支払期日を経過してもお支払いがない場合には、弊社が定める期日から支払日の前日までの
日数について、年14.5％の割合で計算して得た額を遅延損害金として弊社にお支払いいただきます
（延滞手数料と遅延損害金は
重複して加算されることはございません）
。

12. 月の途中でJ:COM TV、J:COM NETのプラン・コース変更を行った場合には、変更日の翌日を基準として、それぞれの料金を日割り
で精算します。月の途中でJ:COM MOBILE Dプランのタイプ変更
（
「音声+データ」
⇔
「データ」
）
を行った場合には、変更日の翌日を
基準として、それぞれの料金を日割りで精算します。月の途中でJ:COM 電力の契約種別・契約プラン変更を行った場合には、変更日
を基準として、
それぞれの料金を日割りで精算します。月の途中でJ：COM ガスの契約種別変更を行った場合には、
変更申込後の初回定
例検針日の翌日を基準とし、料金算定を行い精算します。

⑤

弊社作業員による工事について

1. ご契約のサービス内容や建物状況、地域事情により工事までに時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
2． 事前のお願い（工事全般）

作業を開始する前に、以下に関してあらかじめご確認・ご協力をお願いいたします。
（作業時間中、確認や問い合わせをさせていただく場合がございます。必ず
1）作業時間中は、作業への立ち会いをお願いいたします
ご在宅、
ご在室のご協力をお願いいたします）
。
2）作業の都合により、家具・調度品の移動が必要な場合がございます（家具・調度品の移動が必要な場合は、事前にお客さまにお知らせいた
します。特に壊れやすいものに関しましては、ご指示をくださいますよう、お願いいたします。状況によっては、お客さまに移動をお願いする
こともございます。その際はご協力をお願いいたします）
。
（家具･調度品の移動に伴う、貴重品・現金などの紛失を防止する
3）貴重品・現金などは、事前に移動ならびに保管をお願いいたします
ため、
ご協力をお願いいたします）
。
4）作業中の安全確保にご協力をお願いいたします（安全には万全を期しておりますが、万一の場合に備え、小さいお子さまが作業
場所に近づかないよう、ご配慮をお願いいたします。また、ペットは作業場所から離していただきますよう、
ご理解とご協力をお願
いいたします）
。
（ご都合が悪い場合は、あらかじめ作業担当者までお知らせください）
。
5）作業中には若干の騒音や振動を伴う場合がございます
6）弊社からお貸しする機器は家庭用電源が必要となります。空きコンセントがない場合、お客さまにてコンセントタップをご用意く
ださい。
7）工事前に配線状況調査を実施する場合がございます。また、設置予定のない部屋や屋根裏などでの作業を行うことがございます
ので、
ご協力をお願いします。

3. 工事が中止・延期になる場合

その他サービス

以下のような事情で工事を中止、延期、
またはご契約の取り消しをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
1）J:COMサービスの提供不可地域および不可物件
2）商用ビル・大型一戸建てなどの特殊な建物
J:COM TV／J:COM NET／
3）風雨などの天候不良
J:COM PHONE／緊急地震速報の
4）当日の工事内容の変更、または特殊な工事が必要になる場合
設置工事については、
5）地震、火災などの災害時
各サービスのページをご参照ください。
6）交通事故などでの道路状況の悪化
7）お客さまのご都合が悪くなった場合
※7）
の場合、J:COMカスタマーセンターへお早めのご連絡をお願いいたします。

追加工事について

長期契約プラン

⑥

⑦

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

1. 以下の場合、J:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。
1）サービスの追加や変更をご希望の場合
2）お貸しするセットトップボックスやモデムなどの設置場所を変更される場合
3）テレビ機器買い替えなどによる再配線をご希望の場合
2. 追加工事には別項「19.工事費・撤去費・手数料など」の料金が必要になります。

機器などの維持管理について

1. お貸しするセットトップボックスや各サービス用機器は、密閉された場所や重ね置きなどの状況では、機器の温度が上昇し傷害を負う

ことや誤動作をする場合がございます。
また、機器および付属のACアダプターは、
カーテンなどの燃えやすいものの近くに設置しないようお願いいたします。あわせて、各種
ケーブルに異常な力
（引っ張り、ねじれ、踏みつけなど）
がかからないようご注意ください。
安全にお使いいただくために使用上の注意事項を厳守の上、お客さまにて維持管理をお願いいたします。なお、故意または過失により
機器などを故障、破損させた場合は機器の交換を有料にて実施いたします。ただし、機器などを紛失された場合、および弊社が特に
悪質と認めた故障、破損の場合は、次の
「解約」
で規定する未返却時の機器損害金を申し受けます。
2. 故障や破損により機器の交換が必要となった場合、在庫状況やメーカーサポート終了などの理由により、ご契約の変更、もしくは機種の
変更をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
3. 保安器出力端子より先のお客さま宅内配線部分も、お客さま設備として維持管理をしていただきます。
※集合住宅の場合、お客さま設備の範囲が異なることがあります。

に従ってご実施いただきますようお願いいたします。MY J:COM
4. お客さまご自身で機器の設置・交換を行う場合、MY J:COM（アプリ）
（アプリ）
に記載のない設置機器の移設や同軸ケーブルの取り外し・分岐をお客さまご自身で行うことは、弊社施設にノイズなどの悪影
響が出る原因となり、ほかのお客さまにご迷惑がかかる場合がございます。事前にJ:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。
5. 弊社施設の維持管理・改修などの必要上、地上波放送を含む弊社サービスの一部や全部を停止することがございます。
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⑧

解約

1. 弊社サービスを解約される場合は、J:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。解約の手続きをさせていただきます。解約にあ
。
たり撤去工事またはお客さまによる撤去が必要なためお早めにご連絡ください
（J:COM MOBILE、
J:COM 電力、J：COM ガスを除く）
J:COM ガスから他のガス小売事業者への切り替えに伴う解約については、弊社へご連絡いただく必要はありません。切替先のガス
小売事業者へお申し込みください。

2. 解約月のご利用料金は、以下となります。
J:COM TV
J:COM NET

緊急地震速報

J:COM PHONE プラス
J:COM MOBILE
J:COM 電力
J:COM ガス
J:COM HOME

停止した日にかかわらず1カ月分のご利用料金を頂きます。

解約日までの日割り料金を頂きます。

※J：COM PHONE
「かけ放題パック」
は1カ月分のご利用料金を頂きます。

解約した日にかかわらず1カ月分のご利用料金を頂きます。

をご参照ください。
3. 解約時には、撤去費がかかります。撤去費については別項「19.工事費・撤去費・手数料など」

撤去工事に伴い、お客さまが所有（占有）する敷地、家屋、構築物等の復旧工事を要する場合は、お客さまのご負担でその復旧工事をお願いします。
※固定電話番号ポータビリティーサービスは、解約時に設定変更手数料が必要です。

4. 撤去にあたり、弊社作業員の出張が必要な場合がございます。その場合、お客さまご自身でのお取り外しはご遠慮ください。
また、宅内配線を変更する工事を行う場合がございます。

［解約］
および
［停止および解除］
の場合、直ちにセットトップボックスなどの機器一式を返却していただきます。
5. 加入契約約款に定める
また、
ご返却のない場合には、以下にあたる損害金
（不課税）
をお支払いいただきます。
20,000円 / 台
J:COM LINK
Super Pod
11,000円 / 台
４K J:COM Box＜HDD内蔵モデル＞
インターネットサービス用機器（1G用 Wi-Fiモデル、高機能Wi-Fiモデル） 10,000円/台
21,000円 / 台
回線終端装置
（ONU)
４K J:COM Box
15,000円 / 台
5,000円 / 台
インターネットサービス用機能
（Wi-Fiモデル）
Smart J:COM Box＜録画機能付き＞
4,000円 / 台
2,000円 / 台
インターネットサービス用機器
Smart J:COM Box
4,000円 / 台
1,000円 / 台
電話サービス用機器
HDRプラス、ブルーレイHDR
10,000円 / 台
1,500円 / 台
緊急地震速報専用端末
Smart TV Box、HDR、セットトップボックス
500円 / 台
6,500円 / 台
リモコン
（各セットトップボックス用）
スマートELセンサPlus
1,300円 / 個
2,800円 / 台
スマートゲートウェイPlus
ホームゲートウェイ
（HGW）
11,000円 / 台
500円 / 台

6. 解約後の注意事項
1）J:COM TV

解約後に地上波チャンネルをご視聴いただく場合は、お手持ちのアンテナへ接続していただきますようお願いいたします。
ただし、弊社による電波障害対策地域、および設備導入済み集合住宅にお住まいのお客さまは、地域や物件により引き続き弊社設
備をご利用いただける場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
2）NHK団体一括支払
J:COMサービスの解約後、NHK団体一括支払も解約となります。
残余月分の内容
（返金・NHK直接契約への充当）
は、お近くのNHKへお問い合わせください。
3）J:COM PHONE
J:COM PHONE プラスの契約が解除された後に、同一のご契約者がJ:COM PHONE プラスの契約の申し込みを行い、弊社が
承諾した場合であっても、電話番号の指定
（同一番号の使用継続を含みます）
を受け付けません。
4）J:COM MOBILE
弊社事務処理の都合上、
ご解約いただいてからご利用いただけなくなるまで数日を要します。
完全に停止されるまで通話が可能となり、その間に通話をされる場合は通話料金が発生いたしますのでご注意ください。
5）J:COM 電力
解約後は、お客さまご自身で他の小売電気事業者へ電気のご契約に関するご連絡、お手続きをお願いいたします。手続きが行われ
ず、無契約となった場合は、電気の供給がとまる場合がございますので、
ご注意ください。
6）J:COM ガス
解約後は、お客さまご自身で他のガス小売事業者へガスのご契約に関するご連絡、お手続きをお願いいたします。手続きが行われ
ず、無契約となった場合は、
ガスの供給がとまる場合がございますので、
ご注意ください。
7）J:COM HOME
解約後、
ご購入済みの端末はご利用できません
（スマートスピーカーを除く）
。あらかじめご了承ください。
8）他事業者への再契約に伴う手続きや手数料などにつきましては、直接各事業者へお問い合わせください。
7. 以下の場合、弊社より事前にお知らせの上、サービス提供の停止や契約の解除をすることがございます。
1）ご利用料金または各種料金のお支払いを延滞した場合
2）集合住宅での導入契約が終了した場合
3）加入契約約款に定める事項に反する行為があった場合
※弊社業務遂行上、著しい支障がある場合は事前の催告なしでサービスの停止および契約の解除を行う場合があります。
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⑨

一時停止

1. お客さまのご希望によるサービスの一時的な中断は1カ月単位を基本として申し受けます。J:COMカスタマーセンターまでお申し込みください。
2. サービスごとの最長停止期間と停止期間中のご利用料金は以下となります。停止期間終了後、サービスは自動的に再開となります。
サービス

（ブルーレイHDR）
J:COM TV スタンダードプラス／J:COM TV スタンダード
（HDRプラス）
J:COM TV スタンダードプラス／J:COM TV スタンダード
（HDR）
J:COM TV スタンダードプラス／J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス／J:COM TV スタンダード（4K J:COM Box＜HDD内蔵モデル＞）
J:COM TV スタンダードプラス／J:COM TV スタンダード（Smart J:COM Box＜録画機能付き＞）
（ブルーレイHDR）
J:COM TV コンパクト
（HDRプラス）
J:COM TV コンパクト
（HDR）
J:COM TV コンパクト
J:COM TV スタンダードプラス／J:COM TV スタンダード
J:COM TV コンパクト
J:COM NET
J:COM PHONE プラス

最長停止期間
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
2年

停止期間中のご利用料金
（月額）

2,500円（税込 2,750円）／ブルーレイHDR1台
2,500円（税込 2,750円）／HDRプラス1台
2,000円（税込 2,200円）／HDR1台
2,000円（税込 2,200円）／4K J:COM Box＜HDD内蔵モデル＞1台
2,000円（税込 2,200円）／Smart J:COM Box＜録画機能付き＞1台
2,500円（税込 2,750円）／ブルーレイHDR1台
2,500円（税込 2,750円）／HDRプラス1台
2,000円（税込 2,200円）／HDR1台
1,000円（税込 1,100円）／セットトップボックス1台
1,000円（税込 1,100円）／セットトップボックス1台
1,500円（税込 1,650円）／インターネットサービス用機器1台
1,000円（税込 1,100円）／1回線

※J：COM LINK、
4K J:COM Box＜HDD内蔵モデル＞、4K J:COM Box、Smart J:COM Box＜録画機能付き＞、Smart J:COM Boxは、停止期間中もJ：COM LINKサービス利用料
もしくは4K J:COM Boxサービス利用料もしくはSmart J:COM Boxサービス利用料がかかります。
※地デジ・BSデジコース、緊急地震速報は、お客さまのご希望によるサービスの一時停止・中断はお受けできません。

3. 一時停止の条件・その他注意事項
1）J:COM TV
前回の停止・再開手続きから3カ月間経過しているお客さまに限り、加入世帯ごとでの受け付けとなります。再開時は、再開するための信号を受信す
る必要があります。セットトップボックスの電源を入れ、チャンネルをケーブルデジタル（CS）放送のいずれかのチャンネルに15分から30分程度合わせ
ていただき、サービスの再開をご確認ください。万が一サービスが再開されない場合は、J:COMカスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。
お客さまのご希望によるJ:COM TV フレックスの一時停止・中断はお受けできません。
2）J:COM NET
前回の停止・再開手続きから1カ月間経過しているお客さまに限り、加入世帯ごとでの受け付けとなります。
3）J:COM MOBILE
お客さまのご希望によるサービスの一時停止・中断はお受けできません。盗難や紛失などで利用を停止したい場合は、不正利用を防ぐための停
止を行います。ただし、停止をしている間も通常のご利用料金は発生いたしますので、あらかじめご了承ください。また、停止のお申し出を受けてか
ら、実際に停止するまで、お時間をいただく場合がございます。停止をご希望の際は、J:COMカスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。
※お客さまにて
「お客さま情報ページ」
から利用停止することもできます。

4）J:COM 電力

お客さまのご希望によるサービスの一時停止・中断はお受けできません。

5）J:COM ガス

お客さまのご希望によるサービスの一時停止・中断はお受けできません。

6）J:COM HOME

お客さまのご希望によるサービスの一時停止・中断はお受けできません。

転居手続き

その他サービス

⑩

長期契約プラン

1. ご転居の際には、お早めにJ:COMカスタマーセンターまでご連絡をお願いいたします。
2. J:COMのサービスエリア内へのご転居であれば、サービスを継続することができます。その際、弊社作業員による作業が必要となります。別項
をご参照ください。なお、地域や建物によりサービスのご提供ができない場合がございますのでご了承ください。
「19.工事費・撤去費・手数料など」
3. ご転居先にてサービスをご提供できない場合、大変恐れ入りますが、解約の手続きを取らせていただきます。同項「解約」、および別
をご確認ください。
項
「19.工事費・撤去費・手数料など」
4. ご転居の際には、加入申込書ならびにお支払方法等の関連書類にてお手続きが必要となります。同項「ご契約にあたり」をご確認ください。
5. 各種サービスの注意事項
1）J:COM TV
J:COMオンデマンドで視聴権利が残っている購入済みの番組は、期限内にご転居先の端末で引き継ぎ処理をしていただくことで
の
「J:COMオンデマンド／ペイ・パー・ビュー
（PPV）
について」
をご確認ください。
転居後もご視聴いただけます。別項
「2.J:COM TV」
2）J:COM NET
J:COM NETにご加入後、弊社サービスエリア内に転居される場合であっても、メールアドレスを継続してお使いいただけない場

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

合がございますので、あらかじめご了承ください。

3）J:COM PHONE
・J:COM PHONE プラスにご加入後、転居される場合は、電話番号を継続してお使いいただけない場合がございますので、あらか

じめご了承ください
（固定電話番号ポータビリティーサービスを含む）
。
・固定電話番号ポータビリティーサービスをご利用の場合は、設定変更手数料が別途かかります。
4）J:COM MOBILE
国内のご転居先でも継続してサービスをご利用いただけます。ただし、弊社サービスエリア外への転居の場合、サポート内容に制
限がございますので、あらかじめご了承ください。
5）J:COM HOME
・設置されている端末は、お客さまご自身で取り外しのうえ転居先へお持ちいただく必要がございます。
・アプリ・端末の解除および再設定をしていただくことで、転居後もご利用いただけます。
6）長期契約プランにご加入後、転居される場合は、ご転居先ですべての対象サービスの提供を開始した日がサービス開始日となります。
）NHK団体一括」
「まとめトーク」
「まとめ請求」
にご加入後、転居される場合は、再度お申込み手続きが必要となります。
7「
8）auスマートバリュー／UQ mobile自宅セット割にご加入後、転居される場合は、割引停止および再加入が必要となる場合がありま
すので、以下お問い合わせ先までご連絡ください。
（auショップ／KDDIお客さまセンターなど）
・auスマートバリュー：KDDI株式会社
（au Style／auショップ／UQ mobileお客さまセンターなど）
・UQ mobile自宅セット割：KDDI株式会社

⑪

停電時のご利用について

弊社サービスは、停電時
（一戸建て・集合住宅の宅内や集合住宅の共有設備の停電なども含む）
には、原則使用できません。
※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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⑫

料金の改定について

【J:COM TV／J:COM NET／J:COM PHONE／J:COM MOBILE／J:COM HOME／緊急地震速報】
サービス料金を値上げする場合、該当するお客さまには事前に文書にて値上げする商品、時期、料金、理由などを明記した内容を送付いたします。
また、弊社ホームページおよび番組ガイド
『ジェイコム マガジン』などで、お客さまへお知らせします。
【J:COM 電力】
ご利用料金等を値上げする場合は、弊社ホームページ等で事前にお知らせします。
【J:COM ガス】
東京ガスまたは京葉ガスの料金が改定される場合、J：COM ガスのご利用料金も同時期に変更させていただきます。ご利用料金等を
値上げする場合、弊社ホームページ等で事前にお知らせします。

⑬

免責事項について

・弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。
・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

⑭

災害発生時の料金減免について

災害が発生したとき、または発生するおそれがあるときは、各サービスの加入契約約款、利用規約等の定めに関わらず、弊社が必要と判断した
場合は、臨時にその料金を減免することがあります。また、その際は弊社ホームページに掲示する等の方法により、その旨をお知らせします。

⑮

お客さまご自身による設置・交換・撤去について

お申込時にお客さまご自身による機器の設置・交換・撤去を選択された場合、
以下1.2に関してあらかじめご確認・ご協力をお願いいたします。
なお、
ご契約のサービス内容と住居形態によっては、
弊社作業員による訪問作業が必要な場合がございますのであらかじめご了承ください。
1. 事前のお願い（お客さまご自身による設置・交換）
をご参照ください。
1）機器の設置方法については、MY J:COM（アプリ）
2）弊社からお貸しする機器は家庭用電源が必要となります。空きコンセントがない場合、お客さまにてコンセントタップをご用意ください。
3）弊社からお貸しする機器は、必ずご契約住所に設置するようお願いいたします。
4）一定期間を経過してもなお、お貸しした機器の設置・交換、または機器登録が弊社のシステム上で確認できない場合は、事前にお知
らせのうえ、サービス提供の停止や契約の解除をさせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。契約が解除された
場合は、機器をご返却いただく必要がございます。その他、契約解除時の注意事項につきましては、
「⑧解約」
をご確認ください。
2. 事前のお願い（お客さまご自身による撤去）
1）撤去をご希望される場合は、J:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。
2）撤去時にご使用いただく機器返送用キットは、弊社指定の配送業者にてポスト投函いたします。撤去した機器は、MY J:COM（アプ
でお申し込みいただいた日程、時間枠内にて弊社指定の配送業者がご訪問して集荷いたします。
リもしくはWebページ）
をご参照ください。
3）機器の撤去方法については、MY J:COM（アプリもしくはWebページ）

2.J：COM TV

①

設置工事について

1. 一戸建ての場合、J:COM TVの標準工事は、直接配線方式による施工となるため、エアコン配管取り付け口など、機器を設置する部屋にケーブルを
通す穴がない場合、または利用できない場合は、外壁に施工上必要な開口作業、および防水加工を行います。ケーブルはビスで固定いたします。
※開口部の位置は工事当日、作業員とご相談ください。
※解約時は機器の撤去が必要となりますが、開口部分は、
コーキング材による防水処理までとなります。
※借家の場合は、
オーナー／管理会社さまの事前承認が必要です。

2. 既設のテレビアンテナ配線のご利用を希望される場合は別途費用が必要となります。

その場合、配線状況によっては施工できないことや工事を延期とさせていただく場合がございます。

3. 施工範囲

【弊社作業員による機器の設置をお申し込みされた場合】
弊社からお貸しする専用セットトップボックスを、お使いのテレビへ接続いたします。なお、パソコンなどのテレビ以外の機器との接続
は、サポート対象外となります。
【お客さまご自身による機器の設置をお申し込みされた場合】
弊社からお客さま宅に専用セットトップボックスを配送いたします。お受け取り後、お客さまご自身でセットトップボックスの取り付け・
設定をお願いいたします。MY J:COM
（アプリ）
をご参照の上、
ご設定ください。
（J:COMオンデマンドやペイ・パー・ビュー＊1、
インタラクTV）
などをご利用いただく
4. 一部のセットトップボックスでは、双方向サービス
ために、双方向対応工事やモデムの設置が必要な場合もございます。
5. J:COMオンデマンドやペイ・パー・ビュー＊1、インタラクTVなどの双方向サービスは、契約内容や機器、建物の状況により、ご利用いただけない場合がございます。
6. J:COM TVの契約形態を変更される場合は、工事が必要な場合がございます。

＊1 港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、
千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

②

災害放送に係る制限について

災害時等には、通常番組が中断され災害放送に切り替わる場合がございます。

③ NHK放送受信料について
1. 日本放送協会（NHK）の受信料は、月々の基本料金の中には含まれておりません。衛星放送を受信できるセットトップボックスを設置
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される方は、衛星放送受信契約が必要です。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

をご用意しています。
2. J:COMご加入のお客さまにはお得な「NHK団体一括支払」
受信料額

2カ月払額

6カ月前払額

12カ月前払額

NHK団体一括支払

4,040円（税込）

11,515円（税込）

22,340円（税込）

通常のお支払い
年間の差額

口座・クレジット

継続振込等

口座・クレジット

継続振込等

口座・クレジット

継続振込等

4,340円（税込） 4,440円（税込） 12,430円（税込） 12,715円（税込） 24,185円（税込） 24,740円（税込）
1,800円（税込） 2,400円（税込）

1,830円（税込） 2,400円（税込） 1,845円（税込） 2,400円（税込）

※受信料額の詳細については、NHKホームページをご覧ください。

3. NHK団体一括支払について
1）NHK受信契約名義はJ:COM契約名義と同一になります。
2）J:COMのNHK団体一括支払にお申し込みいただいた場合、お支払いはJ:COMサービスご利用料金のお支払いと同じ方法になります。
3）現在NHK衛星契約の受信料を前払いされている場合は、原則、前払い期間終了後のお取り扱いとなります。
団体一括支払サービス開始月については、NHKから直接ご案内を差し上げます。
4）手続きの都合上、お取り扱いが遅れる場合もございますので、ご了承ください。
4. お客さまご自身でNHK受信料をお支払いになる場合は、直接NHKへご連絡の上、お支払いをお願いいたします。
※NHK受信料についての詳細は、お近くのNHKまでお問い合わせください。

5. セットトップボックス設置後、NHKのBSデジタルチャンネル（BS101・103ch）を視聴される際、NHKにご連絡をお願いする旨のメッ
セージが表示されます。案内が表示されないようにするためには、設置工事の際にお渡しする
「NHK設置確認メッセージ消去申込書」
「NHK設置確認メッセージ」
消去後も、NHK衛星契約
をご返送いただくか、NHKの専用ホームページなどをご利用ください。また、
がお済みでない場合、NHK衛星契約をご案内するメッセージが表示される場合がございます。
※NHK設置確認メッセージ消去申込書のお渡しについて、お客さまご自身による機器の設置をお申し込みされた場合は、機器を配送する際に同梱させていただきます。

④

日本放送協会放送受信規約（抜粋）

（団体一括支払に関する特例（団体一括割引）
）
「全額免
第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の
除」
が適用される者を除いて１５名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第６条第３項に定める口座振替または継続振
込により一括して放送受信料を支払う場合は、第５条第１項および第２項の規定にかかわらず、支払区分が継続振込等の放送
受信料額から、
１件あたり月額２００円を減じて支払うものとする。
2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が
代表者を通じ支払う放送受信料について、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に
定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。
3 第１項の団体一括支払に関する特例は、第５条の５に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。
※日本放送協会放送受信規約
（全文）
はNHKホームページ
（https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/）
でご確認いただけます。

⑤

ジェイコム マガジンについて
その他サービス

（ダイジェスト版）』を1冊無料でお届けいたします。ただし、スマートお得セレ
1. お薦め番組とお知らせを掲載した『ジェイコム マガジン
クト、スマートお得セレクトEX、お得セレクト等をご契約されている方は、希望される場合に限り１冊無料でお届けいたします。詳しく
は、J:COMカスタマーセンターへお問い合わせください。
※テレビ画面上で最新8日分の番組表を
『電子番組表
（EPG）』機能にてご覧いただけます。

2. 日割り番組表の付いた『ジェイコム マガジン』をご希望の方は、有料にてお届けいたします。1冊目は120円（税込 132円）、2冊目以降
（税込 220円）
／冊となります。この場合、上記1の『ジェイコム マガジン
（ダイジェスト版）
（
』無料）
のお届けはございませんの
は200円
でご了承ください。

長期契約プラン

3. 番組表は、毎月28日ごろお届けいたします。月末までに届いていない場合は、誠にお手数ですが、J:COMカスタマーセンターまで
ご連絡をお願いいたします。

4. ご加入時に、日割り番組表の付いた『ジェイコム マガジン』をお申し込みのお客さまは、ご加入月を含む6カ月間、1冊無料になります。
ご加入後に、日割り番組表の付いた『ジェイコム マガジン』をお申し込みされた場合は、お届け月より有料になります。

オプションチャンネルについて

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

⑥

1. オプションチャンネルは月途中からのご視聴であっても1カ月分のご利用料金をお支払いいただきます。
2. オプションチャンネルは、セットトップボックス1台ごとのご契約となります。
3. オプションチャンネルおよびペイ・パー・ビュー※のみのご契約はできません。

※港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、
千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

4. スターチャンネルご契約の方へ

スターチャンネルはご契約月の翌月末までが最低契約期間となります。
なお、契約期間が1カ月に満たない場合には、1カ月分のスターチャンネル利用料金をお支払いいただきます。
5. WOWOWご契約の方へ
1）お手続き
ご視聴には、J:COMとともに株式会社WOWOWとのご契約が必要です。なお、ご契約に関する事務手続きは、J:COMで代行いたします。
手続き完了後に、株式会社WOWOWよりご契約内容の確認が郵送されます。
同封のWOWOW有料放送サービス約款とあわせてご確認ください。
2）個人情報について
契約時に関する事務手続きにあたっては、J:COM TVご契約者さまのお名前、住所、電話番号と、
CAS IDは暗号化などの保護措置を講じた上で株式会社WOWOWへ提供いたします。
お客さまがお申し込みを取りやめる際には、株式会社WOWOWに対する個人情報の提供を停止することが可能です。
3）契約期間について
契約期間が1カ月に満たない場合には、1カ月分のWOWOW利用料金をお支払いいただきます。
※現在BS機器を設置してWOWOWを視聴されているお客さまで、その契約を継続されない場合は、株式会社WOWOWへ解約の旨を直接ご連絡ください。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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WOWOWをお申し込みの方へ
お申込日以降にセットトップボックスの電源を入れ、WOWOW
（BS191～BS193ch）
に合わせたまま30分ほどお待ちいただくと
ご視聴いただけるようになります。
※契約の更新のため、毎年WOWOWの更新月
（ご契約をされた月）
には、上記同様チャンネルをBS191～BS193chに合わせていただく操作が必要になります。
詳しくは更新月にお送りする
『 WOWOWプログラムガイド誌』
にてご案内いたします。

6. お申し込みいただいたオプションチャンネルがご視聴いただけない場合は、当該チャンネルを選局いただき、15分から30分程度お待ちいただく
とご視聴可能となります。万が一、チャンネルがご視聴いただけない場合はJ:COMカスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。

⑦ J:COM TV フレックスについて
１.
２.

3.
4.
5.

J:COM TV フレックスの月額利用料金には動画配信サービスのNetflixまたはディズニープラスサービスが含まれており、いずれかの
サービスをご選択いただきます。
動画配信サービスの変更は、お申し出のあった翌月より1カ月単位でのご変更を承ります。
パック変更は、
お申し出のあった翌月より1カ月単位でのご変更を承ります。
弊社はチャンネルパックAおよびチャンネルパックBのチャンネルラインアップを予告なく変更することがあります。
J:COM LINKをご契約いただいている方のみご提供しております。

⑧ CASについて
【J：COM LINK／4K J：COM Box】
1. J：COM LINK／4K J：COM BoxはCAS機能内蔵型セットトップボックスです。破損した場合は、機器交換が必要となりますので、J：COM
カスタマーセンターへご連絡ください。
【J：COM LINK／4K J：COM Box以外】
1. ご視聴には、B-CASカード／C-CASカードが必要となります。紛失・破損した場合は、J:COMカスタマーセンターへご連絡ください。
を頂き
2. C-CASカードを紛失・破損された場合は、再発行費用として1,905円（税込 2,095円）／枚と、出張費3,000円（税込 3,300円）
ます。また、
ご利用中のセットトップボックス／HDR用セットトップボックスも交換となります。
を頂きます。
3. B-CASカードを紛失・破損された場合は、再発行費用として2,160円（税込）／枚と、出張費3,000円（税込 3,300円）

⑨ J:COMオンデマンド／ペイ・パー・ビュー（PPV）について
1.
2.
3.
4.
5.

J:COMオンデマンド／ペイ・パー・ビューのご利用料金のお支払いは、毎月のJ:COMサービス利用料金と同じ支払方法になります。

過去にさかのぼって、未払いの利用料金を請求する場合がございます。
成人向け作品は、未成年の方のお申し込みをお断りいたします。
作品によって、視聴期間が定められております。J:COM オンデマンド for J:COM LINKの一部作品では、視聴開始までの期間として30日間猶予を設けております。
理由の如何を問わず一度購入した作品の取り消しや返金はできません。配信開始前の作品を事前予約した場合も、作品の配信開始
以降は理由の如何を問わず取り消しや返金ができなくなります。
6. 購入した作品は、視聴期間が残っていても弊社の都合によりご視聴いただけなくなる場合がございます。また、J:COM TVを解約した場合、購入した作
品はご視聴いただけなくなります。なお、視聴権利が残っている購入済みの作品は、J:COMのサービスエリア内へのご転居先にてJ:COM TVを継続い
ただくことで転居後もご視聴いただけます（配信開始前の作品を事前予約している場合は、転居・解約前に予約の取り消しが必要です）。ただし、TVサー
ビスをご解約後3カ月以内に、作品の継続をご希望される端末でお客さまにて引き継ぎのお手続きが必要となります（TVサービスのご解約日より前に
端末を撤去された場合には、撤去日から起算して3カ月以内に処理が必要となります）。また、転居先の地域・建物等、その他条件によりご視聴いただけな
い場合がございます。J:COM LINK以外のセットトップボックスからJ:COM LINKへ交換した場合は、視聴権利が引き継げません（一部の作品を除く）。
また、J:COM LINKからJ:COM LINK以外のセットトップボックスへ交換した場合も、視聴権利は引き継げません。
7. 購入した作品の視聴権利の単位と視聴開始のタイミングは以下の通りです。
ご利用されるセットトップボックス

J:COM LINK

サービス

J:COM オンデマンド for J:COM LINK

視聴権利の単位

世帯単位

（ただし、チャンネル！オンデマンド見逃し番組の視聴権利はセットトップボックス単位となります。）

視聴開始のタイミング

J:COM LINK以外のセットトップボックス
J:COM オンデマンド／ペイ・パー・ビュー
セットトップボックス単位

購入時（一部の作品では、30日以内に視聴を開始したタイミングとなります。）

購入時

8. 利用制限は以下の通りです。

・料金未納に伴う強制解除時には有料作品の新規購入ができません。また、
ご契約中の見放題パック作品も視聴不可となります。
ご利用料金
（弊社が把握するもの）
などの従量制サービスを50,000円
（税込 55,000円）
を
・J:COMオンデマンド／ペイ・パー・ビューは、
基準額として、利用制限させていただきます
（弊社が特に認めた場合を除きます）
。
（J:COM オンデマンド メガパック
（以下、
9. 作品によっては、別途J:COMカスタマーセンターへのお申し込みが必要なものもございます
「メガパック」
といいます）
、見放題パックなど）
。
※ご利用料金は作品により異なります。
※既にご加入のお客さまでも、双方向対応工事費や機器交換費3,000円
（税込 3,300円）
が必要となる場合があります。

10．一部プランを除き、メガパックはサービス開始月を含む3カ月の最低利用期間となります。ご利用期間がサービス開始月を含む2カ月
に満たない場合は、1カ月分のご利用料金をお支払いいただきます。
※メガパックは、弊社が定めるJ:COM NETまたはJ:COM MOBILEをご利用の場合、1契約ごとにご契約が可能です。
この場合、
メガパックのご利用は、弊社が定める推奨視聴環境に限ります。また、推奨視聴環境は、予告なく変更となる場合がございます。

11. NHKオンデマンドまるごと見放題パックは、月途中のお申し込みであっても、1カ月分のご利用料金をお支払いいただきます。
12. J:COMオンデマンド 見放題パックは、サービス開始月が日割りの作品につきましては、サービス開始月を含む2カ月の最低利用期間と
なります。ご利用期間がサービス開始月を含む1カ月に満たない場合は、当該作品の1カ月分のご利用料金をお支払いいただきます。
13. J:COM TV スタンダードプラス、J:COM TV スタンダード、J:COM TV フレックス、オプションチャンネルをお申し込みの場合、当該契
約期間中に限り、
ご契約プランに関連するチャンネル！オンデマンド作品およびライブ配信を無料でご視聴いただけます。

11

14. J:COMオンデマンドの画質は、接続環境によって異なる場合がございます。
15. J:COMオンデマンドのご利用は日本国内に限ります。
16. 同一作品を複数端末で同時に視聴することはできません。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

17. J:COMオンデマンドをパソコンやスマートフォン・タブレット端末でご利用の場合、注意事項は以下の通りです。
・ご利用には指定ソフトウェアおよびアプリのインストール、J:COMパーソナルIDの登録が必要です。

・ログイン時に選択するセットトップボックスのご契約内容により、視聴できる作品が異なります。
（4K作品、テレビでのみ視聴可能な作品など）。
・作品によっては、パソコンやスマートフォン・タブレット端末で視聴ができないものもございます
・J:COM LINK以外のセットトップボックスをご利用の場合、パソコンでのご利用はできません。
（linkvod.myjcom.jp）
でも作品購入が可能です。
・J:COM LINKをご利用の場合、Webサイト
※スマートフォン・タブレット端末のOSがAndroidの場合、成人向け作品以外は購入できません。

・通信環境・通信費などはお客さまご負担にてご用意いただきます。
（www.jcom.co.jp）
にてご確認ください。
・対象機種はJ:COMホームページ
18. ペイ・パー・ビューは、港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局
の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・
浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

⑩

録画機能付きセットトップボックスについて

1. 録画機能付きセットトップボックスの使用に際し、何らかの不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失・破損した場合、および直接・間接
の損害に対して、原因の如何を問わず弊社は一切責任を負いかねます。また、SDカード、DVD、i.LINK／USB／LAN接続による外部機器、家庭用ビ
デオカメラなどから録画機能付きセットトップボックスへコピーまたは移動（ムーブ）
させた録画内容についても、消失・破損の責任を負いかねます。

2. 録画機能付きセットトップボックスが故障などにより機器交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容はすべ

て消去いたします。これにより生じたあらゆる損害について、原因の如何を問わず弊社は一切の責任を負いかねます。なお、長期間保
存したい録画内容は、録画機能付きセットトップボックスに保存せずHDDから外部機器等に保存してください。
3. 弊社のサービス提供地域内へ転居し、録画機能付きセットトップボックスのご利用を継続する場合であっても、機器交換が必要となる
場合がございます。この場合、録画内容はすべて保持できません。
4. 他の録画機能付きセットトップボックスにサービス変更される場合、機器交換が必要となり、録画内容はすべて消去いたします。
5. 各録画機能付きセットトップボックスの注意事項
ブルーレイHDR用セットトップボックス
1）
（ムーブ）
するにあたり、本機と接
・ブルーレイHDR用セットトップボックスの録画内容をi.LINK対応機器との間でコピーまたは移動
続できる機器は、i.LINKに対応した一部メーカーのブルーレイディスクレコーダーやハイビジョンレコーダーなどになります。メー
カーや機種によって接続できない場合がございます。
・BD／DVDへの録画方式によってはほかのBD／DVDプレーヤーなどでの再生ができない場合がございます。また、BD／DVD録
画されたものをパソコンでは再生できない可能性がございます。
・DLNAによる外部機器への接続とネットワーク機器の設定は、弊社ではサポートしておりません。ブルーレイHDRの設定がなされ
ていることをお客さまご自身でご確認の上、お客さまご所有のテレビなどの設定や接続については、各メーカーの取扱説明書をご
確認ください。もしくはお客さまご所有の機器のメーカーへお問い合わせをお願いいたします。
※ハイビジョン画質
（AVCREC方式）
で記録したディスクを再生するには、再生機器がAVCREC方式の再生に対応している必要があります。

2）HDRプラス用セットトップボックス
（ムーブ）
するにあたり、本機と接続で
・HDRプラス用セットトップボックスの録画内容をi.LINK対応機器との間でコピーまたは移動
（BD／DVDレコーダー）
、D-VHSビデオカセットレコーダー、HDD
きる機器は、i.LINKに対応したPanasonic製のDVDレコーダー
その他サービス

ビデオレコーダーの一部機種となります。
・DVDへの録画方式によってはほかのDVDプレーヤーなどでの再生ができない場合がございます。また、DVD録画されたものをパ
ソコンでは再生できない可能性がございます。
※ハイビジョン画質
（AVCREC方式）
でDVD-RWディスクに録画した内容のコピーまたは移動
（ムーブ）
はできません。
※ハイビジョン画質
（AVCREC方式）
で記録したディスクを再生するには、再生機器がAVCREC方式の再生に対応している必要があります。

⑪

長期契約プラン

3）HDR用セットトップボックス
（ムーブ）
させることは以下の機器を除いてできません。
・HDR用セットトップボックスの録画内容を外部機器へコピーまたは移動
VHS、D-VHS、デジタルハードディスクレコーダー（ただし、一部メーカー、一部機種によって対応できない場合がございます）。

録画制限について

1. セットトップボックスで視聴可能な地上デジタル放送、BSデジタル放送、ケーブルデジタル（CS）放送の番組の多くは、著作権保護の

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

ためにコピー制御信号を付けて放送され、録画機器への録画制限がかかっております。
録画制限の種類には以下がございます。
・
「デジタル1コピー」
（1回のみ録画可能）
・
「制限コピー」
（ダビング10による制限、HDR／HDRプラス／ブルーレイHDR用セットトップボックスのみ対応）
・
「デジタル×コピー」
（デジタル方式の録画機器〈HDRを含むハードディスクやブルーレイディスク、DVDなど〉では録画不可）
2. セットトップボックスを利用しての裏番組録画はできません（HDR／HDRプラス／ブルーレイHDR用セットトップボックスは除く）。
3. i.LINKによる外部録画機器への接続は、弊社ではサポートしておりません。
4. 弊社がお貸ししているセットトップボックスに、お客さまご所有のデジタル録画機器を接続し、録画・編集されたデータが消失した場合、
これにより生じた損害につきましては、原因の如何を問わず、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※デジタル録画機器の種類によっては、
「デジタル1コピー」
（1回のみ録画可能）
の番組を録画できない場合があります。
※録画機能内蔵
（ブルーレイ／ハードディスク）
テレビには一部録画できない機種があります。
※ダビング10とは、
デジタル接続した録画機器へ9回までのコピー＋1回移動
（ムーブ）
ができる仕組みです
（アナログ接続時は無制限）
。HDR／HDRプラス／ブルーレイHDR用
セットトップボックスのみ対応しています。
※ダビング10対応の可否は、番組録画後に情報を確認できる場合があります。
※ダビング10は一部の番組を除き、地上デジタル放送、BSデジタル放送で対応しております。ケーブルデジタル
（CS）
放送は現在対応しておりません。

⑫

画面比率について

をご利用の場合
1. ワイドテレビ（16：9）

で製作された番組は4：3の画面比率で放送しているため、16：9のワイド画面
標準画質
（SD）
テレビで受信されている場合、左右または上下左右に黒い帯が出る場合がございます。

をご利用の場合
2. 標準テレビ（4：3）

ハイビジョンで製作された番組は、16：9の画面比率で放送しているため、4：3の通常のテレ
ビで受信されている場合、上下または上下左右に黒い帯が出る場合がございます。
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⑬

成人認証について

1. 成人向けオプションチャンネルおよびペイ・パー・ビュー※、J:COMオンデマンドは、未成年の方のお申し込みをお断りいたします。
また、本人および年齢確認のため身分証の提示を求める場合がございます。あらかじめご了承ください。

※港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、
千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

2. 成人向けチャンネルをお申し込みの場合でも、J:COM LINK以外のセットトップボックスは視聴可能年齢を17歳、J:COM LINKでは
14歳に設定しております（ペアレンタルコントロール）。
3. 視聴年齢制限がある番組については暗証番号が必要となります。初期設定では「0000」の4桁で記憶されています。
暗証番号変更後に暗証番号をお忘れの場合やエラー表示が出た場合は、J:COMカスタマーセンターまでご契約者さまよりお問い合わせください。

⑭

地デジ・BSデジコースについて

1. 「地デジ・BSデジコース」のご契約および解約について
・
「地デジ・BSデジコース」
は、
「J:COM TV スタンダードプラス」
「J:COM TV スタンダード」
「J:COM TV フレックス」
「J:COM TV コン
パクト」
「J:COM TV Mystyle「
」J:COM TV セレクト」
ご加入者がご利用いただける、2台目以降のテレビサービスとなります
（有料）
。
上記サービスの解約時は、
「地デジ・BSデジコース」
も同時に解約となります。
「地デジ・BSデジコース」
だけの契約はできません。
・J:COM TVを新規加入される場合
（既にJ:COM TV以外のJ:COMサービスに加入しており、J:COM TVを追加される場合を含む）
は、
「地デジ・BSデジコース」
を3台まで無料で追加いただけます。なお、J:COM TVをご解約される場合は、
「地デジ・BSデジコース」
も同時に解約となります。

2. オプションチャンネルについて
・
「地デジ・BSデジコース」
でお申し込みいただけるオプションチャンネルは、
「スターチャンネル」
「WOWOW「
」グリーンチャンネル」
「J SPORTS 1＋2＋3＋4」
のみとなります。

⑮

その他

独立UHF放送局は、提供していない地域がございます
（県域放送など）
。
ケーブルデジタル
（CS）
放送は、一部チャンネルを除きクローズドキャプション
（字幕）
に対応しておりません。
「降雨減衰」
（激しい風雨などで、衛星放送に使われる電波が弱くなること）
が原因で一時的に放送が途切れることがございます。
チャンネルの編成は諸般の事情により変更になることがございます。
J:COM TVを契約されているお客さまへ、テレビをご視聴いただくためのスクランブル解除信号を送信しています。
長期間視聴されていない場合や、
このスクランブル解除信号を受信しなかった場合、画面上に
「契約されていません」
「ご案内チャンネ
ルに切り替えますか」
などのメッセージが表示されることがございます。このような場合には、チャンネルをBSまたはCATVに合わせ
て、
そのまま30分程度お待ちいただくとご視聴いただけます。ご視聴いただけない場合はJ:COMカスタマーセンターへご連絡ください。
6. お客さまが録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

1.
2.
3.
4.
5.

セットトップボックスの機能を改善するために、お使いのセットトップボックスのソフトウエアを更新しております。
更新は自動的に行われますが、
セットトップボックスの電源をオフにしていただく必要がございます。
セットトップボックスを使用されていないときは、
セットトップボックスの電源をリモコンでオフにしてください。

3.J：COM NET

①

設置工事について

1. 一戸建ての場合、J:COM NETの標準工事は、直接配線方式による施工となるため、エアコン配管取り付け口など、機器を設置する部

屋にケーブルを通す穴がない場合、
または利用できない場合は、外壁に施工上必要な開口作業、および防水加工を行います。ケーブ
ルはビスで固定いたします。
※開口部の位置については工事当日、作業員とご相談ください。 ※解約時は機器の撤去が必要となりますが、開口部分は、
コーキング材による防水処理までとなります。
※借家の場合は、
オーナー／管理会社さまの事前承認が必要です。

2. J:COM NETは、建物の状況により、ご提供できない場合がございます。
3. 施工範囲
【弊社作業員による機器の設置をお申し込みされた場合】
1）
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弊社で行う工事は、
インターネットサービス用機器の設置とインターネットサービス用機器に接続するパソコン
（1台）
の初期設定まで
となります。
【お客さまご自身による機器の設置をお申し込みされた場合】
弊社からお客さま宅にインターネットサービス用機器をお送りします。お受け取り後、
お客さまご自身でインターネットサービス用機
（アプリ）
をご参照の上、
ご設定ください。
器の取り付け・設定をお願いいたします。MY J:COM
2）LANアダプター、無線LANカードなどの周辺機器の取り付け・設定は、お客さまにて行っていただきますようお願いいたします。パソコン
のインターネット、
メール設定は、
『J:COM NET スタートガイド』
をご参照の上、
ご設定ください。
をご紹介してお
3）J:COM NETサポートセンターにてご相談を承ります。出張による設定を希望される場合は、提携サポート業者（有料）
ります。弊社担当員までお気軽にお問い合わせください。
4）インターネットサービス用機器に接続されるパソコンなどの機器は、お客さまの管理となります。落雷などが発生した場合は、機器
の故障を防ぐために、
インターネットサービス用機器の電源プラグをコンセントから抜き、LANケーブルを外していただくことをお
勧めいたします。
4. J:COM Wi-Fiのお申し込みがない場合、PC複数台のインターネット同時利用には別途ルーターをご用意ください。
は地域によりご提供できない場合がございます。別項
「10.各長期契約プラン共通」
をご参照ください。
5. 「J:COM NET 1Gコース」

②

現在ご利用の他社プロバイダーについて

現在のプロバイダーを継続利用されない場合は、お客さまにて各社窓口へ手続き方法をご確認の上、解約をお願いいたします。
他社メールアドレスの継続利用をご希望の場合も、その可否を含め各社窓口へご確認ください。
※プロバイダー契約以外に、回線のご契約がある場合があります。解約のお手続きの際はご注意ください。

③ J：COM Wi-Fi（オプションサービス）について
（月額利用料金500円
（税込 550円）
）
となります。弊社から、無線ルーター機能付き
1. 本サービスは、J:COM NETのオプションサービス
機器をお貸しします。

※
「J:COM NET 1Gコース」
はWi-Fi機能を具備しております
（月額利用料金はかかりません）
。

2. 本サービスのご利用には、IEEE802.11a/b/g/n/ac（Wi-Fi認定）規格に対応した無線LANアダプター（無線LANカード、無線LAN内蔵ノート
パソコンなど）
が必要になります。サービスをご利用いただくパソコンに無線LAN機能が無い場合は、無線LANカードなどをご用意ください。
3. 本サービスの初期設定には、有線の接続環境が必要です。LANケーブルのほか、お使いのパソコンにLANアダプターが内蔵されてい
ない場合、LANアダプター
（LANボード、LANカードなど）
が必要となりますので、
ご用意ください。
4. 無線LANの特性上、状況により通信速度が遅くなる場合や、電波が届かない場合がございます。
接続に不具合があった場合は、速やかにJ:COMカスタマーセンターまでお問い合わせください。
5. 「J：COM NET 320Mコース」でのJ：COM Wi-Fiで提供する一部機種の無線LANでは、技術規格上の最大速度は300Mbps（11n）までの対応となります。

④ J：COMメッシュWi-Fi（オプションサービス）について
１． 本サービスは、J:COM NET のオプションサービスとして、J:COMメッシュWi-Fiにて使用する機器を2台1セットでお貸しします。
（月額利用料金1,000円（税込 1,100円）、J:COM NETを含む長期契約プランにご加入されている場合は、月額利用料金800円（税込 880円）
となります。）
１台あたり月額利用料金500円
（税込 550円）
で3台までお申し込みできます。
2. 機器の追加をご希望される場合は、
3. 本サービスの利用には、IEEE802.11 b/g/n/ac規格に対応したスマートフォンやタブレット端末、パソコン等が必要です。
4. 宅内の電波状況により通信速度が遅くなる場合や、電波が届かない場合があります。接続に不具合があった場合は、速やかにJ:COM
カスタマーセンターまでお問い合わせください。
5. サービス開始日について
【弊社作業員による設置をお申し込みされた場合】
・本サービスの提供開始日は、工事完了日となります。
【機器の配送かつお客さまによる設置をお申し込みされた場合】
・本サービスの提供開始日は、J:COMメッシュWi-Fiの配送完了日＊となります。
＊配送完了日を設置工事日または工事完了日とみなします。

6. 機器の配送かつお客さまによる設置をお申し込みされた場合、以下の内容をご確認ください。

長期契約プラン
J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

⑤

その他サービス

・お申込後、
ご契約住所へ配送いたします。
・機器の配送かつお客さまによる設置をお申し込みされた後、弊社作業員による設置をご希望された場合のサービス開始日と費用は以下の通りです。
サービス開始日：
【機器の配送かつお客さまによる設置をお申し込みされた場合】
で起算されるサービス開始日が適用されます。
費用：配送手数料ではなく
【弊社作業員による設置をお申し込みされた場合】の工事費がかかります。
・項番5で定められているサービス開始日と実際のご利用開始日が異なる場合につきましては、利用料の返金はできません。あらかじ
めご了承ください。
7. 本サービスでは、オンラインプロテクション機能をご利用いただけます。こちらの機能は、マルウェア、ボット、フィッシング、スパムおよ
びその他の有害なドメインとの通信をブロックし、それによってプライバシー侵害および有害な攻撃からネットワークを保護します。
また、初期設定段階からご利用いただけますが、J:COMメッシュWi-Fiアプリからいつでも無効にすることができます。
8. 本サービスでは、事前にアクセスを禁止すべきものとして弊社側で登録するサイトをブロックするサービスであるコンテンツブロック
をご利用いただけます。コンテンツブロックは、J:COMメッシュWi-Fiアプリを介して利用者や端末ごとに設定いただけます。
9. 本サービスでは、オンラインプロテクションおよびコンテンツブロックを提供するために、お客さまがインターネット上のサーバーに
対するアクセス要求をした際に、DNS ルックアップで送信されるドメインまたは IP アドレスを検知します。

工事までにご用意いただくもの

J:COM NETのご利用にあたっては、以下の接続機器を推奨しております。必要な場合はお客さまにてご用意をお願いいたします。
※新規でご加入の際、
ご希望によりLANケーブル
（長さ1.5m）
を1本無料でお渡しいたします。

J:COM NET 1G／320M／120Mコース

J:COM NET 40M／12Mコース

LANアダプター
（パソコン内蔵の場合は不要）

1000Base-T対応

LANアダプター
（パソコン内蔵の場合は不要）

100Base-TX対応

LANケーブル
（ストレートケーブル）

UTPカテゴリー5e以上

LANケーブル
（ストレートケーブル）

UTPカテゴリー5以上

※
「J:COM NET 1G／320M／120Mコース」
は、10Base-T／100Base-TX仕様の
LANアダプター、ケーブルでもインターネットの接続は可能ですが、十分な回線速
度が実現できない場合がありますので、
上記をお勧めします。
（オプション）J：COM Wi-Fi
・IEEE802.11a/b/g/n/ac
（Wi-Fi認定）
規格のLANアダプター
・別途、設定時に上記のLANアダプターとLANケーブルが必要です

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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⑥

推奨環境について

1. J:COM NETの推奨環境は以下のとおりです。
・サポート対象OSは、日本語版のみといたします。
・提供の各メーカーでサポート終了された機器、OS、
ソフトウェア
（アプリ）
でのご利用はお勧めいたしません。
・NETオプションのご利用方法はNETサポートサイト
（https://cs.myjcom.jp/net）
の各メニューをご参照ください。
※一部オプションは、上記ホームページ掲載の推奨環境のみご利用いただけます。

2. ベストエフォートについて
・J:COM NET 1Gコース
（下り1Gbps／上り100Mbps）
・J:COM NET 320Mコース
（下り320Mbps／上り10Mbps）
・J:COM NET 120Mコース
（下り120Mbps／上り10Mbps）
・J:COM NET 40Mコース
（下り40Mbps／上り2Mbps）
（下り12Mbps／上り2Mbps）
・J:COM NET 12Mコース

※表示の通信速度は技術規格上の最大値であり、一定の速度を保証するものではありません。ご利用環境により変動します。

⑦

オプションサービスや無料サービスについて

1. 以下のサービスは、インターネットサービス用機器設置完了後、J:COM NET加入者専用サイトからお申し込みください。
メールアドレスの追加・変更 3）
各種インターネットセキュリティーサービスのお申し込み
1）各種オプションサービスの追加および登録 2）
※お使いのパソコン環境により、一部セキュリティーサービスの利用ができない場合があります。
※一部のオプションサービスは電話にてお申し込み、削除を承る場合があります。

メガパック以外のご利用料金
（有料）
はサービス開始月翌月からのご請求となります。サービス開始月に
2. J：COM Wi-Fi、エコレポホーム、
解約された場合は、1カ月分のご利用料金をご請求いたします。
3． 一部プランを除き、メガパックはサービス開始月を含む3カ月の最低利用期間となります。ご利用期間がサービス開始月を含む2カ
月に満たない場合は、1カ月分のご利用料金をお支払いいただきます。メガパックは、弊社が定めるJ:COM NETをご利用の場合、
J:COM NET1 契約ごとにご契約が可能です。この場合、メガパックのご利用は、弊社が定める推奨視聴環境に限ります。また、推
奨視聴環境は、予告なく変更となる場合がございます。

※メガパックは、
弊社が定めるJ:COM MOBILEをご利用の場合、
メガパックのご利用は、弊社が定める推奨視聴環境に限ります。
1契約ごとにご契約が可能です。この場合、
また、推奨視聴環境は、予告なく変更となる場合がございます。

⑧

アカウント、
パスワードについて

1. お客さまのアカウント、パスワードは大切に保管してください。
2. お客さまにて変更されたパスワードをお忘れになった場合は、弊社にてパスワードの初期化をいたします。
3. 『環境設定通知書』は、パソコンの再設定時やご転居後継続される場合に必要となりますので、ご契約中は大切に保管してください。
環境設定通知書は、弊社作業員により新規設置工事を行う場合はその際に書面でお渡しいたします。お客さまご自身で新規設置作業
を実施いただく場合は、MY J:COM
（アプリまたはWebサイト）
からご参照頂けます。書面での発行をご希望の場合は、発行手数料と
して500円
（税込 550円）
が別途必要です。

4. 環境設定通知書の再発行には、再発行手数料500円（税込 550円）／回が別途必要です。

なお、環境設定通知書の再発行をご希望の場合は、契約者ご本人さまからのお申し出が必要です。
※ご事情によりご本人さまからご連絡いただけない場合は、委任状が必要になる場合もあります。 ※郵送にてお届けいたします。

⑨

利用制限について

（有償・無償を問わず）
第三者へ提供する商用利用は禁止とさせていただいております。
1. インターネット接続サービスの全部または一部を
2. J:COM NETでは、利用者が弊社の通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、本サービスのご利用を制限することがございます。
・本サービスの利用の公平性を保つための措置として、主にファイル交換を目的とした特定アプリケーション
（Winny、ＷinMXなど）
に対
して通信速度の規制をさせていただく場合がございます。該当の特定アプリケーションの利用者や利用量が増加した場合にそのアプ
リケーションの通信速度が遅くなる場合がございます。

・1日あたり30GB
（ギガバイト）
以上のデータを継続的に送信
（上りデータ送信）
される場合、上りデータ送信の最大速度を一定水準に制
限することがございます。

3. J:COM NETでは、大規模災害などの非常事態が発生した場合、または発生するおそれがある場合において、インターネット回線混雑時
に他のお客さまと比べて大量の通信を行っているお客さまに対して一時的に通信速度の規制をさせていただく場合がございます。

4. サーバーを立てて接続をすることは禁止とさせていただいております。
※その他のご利用については、必ず利用規約をご一読いただき内容をご確認ください。

⑩

責任の範囲について

電子メール・ホームページのご利用によるお客さま、および第三者の利害の発生について、弊社は一切の責任を負いかねます。

（インターネットによる株式売買、
ホームページやオークションでの物品購入、
インターネットによる競輪、競馬、競艇など投票券などの購入など）
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

⑪

お問い合わせ

1. 有線・無線 LANでの接続にかかわらず、インターネットの接続ができない場合は、弊社へお問い合わせください。技術的なお問い合わせは、
J:COM NET加入者専用のテクニカルサポートダイヤルがございます。連絡先につきましては『J:COM NET スタートガイド』でご確認ください。
※スタートガイドのお渡しについて、弊社作業員による機器の設置をお申し込みされた場合は弊社作業員より設置工事当日のお渡しとなります。また、お客さまご自身による機器
の設置をお申し込みされた場合は、機器を配送する際に同梱させていただきます。

2. パソコン・ネットワーク機器・ソフトウエア・宅内LAN設備の不具合については、各製品提供元のメーカーにご相談ください。

※メール・インターネットを除く各種設定については、サポートできない場合があります。
※弊社にて設置のインターネットサービス用機器以外の機器
（ルーター・無線ルーターなど）
をお客さまにてご用意、
ご利用の場合、弊社では他社製品の個別サポートを行って
おりません。あらかじめご了承ください。

⑫

高機能Wi-Fiについて

（月額利用料金は、
1. 本サービスはJ:COM NETをご契約いただいたお客さまへ弊社から高機能Wi-Fiモデムを貸し出しするサービス
となります。
700円（税込 770円））
※上記利用料金にはJ:COM Wi-Fiの利用料を含みます。 ※ただし、弊社が高機能Wi-Fiモデム利用特約に定める条件でご契約された場合は、月額利用料金200円（税込 220円）
となります。

2. 本サービスにご加入のお客さまはJ:COMメッシュWi-Fiサービスにて追加で機器をご契約いただくことで、メッシュWi-Fi機能を利用
いただくことができます。

3. 本サービスの利用には、IEEE802.11 a/b/g/n/ac規格に対応したスマートフォンやタブレット端末、パソコン等が必要です。
4. 宅内の電波状況により通信速度が遅くなる場合や、電波が届かない場合があります。接続に不具合があった場合は、速やかにJ:COM
カスタマーセンターまでお問い合わせください。

5. 本サービスをご利用いただくにあたり、機器の交換工事が必要となる場合があります。工事費については「19.工事費・撤去費・手数料
など」
の追加工事費などをご確認ください。

6. 本サービスでは、オンラインプロテクション機能をご利用いただけます。こちらの機能は、マルウェア、ボット、フィッシング、スパムおよ

びその他の有害なドメインとの通信をブロックし、それによってプライバシー侵害および有害な攻撃からネットワークを保護します。
また、初期設定段階からご利用いただけますが、J:COMメッシュWi-Fiアプリからいつでも無効にすることができます。
7. 本サービスでは、事前にアクセスを禁止すべきものとして弊社側で登録するサイトをブロックするサービスであるコンテンツブロック
をご利用いただけます。コンテンツブロックは、J:COMメッシュWi-Fiアプリを介して利用者や端末ごとに設定いただけます。
8. 本サービスでは、オンラインプロテクションおよびコンテンツブロックを提供するために、お客さまがインターネット上のサーバーに
対するアクセス要求をした際に、DNS ルックアップで送信されるドメインまたは IP アドレスを検知します。

4.J：COM PHONE

①

設置工事について

1. 施工範囲

その他サービス

【弊社作業員による機器の設置をお申し込みされた場合】
弊社よりお貸しする電話サービス用機器をお客さまの電話機に接続いたします。電話サービス用機器に接続されているケーブルや
電源は、抜くと通話ができなくなりますので、絶対に抜かないでください。
【お客さまご自身による機器の設置をお申し込みされた場合】
弊社からお客さま宅に電話サービス用機器をお送りします。お客さまご自身で電話サービス用機器の取り付け・設定をお願いいたし
ます。MY J:COM
（アプリ）
をご参照の上、
ご設定ください。
※必ずご契約住所に設置してください。ご利用後に電話用サービス機器の移動を検知した場合は、
ご利用を停止させていただく場合がございます。

長期契約プラン

2. 一戸建ての場合、J:COM PHONE プラスの標準工事は、直接配線方式による施工となるため、エアコン配管取り付け口など、機器を設置
する部屋にケーブルを通す穴がない場合、
または利用できない場合は、外壁に施工上必要な開口作業、および防水加工を行います。
ケーブルはビスで固定いたします。
※開口部の位置については工事当日、作業員とご相談ください。 ※解約時は機器の撤去が必要となりますが、開口部分は、
コーキング材による防水処理までとなります。
※借家の場合は、
オーナー／管理会社さまの事前承認が必要です。

3. 工事＊当日、NTT地域会社などほかの電話会社からJ:COM PHONE プラスへ切り替える場合、工事＊作業中は一時的に通話できない場合がございます。
J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

＊お客さまご自身で機器の設置を行う場合は、お客さまが行う設置作業を指します。

4. 固定電話番号ポータビリティーサービスをご利用のお客さまや、一部サービスからJ:COM PHONE プラスへ切り替えるお客さまにつきま

しては、電話サービス用機器設置から数日後の開通となる場合がございますが、電話サービス用機器設置後は電源をオフにしないよう
ご注意ください。電源をオフにした場合、開通されない場合がございます。
5. 開通前に電話サービス用機器を設置させていただいている場合は、別途お送りするDMに記載されている開通工事予定日をご確認
の上、お客さまにて開通のご確認を行っていただくこととなります。詳細については設置工事時にお渡しする
『J:COM PHONE スタート
ガイド』
に記載しておりますのでご参照ください。
※スタートガイドのお渡しについて、弊社作業員による機器の設置をお申し込みされた場合は弊社作業員より設置工事当日のお渡しとなります。また、お客さまご自身による機器
の設置をお申し込みされた場合は、機器を配送する際に同梱させていただきます。

6. 固定電話番号ポータビリティーサービスなどをご利用のお客さまで、電話サービス用機器の電源をオフにしているなどの物理的な理由
およびNTT地域会社の名義が異なるなどの手続き上の理由により、電話サービス用機器設置工事から開通までの期間が、弊社が別に
定める一定期間を超えてもなお、J:COM PHONE プラスが開通となっていない場合、お客さまのJ:COM PHONE プラスに関する
お申し込みを取り消しさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

「LINE」
もしくは
「電話回線」
と記載された黄色い端子から、電話機コード
（モジュラーケー
7. 開通確認後、電話サービス用機器の裏面にある
ブル）
を抜去してください。

② J:COM PHONE プラスご加入前のNTT地域回線について
固定電話番号ポータビリティーサービスをご利用のお客さま
（NTT地域会社の番号を継続利用されるお客さま）

1. 番号ポータビリティーをお申し込みいただくと、NTT地域会社回線は自動的に休止扱いとなります。
2. 申込書に不備があった場合、当日工事ができない場合がございます。
※お客さまご自身で機器の設置を行う場合は、申込書の不備が解消されるまで開通できない場合がございます。
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3. NTT地域会社より、1回線につき、2,000～2,600円（税込 2,200～2,860円）の工事費（手数料）などの請求が行われます。詳しくは、
NTT地域会社116番にご確認ください。
4. 現在ご利用のNTT地域会社の付加機能サービス、割引サービスは、NTT地域会社にて契約を解除いたします。なお、月途中の割引サー
ビスは、工事日＊を含む料金計算期間の定額料が、NTT地域会社から請求されます。
＊お客さまご自身で機器の設置を行う場合はお客さまが行う設置作業を指します。

リース・月賦販売契約のお支払いがある場合には、NTT地域会社へご連絡ください。
5. ご利用の通信機器端末に定額保守契約、
6. マイラインおよびマイラインプラスは、NTT地域会社のサービスですので、番号ポータビリティーをご利用であっても、J:COM PHONE
プラスをご利用のお客さまはご利用いただけません。また、NTT地域会社回線休止とともにマイラインおよびマイラインプラスは廃止
されます。廃止に伴う料金は発生いたしません。

※加入電話ライトなど加入権を伴わない契約の場合は、休止ができないため解約となります。
※解約の際は、番号ポータビリティーサービス設定変更手数料2,200円
（税込 2,420円）
が必要になります。また、他事業者への再契約に伴う手続きや手数料・工事費などにつきま
しては、直接各事業者へお問い合わせください。
※J:COM PHONE プラスで番号ポータビリティーが利用できる電話番号は、NTT地域会社の電話番号です。それ以外の電話番号の場合は番号ポータビリティーができません。
また、一部電話番号では番号ポータビリティーができない場合がございます。その場合、J:COM PHONE プラスの新しい電話番号をご提供いたします。その際、現在ご利用の
電話会社へ解約の手続きを行う必要があります。

J:COM PHONE プラス提供の電話番号をご利用のお客さま
1. 工事日＊より前にNTT地域会社116番に電話して休止予約を行ってください。また、休止手続きまでに時間がかかることがありますの
でお早めにご連絡ください。

（ ）
月
（ ）
日
（工事日＊の翌日）
に休止してください」
と電話会社担当者にお伝えください。
2. 「現在使用している番号を
＊お客さまご自身で機器の設置を行う場合はお客さまが行う設置作業を指します。

「『番号が変わりました。新しい番号は
（ ）
（
（
です』
を流してください」
と電話会社担当
3. 番号案内のアナウンスを希望される方は、
- ）
- ）
者にお伝えください。

などの請求が行われます。詳しくは、NTT
4. NTT地域会社より、1回線につき2,000～2,600円（税込 2,200～2,860円）の工事費（手数料）
地域会社116番にご確認ください。
5. 雨天などで工事が延期になった場合、すぐにNTT地域会社116番に電話して休止予約を取り消してください。
※加入電話ライトなど加入権を伴わない契約の場合は、休止ができないため解約となります。

③ NTT地域会社の電話加入権について
1. 弊社では、NTT地域会社の電話加入権買い取りの事業者に対し、お客さま情報を提供することは一切ございません。
また、直接NTT地域会社の電話加入権の買い取り、販売および勧誘なども行っておりません。
2. 再度NTT地域会社の加入電話に加入される場合は、NTT地域会社の電話加入権が必要となる場合がございます。
電話加入権の売却については、お客さまご自身の責任においてご判断をお願いいたします。

3. 休止手続きにより、NTT地域会社の電話加入権は5年間保持されます。その後の取り扱いの詳細については、NTT地域会社へお問い
合わせくださいますようお願いいたします。

④

電話番号の付与について

1. 電話番号を継続利用されないお客さまは、弊社から自動的にお客さまの電話番号を設定させていただきます。
なお、電話番号の指定を行うことはできません。

「電話番号変更のご案内」
に記載された電話番号へ
2. 弊社が自動的に設定した電話番号から変更を行いたい場合、通知物に同封されている
ご連絡いただくことで、3番号の中からご希望の番号にご変更いただくことが可能です。
3. 開通月の翌月末までの間に、番号の変更を希望された場合は、無料で電話番号をご変更いただけます。
を請求させていただきます。
4. 開通月の翌月末以降に電話番号を変更される場合、500円（税込 550円）

⑤

緊急通報の取り扱いについて

「
、119番
（消防）
」
「
、118番
（海上保安）
」
といった緊急通報機関への接続は、KDDIにて提供を行います。
1. 「110番（警察）」
2. J:COM PHONE プラスにお申し込みいただいたお客さまにつきましては、KDDIが提供する緊急通報利用機能を利用するために必
要となるお申し込みを、弊社にてKDDIを代行して受け付け、KDDIにて利用手続きを行っておりますので、
ご了承ください。
には、使用できません。
3. 停電時（一戸建て・集合住宅の宅内や集合住宅の共有設備の停電なども含む）

⑥

発信者番号通知について

1. J:COM PHONE プラスの発信者番号通知サービスは、発信した相手にお客さまの電話番号が通知されるサービスです。
「非通知」
のいずれかを指定し、
ご登録いただいております。
2. J:COM PHONE プラスのすべてのお客さまが「通知」
【通知で登録されている場合】
かける相手の電話番号の前に
「184」
をダイヤルした通話に限り、電話番号を非通知にすることができます。
【非通知で登録されている場合】
かける相手の電話番号の前に
「186」
をダイヤルした通話に限り、電話番号を通知にすることができます。

3. 緊急通報番号（110番・119番・118番）へダイヤルした場合は、お客さま情報（お客さまの住所・氏名・電話番号）が緊急通報機関
（警察・消防・海上保安）
に通知されます
（一部の地域を除く）
。

※非通知設定をされている場合であっても、緊急通報につきましては、
お客さま情報が緊急通報機関
（警察・消防・海上保安）
に通知されます。
一通知ごとに
「184」
をつけてダイヤルした場合は、
お客さま情報は通知されません。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

⑦

他社電話サービスからのサービス切り替えについて

【 KDDI電話サービスをご利用のお客さま】
1. ADSL one 電話サービスから本サービスへの番号継続に際し、以下のサービスは自動解約となります。
・ADSL one の電話サービス、NETサービスおよび050番号サービス
（KDDI-IP電話）
2. auひかり電話サービスから本サービスへの番号継続に際し、auひかり電話サービスは自動解約となります。
・auひかりのNETサービス／TVサービスは自動解約となりません。
NETサービス／TVサービスの解約は、J:COM PHONE プラスの開通後に、お客さまご自身でご契約のプロバイダーへお手続きい
ただきますようお願いいたします。
3. 一部オプションサービスのご利用、設定変更は、切替工事翌日から可能となります。
【 KDDI以外の電話サービスをご利用のお客さま】
1． ADSLを利用した電話サービスから本サービスへの番号継続に際し、電話サービス、NETサービスは自動解約となります。
2． FTTHを利用した電話サービスから本サービスへの番号継続に際し、電話サービスは自動解約となります。
NETサービス／TVサービスは自動解約となりません。NETサービス／TVサービスの解約は、J:COM PHONE プラスの開通後に、お
客さまご自身でご契約のプロバイダーへお手続きいただきますようお願いいたします。

⑧

電話帳について

※NTT発行のハローページ、
タウンページ
（以下、
「電話帳」
といいます）
。

1. NTT発行のハローページ掲載のご案内

住宅用契約：個人名の項に掲載可能です
（1契約番号ごとに1掲載のみ。無料）
。
事務用契約：個人名または企業名の項に掲載可能です
（1契約番号ごとに1掲載のみ。無料）
。
2． ハローページ発行・配布終了のご案内
最終掲載締切：2021年6月末～2022年10月末
（エリア毎に異なります）
最終版発行：2021年10月～2023年2月
（エリア毎に異なります）
※詳細は、NTT東日本ホームページ
（https://www.ntt-east.co.jp/info/detail/200727_01.html）
をご確認ください。

3. NTT発行のタウンページ掲載のご案内

事務用契約に限り、業種別に細分化された項に掲載可能です。

※電話帳制作会社より、業種や表記の問い合わせがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4. 電話帳配布のご案内

電話帳の送付をご希望される場合は、NTTタウンページお客様相談センターへ直接お申し込みください
（別途有料となります）
。
・NTTタウンページお客様相談センター TEL：0120-506-309 AM9：00～PM5：00
（土日祝日、年末年始は除く）
5. 電話帳掲載タイミング
電話帳掲載は、お申し込みの時期により本年度の掲載に間に合わない場合がございます。
「テレパル50」
にも順次掲載されます。
6. ハローページやタウンページへの掲載希望をいただいた場合、
その他サービス

⑨ 104番号案内について

⑩

長期契約プラン

「104番号案内」
で番号案内されることになります。
1. 電話帳に番号掲載された方は、
J:COM PHONE プラスから「104」へ発信し、電話番号を調べることも可能です。料金は1電話番号案内ごとに200円（税込 220円）になります。
「104番号案内」
のサービス提供者は、KDDIエボルバとなります。
2. 弊社がご提供する
3. ふれあい案内のご利用には、サービス提供者へのご登録が必要となります。NTTでふれあい案内をご利用のお客さまは、改めて
KDDIエボルバへのご登録手続きをお願いいたします。

オプションサービスについて

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

1. ご使用の電話機やオプションサービスの組み合わせによってはご利用いただけない場合がございます。また、ほかのオプションサー
ビスと組み合わせてご利用いただくものもございます。詳細は『 J:COM PHONE スタートガイド』
をご参照ください。
2. オプションサービスご契約時の設定についてはお客さまご自身で行っていただく必要がございます。また、オプションサービスによっては設定に
一部制限がございます。設定方法等にご不明な点がございましたらJ:COMカスタマーセンターへご連絡いただきますようお願いいたします。
（かけ放題パックを除く）
。
3. オプションサービスご利用料金は日割りでご請求いたします
4. 着信転送と割込通話＊ご契約の方へ
通話中に別の相手から2通話目
（着信）
があった場合、
「着信転送」
より
「割込通話」
の機能が優先され話中転送されません。なお、3通話
目
（着信）
から話中転送されますので、あらかじめご了承ください。

＊かけ放題パック、
オプションパックにも割込通話が含まれます。

5. auまとめトークご契約の方へ
auおうち電話およびau携帯電話への無料通話は、J:COM PHONE プラスとau携帯電話のご登録契約者氏名が同じ、もしくはご登録
住所が同じ場合に限り、
ご利用いただけます。 au携帯電話を複数台数契約されている場合でも、1番号のご登録で割引は適用されます。
以下の場合は、割引の対象外となりますので、
ご注意ください。
・ご登録いただいたau携帯電話番号をauのプリペイドサービス
「ぷりペイド」
にて利用される場合
・ご登録いただいたau携帯電話番号が月末の審査時点で変更・休止
（料金未納による通話停止を含む）
・解約となっている場合
・ご登録いただいたau携帯電話番号が何らかの理由により変更となり、変更となった番号をご連絡いただいていない場合
上記の状態により、
割引がなされない場合、
弊社での割引想定額の保証はいたしかねますので、
あらかじめご了承ください。
なお、本無料通話の適用開始は、J:COM PHONE プラスの開通後からとなります。開通についての詳細は、
『 J:COM PHONE スター
トガイド』
をご参照ください。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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6. かけ放題パックご契約の方へ
かけ放題パック
（以下、
「本パック」
といいます）
は、かけ放題とオプションパックが含まれています。かけ放題のみご契約いただくこと
1）
はできませんので、あらかじめご了承ください。

2）J:COM PHONE プラスの開通日と同時に本パックをご利用いただく場合は、J:COM PHONE プラスの開通日から本パックが適用
となります。J:COM PHONE プラス開通後に本パックをご利用いただく場合は、
オプションパックはお申込日の翌日から適用となり、
かけ放題はお申込日の翌月から適用となります。

3）通話を行わない月も、本パックの月額利用料金がかかります。
4）本パックは、個人のお客さまを対象としており、法人のお客さまはご利用できません。
5）本パック解約月は、1カ月分のご利用料金をご請求いたします。
6）本パックに含まれる各種サービスを個別に解約することはできません。
7）J:COM PHONE プラスの開通日と同時に本パックをご利用いただく場合で本パックの契約期間が1カ月に満たない場合は、1カ月

分の本パックご利用料金をご請求いたします。
【かけ放題について】
かけ放題は、10分以内の通話がかけ放題
（無料）
となります。1回の通話が10分を超えた場合、超過分より通話料がかかります。
● かけ放題の対象となる通話先は以下の通りです。
・国内加入電話向け通話
・携帯電話向け通話
・PHS向け通話
・IP電話向け通話
● かけ放題の対象外となる通話先は以下の通りです。
・0180
（テレドーム）
、0570
（ナビダイヤル）
などから始まる他社が料金設定している電話番号への通話
・番号案内
（104）
、行政サービス
（188）
、衛星電話/衛星船舶電話への通話
・DODサービスの一部、
アクセスコール ・国際電話
・海外での発着信
・その他、弊社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する番号、機械的な発信等により長時間または多数の通信を一定
期間継続して接続する電話番号なども対象外となります。
【オプションパックについて】
● 対象となるオプションサービスは、①発信番号表示、②割込通話、③割込番号表示、④番号通知リクエストの4点です。

⑪

利用できないサービスについて

J:COM PHONE プラスでは、現時点で一部ご利用いただけないサービスがございます。
詳しくは『 J:COM PHONE スタートガイド』
をご覧ください。
・113
・116
（話し中調べ）
（故障受付）
（相談・申込受付）
・114
・100番通話
・KDDIデータオンデマンド
・ISDN／ADSL
（一部可）
ダイヤル
＊1
・災害募金サービス
（0990ダイヤル） ・106
（NTT国内コレクトコール）
・TA／DSU接続
・＃で始まるダイヤル
・一部のナビダイヤル
（＃ダイヤル） ・G4 FAXからの受信
（0570）
＊2
・マイラインサービス
・テレゴング
・一部のフリーダイヤル
（0180ダイヤル）
（0120／0800）
・パケットサービス
・J:COM PHONE プラス
『国際電話サービス』以外の国際電話会社への接続
＊1 2015年7月31日にNTTにてサービス終了済みです。
＊2 フリーダイヤル契約者が発信地域指定をかけている場合や発信事業者指定をかけている場合は、接続できない場合があります。
※上記に記載されていないサービスでも、
ご利用いただけない場合があります。詳しくはJ:COMカスタマーセンターまでお問い合わせください。

⑫

一部のアナウンスについて

「こちらはKDDIです。」
というアナウンスが流れることがございますが、サービスの仕様であり、
J:COM PHONE プラスをご利用時に、
故障ではございません。

⑬

他社サービスへの接続について

●緊急通報システムについて
高齢者向け緊急通報システムご利用の場合は、弊社へ必ずお申し出いただき、お打ち合わせさせていただきます。
仕様の関係などから、サービスを提供できない場合がございます。
●ホームセキュリティーサービスについて
ご契約のホームセキュリティーサービスによっては、警備会社提供の機器などに変更が必要な場合がございます。
詳しくはご契約の警備会社へご確認ください。
●ホームエレベーターについて
ホームエレベーターの外部通報装置としてJ:COM PHONE プラスをご利用できない場合がございます。
詳しくはご利用のホームエレベーター会社へご確認ください。
●電気・ガス・水道検針・遠隔遮断システムについて
ガス漏れなどの自動通報サービスや遠隔遮断、そのほか電気・ガス・水道などの自動検針サービス
（ノーリンギングサービス）
を利用さ
れている場合には、J:COM PHONE プラスではご利用できなくなる場合がございます。
契約されているガス会社などへご連絡をお願いいたします。
●ホームテレホン／ビジネスホン
一部機種によっては別途調査が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※上記に記載されていないサービスでもご利用できない場合がございます。
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⑭

インターネット利用について

1. ISDNやADSLは、J:COM PHONE プラスではご利用いただけません。
2. ダイヤルアップ（電話接続）のインターネットサービスをご利用の際は、プロバイダーのアクセスポイントの電話番号によっては、
一部ご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、パソコンの設定変更はお客さまにて実施いただきますようお願いいたします。

⑮ ACR／LCR／0036／0039 などの自動ダイヤル機能について
ACR／LCR／0036／0039などの自動ダイヤル機能をオンにしたままご利用いただいても機能せず、J:COM PHONE プラスからの発信と
して請求を行いますので、
ご了承ください。
※詳しくはご使用機器メーカーまたはご契約先にお問い合わせください。
※上記に記載されていない場合でもご利用いただけない場合があります。詳しくはJ:COMカスタマーセンターまでお問い合わせください。

⑯

ユニバーサルサービスの適用について

をご負担いただきます。
1電話番号あたりユニバーサルサービス料（月額）
ユニバーサルサービス支援機関より発表される番号単価に基づきご請求させていただきます。
番号単価はユニバーサルサービス支援機関のホームページ
（http://www.tca.or.jp/universalservice/index.html）
にて発表されます。
また、弊社ホームページ
（https://group-companies.jcom.co.jp/doc/common/universal_91462.pdf）
でもご確認いただけます。

⑰

電話リレーサービスの適用について

１電話番号あたり電話リレーサービス料をご負担いただきます。
電話リレーサービス支援機関より発表される番号単価に基づきご請求させていただきます。
番号単価は電話リレーサービス支援機関のホームページ
（https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/）
にて発表されます。
また、弊社ホームページ
（https://group-companies.jcom.co.jp/doc/common/91683.pdf）
でもご確認いただけます。

⑱

迷惑電話自動ブロック契約について

（以下
「本サービス」
）
のご利用にあたり、申込時に、以下
（1）
～
（3）
に同意いただけない
J:COM PHONE プラスの迷惑電話自動ブロック

その他サービス

場合、本サービスはお申し込みいただくことができません。
（1）
本サービスでは、本サービスの利用者宛てにかかってきた全ての通話について、迷惑電話かどうかを自動的に判定します。ただし、全
ての迷惑電話の正確な判定を保証するものではありません。
（2）
迷惑電話データベースの情報精度向上を目的に、利用者ごとに集計した以下の情報を1回/日の頻度でKDDIよりトビラシステムズ株
式会社に提供します。
（3）
契約者と利用者が異なる場合、以下情報提供がなされることについて契約者は利用者に説明します。
【トビラシステムズ株式会社に提供する情報】
●通話ごとの情報
本サービスの標準ブロックリストにある電話番号または、利用者が着信拒否を設定したお客さま指定ブロックリストから利用者の
固定電話にかかってきた通話についての以下情報
①発信日時、②発信元電話番号
（非通知等の場合はその旨）
、③本サービスによって着信を拒否・許可した状況、④通話時間
●通話時間利用者ごとの情報
①利用者の固定電話の電話番号
（下４ケタはマスク）
、②その日の着信回数
（発信番号通知・非通知別）

長期契約プラン
J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

5.J：COM 電力

①

ご契約条件について

1. 電力供給を受けられる物件にお住まいの方。
「東京電力」
とい
2. 現在、他の小売電気事業者における電力の契約種別を地域電力会社（東京電力エナジーパートナー株式会社（以下、
います）
）
の
「従量電灯B」
「
、従量電灯C」
「
、夜トク8」
「
、夜トク12」
「
、スマートライフプラン」
「
、スマートライフS」
「
、スマートライフL」
相
当もしくは
「時間帯別電灯
［夜間8時間型］
（おトクなナイト8）
」
「
、時間帯別電灯
［夜間10時間型］
（おトクなナイト10）
」
「
、季節別時間帯
別電灯
（電化上手）
」
「
、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯
（ピークシフトプラン）
」
、株式会社PinT
（以下、
「PinT」
といいます）
の
「時間帯
別電灯
［朝得プラン］
」
「
、時間帯別電灯
［夜得プラン］
」
「
、時間帯別電灯
［半日お得プラン］
」
「
、曜日別電灯1型
（土日お得プラン）
」
「
、曜日
別電灯2型
（土日お得プラン）
」
のいずれかでご契約の方。
上記以外の契約種別でご契約されている場合は、J:COM 電力のお申し込みはできません。

転居などで電力契約がない地点でのお申し込みの場合、
または、現在他の小売電気事業者と契約中で切り替えのお申し出をいただ
いた場合、電気の契約はJ:COM 電力となります。また、お客さまの現在のご契約内容、お客さまの電気の使い方によっては、J:COM
電力ご利用料金の方が高くなる月があることをご了承の上、お申し込みください。
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②

ご契約にあたり

1. J:COM 電力のご契約につきましては、1契約ごとに1供給地点特定番号限りとさせていただきます。
2. 現在お客さまが、他の小売電気事業者で締結されているご契約内容に相当する契約種別、および契約プランにお申し込みいただき
ます。ただし、弊社にお申し込みをいただいた後、切替前の小売電気事業者に契約変更を申し込まれ、その変更が完了している場合に
は、変更後の情報でのお申し込みとさせていただきます。

【従量メニュー/グリーンメニュー＊1】
他の小売電気事業者とのご契約内容
（J:COM 電力切替前）
契約種別

J:COM 電力のご契約内容（J:COM 電力切替後）

契約プラン

契約種別

契約プラン

東京電力の従量電灯B相当

40A

J:COM 電力 家庭用コース 従量B/グリーン従量B

40A

東京電力の従量電灯C相当

15kVA

J:COM 電力 家庭用コース 従量C/グリーン従量C

15kVA

【オール電化向けメニュー/グリーンメニュー＊1】
他の小売電気事業者とのご契約内容
（J:COM 電力切替前）

J:COM 電力のご契約内容（J:COM 電力切替後）

契約種別

契約プラン

契約種別

契約プラン

東京電力の時間帯別電灯
［夜間8時間型］
（おトクなナイト8）

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース 夜間8時間型/グリーン夜間8時間型

7kVA

東京電力の時間帯別電灯
［夜間10時間型］
（おトクなナイト10）

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース 夜間10時間型/グリーン夜間10時間型

7kVA

東京電力の季節別時間帯別電灯
（電化上手）

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース 季節別時間帯別/グリーン季節別時間帯別

7kVA

PinTの「時間帯別電灯［朝得プラン］」

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース 時間帯別（朝）/グリーン時間帯別（朝）

7kVA

PinTの「時間帯別電灯［夜得プラン］」

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース 時間帯別（夜）/グリーン時間帯別（夜）

7kVA

PinTの「時間帯別電灯［半日お得プラン］」

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース 時間帯別（半日）/グリーン時間帯別（半日）

7kVA

PinTの「曜日別電灯1型（土日お得プラン）」

40A

J:COM 電力 家庭用コース 曜日別（A）/グリーン曜日別（A）

40A

PinTの「曜日別電灯2型（土日お得プラン）」

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース 曜日別（kVA）/グリーン曜日別（kVA）

7kVA

東京電力の「ピーク抑制型季節別時間帯別電灯（ピークシフトプラン）」

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース ピーク抑制/グリーンピーク抑制

相当
東京電力の
「夜トク8」

30分ごとの

使用電力量により決定＊2

30分ごとの

7kVA
30分ごとの

J:COM 電力 家庭用コース お得タイム8/グリーンお得タイム8

使用電力量により決定＊2

東京電力の
「夜トク12」
相当

使用電力量により決定＊2

J:COM 電力 家庭用コース お得タイム12/グリーンお得タイム12

30分ごとの
使用電力量により決定＊2

東京電力の
「スマートライフプラン」
相当

30分ごとの
使用電力量により決定＊2

J:COM 電力 家庭用コース お得タイム/グリーンお得タイム

30分ごとの
使用電力量により決定＊2

東京電力の
「スマートライフS」
相当

40A

J:COM 電力 家庭用コース お得タイムS/グリーンお得タイムS

40A

東京電力の
「スマートライフL」
相当

7kVA

J:COM 電力 家庭用コース お得タイムL/グリーンお得タイムL

7kVA

＊1 グリーンメニューとは、
「グリーン従量B」
「
、グリーン従量C」
「
、グリーン夜間8時間型」
「
、グリーン夜間10時間型」
「
、グリーン季節別時間帯別」
「
、グリーン時間帯別(朝)」
「
、グリー
ン時間帯別(夜)」
、
「グリーン時間帯別(半日)」
「グリーン曜日別(A)」
、
「グリーン曜日別(kVA)」
、
、
「グリーンピーク抑制」
、
「グリーンお得タイム8」
「グリーンお得タイム12」
、
「グ
、
リーンお得タイム」
「
、グリーンお得タイムS」
「
、グリーンお得タイムL」
のことを言います。
＊2 30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値を最大需要電力といい、その月の最大需要電力と前11カ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値がご契
約プラン
（ご契約電力
（kW）
）
となります。

3. サービス開始日は、他の小売電気事業者から弊社へ切り替えの場合は切替日、新規契約の場合はお客さま申告日となり、後日弊社より電磁的
方法
（電子メール、ホームページによるPDF等での提示）
または紙面による交付にてお客さまにサービス開始日を通知させていただきます。
4. J:COM 電力が技術的または設備的な起因によりご提供できない場合、もしくは弊社のJ:COM 電力 マンション一括コースをご利
用中のお客さまは、J:COM 電力をご契約いただくことはできません。
5. 上記4.の場合、弊社が別に定める一定期間を超えてもなおJ:COM 電力が提供できない場合には、J:COM 電力に関するご契約（お
申し込み）
を解除させていただく場合がございます。

6. お客さま宅の計量器がスマートメーターでない場合は、順次、地域電力会社がスマートメーターへの取替工事を行っており、その費
用については、地域電力会社の負担となります。

7. J:COM 電力において、お客さまのご希望される契約種別・契約プランまたは電気設備の状況により、お客さまご自身で電気設備等
の交換もしくは工事を手配していただき、必要な費用の負担をしていただく場合がございます。

8. J:COM 電力のサービス開始日から1年未満で、かつ、契約電流または契約容量の減少を伴う契約種別・契約プランに変更される場合は、
サービス変更手数料3,000円
（税込 3,300円）
が発生いたします
（J:COM 電力のサービス開始日から1カ月以内の契約電流、
または契約
容量の変更をお申し出である場合を除く）
。また、
J:COM 電力の契約種別・契約プランを変更された日から1年未満で、かつ、契約電流ま
たは契約容量の減少を伴う契約種別・契約プランに変更される場合は、
サービス変更手数料3,000円
（税込 3,300円）
が発生いたします。
9. 他の小売電気事業者との電力契約からJ:COM 電力への切り替えにあたり、お客さまと他の小売電気事業者とのご契約は自動解約と
なり、他の小売電気事業者よりお客さまに対し、契約途中の解除金等の請求が発生する場合がございます。詳しくは、現在ご契約中の
小売電気事業者へお問い合わせください。

10. 他の小売電気事業者との電力契約からJ:COM 電力への切り替えにあたり、お客さまと他の小売電気事業者との電力契約に関連する
他事業者との契約
（例：電気温水器やエコキュートのリース契約など）
に解約や変更が伴い、他事業者よりお客さまに対し、契約途中の
解除金等の請求が発生する場合がございます。詳しくは、現在ご契約中の他事業者へお問い合わせください。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

を弊社専用
11．J:COM 電力ご契約前の他の小売電気事業者との電力契約内容の確認のため、契約内容が確認できる書類（検針票など）
端末で画像にて取得させていただくか、書類のコピー等をご提出もしくはご郵送していただく場合がございます。

12．J:COM 電力 オール電化向けメニューおよびグリーンメニューのご契約につきましては、ご転居先での継続したご利用やご解約後の
J:COM 電力 オール電化向けメニューおよびグリーンメニューの再契約はできません（一部メニューを除く）。あらかじめご了承ください。
．
13 J:COM 電力 オール電化向けメニューおよびグリーンメニューご解約後は、東京電力/PinTでご契約されていた契約種別・契約プラン
を再度ご契約いただくことはできません
（一部メニューを除く）
。

14．J:COM 電力 オール電化向けメニューおよびグリーンメニューをご利用いただくにあたり、使用される機器の機能や設備の設置状

況等の確認をさせていただく場合があります。使用される機器を取り付け・取り替え・取り外しをされた場合や、設備の設置状況が変
更となった場合、別表Ⅱの割引額が適用されない場合がございます。使用される機器を取り付け・取り替え・取り外しされる場合は、必
ず弊社へご連絡ください。

15．グリーンメニューには別表Ⅲの割引が適用されません。
16．グリーンメニューの電気の比率は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を活用することで実質的に再生可能エネルギー100％とし、
実質的にCO2排出量ゼロを実現します。ただし、非化石証書の調達状況によっては、再生可能エネルギー指定ではない非化石証書を
使用することや非化石証書の使用状況が100％とならないこと、二酸化炭素排出係数が実質的にゼロとならないことがあります。
17．2022年4月1日より、｢オール電化向けメニュー｣につきまして、新規のお申し込みの受け付けを停止いたします。なお、｢オール電化
向けメニュー｣をご契約のお客さまのメニュー変更は、従前の通りに受け付けいたします。
オール電化向けメニュー
季節別時間帯別、夜間8時間型、夜間10時間型、時間帯別
（朝）
、時間帯別
（夜）
、時間帯別
（半日）
、曜日別
（A）
、曜日別
（kVA）
、
ピーク抑制、お得タイム、お得タイムS、お得タイムL、お得タイム8、お得タイム12、および各グリーンメニュー

③

ご利用料金などについて

●月額利用料金について
「基本料金」
に、
「電力量料金」
を加え、
かつ、
J:COM 電力の月額利用料金は、別表Ⅱの地域電力会社/PinTのご利用料金相当額を基準とし、
「燃料費調整額」
と
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
を加えたものとなります。
※電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算あるいは減算して計算します。

※J:COM 電力 オール電化向けメニューおよびグリーンメニューは、お客さまが使用される機器や、設備の状況に応じて、別表Ⅱの割引額を基準として割引いたします。
※利用電力量の計量については、地域電力会社が取り付ける計量器の検針結果によるものとします。

●割引適用・割引率について
その他サービス

・割引を行う際のJ:COM 電力の月額利用料金は、別表Ⅱの地域電力会社/PinTのご利用料金相当額を基準とし、
「基本料金」
に、
「電力量料
金」
を別表Ⅲの割引率にて算定した金額を加え、かつ、
「燃料費調整額」
と
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
を加えたものとなりま
す。なお、
グリーンメニューは別表Ⅲの割引は適用されません。
※電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算あるいは減算して計算します。

※J:COM 電力 オール電化向けメニューおよびグリーンメニューは、お客さまが使用される機器や、設備の状況に応じて、別表Ⅱの割引額を基準として割引いたします。
長期契約プラン

※利用電力量の計量については、地域電力会社が取り付ける計量器の検針結果によるものとします。

・J:COM 電力の割引は、J：COM 電力の提供が開始された日から適用となります。

=

基本料金
※地域電力
会社/PinT
相当

+

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

月額利用料金

電力量料金

【燃料費調整額】

地域電力会社/PinT電力量料金単価相当×利用量 ＊1 燃料費調整単価 × 利用量
＊1 別表Ⅲの割引率を適用します。なお、グリーンメニューは別表Ⅲの割引は適用されません。

+

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 利用量

割引額 ＊2
※地域電力
会社/PinT
相当

＊2 J:COM 電力 オール電化向けメニューおよびグリーンメニューの場合、お客さまが使用される機器や、設備の状況に応じて、別表Ⅱの割引額を基準として割引。

●料金算定について
・毎月弊社がお知らせする前月の検針日
（弊社があらかじめお客さまにお知らせした場合は計量日とし、以下同様とします）
から当月の
検針日の前日までの期間に、地域電力会社が設置した計量器の値に基づき月額利用料金の算出を行います。
●ご契約期間について
・J:COM 電力のご契約期間はサービス開始日から1年です。お申し出がない限り、同ご契約条件で継続となります。
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④

供給電圧および周波数について

1.供給電圧は、100ボルト/200ボルトです。
2.周波数は、お住まいの地域の地域電力会社が北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリアに該当する場合は、標準周波数50ヘ
ルツ
（群馬県安中市の一部のみ60ヘルツ）
、お住まいの地域の地域電力会社が関西電力エリア、中国電力エリア、九州電力エリアに該当
する場合は、標準周波数60ヘルツです。

⑤

お客さま側の保安などに関するご協力について

1.地域電力会社の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等についてご協力をお願いします。
2.地域電力会社の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむをえない場合、または需給上・保安上必要な場合、お客さまの電気
の使用の制限・中止にご協力をお願いします。

3.お客さまの土地または建物に、業務上必要とされる場合に立ち入ることにご承諾をお願いします。
4.地域電力会社が実施する託送供給の停止に伴い、お客さまの電気設備に適当な処置を行う場合、必要に応じてこれにご協力をお願い
します。

5.お客さまが引込線、計量器等その他需要場所内の地域電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、またはそれらが生ずるおそ
れがあると認めた場合、
またはお客さまの電気工作物に異状・故障があり、それが地域電力会社の電気工作物に影響を及ぼすおそれが
ある場合、速やかに地域電力会社にご連絡をお願いします。

6.お客さまが地域電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件・設備の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめ、
その内容を地域電力会社にご連絡をお願いします。

7.お客さまが電気工作物の変更工事を行った場合には、その工事が完成したとき、速やかにその旨を地域電力会社または登録調査機関

にご連絡をお願いします。また地域電力会社が法令に定められた調査を行う際には、必要に応じて配線図のご提示などご協力をお願い
します。

⑥

その他注意事項について

（電力料金明細内訳書）
を発行いたしませんので、
料金明細内訳の確認は
「お客さま情
1. J:COM 電力の提供開始後は、弊社は毎月の検針票
報ページ」
をご覧ください。紙面で料金明細内訳の発行をご希望の場合は、別項
「19.工事費・撤去費・手数料など」
記載の金額にて発行
いたします。ご希望の際は、J:COMカスタマーセンターへお問い合わせください。
2. 地域電力会社/PinTの料金が改定となる場合、J:COM 電力のご利用料金も同時期に変更させていただきます。
3. J:COM 電力への切替月は、お申し込み前にご利用の他の小売電気事業者、および弊社の双方から請求が行われる場合があります。
4. 以下の場合、地域電力会社等は、お客さまへ電気の供給を停止することがございます。
1）不正に電気を使用された場合
2）地域電力会社等の係員の立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
3）J:COM 電力約款に定める事項に反する行為があった場合
5. お客さまのお申し出による解約（クーリング・オフを含む）、弊社からの契約の解除の後は、お客さまご自身で他の小売電気事業者へ
電気のご契約に関するご連絡、契約のお手続きをお願いいたします。手続きが行われず、無契約となった場合は、電気の供給がとまる
場合があります。
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⑦ J:COM 電力 家庭用コースに関する特定商取引法に基づく表示
J:COM 電力 家庭用コースに関する重要なことが記載されています。以下の内容を十分にお読みください。
●販売事業者

別表Ⅰのうち、お客さまに別途交付される
「申込書控」
または
「お申込内容確認書」
にて特定される事業者です。

●販売商品

以下に掲げる契約種別に基づくJ:COM 電力 家庭用コース
（以下、
「本サービス」
といいます）
をお客さま宅
（以下、
「本物件」
といいます）
に提供いたします。
＜契約種別＞
・従量B/グリーン従量B
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が10アンペア以上であり、60アンペア以下に適用します。
・従量C/グリーン従量C
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が原則6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則50キロボルトアンペア未満であるものに適用します。
・夜間8時間型/グリーン夜間8時間型
電灯または小型機器を使用する需要かつ昼間
（7時～23時）
から夜間
（23時～翌日7時）
への負荷移行が可能な需要で、契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である
ものに適用します。

・夜間10時間型/グリーン夜間10時間型

電灯または小型機器を使用する需要かつ昼間
（8時～22時）
から夜間
（22時～翌日8時）
への負荷移行が可能な需要で、契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である
ものに適用します。

・季節別時間帯別/グリーン季節別時間帯別

電灯または小型機器を使用する需要かつ夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用する需要で、契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であるもの
に適用します。

・時間帯別
（朝）
/グリーン時間帯別（朝）

電灯または小型機器を使用する需要かつ昼間
（9時～翌日1時）
から夜間
（1時～9時）
への負荷移行が可能な需要で、契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であるも
のに適用します。

・時間帯別
（夜）
/グリーン時間帯別（夜）

電灯または小型機器を使用する需要かつ昼間
（5時～21時）
から夜間
（21時～翌日5時）
への負荷移行が可能な需要で、契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である
ものに適用します。

・時間帯別
（半日）
/グリーン時間帯別（半日）

電灯または小型機器を使用する需要かつ昼間
（9時～21時）
から夜間
（21時～翌日9時）
への負荷移行が可能な需要で、契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満である
ものに適用します。

・曜日別
（A）
/グリーン曜日別（A）

電灯または小型機器を使用する需要かつ平日
（土曜日および日曜日以外の日）
から休日
（土曜日および日曜日）
への負荷移行が可能な需要で、契約電流が10アンペア以上であ

り、かつ、60アンペア以下であるものに適用します。
・曜日別
（kVA）
/グリーン曜日別（kVA）

電灯または小型機器を使用する需要かつ平日
（土曜日および日曜日以外の日）
から休日
（土曜日および日曜日）
への負荷移行が可能な需要で、契約容量が6キロボルトアンペア
以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用します。

・ピーク抑制/グリーンピーク抑制

電灯または小型機器を使用する需要かつ昼間
（7時～23時
（夏季
（７月1日～9月30日）
の13時～16時を除く）
）
から夜間
（23時～翌日7時）
、
またはピーク
（夏季の13時～16時）
から
昼間もしくは夜間への負荷移行が可能な需要で、契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用します。

・お得タイム8/グリーンお得タイム8

電灯または小型機器を使用されるお客さまで、当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。

・お得タイム12/グリーンお得タイム12

電灯または小型機器を使用されるお客さまで、当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。

・お得タイム/グリーンお得タイム

電灯または小型機器を使用され、夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用し、夜間蓄熱式機器の総容量
（入力）
またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量
（入力）
が1キロボルトアンペア以上であり、かつ、当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。

・お得タイムS/グリーンお得タイムS

その他サービス

電灯または小型機器を使用され、夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用し、夜間蓄熱式機器の総容量
（入力）
またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量

（入力）
が1キロボルトアンペア以上であり、契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であるお客さまで、当社との協議が整ったお客さまに適用します。
・お得タイムL/グリーンお得タイムL

電灯または小型機器を使用され、夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用し、夜間蓄熱式機器の総容量
（入力）
またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量
（入力）
が1キロボルトアンペア以上であり、契約容量が6キロボルトアンペア以上であるお客さまで、当社との協議が整ったお客さまに適用します。

●申込方法

長期契約プラン

本サービスの申込みには、弊社所定の様式によってお申込みをいただく必要があります。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等によるお申込みを受け付けることがあ
といいます）
にお客さまの情報の一部を提出し、電力の切替の手続きをいたします。
ります。弊社はお客さまからお申込みを受領し、電力広域的運営推進機関
（以下、
「OCCTO」

●提供開始時期

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

本サービスの提供は、OCCTOによる切替が行われた時点をもって、現在お客さまが契約されている他の小売電気事業者
（東京電力エナジーパートナー株式会社様/株式会社PinT様
を含み、以下、
「他の小売電気事業者」
といいます）
との電力の供給契約から弊社の本サービスへ切替わり、本サービスの提供を開始いたします。
本サービスの提供を開始した日については後日弊社より電磁的方法
（メール等）
でお客さまに通知いたします。なお、電磁的方法にて対応できないお客さまについては書面にて郵
送いたします。

●本サービスの契約期間

利用期間は、契約に基づく電気の供給が開始された日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。契約期間満了に先だって契約の消滅または変更がない場合は、契約
は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

●提供価額

1.申込み手続きに関する料金

に記載の金額が必要となります。
・以下の場合には、契約事務手数料またはサービス変更手数料として別項
「19.工事費・撤去費・手数料など」
1）本サービスの提供を開始した日から1 年未満で、かつ、契約電流または契約容量の減少を伴う契約種別・契約プランに変更される場合（本サービス開始日から1カ月以内
の契約電流、
または契約容量の変更をお申し出である場合を除く）
。
2）本サービスの契約種別・契約プランを変更された日から1年未満で、かつ、契約電流または契約容量の減少を伴う契約種別・契約プランに変更される場合。
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2.月額利用料金に関する料金

本サービスの月額利用料金は、東京電力エナジーパートナー株式会社様
（同社が供給義務を負う特定小売供給に係る事業の全部の譲渡、合併または会社分割
（特定小売供給に
係る事業の全部を承継させるものに限る）
により当該会社の特定小売供給に係る事業を承継することにつき電気事業法に基づく認可を受けて当該事業を承継した者を含み、以
下
「東京電力」
といいます）
の
「従量電灯B」
「
、従量電灯C」
「
、時間帯別電灯
［夜間8時間型］
（おトクなナイト8）
」
「
、時間帯別電灯
［夜間10時間型］
（おトクなナイト10）
」
「
、季節別時間
帯別電灯
（電化上手）
」
「
、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯
（ピークシフトプラン）
」
「
、夜トク8」
「
、夜トク12」
「
、スマートライフプラン」
「
、スマートライフS」
および
「スマートライフL」
メニュー料金相当額
（別表II）
を基準とし請求いたします。また、株式会社PinT様
（同社が供給義務を負う小売供給に係る事業の全部の譲渡、合併または会社分割
（小売供給に係
る事業の全部を承継させるものに限る）
により当該会社の小売供給に係る事業を承継することにつき電気事業法に基づく認可を受けて当該事業を承継した者を含み、以下
「PinT」
といいます）
の
「時間帯別電灯
［朝得プラン］
」
「
、時間帯別電灯
［夜得プラン］
」
「
、時間帯別電灯
［半日お得プラン］
」
「
、曜日別電灯1型
（土日お得プラン）
」
および
「曜日別電灯２
型
（土日お得プラン）
」
メニュー料金相当額
（別表II）
を基準とし請求いたします。

・基本料金：東京電力/PinTの基本料金相当額と同一額
従量B、グリーン従量B、従量C、グリーン従量C、夜間8時間型、グリーン夜間8時間型、夜間10時間型、グリーン夜間10時間型、季節別時間帯別、グリーン季節別時間帯別、時
間帯別
（朝）
、グリーン時間帯別
（朝）
、時間帯別
（夜）
、グリーン時間帯別
（夜）
、時間帯別
（半日）
、グリーン時間帯別
（半日）
、曜日別
（A）
、グリーン曜日別
（A）
、曜日別
（kVA）
、グリー
ン曜日別
（kVA）
、ピーク抑制、グリーンピーク抑制、お得タイム8、グリーンお得タイム8、お得タイム12、グリーンお得タイム12、お得タイム、グリーンお得タイム、お得タイム
S、グリーンお得タイムS、お得タイムL、グリーンお得タイムLについては、電力使用量が0の場合、基本料金が半額となります。ただし、従量B、グリーン従量B、夜間8時間型、グ
リーン夜間8時間型、夜間10時間型、グリーン夜間10時間型、季節別時間帯別、グリーン季節別時間帯別、曜日別
（A）
、グリーン曜日別
（A）
、お得タイム8、グリーンお得タイム8、
お得タイム12、グリーンお得タイム12、お得タイム、グリーンお得タイム、お得タイムS、グリーンお得タイムSについては最低月額料金を設定しています。また、お得タイム8、
グリーンお得タイム8、お得タイム12、グリーンお得タイム12、お得タイム、グリーンお得タイムについては、契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力が1kWhの場合
の基本料金の半額となります。
・電力量料金：東京電力/PinTの電力量料金相当額の総額
3.本サービスにおいて、お客さまのご希望される契約種別・契約プランまたは電気設備の状況により、お客さまご自身による電気設備等の交換・工事の手配および当該費用を負担
いただく場合があります。

に記載の金額がかかります。
4.紙面で電力ご利用量の明細発行をご希望の場合は、別項「19.工事費・撤去費・手数料など」

●支払方法および支払時期
本サービスの提供価額は、電気切替日の翌月の検針後、弊社指定のお客さまのお支払方法
（金融機関の口座からの自動振替またはクレジットカードによる決済手段をいい、以下
「お
支払方法」
といいます）
にてお支払いただきます。

●契約の解除に関する事項
【クーリング・オフについて】
1.本書面を受領した日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができ
ます。

2.1にかかわらず、弊社がクーリング・オフを妨げるために、事実と異なる説明をしたことによりお客さまが誤認をし、または弊社が威迫したことによりお客
さまが困惑し、
これらによって1の期間内にクーリング・オフを行えなかった場合には、別途弊社が作成するクーリング・オフ妨害の解消のための書面
クーリング・オフを行うこ
を、お客さまが弊社から受領した日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただくことにより、
とができます。

（郵便消印日付など）
に効力が生じます。
3.1または2のクーリング・オフは、お客さまが1または2のお申し出をされたとき
4.1または2のクーリング・オフがあった場合、

①既に本サービス提供のため、弊社が工事の準備を開始している等にて原状回復する必要がある場合には、それに要する費用は弊社が負担いたします。
②弊社は、お客さまが本サービスをご利用することにより得られた利益に相当する金銭、ならびにクーリング･オフに伴い発生する弊社の損害にかかる
金額の支払いを請求することはありません。

●制限事項

・本サービスをご利用中は他の小売電気事業者と電力の供給契約は締結できません。
・本サービスのオール電化向けメニューおよびグリーンメニューのうち、以下メニューはご転居先で継続してご利用いただくことはできません。
（朝）
、グリーン時間帯別
（朝）
、時間帯別
（夜）
、
夜間8時間型、グリーン夜間8時間型、夜間10時間型、グリーン夜間10時間型、季節別時間帯別、グリーン季節別時間帯別、時間帯別
グリーン時間帯別
（夜）
、時間帯別
（半日）
、グリーン時間帯別
（半日）
、曜日別
（A ）
、グリーン曜日別
（A）
、曜日別
（kVA）
、グリーン曜日別
（kVA）
、
ピーク抑制、グリーンピーク抑制のご
契約。

・本サービスのオール電化向けメニューおよびグリーンメニューご解約後は、以下のメニューを再度ご契約いただくことはできません。
（おトクなナイト8）
」
「
、時間帯別電灯
［夜間10時間型］
（おトクなナイト10）
」
「
、季節別時間帯別電灯
（電化上手）
」
「
、ピー
東京電力でご契約されていた
「時間帯別電灯
［夜間8時間型］
ク抑制型季節別時間帯別電灯
（ピークシフトプラン）
」
、PinTでご契約されていた
「時間帯別電灯
［朝得プラン］
」
「
、時間帯別電灯
［夜得プラン］
」
「
、時間帯別電灯
［半日お得プラン］
」
、
「曜日別電灯1型
（土日お得プラン）
」
「
、曜日別電灯２型
（土日お得プラン）
」
・本サービスのオール電化向けメニューおよびグリーンメニューご解約後は、本サービスのオール電化向けメニューおよびグリーンメニューのうち、以下メニューは再度ご契約いた
だくことはできません。
（朝）
、グリーン時間帯別
（朝）
、時間帯別
（夜）
、
夜間8時間型、グリーン夜間8時間型、夜間10時間型、グリーン夜間10時間型、季節別時間帯別、グリーン季節別時間帯別、時間帯別
グリーン時間帯別
（夜）
、時間帯別
（半日）
、グリーン時間帯別
（半日）
、曜日別
（A ）
、グリーン曜日別
（A）
、曜日別
（kVA）
、グリーン曜日別
（kVA）
、
ピーク抑制、グリーンピーク抑制のご
契約。
・本サービスのオール電化向けメニューおよびグリーンメニューをご利用いただくにあたり、使用される機器の機能や設備の設置状況等の確認をさせていただく場合があります。使
用される機器を取り付け・取り替え・取り外しをされた場合や、設備の設置状況が変更となった場合、別表の割引額が適用されない場合がございます。使用される機器を取り付け・
取り替え・取り外しされる場合は、必ず弊社へご連絡ください。
・本物件の設備構造などによりご利用いただけない契約種別がある場合があります。
・本サービスが技術的または設備的な起因によりご提供できない場合、
もしくは弊社のJ:COM 電力 マンション一括コースをご利用中のお客さまは、本サービスをご契約いただくこ
とはできません。
・ご利用料金未納に伴う強制解除など、弊社が行う本サービスの解除が生じた後は、電気が無契約状態となります。この場合、お客さまにて無契約状態で電気の使用を開始した日か
ら他の小売供給事業者との小売供給契約締結日までの期間について最終保障約款・経過措置約款による供給を受ける形を選択いただくか、本サービスの解除事由を解消し、再
度、本サービスのご利用のお申し込みを行っていただくか、いずれかをお客さまに選択いただきます。本サービスの解除事由を解消し、弊社本サービスの再開を希望される場合
は、新たに本サービスのご契約が必要となりますので、J:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。
・お客さまのお申し出による契約の解除
（クーリング・オフを含む）
の場合も上記と同様になります。
・本サービスは東京電力パワーグリッド株式会社の電力線を利用するため、近隣の停電、計画停電、その他天災地変、保安点検の実施、故障時などやむをえない場合は本物件も停電
いたします。
・本サービスの保守点検等により、東京電力パワーグリッド株式会社、弊社または弊社が委託した第三者がお客さまの敷地内に立ち入らせていただく場合がございます。その場合
にはお客さまのお求めに応じ係員は所定の証明書を提示いたします。
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【別表Ⅰ】
商号：株式会社ジェイコム札幌
本店：北海道札幌市豊平区月寒東2条18-7-20
代表者：代表取締役社長 寺尾 弘一
小売電気事業者の登録番号：A0104
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコム湘南・神奈川
本店：神奈川県横浜市中区本町4-43 A-PLACE 馬車道 5F
代表者：代表取締役社長 原 清
小売電気事業者の登録番号：A0105
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ケーブルネット下関
本店：山口県下関市椋野町3-25-35
代表者：代表取締役社長 岩尾 克也
小売電気事業者の登録番号：A0146
電話番号：0120-999-000
（9：00～18：00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコム千葉
本店：千葉県浦安市入船1-5-2
プライムタワー新浦安17階
代表者：代表取締役社長 千田 貞文
小売電気事業者の登録番号：A0107
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコム埼玉・東日本
本店：埼玉県さいたま市浦和区常盤10-4-1
代表者：代表取締役社長 平岩 光現
小売電気事業者の登録番号：A0103
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコム九州
本店：福岡県福岡市中央区那の津3-13-10
J:COMメディアプラザ
代表者：代表取締役社長 上村 忠
小売電気事業者の登録番号：A0147
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコム東京
本店：東京都練馬区桜台1-1-6
代表者：代表取締役社長 國分 孝夫
小売電気事業者の登録番号：A0110
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコムウエスト
本店：大阪府大阪市中央区谷町2-3-12 マルイト谷町ビル
代表者：代表取締役社長 櫻井 俊一
小売電気事業者の登録番号：A0098
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：大分ケーブルテレコム株式会社
本店：大分県大分市松が丘三丁目1-12
代表者：代表取締役社長 荒木 節夫
小売電気事業者の登録番号：A0403
電話番号：097-542-1121
（9：00～17：00 年中無休）

商号：土浦ケーブルテレビ株式会社
本店：茨城県土浦市真鍋1-11-12 延増第一ビル
代表者：代表取締役社長 橋本 祐一
小売電気事業者の登録番号：A0119
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

【別表Ⅱ】
●従量メニュー/グリーンメニュー
＊1＊2 基本料金および電力量料金は、
【従量B/グリーン従量B】

次のとおり東京電力の特定小売供給の相当額となります。
単位

基本料金
（月額）

電力量
料金

契約電流

10A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

第1段階料金 最初の120kWhまで
第2段階料金 120kWhを超え300kWhまで
第3段階料金 300kWhを超えたもの

料金
（税込）

286.00円
429.00円
572.00円
858.00円
1,144.00円
1,430.00円
1,716.00円
19.88円
26.48円
30.57円
235.84円

基本料金および電力量料金は、
次のとおり東京電力の特定小売供給の相当額となります。
単位

基本料金
（月額）
電力量
料金

第1段階料金 最初の120kWhまで

第2段階料金 120kWhを超え300kWhまで
第3段階料金 300kWhを超えたもの

1kVA
1kWh
1kWh
1kWh

料金
（税込）

286.00円
19.88円
26.48円
30.57円

その他サービス

最低月額料金

1契約
1契約
1契約
1契約
1契約
1契約
1契約
1kWh
1kWh
1kWh
1契約

＊1
【従量C/グリーン従量C】

●オール電化向けメニュー/グリーンメニュー
次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。

夜間

割引額

1kWh
1kWh
1kWh
1kWh

1,320.00円
2,200.00円
286.00円
21.94円
29.24円
33.76円
１5.12円

割引対象額
（電力量料金）
を
3%割引

クッキングヒーター割引

最低月額料金

料金
（税込）

1契約

330.44円

※全く電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。
※
「昼間」
とは毎日7時から23時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
以外の時間をいいます。
※クッキングヒーター割引の割引対象額は、夏季
（毎年7月1日から9月30日までの期間）
に使用された
料金および燃料費調整額を除きます。
※クッキングヒーター割引上限額は、1月につき550.00円
（税込）
とします。

次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。

6kVA以下の場合
基本料金 契約
最初の10kVAまで
（月額） 容量 6kVAを
超える場合 上記を超える1kVAにつき
第1段階料金 最初の80kWhまで
電力量 昼間 第2段階料金 80kWhを超え200kWhまで
料金
第3段階料金 200kWhを超えたもの
夜間

割引額

単位

1契約
1契約
1kWh
1kWh
1kWh
1kWh

1,320.00円
2,200.00円
286.00円
24.01円
31.99円
36.94円
１5.26円

割引対象額
（電力量料金）
を
3%割引

クッキングヒーター割引

最低月額料金

料金
（税込）

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

6kVA以下の場合
基本料金 契約
最初の10kVAまで
（月額） 容量 6kVAを
超える場合 上記を超える1kVAにつき
第1段階料金 最初の90kWhまで
電力量 昼間 第2段階料金 90kWhを超え230kWhまで
料金
第3段階料金 230kWhを超えたもの

単位
1契約
1契約

＊2 基本料金、
電力量料金および割引額は、
【夜間10時間型/グリーン夜間10時間型】

長期契約プラン

＊2 基本料金、
電力量料金および割引額は、
【夜間8時間型/グリーン夜間8時間型】

1契約

330.44円

※全く電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。
※
「昼間」
とは毎日8時から22時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
以外の時間をいいます。
※クッキングヒーター割引の割引対象額は、夏季
（毎年7月1日から9月30日までの期間）
に使用された
料金および燃料費調整額を除きます。
※クッキングヒーター割引上限額は、1月につき550.00円
（税込）
とします。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

26

＊2 基本料金、
電力量料金および割引額は、
【季節別時間帯別/グリーン季節別時間帯別】

次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。

6kVA以下の場合

基本料金 契約
（月額） 容量 6kVAを超える場合
電力量
料金

昼間

夏季
その他季

単位

最初の10kVAまで
上記を超える1kVAにつき

朝晩
夜間
割引額 オール電化割引
最低月額料金

料金
（税込）

1契約
1契約

1,320.00円
2,200.00円
286.00円
34.16円
30.67円
25.94円
１5.12円
割引対象額
（電力量料金）
を5%割引
330.44円

1kWh
1kWh
1kWh
1kWh
1契約

※全く電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。
※
「夏季」
とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、
「その他季」
とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。また、
「昼
間」
とは毎日10時から17時までの時間をいい、
「朝晩」
とは毎日7時から10時までおよび17時から23時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
および
「朝晩」
以外の時間をいいます。
※オール電化割引における
「割引対象額」
とは
「夏季」
の
「昼間」
に使用された料金および燃料費調整額を除きます。
※オール電化割引上限額は、1月につき2,200.00円
（税込）
とします。

＊1
【時間帯別
（朝）
/グリーン時間帯別（朝）】

基本料金および電力量料金は、
次のとおりPinTのご利用料金相当額となります。

6kVA以下の場合
基本料金 契約
最初の10kVAまで
（月額） 容量 6kVAを超える場合
上記を超える1kVAにつき
第1段階料金 最初の90kWhまで
電力量 昼間 第2段階料金 90kWhを超え230kWhまで
料金
第3段階料金 230kWhを超えたもの
夜間

単位

1契約
1契約
1kWh
1kWh
1kWh
1kWh

料金
（税込）

1,320.00円
2,200.00円
286.00円
24.46円
32.58円
37.62円
12.51円

※
「昼間」
とは毎日9時から翌日1時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
以外の時間をいいます。

＊1
【時間帯別（半日）/グリーン時間帯別（半日）】

基本料金および電力量料金は、
次のとおりPinTのご利用料金相当額となります。

6kVA以下の場合
基本料金 契約
最初の10kVAまで
（月額） 容量 6kVAを超える場合
上記を超える1kVAにつき
第1段階料金 最初の70kWhまで
電力量 昼間 第2段階料金 70kWhを超え170kWhまで
料金
第3段階料金 170kWhを超えたもの
夜間

単位

料金
（税込）

1契約 1,320.00円
1契約 2,200.00円
286.00円
1kWh
29.00円
38.63円
1kWh
44.61円
1kWh
12.91円
1kWh

※
「昼間」
とは毎日9時から21時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
以外の時間をいいます。

＊1＊3 基本料金および電力量料金は、
【曜日別
（kVA）
/グリーン曜日別（kVA）】
次のとおりPinTのご利用料金相当額となります。

基本料金
（月額） 契約容量
電力量料金

単位

1kVA
第1段階料金 最初の90kWhまで
1kWh
平日 第2段階料金 90kWhを超え230kWhまで 1kWh
第3段階料金 230kWhを超えたもの
1kWh
休日
1kWh

＊1
【時間帯別
（夜）
/グリーン時間帯別（夜）】

6kVA以下の場合
基本料金 契約
最初の10kVAまで
（月額） 容量 6kVAを超える場合
上記を超える1kVAにつき
第1段階料金 最初の90kWhまで
電力量 昼間 第2段階料金 90kWhを超え230kWhまで
料金
第3段階料金 230kWhを超えたもの
夜間

単位

1契約
1契約
1kWh
1kWh
1kWh
1kWh

料金
（税込）

1,320.00円
2,200.00円
286.00円
24.57円
32.71円
37.78円
12.80円

※
「昼間」
とは毎日5時から21時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
以外の時間をいいます。

＊1＊2＊3
【曜日別
（ A）
/グリーン曜日別（A）】

基本料金および電力量料金は、
次のとおりPinTのご利用料金相当額となります。
単位

料金
（税込）

1契約
286.00円
1契約
429.00円
1契約
572.00円
基本料金
契約電流
1契約
858.00円
（月額）
1契約 1,144.00円
1契約 1,430.00円
1契約 1,716.00円
1kWh
21.45円
第1段階料金 最初の90kWhまで
28.58円
平日 第2段階料金 90kWhを超え230kWhまで 1kWh
電力量料金
1kWh
32.99円
第3段階料金 230kWhを超えたもの
1kWh
21.16円
休日
1契約
235.84円
最低月額料金
10A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

＊1
【ピーク抑制/グリーンピーク抑制】

料金
（税込）

286.00円
21.45円
28.58円
32.99円
21.16円

基本料金および電力量料金は、
次のとおりPinTのご利用料金相当額となります。

基本料金および電力量料金は、
次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。
単位

基本料金
（月額）
電力量
料金

1契約
6kVA以下の場合
契約
最初の10kVAまで
1契約
容量 6kVAを
超える場合
上記を超える1kVAにつき
ピーク
昼間
夜間

1kWh
1kWh
1kWh

料金
（税込）

1,320.00円
2,200.00円
286.00円
44.78円
29.07円
15.12円

※
「ピーク」
とは夏季
（毎年7月1日から9月30日までの期間）
の毎日13時から16時までの時間をいい、
「昼間」
とは
「ピーク」
を除く毎日7時から23時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「ピーク」
および
「昼間」
以外の時間をいいます。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

＊2＊4＊5 基本料金および電力量料金は、
【お得タイム8/グリーンお得タイム8】

次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。

基本料金
（月額）
電力量料金
最低月額料金

単位

契約電力

1kW
1kWh
1kWh
1契約

昼間
夜間

料金
（税込）
214.50円

32.74円
21.16円
235.84円

※
「昼間」
とは毎日7時から23時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
以外の時間をいいます。

＊2＊4＊5＊6
【お得タイム/グリーンお得タイム】

基本料金および電力量料金は、
次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。
単位

基本料金
（月額） 契約電力
電力量料金

ピーク

オフピーク／夜間
深夜

夏季／冬季／その他季
夏季／冬季／その他季

最低月額料金

1kW
1kWh
1kWh
1kWh
1契約

料金
（税込）

458.33円
25.80円
25.80円
17.78円
235.84円

※
「夏季」
とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、
「冬季」
とは毎年12月1日から翌年の2月28
日までの期間
（翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。）
をいい、
「その
他季」
とは
「夏季」
および
「冬季」
以外の期間をいいます。
＊2＊4＊5 基本料金および電力量料金は、
【お得タイム12/グリーンお得タイム12】

次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。

基本料金
（月額）
電力量料金
最低月額料金

単位

契約電力

1kW
1kWh
1kWh
1契約

昼間
夜間

「オフピーク」
とは
「ピーク」
※
「ピーク」
とは夏季の平日における毎日10時から17時までの時間をいい、
を除く毎日7時から23時までの時間をいい、
「深夜」
とは毎日1時から6時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「ピーク」
「
、オフピーク」
および
「深夜」
以外の時間をいいます。

料金
（税込）

214.50円
34.39円
22.97円
235.84円

※
「昼間」
とは毎日9時から21時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「昼間」
以外の時間をいいます。

＊1＊2＊6 基本料金および電力量料金は、
【お得タイムS/グリーンお得タイムS】

次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。
単位

10A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

基本料金
（月額） 契約電流

ピーク
電力量料金
最低月額料金

オフピーク/夜間
深夜

夏季/冬季/その他季

夏季/冬季/その他季

料金
（税込）

1契約
286.00円
1契約
429.00円
1契約
572.00円
1契約
858.00円
1契約 1,144.00円
1契約 1,430.00円
1契約 1,716.00円
1kWh
25.80円
1kWh
25.80円
1kWh
17.78円
1契約
235.84円

＊1＊6 基本料金および電力量料金は、
【お得タイムL/グリーンお得タイムL】

次のとおり東京電力のご利用料金相当額となります。

基本料金
（月額） 契約容量
ピーク
電力量料金

オフピーク/夜間
深夜

単位

夏季/冬季/その他季

夏季/冬季/その他季

1kVA
1kWh
1kWh
1kWh

料金
（税込）

286.00円
25.80円
25.80円
17.78円

※
「夏季」
とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、
「冬季」
とは毎年12月1日から翌年の2月28
日までの期間
（翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。）
をいい、
「その
他季」
とは
「夏季」
および
「冬季」
以外の期間をいいます。
「オフピーク」
とは
「ピーク」
※
「ピーク」
とは夏季の平日における毎日10時から17時までの時間をいい、
を除く毎日7時から23時までの時間をいい、
「深夜」
とは毎日1時から6時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「ピーク」
「
、オフピーク」
および
「深夜」
以外の時間をいいます。

※
「夏季」
とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、
「冬季」
とは毎年12月1日から翌年の2月28
日までの期間
（翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。）
をいい、
「その
他季」
とは
「夏季」
および
「冬季」
以外の期間をいいます。
「オフピーク」
とは
「ピーク」
※
「ピーク」
とは夏季の平日における毎日10時から17時までの時間をいい、
を除く毎日7時から23時までの時間をいい、
「深夜」
とは毎日1時から6時までの時間をいい、
「夜間」
とは
「ピーク」
「
、オフピーク」
および
「深夜」
以外の時間をいいます。

長期契約プラン

＊3
＊4
＊5
＊6

全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
算定された基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1カ月分の料金は、上記最低月額料金およびJ：COM 電力 家庭用コース契約約款で定めた再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の合計といたします。
「休日」
とは土曜日および日曜日をいい、
「平日」
とは
「休日」
以外の日をいいます。
その月の最大需要電力
（30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値）
と前11カ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
契約電力が0.5kWhの場合の基本料金は、契約電力が1kWhの場合の基本料金の半額となります。また、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
「休日」
とは以下に定める日をいい、
「平日」
とは
「休日」
以外の日をいいます。
土曜日、日曜日、
「国民の祝日に関する法律」
に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日。

その他サービス

＊1
＊2

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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【別表Ⅲ】
●従量メニュー
契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース 従量B」
・契約プラン：10A／15A／20A／30A／40A／50A／60A
契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース 従量C」
・契約プラン：6kVA～50kVA未満
（1kVA単位）
第1段階料金
電力量料金

（地域電力会社電力量料金単価相当×利用量）
×0.5％割引

第2段階料金

（地域電力会社電力量料金単価相当×利用量）
×1％割引

第3段階料金

（地域電力会社電力量料金単価相当×利用量）
×10％割引

●オール電化向けメニュー
契約種別：
「J:COM
契約種別：
「J:COM
契約種別：
「J:COM
契約種別：
「J:COM
契約種別：
「J:COM

電力
電力
電力
電力
電力

家庭用コース 夜間8時間型」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）
家庭用コース 夜間10時間型」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）
家庭用コース 時間帯別
（朝）
」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）
家庭用コース 時間帯別
（夜）
」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）
家庭用コース 時間帯別
（半日）
」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）
第1段階料金

電力量料金
（昼間）

（地域電力会社/PinT電力量料金単価相当×利用量）
×0.5％割引

第2段階料金

（地域電力会社/PinT電力量料金単価相当×利用量）
×1％割引

第3段階料金

（地域電力会社/PinT電力量料金単価相当×利用量）
×3％割引

契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース 季節別時間帯別」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）
電力量料金

昼間
（夏季）
／昼間
（その他季）
／朝晩

（地域電力会社電力量料金単価相当×利用量）
×2％割引

契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース 曜日別
（A）
」
・契約プラン：10A/15A/20A/30A/40A/50A/60A
契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース 曜日別
（kVA）
」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）

電力量料金
（平日）

第1段階料金

（PinT電力量料金単価相当×利用量）
×0.5％割引

第2段階料金

×1％割引
（PinT電力量料金単価相当×利用量）

第3段階料金

×3％割引
（PinT電力量料金単価相当×利用量）

契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース ピーク抑制」
・契約プラン：50kVA未満
（1kVA単位）
電力量料金

ピーク／昼間

（地域電力会社電力量料金単価相当×利用量）
×2％割引

契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース お得タイム8」
・契約プラン：30分ごとの使用電力量により決定
（1kW単位）
＊
契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース お得タイム12」
・契約プラン：30分ごとの使用電力量により決定
（1kW単位）
＊
電力量料金

昼間

（地域電力会社電力量料金単価相当×利用量）
×2％割引

契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース お得タイム」
・契約プラン：30分ごとの使用電力量により決定
（1kW単位）
＊
契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース お得タイムS」
・契約プラン：10A/15A/20A/30A/40A/50A/60A
契約種別：
「J:COM 電力 家庭用コース お得タイムL」
・契約プラン：6kVA以上
（1kVA単位）
電力量料金

ピーク／オフピーク
（夏季）
／オフピーク
（冬季）
オフピーク
（その他季）
／夜間
（夏季）
／
夜間
（冬季）
／夜間
（その他季）

（地域電力会社電力量料金単価相当×利用量）
×2％割引

＊ 30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値を最大需要電力といい、その月の最大需要電力と前11カ月の最大需要電力のうち、
いずれか大きい値がご契約電力
（kWh）
となります。
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6.J：COM ガス supplied by 東京ガス・supplied by 京葉ガス

① J:COM ガスの提供について
「東京ガス」
といいます）
または京葉ガス株式会社
（以下、
「京葉ガス」
といいます）
と
1. ガス小売事業者である東京ガス株式会社（以下、
の取次契約に基づき、東京ガスまたは京葉ガスが供給するガスをJ:COMガスとして供給します。

※【J:COM ガス supplied by 東京ガス】J:COM ガスの各契約種別に関する適用条件、料金、割引制度、設置確認、解約その他詳細は、弊社が定める「J:COM ガス supplied by
東京ガス基本約款」
（以下
「基本約款」
）
および
「選択約款」
等
（以下、
「選択約款」
（
）以下、基本約款と選択約款をまとめて
「約款」
）
、東京ガスが別途定める託送供給約款、
ガス工事
約款に定めるとおりです。
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】J:COM ガスの各契約種別に関する適用条件、料金、割引制度、設置確認、解約その他詳細は、弊社が定める
「J:COM ガス supplied
（以下
「小売供給約款」
）
および
「定義書」
等
（以下、
「定義書」
（
）以下、小売供給約款と定義書をまとめて
「約款」
）
、京葉ガスが別途定める託送供
by 京葉ガス ガス小売供給約款」
給約款、
ガス工事約款に定めるとおりです。

「申込書控」
または
「お申込内容確認書」
にて特定される事業者です。
2. ガス取次事業者は、以下の表のうちお客さまに別途交付される
商号：株式会社ジェイコム東京
本店：東京都練馬区桜台1-1-6
代表者：代表取締役社長 國分 孝夫
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00
商号：株式会社ジェイコム千葉
本店：千葉県浦安市入船1-5-2
プライムタワー新浦安17階
代表者：代表取締役社長 千田 貞文
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00

年中無休）

年中無休）

商号：株式会社ジェイコム湘南・神奈川
本店：神奈川県横浜市中区本町4-43 A-PLACE 馬車道 5F
代表者：代表取締役社長 原 清
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）
商号：株式会社ジェイコム埼玉・東日本
本店：埼玉県さいたま市浦和区常盤10-4-1
代表者：代表取締役社長 平岩 光現
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：土浦ケーブルテレビ株式会社
本店：茨城県土浦市真鍋1-11-12 延増第一ビル
代表者：代表取締役社長 橋本 祐一
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

3. ガス小売事業者は以下の通りです。
【J:COM ガス supplied by 東京ガス】

東京瓦斯株式会社
住所 東京都港区海岸1-5-20
電話番号 0570-002211
（※Ｉ
Ｐ電話等、ナビダイヤルをご利用になれない場合 03-3344-9100）
受付時間 月～土曜日 9:00-19:00 日曜日・祝日 9:00－17:00
ガス小売事業者の登録番号：Ａ００２０

京葉瓦斯株式会社
住所 千葉県市川市市川南 2 丁目 8-8
電話番号 047-361-0211
（京葉ガスお客さまコールセンター）
受付時間 月～土曜日 9:00～19:00
休業日 日曜日、祝日、年末年始
（12 月 30 日～1 月 3 日）
等
ガス小売事業者の登録番号：D0018

ご契約条件について

その他サービス

②

【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】

1. 東京ガスまたは京葉ガスから都市ガス供給を受けられる物件にお住まいの方。
2. 約款に定められる適用条件の対象である方。

長期契約プラン

・ 弊社または東京ガス、京葉ガスは、約款に定められる適用条件の対象であるかどうかを確認するため、機器の所有状況を確認します。ま
た、J:COMガス契約締結後においても、弊社または東京ガス、京葉ガスが必要と判断する場合においては、機器の所有状況を確認させて
いただく場合があります。機器の所有状況確認のため、住宅への立ち入りにご協力をお願いします。住宅への立ち入りに承諾していただけ
ない場合、J:COM ガスをお申込いただけない、またはJ:COM ガスの契約が解除となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・機器撤去により約款に定められる適用条件の対象ではなくなった場合、弊社へ速やかにご連絡をお願いします。
・ 約款に定められる適用条件の対象ではないにもかかわらず、約款に基づくサービスをご使用いただいていることが判明した場合、
本来お支払いいただくべき料金とお客さまにお支払いいただいた料金の差額を請求いたします。
3. 現在お客さまが、他のガス小売事業者で締結されているご契約内容に相当する契約種別、およびオプション割引にお申し込みいた
だきます。
4. 以下の場合、J:COM ガス契約のお申し込みを承諾しないことがあります。
（1）J:COM ガスを適用開始日から1年未満に解約されたお客さまが、解約日から1年未満に同一需要場所において再度J:COM ガス
のお申し込みをいただいた場合。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約の場合は、
この限りで
はありません。
（2）J:COM ガス適用開始日から1年未満に選択約款または定義書に基づく他の契約種別へ変更のお申し込みがなされた場合。
（3）弊社、東京ガス、京葉ガスまたは一般ガス導管事業者＊の責めによらない事由によりガスの供給が不可能、もしくは著しく困難な場合。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

＊一般ガス導管事業者とは、東京ガス、京葉ガスを指します
（平成29年4月に施行された改正ガス事業法第2条第6項に明記）
。

（4）約款に定める供給または使用の制限事由や供給停止事由に該当する場合。
（すでに消滅しているものも含みます）
の料金または延滞利息をそれぞ
（5）お客さまが弊社または東京ガス、京葉ガスとの他の契約
れの契約に規定する履行期限日を経過しても支払われていない場合。
（6）内管工事を一般ガス導管事業者以外が実施した場合。
（7）J:COM ガスの契約前に他のガス小売事業者とガス供給契約を締結していないお客さまが、J:COM ガスにお申し込みいただいた場合。
（8）複数メーターを所持かつ一括で請求を行っている場合。
（9）建物内にメーターがあり、閉栓作業に立会いが必要な場合。
東京ガスの電気、
ガスサービスをセットで需給契約を締結中、もしくは申し込み中の場合。
（10）
5. お客さまのガスのご使用状況や、気候の変化等によるガスご使用量の変動、原料価格の変動状況によっては、これまでの料金と比べ
て高くなる月があることを了承の上、お申し込みください。
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③

ご契約にあたり

1. J:COM ガスの契約は、弊社指定の申込書により、お客さまからのお申し込みを受け、弊社がこれを承諾した場合に成立します。
※他のガス小売事業者への解約連絡については弊社から東京ガスまたは京葉ガスへ連携して、東京ガスまたは京葉ガスが代行して行います。J:COM ガスサービス開始とともに
現在お客さまが契約されている他のガス小売事業者との都市ガス供給契約は解約されます。

2. J:COM ガスサービス開始は、契約成立日以降、かつ、各種手続き完了後初回定例検針日の翌日を適用開始日とし、ガス小売供給を
開始します。

「ご契約内容のご案内」
（電磁的方法または紙面による交付）
により、お客さまにサービス開始日を通知さ
3. サービス開始後、弊社より
せていただきます。

を解除させて
4. J:COM ガスが技術的または設備的な要因によりご提供できない場合には、J:COM ガスに関するご契約（お申し込み）
いただく場合がございます。この場合、J:COM ガスを含む長期契約プランが解除となり、J:COM ガスを含まない長期契約プランの
適用となります。

5. J:COM ガス契約締結に伴い、現在お客さまが契約されている他のガス小売事業者とのガス供給契約に基づき、当該ガス小売事業者

より解除に伴う違約金等が発生する場合があります。また、当該ガス小売事業者で利用されているポイント等のサービスが失効、停
止する等お客さまにとって不利益になる事項が発生する場合がございます。詳しくは、J:COM ガスをお申し込みされる前のガス小売
事業者へお問い合わせください。
「ウィズ京葉ガス」
はJ:COM ガスに切替後、新規登録することはできません。ただし、切替前にご登録さ
6. 京葉ガス会員制ウェブサイト
れている場合、J:COM ガス切替後も継続して一部機能＊をご利用いただけます。
＊検針年月日やご使用量に関する情報の閲覧、
ポイントサービスの利用等の機能になります。

7. 「京葉ガスのでんき」ペア割・ほっと割・ピカ割はJ:COM ガス切替後は適用されません。
「太陽光発電の売電
（卒FIT）
」
はJ:COM ガス切替後はご利用条件が変更となる場合があります。
8. 京葉ガス

④

ご利用料金などについて

●月額利用料金・料金算定について
・【J:COM ガス supplied by 東京ガス】J:COM ガスの月額利用料金は、選択約款の料金表を適用して、弊社がお知らせするガス使
用量に基づき、その料金算定期間の料金
（基本料金および従量料金の合計額）
を算定いたします。詳細は以下をご確認ください。
・【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】J:COM ガスの月額利用料金は、定義書の料金表を適用して、弊社がお知らせするガス使用
量に基づき、その料金算定期間の料金
（基本料金および従量料金の合計額）
を算定いたします。詳細は以下をご確認ください。
（1）ガス使用量の算定について
原則として毎月１度、定例検針日に、一般ガス導管事業者による検針を受けていただきます。前回の検針日
（東京ガスまたは京葉
ガスがあらかじめ定めた毎月1度の検針を行う日）
の翌日から今回の検針日までの期間を1カ月(以下、
「料金算定期間」
)とし、その
間のガスのご使用量を算定します
（日割り計算を行う場合を除く）
。
（2）ガス料金の計算方法
弊社は当該ご使用量に基づき料金表を決定し、
ガス料金を計算します。ガス料金は
「基本料金」
と
「従量料金」
の合計額とします。
なお、割引がある場合は、その合計額から割引額を差し引きます。
・解約等により料金算定期間が29日以下または36日以上となる場合や定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日
以下または36日以上となる場合には、基本料金を日割り計算してガス料金を計算します。
・弊社は、都市ガスの原料価格の変動に応じ、約款の料金表・割引制度に定める単位料金を毎月算定いたします。
●割引適用・割引額について
・ 別項
「18.長期契約プランの契約期間・契約解除料金について」
に記載のJ:COM ガスを含む長期契約プランもしくはハートフルプ
（税込 110円）
割引を行います。契約種別がバリュー
ランをご利用される場合、J:COMサービスの月額利用料金から毎月100円
（税込 132円）
割引を行います。
ほっとコースの場合、さらにJ:COMサービスの月額利用料金から毎月120円
・割引は、J:COM ガスを含む長期契約プランもしくはハートフルプランをご契約後、J:COM ガスの提供が開始された翌月から適用
となります。
・ J:COM ガスを含む長期契約プランもしくはハートフルプランでいずれかのサービスが解除、もしくは解約となった場合やバリュー
ほっとコースから他の契約種別へ変更が完了した場合、翌月から割引は適用されません。

⑤

供給ガスの熱量、圧力および燃焼性について

J:COM ガスは、燃焼性によって類別されますが、弊社供給ガスの類別は13Aです。ガス機器は13Aとされているガス機器が適合いたします。
（1）熱 量 標準熱量………45メガジュール 最低熱量………44メガジュール
（2）圧 力 最高圧力………2.5キロパスカル 最低圧力………1.0キロパスカル
（3）燃焼性 最高燃焼速度………47
最低燃焼速度………35
最高ウォッベ指数………57.8
最低ウォッベ指数………52.7 ガスグループ………13A
燃焼性の類別
（旧呼称）
………13A

⑥

お客さま側の保安等に関するご協力について

ガスの供給にあたり、東京ガスまたは京葉ガスが定める託送供給約款に規定された以下の事項にご協力いただきます。
詳しくは、以下の託送供給約款をご参照ください。
・【J:COM ガス supplied by 東京ガス】東京ガスの託送供給約款
（https://www.tokyo-gas.co.jp/takusou/service.html）
・【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】京葉ガスの託送供給約款
（https://www.keiyogas.co.jp/company/takusou/）

31

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

1. お客さまは、東京ガスまたは京葉ガスがガスの使用に伴う危険の発生を防止するためにお知らせした事項等を遵守して、ガスを適切
かつ安全に使用していただくとともに、保安業務に協力するよう努めていただきます。

2. 東京ガスまたは京葉ガスは、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス消費機器につい
て、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、
または使用をお断りすることがあります。

3. 【J:COM ガス supplied by 東京ガス】東京ガスは、検針や検査および調査のための作業、供給施設の設計、施工または維持管理に関

する作業等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの供給施設または消費機器の使用場所に立ち入らせていただきます。
この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】京葉ガスは、検針や検査および調査のための作業、供給施設の設計、施工または維持管理に関
する作業等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの供給施設またはガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきま
す。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。

4. ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、東京ガスまたは京葉ガスに通知していただ
きます。この場合、東京ガスまたは京葉ガスは、ただちに適切な処置をとります。

5. ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに東京ガスまたは京葉ガスがお

知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、東京ガスま
たは京葉ガスに通知していただきます。

6. ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等、東京ガスまたは京葉ガス所有の既設供給設備を、設置場所の所有者または占有者
の承諾を得て、その場に引き続き置かせていただくことがあります。

7. お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガス消費機器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を東京ガスまたは京

葉ガスに請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかにかかわらず、検査料をご負担して
いただきます。

「ガス工事約款」
といいます）
の規定によりお客さまの資産となる供給施設
（内管およびガ
8. 一般ガス導管事業者のガス工事約款（以下、
ス栓等）
についてはお客さまの責任において管理していただきます。また、一般ガス導管事業者は、
ガス事業法令の定めるところによ
り、お客さまの資産となる供給施設について検査および緊急時の応急の措置
（内管等の緊急保安、内管等の検査）
等の保安責任を負
います。ならびに消費機器の調査・危険発生防止周知については東京ガスまたは京葉ガスが保安責任を負うものとします。なお、お
客さまが弊社または東京ガスまたは京葉ガスの責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、弊社は賠償の責任を負い
ません。

⑦

オプションサービスの提供

１. 東京ガスまたは京葉ガスはJ:COM ガスのお客さまに対し、東京ガスまたは東京ガスが委託するサービス提供会社、京葉ガス、京葉
ガスが委託するサービス提供会社によるオプションサービスを提供することがあります。オプションサービスをご利用される場合に
は、東京ガスまたは京葉ガスが別途定める規約に従っていただきます。オプションサービスの内容
（適用条件・適用期間等）
について
は、その変更や中止なども含めて東京ガスまたは京葉ガスのホームページ等でお知らせしますので、東京ガスまたは京葉ガスへお問
い合わせください。

⑤ホームセキュリティ 等

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

④警報レンジャー

長期契約プラン

ただきます。詳しくは京葉ガスへお問い合わせください。
※①ガス機器あんしんサポート ②ガス機器まるごとサポート ③警報器

その他サービス

（ガス見守り）
に加入中であり、当該サービスの支払方法がJ:COM ガ
2. 【J:COM ガス supplied by 東京ガス】暮らし見守りサービス
スと同一の場合、東京ガスが別途定める当該サービスご利用規定の記載に関わらず、サービス料金はJ:COM ガス料金と合算にて
J:COMに支払うものとします。
3. 【J:COM ガス supplied by 東京ガス】警報器リースに加入中であり、当該サービスの支払方法がJ:COM ガスと同一の場合、東京ガ
スが別途定める当該サービス約款の記載に関わらず、
リース料金はJ:COM ガス料金と合算にてJ:COMに支払うものとします。ま
た、支払期日・支払い方法等はJ:COMからのガス料金と同様とします。
4. 【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】京葉ガスで京葉ガス指定のオプションサービス※をご利用の場合、J:COM ガスへ切り替え
た後も京葉ガスとの契約は継続いただけます。ご利用料金のお支払いは口座振替(京葉ガス指定日)となり、京葉ガスにお支払いい

5. 【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】京葉ガスで京葉ガスのでんきやオプションサービス等をご利用中の方は、J:COM ガスへ切
り替えた場合、京葉ガスとの契約名義がJ:COM契約名義
（カナ）
に変更となります。

⑧

その他注意事項について

を発行いたしませんので、
ご使用量の確認
1. J:COM ガス提供開始後、一般ガス導管事業者は毎月の検針票（ガスご使用量のお知らせ）
をご覧ください。紙面でご使用量の明細発行をご希望の場合は、別項
「19.工事費・撤去
はお客さま情報ページ
（www.myjcom.jp）
費・手数料など」
記載の金額にて発行いたします。ご希望の際は、J:COMカスタマーセンターへお問い合わせください。
2. J:COM ガスへの切替月は、東京ガスまたは京葉ガス、J:COM ガスお申し込み前にご利用の他のガス小売事業者、および弊社の双方
から請求が行われる場合があります。

3. 【J:COM ガス supplied by 東京ガス】ガス使用に伴いガス工事を必要とする場合には、お客さまよりガス工事約款に基づき、一般ガ

ス導管事業者にガス工事をお申し込みいただきます。この場合、当該ガス工事にかかる費用はお客さま負担となり、一般ガス導管事業
者に対し、直接お支払いいただきます。
ガス使用に伴いガス工事を必要とする場合には、お客さまより工事約款に基づき、一般ガス導
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】
管事業者にガス工事をお申し込みいただきます。この場合、当該ガス工事にかかる費用はお客さま負担となり、一般ガス導管事業者に
対し、直接お支払いいただきます。
4. 内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガス機器、ならびにお客さまのために設置されるガス遮断装置および整圧器は、お客さまの所有とし、こ
れにかかる費用はお客さまの負担で設置いただきます。

32

は、一般ガス導管事業
5. 【J:COM ガス supplied by 東京ガス】本支管および整圧器（お客さまのために設置される整圧器は除きます）

6.
7.
8.
9.

者の所有とし、
ガス工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに
ご負担いただきます。
（お客さまのために設置される整圧器は除きます）
は、一般ガス導管事業
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】本支管および整圧器
者の所有とし、工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負
担いただきます。
【J:COM ガス supplied by 東京ガス】その他設備に関するお客さまの費用負担については、
ガス工事約款の定めによるものとします。
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】その他設備に関するお客さまの費用負担については、工事約款の定めによるものとします。
弊社、東京ガスまたは京葉ガス、一般ガス導管事業者は、災害等その他の不可抗力が生じた場合や保安上またはガスの安定供給上必
要な場合等には、お客さまへガスの供給を制限
（停止）
、もしくは中止することがございます。
お客さまのお申し出による解約
（クーリングオフを含む）
、弊社からの契約解除の後は、お客さまご自身で他の小売ガス事業者へガス
のご契約に関するご連絡、契約のお手続きをお願いいたします。手続きが行われず、無契約となった場合は、
ガスの供給が止まる場合
があります。
ご契約時またはご契約後に対象機器の設置・使用状況の確認のため、東京ガスもしくは京葉ガス、もしくは京葉ガスの委託先の担当
者がご連絡のうえ、お客さま宅にお伺いする場合がございます。

⑨ J:COM ガス supplied by 東京ガス・supplied by 京葉ガス に関する特定商取引法に基づく表示
J:COM ガス supplied by 東京ガス・supplied by 京葉ガス に関する重要なことが記載されています。以下の内容を十分にお読みください。
●販売事業者
ガス取次事業者は、以下の表のうちお客さまに別途交付される
「申込書控」
または
「お申込内容確認書」
にて特定される事業者です。
商号：株式会社ジェイコム東京
本店：東京都練馬区桜台1-1-6
代表者：代表取締役社長 國分 孝夫
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00

年中無休）

商号：株式会社ジェイコム埼玉・東日本
本店：埼玉県さいたま市浦和区常盤10-4-1
代表者：代表取締役社長 平岩 光現
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコム湘南・神奈川
本店：神奈川県横浜市中区本町4-43 A-PLACE 馬車道 5F
代表者：代表取締役社長 原 清
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

商号：株式会社ジェイコム千葉
本店：千葉県浦安市入船1-5-2
プライムタワー新浦安17F
代表者：代表取締役社長 千田 貞文
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00

年中無休）

商号：土浦ケーブルテレビ株式会社
本店：茨城県土浦市真鍋1-11-12 延増第一ビル
代表者：代表取締役社長 橋本 祐一
電話番号：0120-999-000
（9:00～18:00 年中無休）

●販売商品
弊社は、
ガス小売事業者である東京ガス株式会社
（以下
「東京ガス」
といいます。）
または京葉ガス株式会社
（以下
「京葉ガス」
といいます。）
と取次
契約を締結し、東京ガスまたは京葉ガスの取次業者です。また、一般の需要に応じ東京ガスが供給するガスを
「J:COM ガス supplied by 東京ガ
ス」
、京葉ガスが供給するガスを
「J:COM ガス supplied by 京葉ガス」
（以下
「本サービス」
といいます）
として供給します。なお、本サービスは、以
下の契約種別から構成されています。
J:COM ガス supplied by 東京ガス

J:COM ガス supplied by 京葉ガス

① 一般コース

⑦ バリューほっとコース

② ずっともガスコース

⑧ ホットほっとコース

③ 湯ったりエコぷらんコース

⑨ ゆかほっとコース

④ 暖らんぷらんコース
⑤ エコウィルで発電エコぷらんコース
⑥ エネファームで発電エコぷらんコース
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また、以上に掲げる契約種別のうち③～⑥、⑧、⑨については、別表１料金表に掲げる
「■割引制度」
に定める条件を満たし、かつお申し込みの際
にご希望いただいた場合には、各コースの割引が適用となります。
●申込方法
お客さまは、弊社指定の申込書またはお電話によって本サービスにお申し込みいただけます。
●提供開始時期
・お客さまが他のガス小売事業者から本サービスに契約変更する場合の提供開始予定日は、原則として、従前のガス小売事業者との解約や一般
ガス導管事業者との切替手続き完了後の初回定例検針日の翌日からといたします。
・提供開始予定日は、手続きの都合等で変更となる場合があります。
・本サービスの提供を開始した日については後日弊社よりメール等の電磁的方法でお客さまに通知いたします。なお、電磁的方法にて対応でき
ないお客さまについては書面にて郵送いたします。
●本サービスの契約期間
・本サービスに関する契約は、弊社がお客さまからのお申込みを承諾したときに成立し、J:COM ガス supplied by 東京ガス 選択約款または
J:COM ガス supplied by 京葉ガス ガス小売供給約款および定義書、その他弊社とお客さまの間で締結した本サービスに関する契約の終了事
由ごとに定められた契約終了の期間まで有効に存続するものといたします。
・本サービスと弊社が提供する J:COM TV・J:COM NET・J:COM PHONE等を含む弊社の指定するサービスを一定期間、契約解除および利
用の一時中断をせずに継続して利用することが条件として含まれる契約
（以下
「長期契約プラン」
といいます。）
は、すべてのサービスが開始
（開
通）
したときに成立し、別項
「18.長期契約プランの契約期間・契約解除料金について」
に定める期間まで有効に存続するものとします。
●提供価額
①申込み手続きに関する料金
に記載の金額が必要です。
・以下の場合には、契約事務手数料またはサービス変更手数料として別項
「19.工事費・撤去費・手数料など」
1）本サービスを含む長期契約プランに新規加入する場合。
2）本サービスを含む長期契約プランご契約中に契約を変更する場合。
※本サービスを含む他の長期契約プランへ変更する場合を除く。
・本サービスを除く長期契約プランをご利用いただく場合には、別途工事費等が必要です。

②月額利用料金に関する料金
本サービスの月額利用料金は、原則として、別表1に定める料金表を適用して、弊社がお客さまにお知らせするガス使用量に基づき、その料金
算定期間
（1カ月間）
の料金
（基本料金および従量料金の合計額）
を算定した額といたします。長期契約プランの月額利用料金は、弊社が別に
定める
「J:COMサービス重要事項説明」
に定めるとおりとします。
③割引に関する料金
・本サービスと併せて長期契約プランもしくはハートフルプランをご契約後、J：COM ガスの提供が開始された翌月から長期契約プランもしくは
ハートフルプランの月額利用料金から月額100円
（税込 110円）
が割り引かれます。契約種別がバリューほっとコースの場合、さらにJ:COM
サービスの月額利用料金から毎月120円
（税込 132円）
割引を行います。
・J:COM ガスを含む長期契約プランもしくはハートフルプランでいずれかのサービスが解除、もしくは解約となった場合やバリューほっと
コースから他の契約種別へ変更が完了した場合、翌月から、割引は適用されません。
④その他料金
・本サービスを契約期間満了月前月または当月以外に解除された場合、長期契約プランも解除となります。
その場合には、
「J:COMサービス重要事項説明」
に定める長期契約プランの契約解除料金が発生します。
・ガス使用に伴いガス工事を必要とする場合には、当該ガス工事にかかる費用はお客さま負担となります。
・内管、昇圧供給装置、
ガス栓、
ガス機器、ならびにお客さまのために設置されるガス遮断装置および整圧器は、お客さまの負担で設置いただ
きます。
・ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、
これに要する設置工事費はお客さま負担となります。
・お客さまの都合で供給管の位置変更を行う場合、
これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。
・
【J:COM ガス supplied by 東京ガス】本支管および整圧器
（お客さまのために設置される整圧器は除きます。）
は、一般ガス導管事業者の所
有とし、一般ガス導管事業者のガス工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお
客さまにご負担いただきます。
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】本支管および整圧器
（お客さまのために設置される整圧器は除きます）
は、一般ガス導管事業者の所
有とし、一般ガス導管事業者の工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さ
まにご負担いただきます。
・
【J:COM ガス supplied by 東京ガス】その他設備に関するお客さまの費用負担については、
ガス工事約款の定めによるものとします。
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】その他設備に関するお客さまの費用負担については、工事約款の定めによるものとします。
・紙面でガスのご利用量の明細発行をご希望の場合は、別項
「19.工事費・撤去費・手数料など」
記載の金額がかかります。
●支払方法および支払時期
・本サービスをご利用頂いているお客さまは、原則として、検針日の属する月の翌々月にガス料金をお支払いいただきます。また、
ご利用いただ
くクレジットカード会社によっては、検針日の属する月の翌々月よりもお支払時期が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
・初回は、初期費用、各種手数料等、本サービス開始日から次の初回検針日までの月額利用料金
（日割り計算となる場合がございます。）
を請求
いたします。
（本サービスを含む複数の弊社が提供するサービスをご契約のお客さまには、それぞれのサービスに分けて請求いたします。）
・各種手数料、毎月の月額利用料金について、弊社指定の申込書に記入の上、金融機関のお客さまの口座からの自動振替またはクレジットカード
による決済手段を用いて、お支払いいただきます。
・本サービスへの切替月は、東京ガスまたは京葉ガス、本サービスお申し込み前にご利用の他のガス小売事業者、および弊社の双方から請求が
行われる場合があります。
●契約の解除に関する事項

その他サービス

【クーリング・オフについて】
1. 本書面を受領した日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除する
ことができます。
2. 1にかかわらず、弊社がクーリング・オフを妨げるために、事実と異なる説明をしたことによりお客さまが誤認をし、または弊社が威迫したこと
によりお客さまが困惑し、
これらによって1の期間内にクーリング・オフを行えなかった場合には、別途弊社が作成するクーリング・オフ妨害の
解消のための書面を、お客さまが弊社から受領した日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただくことによ
り、
クーリング・オフを行うことができます。
（郵便消印日付）
に効力が生じます。
3. 1または2のクーリング・オフは、お客さまが1または2のお申し出をされたとき
4. 1または2のクーリング・オフがあった場合、
① 既に本サービス提供のため、弊社が工事の準備を開始している等にて原状回復する必要がある場合には、それに要する費用は弊社が負担
いたします。
② 弊社は、お客さまが本サービスをご利用することにより得られた利益に相当する金銭、ならびにクーリング･オフに伴い発生する弊社の損害
にかかる金額の支払いを請求することはありません。
③ 既に月額利用料金その他を弊社にお支払済みの場合は、その全額をお客さまに返還いたします。

長期契約プラン
J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

●制限事項
・本サービスが技術的または設備的な起因によりご提供できない場合、本サービスをご契約いただくことはできません。
・お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきま
す。この場合、一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとっていただきます。
・弊社、東京ガスまたは京葉ガス及び一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、
ガ
ス機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、
または使用をお断りすることがあります。
・一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
・お客さまは、需要場所で使用される機器に応じて、
フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
・弊社、東京ガスまたは京葉ガス及び一般ガス導管事業者は、
ガスの保安作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの
供給施設またはガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただき
ます。なお、お客さまの求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
お客さまは、機器撤去により選択約款に定められる適用条件の対象ではなくなった場合、弊社へ速やか
・
【J:COM ガス supplied by 東京ガス】
にご連絡ください。
【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】
お客さまは、機器撤去により定義書に定められる適用条件の対象ではなくなった場合、弊社へ速やかに
ご連絡ください。
・ご利用料金未納に伴う強制解除など、弊社が行う本サービスの解除が生じた後に、解除事由が解消し、再度本サービスのご利用をご希望され
る場合は、新たに本サービスのご契約が必要となりますので、J：COMカスタマーセンターまでご連絡ください。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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【別表1】料金表
【J:COM ガス supplied by 東京ガス】
■適用区分
＜群馬を除くエリア＞

＊

＊

（その他期 ）】
【一般コース、湯ったりエコぷらんコース、暖らんぷらんコース
（その他期 ）、エコウィルで発電エコぷらんコース
料金表Ｄ 使用量が200㎥を超え、500㎥まで
料金表Ａ 使用量が0㎥から20㎥まで
料金表Ｂ 使用量が20㎥を超え、80㎥まで
料金表Ｅ 使用量が500㎥を超え、800㎥まで
料金表Ｃ 使用量が80㎥を超え、200㎥まで
料金表Ｆ 使用量が800㎥を超える場合
【ずっともガスコース】
料金表Ａ 使用量が0㎥から10㎥まで
料金表Ｂ 使用量が10㎥を超え、80㎥まで
料金表Ｃ 使用量が80㎥を超え、200㎥まで

料金表Ｄ 使用量が200㎥を超え、500㎥まで
料金表Ｅ 使用量が500㎥を超え、800㎥まで
料金表Ｆ 使用量が800㎥を超える場合

＊

＊

【暖らんぷらんコース
（冬期 ）、エコウィルで発電エコぷらんコース
（冬期 ）、
＊
エネファームで発電エコぷらんコース
（冬期 ）】
料金表Ａ 使用量が0㎥から20㎥まで
料金表Ｂ 使用量が20㎥を超え、80㎥まで
料金表Ｃ 使用量が80㎥を超える場合

＊

【エネファームで発電エコぷらんコース
（その他期 ）】
料金表Ａ 使用量が0㎥から20㎥まで
料金表Ｂ 使用量が20㎥を超える場合

＊
「その他期」
とは5月から11月までの期間をいい、
「冬期」
とは12月から4月までの期間をいいます。

一般コース

A

B

C

D

E

F

ずっとも
ガスコース

湯ったり
エコぷらん
コース

暖らんぷらん
コース
（その他期）

（単位：円／税込）
暖らんぷらん
コース
（冬期）

エコウィルで
エコウィルで
エネファームで
エネファームで
発電エコぷらん
発電エコぷらん 発電エコぷらん
発電エコぷらん
コース
（その他期） コース
（冬期） コース
（その他期） コース
（冬期）

基本料金

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

基準単位料金

145.31

160.16

145.31

145.31

145.31

145.31

145.31

145.31

145.31

1,056.00

1,056.00

1,056.00

1,056.00

1,265.00

1,056.00

1,265.00

1,485.00

1,485.00

130.46

130.46

130.46

130.46

120.01

130.46

120.01

109.01

109.01

1,232.00

1,232.00

1,232.00

1,232.00

2,145.00

1,232.00

2,233.00

1,925.00

128.26

128.26

128.26

128.26

109.01

128.26

107.91

103.51

1,892.00

1,892.00

1,892.00

1,892.00

1,892.00

124.96

124.96

124.96

124.96

124.96

6,292.00

6,292.00

6,292.00

6,292.00

6,292.00

116.16

116.16

116.16

116.16

116.16

12,452.00

12,452.00

12,452.00

12,452.00

12,452.00

108.46

108.46

108.46

108.46

108.46

基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金

＜群馬エリア＞
＊

【ずっともガスコース】
料金表Ａ 使用量が0㎥から12㎥まで
料金表Ｂ 使用量が12㎥を超え、500㎥まで
料金表Ｃ 使用量が500㎥を超える場合

＊

【エネファームで発電エコぷらんコース
（その他期 ）】
料金表Ａ 使用量が0㎥から20㎥まで
料金表Ｂ 使用量が20㎥を超える場合

【一般コース、湯ったりエコぷらんコース、暖らんぷらんコース
（その他期 ）、
＊
エコウィルで発電エコぷらんコース
（その他期 ）】
料金表Ａ 使用量が0㎥から24㎥まで
料金表Ｂ 使用量が24㎥を超え、500㎥まで
料金表Ｃ 使用量が500㎥を超える場合
＊

（冬期 ）、
【暖らんぷらんコース
（冬期 ）、エコウィルで発電エコぷらんコース
＊
エネファームで発電エコぷらんコース
（冬期 ）】
料金表Ａ 使用量が0㎥から20㎥まで
料金表Ｂ 使用量が20㎥を超え、79㎥まで
料金表Ｃ 使用量が79㎥を超える場合

＊

＊
「その他期」
とは5月から11月までの期間をいい、
「冬期」
とは12月から4月までの期間をいいます。

A

B

C
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（単位：円／税込）

一般コース

ずっとも
ガスコース

湯ったり
エコぷらん
コース

基本料金

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

759.00

基準単位料金

131.34

154.55

131.34

131.34

131.34

131.34

131.34

131.34

131.34

1,296.10

1,296.10

1,296.10

1,296.10

1,267.20

1,296.10

1,244.10

1,313.40

1,313.40

109.79

109.79

109.79

109.79

106.44

109.79

107.64

104.22

104.20

7,612.30

7,612.30

7,612.30

7,612.30

1,668.92

7,612.30

1,883.20

1,769.90

97.17

97.17

97.17

97.17

101.39

97.17

99.61

98.47

基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金

暖らんぷらん
コース
（その他期）

暖らんぷらん
コース
（冬期）

エコウィルで
エコウィルで
エネファームで
エネファームで
発電エコぷらん
発電エコぷらん 発電エコぷらん
発電エコぷらん
コース
（その他期） コース
（冬期） コース
（その他期） コース
（冬期）

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

■割引制度
湯ったりエコぷらんコース、暖らんぷらんコース、エコウィ
ルで発電エコぷらんコース、エネファームで発電エコぷら
んコースいずれかにご契約いただいているお客さまのう
ち、以下に掲げる機器を所有している場合は、割引の適用
をご希望されるお客さまに対して適用いたします。
※ご使用量0㎥の場合は、割引はございません。
① 潜熱回収型給湯器 ② ガス温水床暖房
③ ガス温水浴室暖房乾燥機 ④ エコウィルの発電ユニット
⑤ エネファームの燃料電池ユニット

所有されている機器

割引率

割引上限額
（税込）

湯ったりエコぷらんコース

①

3%

2,619円

暖らんぷらんコース

②

ー

ー

②③

3％

2,619円

暖らんぷらんコース
（エコ割）

①②

3％

2,619円

暖らんぷらんコース
（セット割）

①②③

6％

5,238円

エコウィルで発電エコぷらんコース

④

8％

6,286円

エネファームで発電エコぷらんコース

⑤

ー

ー

エネファームで発電エコぷらんコース（バス暖割）

③⑤

3％

2,619円

エネファームで発電エコぷらんコース（床暖割）

②⑤

エネファームで発電エコぷらんコース（セット割）

②③⑤

暖らんぷらんコース
（バス暖割）

ー

その他期 割引なし
冬期 10％
その他期 3%
冬期 13％

7,857円
2,619円
10,476円

※1円未満の端数切り上げ
※弊社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金（基準単位料金又は調整単位料金）
を、インターネット上での開示、その他弊社が適当と認
める方法により、あらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。

【J:COM ガス supplied by 京葉ガス】
■適用区分
【バリューほっとコース】
料金表Ａ 使用量が0㎥から2㎥まで
料金表Ｂ 使用量が2㎥を超え、17㎥まで
料金表Ｃ 使用量が17㎥を超え、100㎥まで

料金表Ｄ 使用量が100㎥を超え、350㎥まで
料金表Ｅ 使用量が350㎥を超える場合

＊

＊

＊

（その他期 ）】
【ホットほっとコース
（その他期 ）、ゆかほっとコース
料金表Ａ 使用量が0㎥から20㎥まで
料金表Ｂ 使用量が20㎥を超え、100㎥まで
料金表Ｃ 使用量が100㎥を超える場合

＊

（冬期 ）】
【ホットほっとコース
（冬期 ）、ゆかほっとコース
料金表D 使用量が0㎥から20㎥まで
料金表E 使用量が20㎥を超え、50㎥まで
料金表F 使用量が50㎥を超える場合

＊
「その他期」
とは5月検針分から11月検針分までの期間をいい、
「冬期」
とは12月検針分から4月検針分までの期間をいいます。

（単位：円／税込）
バリューほっとコース

A

C

E

815.10

815.10

ー

169.81

169.81

基本料金

815.10

1,324.40

1,324.40

基準単位料金

168.75

144.35

144.35

1,282.02

1,939.30

1,939.30

141.29

138.20

138.20

1,461.32

815.10

815.10

139.50

169.81

169.81

6,509.40

1,324.40

1,571.35

125.08

144.35

132.01

1,947.00

2,144.45

131.90

120.54

基準単位料金

基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金
基本料金
基準単位料金

■割引制度
ホットほっとコース、ゆかほっとコースいずれかにご契約い
ただいているお客さまのうち、以下に掲げる機器をお住ま
いになっているお部屋で使用しており、割引の適用をご希
望されるお客さまに対して適用いたします。
※ご使用量0㎥の場合は、割引はございません。
（従来型） ② エコジョーズ給湯器（高効率給湯器）
① 給湯器
③ 厨房機器 ④ 乾燥機器 ⑤ ミストサウナ機能

厨房機器の例：ガステーブルコンロ、
ガスビルトインコンロ、
ガスオーブン、
ガス炊飯器、
その他ガスビルトインコンロ 等
乾燥機器の例：ガス衣類乾燥機、
ガス浴室暖房乾燥機 等
ミストサウナ機能の例：ミストサウナ機能付ガス浴室暖房乾燥機

使用されている機器

割引率

割引上限額
（税込）

①③

5%

1,048円

まる割ドライ

①③④

6%

1,571円

まる割ミスト

①③④⑤

7％

2,095円

②

3％

1,048円

②③

8％

2,095円

エコまる割ドライ

②③④

9％

2,619円

エコまる割ミスト

②③④⑤

10％

3,143円

まる割

エコ割
エコまる割

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

F

1,154.73

長期契約プラン

D

ゆかほっとコース

その他サービス

B

基本料金

ホットほっとコース

※1円未満の端数切り上げ
※弊社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金（基準単位料金又は調整単位料金）
を、インターネット上での開示、その他弊社が適当と認
める方法により、あらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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7.J：COM MOBILE

①

利用者について

1. 契約者ご本人さまと同世帯にお住まいのご家族に限り、J:COM MOBILEをご利用いただくことができます。この場合、ご契約者は
J:COM MOBILEの利用に関する注意事項などを説明し、利用者の承諾を得ていただきます。
（契約変更、
オプション追加・変更など）
は、すべてご契約者からお申し込みいただきます。
2. J:COM MOBILEに関する各種手続き
3. ご契約者と利用者が異なる場合でも、利用に伴うお支払いはすべてご契約者にご負担いただきます。
4. 利用者がJ:COM MOBILEを利用して迷惑メール送信行為などの契約上の義務違反行為を行った場合、その行為はご契約者が行ったもの

とみなし、利用停止、契約解除、他事業者との迷惑メール送信者情報の交換等は、
ご契約者名義で行います。利用上の管理をお願いします。

5. 満18歳未満の利用にあたっては、フィルタリングサービスをご利用ください。フィルタリングサービス不要の場合は、保護者からのお申し出が必要です。
※J:COM MOBILE Aプランご契約の場合、
フィルタリングサービス
（あんしんフィルター for J：COM）
を無料でご利用いただけます。

・インターネットのご利用により、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害情報に接する機会が生じる場合がございます。また、インター
ネットのご利用により、以下に例示するような危険性が存在しますので、フィルタリングサービスを利用されない場合は十分にご注意ください。
（1）
出会い系サイト、
アダルトサイト、暴力的な表現のあるサイト等へのアクセスにより、犯罪等の事件に巻き込まれるケースが多いこと。
（2）
SNS等のサイト上で見知らぬ相手との情報のやりとり等により、個人情報の流出、写真の無断転載による肖像権の侵害等の被害が生じうること。
（3）
ブログ、掲示板等のサイトへの個人を特定する無責任な書き込みが誹謗中傷、名誉毀損へと繋がり、加害者となりうること。
興味本位での犯罪予告、いたずらの書き込み等により、威力業務妨害、脅迫等の罪に問われる場合があること。
等
（ 4）
青少年のフィルタリングサービスへの加入は法律で義務として定められています。
より、
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」
2009年4月1日（水）
*1が施行されました。

*1：https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/law/pdf/kaisetsu.pdf

②

ご利用にあたって

1. MNP（携帯電話番号ポータビリティー）切替にてご契約いただいた場合、以下にご注意ください。
・MNP切替によるご契約の場合、MNP予約番号が必要となります。商品のお届けまでに時間がかかることからお申し込み時点で、MNP予約番号
（またはSIMカードのみ）
をお届けします。た
の有効期間が10日以上残っている必要がございます。お申し込み後、1週間程度で端末とSIMカード
だし、お届け先の地域によっては、さらに時間がかかる場合があります。有効期限が足りない場合は、MNP予約番号の再発行を行ってください。
・MNP切替をお申し込みの場合、弊社は移転元電話会社の解約手続を実施いたします。
・弊社とのご契約内容、
移転元電話会社への解約申し込み内容に疑義が生じた際は、
MNP切替ができない場合がございます。また、ご契
約時にご申告いただいたMNP申込情報に不備があった場合、
MNP切替ができない場合がございますのであらかじめご了承ください。
・弊社と移転元電話会社との間で、MNP切替の実施に必要なご契約者情報の照会・保有をする場合がございます。
2. MNP切替しないご契約の場合、電話番号のご指定はお受けできません。
3. データ通信を行うためには、お客さまにてAPN設定が必要となる場合があります。APN設定をする際は、無線LAN（Wi-Fi）環境をご準備ください。
4. ご利用にはSIMフリー端末が必要です。弊社が提供する端末以外でご利用する際、SIMロック解除の手続きが必要となる場合がござ
います。SIMロック解除につきましては、現在ご契約中の携帯電話事業者へご連絡ください。
5. サービス開始日は、以下の通りとなります。
●MNP切替にてご契約の場合：
＊1
サービス開始日はMNP切替をされた日となり、その翌日よりサービス料金が発生いたします。
●MNP切替しないご契約の場合／J:COM MOBILEを
「データ」
タイプでご契約の場合：
＊2
サービス開始日は商品を受領した日となり、その翌日よりサービス料金が発生いたします。

＊1 弊社が定める一定期間を超えてもなお、MNP回線切り替えを実施いただいていない場合、サービスのお申し込みを取り消しさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
＊2 弊社の責に帰さない事由により商品が受領予定日を6日過ぎても受領いただけない場合は、受領予定日を含む7日目にサービスを開始したものとみなし、翌日よりサービス
料金が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

6. 商品受領日にご利用いただけない場合がございます。受領日にご利用いただけない場合は、翌日以降からご利用いただけます。
をご負担いただきます。
7. 1電話番号あたりユニバーサルサービス料（月額）

ユニバーサルサービス支援機関より発表される番号単価に基づきご請求させていただきます。
番号単価はユニバーサルサービス支援機関のホームページ
（http://www.tca.or.jp/universalservice/index.html）
にて発表されます。
でもご確認いただけます。
また、弊社ホームページ
（https://group-companies.jcom.co.jp/doc/common/universal_91462.pdf）

※
「データ」
タイプでは音声通話はできませんが、電話番号が付与されます。

8. １電話番号あたり電話リレーサービス料をご負担いただきます。

電話リレーサービス支援機関より発表される番号単価に基づきご請求させていただきます。
番号単価は電話リレーサービス支援機関のホームページ
（https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/）
にて発表されます。
また、弊社ホームページ
（https://group-companies.jcom.co.jp/doc/common/91683.pdf）
でもご確認いただけます。

※
「データ」
タイプでは音声通話はできませんが、電話番号が付与されます。

9. トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、特定携帯電話事業者のサービスエリア外ではご利用できません。
また、高地・高層ビルやマンション等の高層階、および電波状態の悪い所ではご利用できない場合がございます。アンテナマークが
全てたっている場所で移動せずに使用している場合でも通話・通信が切れる場合があります。電波の性質上、電波状態は刻々と変動
いたします。端末機器に表示されるアンテナマークは目安としてご利用ください。
10. 一度お申し込みいただいた内容については、途中でキャンセルいただくことはできません（初期契約解除、クーリング・オフを除く）。
また、各種申し込み手続き中は、その他のお申し込みを受け付けできません。
を収集することがあり
11. サービスエリアの品質向上を目的に通話、データ通信時における品質、電波状況、および発生場所（GPS情報）
ます。収集した情報はエリア品質の向上のみに利用いたします。また、通信内容の収集やお客さま個人の特定は行いません。
※機能をオフにする方法は、対応端末の携帯電話機の取扱説明書にてご確認いただけます。

12. J:COM MOBILEはメールサービスを提供しておりません。SMSをご利用いただくか、フリーメール（Gmailアドレス等）をご利用ください。

※送信先の端末でPCからの受信を拒否する設定がされている場合、
フリーメールからメールを送信しても届きません。別途、送信先の端末の設定を解除いただく必要があります。

13. Dプランをご契約の方へ
1）音声通話オプションの追加・変更をした月の翌月まで解約・変更はできません。また、音声通話オプションの追加・変更の反映に数日
間かかる場合がございます。
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2）MNP切替にてご契約いただいた場合、SIMカードがお手元に到着しましたら、MNP予約番号の有効期限内にMNP切替手続きを
行ってください。有効期限が切れた場合、再度お申し込みおよびSIMカードの送付が必要となります。
14. MNP切替をしないご契約をされた後、初期契約解除を行う場合は、MNP予約番号の払出しを制限する場合があります。

③

オプションサービスについて

●
「かけ放題
（5分／回）
」
および
「かけ放題
（60分／回）
」
について
「音声＋データ」
タイプでご契約いただいた場合に限り、お申し込みいただけます。
1. 本サービスは、Aプランを
「かけ放題
（5分／回）
」
は、5分以内の国内通話がかけ放題
（無料）
となります。1回の通話が5分を超えた場合、超過分より通話料がかかります。
2. ・
・
「かけ放題（60分／回）」
は、60分以内の国内通話がかけ放題（無料）
となります。1回の通話が60分を超えた場合、超過分より通話料がかかります。
と
「かけ放題(60分／回)」
を同時に申し込むことはできません。
3. 「かけ放題(5分／回)」
4. 本サービス対象外となる通話先がございます。
・国際ローミング
・国際通話
（海外への発信） ・海外での発着信
・電報
・番号案内
（104）
・行政1XYサービス
（188）
・0570、0180-99、0067等から始まる他社が料金設定している電話番号
（国内送信/国際送信） ・衛星電話/衛星船舶電話への通話
・SMS
その他、弊社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する番号、機械的な発信等により、長時間または多数の通信を一定期
間継続して接続する電話番号なども対象外となります。対象外となる電話番号の詳細は、弊社ホームページ
（http://www.jcom.co.
よりご確認ください。
jp/service/mobile/kakehodai/）
5. 以下に該当する場合、本サービスの適用を行わない、または解除させていただくことがあります。
・お客さまの保有する通信設備等に接続して利用したり、
ソフトウエア等による自動発信を行った場合
（いずれも弊社があらかじめ承
諾した場合を除きます）
。
または他社が提供するサービスへの接続等を通じて、通信による直接収入を得る目的で利用した場合。
・通信の媒介、転送機能の利用、
・通話以外の用途で利用した場合。
6. 通話を行わない月も、本サービスの月額利用料金がかかります。
「
」かけ放題
（60分／回）
」
はいずれも、サービス開始日を含む31日間は月額利用料金がかかりません。
7. 「かけ放題（5分／回）
ただし、同一回線においてそれぞれのサービスに再加入する場合は、サービス開始日から日割りで月額利用料金がかかります。
●通話オプションについて
1. 弊社が販売する端末以外でご利用になる場合は、動作保証いたしかねます。
2. 「三者通話サービス」は、弊社が販売する端末の一部でご利用いただけません。詳しくは、弊社ホームページ上のサポートサイトをご確認ください。
と
「三者通話サービス」
は、同時に申し込み可能ですが、機能を同時に利用することはできません。
3. 「割込通話サービス」
●メガパックについて
メガパックの最低利用期間は、サービス開始月を含む3カ月となります。ご利用期間がサービス開始月を含む2カ月に満たない場合は、1カ月分のご
利用料金をお支払いいただきます。メガパックは弊社が定めるJ:COM MOBILEをご利用の場合、J:COM MOBILE1契約ごとにご契約が可能です。
この場合、メガパックのご利用は、弊社が認める推奨視聴環境に限ります。弊社が定める推奨視聴環境は、予告なく変更となる場合がございます。

④ SIMカードについて
1． 弊社が提供するSIMカードには、以下の種類があります。
「音声＋データ」
タイプ
●Aプランの場合：
「音声＋データ」
タイプ、
「データ」
タイプ
●Dプランの場合：
2. データ基本容量のプラン変更は、お申し込み翌月からの適用となります。

その他サービス

※毎月20日以降にお申し込みいただいた場合は翌々月からの適用となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3. 端末機器によって、ご利用可能なSIMカードのサイズが異なります。
●Aプランの場合：切り目に沿ってカットができる状態でお届けいたします。到着後、お客さまにて端末機器にあわせてカットをお願いいたします。
※端末を同時にお申し込みいただいた場合、端末にSIMカードを挿入してお届けいたします。

長期契約プラン

●Dプランの場合：お申込時にサイズをご指定ください。
4. 端末機器の変更などでSIMカードのサイズ変更や再発行が必要となった場合、手数料がかかります。
5. 弊社が提供するSIMカードの台紙には、MNP転入切替の際などに必要なIDが記載されておりますので、SIMカードを取り外した後も大切に保管
してください。SIMカードを台紙から取り外す際、SIMカードのIC（金属）部分や、端末機器のICカード用端子には触れないようにご注意ください。
6. 弊社が提供するSIMカードを利用できる端末機器は、弊社ホームページ上の「SIMカード動作確認端末チェッカー」
をご確認ください。ただし、記載の情報はすべて独
（https://www.jcom.co.jp/service/mobile/device/sim/detail/device.html）
自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。

⑤

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

7. SIMカードを交換および再発行する場合は以下の点にご注意ください。
●Aプランの場合：交換前のSIMカードは、再発行をしたSIMカードの着荷予定日の朝から、利用不可となります。
●Dプランの場合：交換前のSIMカードは、再発行をしたSIMカードの着荷予定日の数日前から、利用不可となります。

データ通信について

1. サービス提供エリア、通信方式については、以下をご確認ください。
プラン

Aプラン

サービス提供エリア
（au 4G LTE）
KDDI Webサイト
https://www.au.com/mobile/area/
（au 5G）
KDDI Webサイト
https://www.au.com/mobile/area/5g/

Dプラン （NTTドコモ Webサイト）https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/

通信方式

au 4G LTE／au ５G／VoLTE ＊

＊ VoLTEは
「音声＋データ」
タイプに限ります。

NTTドコモのXiエリア／FOMAプラスエリア

※特定携帯電話事業者が定める通信量の制限をさせていただく場合がございます。

「J:COMオンデマンド」
アプリご利用のデータ通信量
（パケット）
がカウントされません。ただし、
「J:COMオン
2． Aプランをご契約の場合、
デマンド」
アプリで利用したデータ通信は速度規制の対象となりますので、
ご注意ください。

※一部機能
（検索など）
を操作した場合や特定の接続方式を利用している場合などには、データ通信量
（パケット）
が消費されることがあります。

3. 通信設備に過大な負荷を生じる行為をした場合は通信を制限する場合がございます。
4. 受信状況や受信したデータにより正しく受信されない場合でもデータ通信料がかかります。
5. テザリングは、月額料金無料でご利用いただけます。ご利用の際のお申し込みも不要です。

※テザリングで接続されている端末機器のデータ通信量も、通信速度制限の対象となります。
※弊社が販売する端末以外では、
ご利用いただけない場合があります。詳しくは、弊社ホームページ上の
「SIMカード動作確認端末チェッカー」
（https://www.jcom.co.jp/service/mobile/device/sim/detail/device.html）
をご確認ください。
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⑥ 5G通信について
「音声＋データ」
タイプにご契約の場合のみ可能です。追加料金はかかりません。
1． 5G通信のご利用は、Aプラン
2． 5G通信は一部エリアでのみ提供いたします。詳細はauホームページでご確認ください。
3． 基地局との距離や障害物の有無その他の状況により伝送速度は変わりますので、伝送速度の保証はいたしかねます。
4． 5G通信のご利用には5G通信のご契約と5G対応端末が必要です。5G対応端末では、auの5Gエリアに加えて4G LTEエリアでもご
利用いただけます。

5． 電波の性質上、5G通信の提供エリア内であっても屋内に入った場合などは、4G LTE通信に切り替わることがあります。
「5G」
と表示されている場合でも、通話・通信を行った時に4G LTE通信を使用する場合があります。
6． 5G対応端末のアンテナマークに
この場合、
アンテナマークは
「4G」
表示に切り替わります。
（音声＋データ）
にご契約の方へ
7． 2021年8月24日以前にAプラン
「お客さま情報ページ」
にてお申し込みください。お申し込み後、数日
5G通信のご利用には、お手続きが必要です。ご希望の場合は、
以内に5G通信のご利用が可能となります。手数料等は発生いたしません。また、SIMカードの交換も不要です。

⑦

データ容量について

1. データ容量について

・サービス開始月のデータ基本容量は以下の通りです。
●Aプランの場合：
１カ月分の付与となります。
●Dプランの場合：日割りでの付与となります。

・データ基本容量は、翌月末まで繰り越すことができます。
（10GB）
をご利用の場合
（例）Aプラン

11月1日～30日まで
10月1日

10月31日

（10月分繰り越し）

1.5GB

データ基本容量
（10月分）
10GB＊

8.5GB使用

データ基本容量
1.5GB余り

1.5GB繰り越し

データ基本容量
（11月分）

10GB

＊基本容量はご加入いただくコースにより異なります。

・データ容量は追加をすることができます
（有料）
。詳しくは次の
「追加データについて」
をご確認ください。

2. 速度規制について
（20GBまたは
データ容量の残量がなくなった場合は、残量がなくなった月の月末まで通信速度を制限させていただきます。Aプラン
をご利用の場合は、最大1Mbpsになります。Aプラン
（5GBまたは1GB）
またはDプランをご利用の場合は、最大200kbpsに
10GB）
なります。
追加データをご購入いただくことで、通常の速度に戻ります。通信速度の制限は、翌月1日に順次解除いたします。

3. 「お客さま情報ページ」および「J：COM MOBILEアプリ＊」にてデータ容量の残量がご確認いただけます。定期的にご確認いただく
ことをおすすめします。

＊本アプリはAプラン
「データ」
タイプ、Dプランをご契約のお客さまはご利用いただけません。また、端末によっては一部ご利用いただけない場合がございます。

4. データ基本容量のプラン変更を行った場合、繰り越し上限は、翌月のデータ基本容量分までとなります。

⑧

追加データについて

1. 追加データの料金は、追加した月の翌月にご請求いたします。
●Aプランをご契約の場合
「お客さま情報ページ」
および
「J:COM MOBILEアプリ＊」
にてデータの追加購入が可能です。

＊本アプリはAプラン
「データ」
タイプ、Dプランをご契約のお客さまはご利用いただけません。また、端末によっては一部ご利用いただけない場合がございます。

追加データは、
ご購入日を含み90日後まで繰り越すことができます。
90日の間に2回目の追加データをお申し込みいただいた場合は、1回目の追加データ残容量を含み、90日後までに更新されます。

容量は、データ基本容量、追加データの順で消化いたします。
なお、保有できる追加データには上限があります。追加データの残容量が100GBに達した場合は、それ以上の追加データの購入
ができません。
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（例）Aプラン
（10GB）
をご利用の場合

10月29日
追加データ500MB購入

12月1日
追加データ500MB購入
追加データ

追加データ

500MB

有効期限は

データ基本容量
（10月分）
10GB＊

有効期限は

12月1日から90日後

100MB余り

容量消化順

追加データ

500MB

③

データ基本容量
（12月分）

②

（11月分繰り越し）

①

10月29日から90日後
（1月26日まで）

10GB

1GB

＊基本容量はご加入いただくコースにより異なります。

●Dプランをご契約の場合
「お客さま情報ページ」
にてデータの追加購入が可能です。
追加データは、
ご購入月＋3カ月後まで繰り越すことができます。容量は、繰り越し残余期間が短い順で消化いたします。
（3GB）
をご利用の場合
（例）Dプラン
有効期限は

10月29日
追加データ500MB購入

1月31日まで

12月1日
追加データ500MB購入

追加データ

データ基本容量
（10月分）
3GB＊

追加データ

②

追加データ

③

100MB余り

500MB

有効期限は
購入月+3カ月後
（1月31日まで）

500MB

有効期限は
購入月+3カ月後

容量消化順

データ基本容量
（12月分）

②

3GB

1GB

その他サービス

（11月分繰り越し）

①

＊基本容量はご加入いただくコースにより異なります。
長期契約プラン

⑨

データ盛について

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

1. 以下の条件をいずれも満たす場合、データ盛が自動的に適用となります。なお、条件を満たさなくなった場合、データ盛は自動的に適用外となります。
①月末日時点で、J:COM MOBILE Aプラン STをご契約中の方。
または電力
（家庭用コース）
②月末日時点で、J:COM TV＊/NET＊/PHONE＊、
/WiMAX（2＋/5Ｇ）のいずれかをご契約中の方。
＊一部サービスを除く。

2. データ盛が適用されている場合、条件を満たした月の翌月10日頃までに、追加データが無償で付与されます。なお、付与されるデー

タ量は、条件を満たした月にご契約中のデータ基本容量により異なります。
・データ基本容量1GBの場合：4GB/月の追加データを付与します。
・データ基本容量5GBの場合：5GB/月の追加データを付与します。
・データ基本容量10GBまたは20GBの場合：10GB/月の追加データを付与します。
「⑧追加データについて」
をご確認ください。
3. 付与される追加データの繰り越し期間や消化順は、
4. 保有できる追加データには上限があります。追加データの残容量が 100GBに達した場合は、データ盛が適用されていても、追加
データの付与は行われません。

⑩

音声通話について

※
「音声＋データ」
タイプをご契約の場合

1. 緊急通報 （110、119、118） を行う際、発信されたお客さまの所在地に関する位置情報を緊急通報受理機関へ通知します。お客さま
が184を付加して発信した場合、位置情報は緊急通報受理機関に通知しません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命、身体等に差
し迫った危険があると判断した場合に、お客さまの位置情報を取得する場合があります。

※携帯電話の発信者番号通知を非通知に設定して発信した場合でも、緊急通報受理機関に位置情報を通知する機種があります。実際の位置と異なる情報が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。また、通
知される位置情報を取得できるのは一部の緊急通報受理機関であることから、緊急通報を行う際には、お客さまの所在地をご確認のうえ、必ず口頭により緊急通報受理機関にお伝えいただくよう、お願いいたします。

2. 日をまたがる通話につきましては、終話された日の通話料となります。
3. 国際電話の通話料は滞在先、発信先により異なります。
4. 地震などの災害発生時や通信混雑時には、音声通話がつながりにくくなる場合がございます。
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⑪ Dプラン契約時の危険SMS拒否設定について
を自動で拒否する
「危険SMS
1． J:COM MOBILE Dプランでは、危険なサイトのURLや電話番号が含まれるショートメッセージ（SMS）
拒否設定」
機能
（以下
「本機能」
といいます。）
が適用されます。本機能では、
フィッシングSMS＊１であるとNTTドコモによって判定され
たSMSの受信を拒否します。
＊1 フィッシングSMSとは、実在する宅配業者や金融機関、
ネット通販事業者などを装い不正なアプリをインストールするよう誘導したり、口座情報やアカウント情報などの個人情報
を盗み出そうとしたりするサイトや電話番号へ誘導するSMSです。

2． 本機能は自動で適用され、機能利用のための追加料金は発生いたしません。
3． 本機能は、全てのフィッシングSMSの拒否を保証するものではありません。また、本機能により拒否されたSMSの復元はできません。
4． お客さまのご希望により、危険SMS拒否設定を適用しない場合には、ご契約後にお客さまご自身でお手続きが必要です。お手続き方
法は、
こちら
（https://r.jcom.jp/TAd084H）
をご参照ください。
「SMS一括拒否」
と
「個別番号受信」
設定の併用はできません。
「SMS一括拒否」
または
「個別番号受信」
を設定すると、自動
5． 本機能は、
的に本機能の適用は解除されます。

6． 本機能により検知したフィッシングSMSに関する情報をドコモサーバーに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次
に定める目的で利用することがあります。

1）本機能における判定精度向上のため
フィッシングSMS送信者およびSMS中継事業者へ是正を求めるため
2）
フィッシングサイトへお客さまがアクセスすることを防止するため
3）
4）携帯電話事業者間でフィッシングSMSに関する対策を行うため

上記目的のために、匿名化および統計的なデータに加工したフィッシングSMSに関する情報を第三者に開示することがあります。
について
7-1.J：COM MOBILEの商品（端末機器・アクセサリーなど）

①

販売条件について

「音声＋データ」
タイプをご契約される方。
1. スマホ端末をご購入の場合は、J:COM MOBILE Aプラン
2. タブレット端末をご購入の場合は、J:COM NETをご契約される方。
さらに、J:COM TVのご契約がある場合は、J:COM LINKまたは4K J:COM Boxをご契約される方。

※タブレット端末をお申し込み後にJ:COM NETまたはJ:COM TVをご解約された場合、一部ご利用いただけないオプションサービスまたは機能がございます。

②

販売契約について

1. 弊社指定の商品を弊社からご購入される際、その商品代金を、弊社に分割してお支払いいただく購入方法と、一括でお支払いいただく
購入方法がございます。分割でのお支払方法は、
スマホ端末＊は
「24回の分割払い」
「36回の分割払い」
、
タブレット端末は
「36回の分割
払い」
、
アクセサリーは
「24回の分割払い」
をご用意しております
（分割払い手数料はかかりません）
。

＊iPhone 12およびiPhone SE
（第3世代）
は
「一括払い」
「24回の分割払い」
「36回の分割払い」
「48回の分割払い」
、iPhone
（au Certified端末）
は
「一括払い」
「24回の分割払い」
となります。

2. 本契約は、商品をお申し込みされた日をもって成立するものとします。
3. 分割払いの初回請求と一括払い※１でのお支払いは、商品受領日※2が属する月の翌月※3よりご請求させていただきます。

※１ クレジットカードでの
「一括払い」
につきましては、商品をお申し込みされた日をもってご指定のクレジットカード会社が定めるお引落日にご請求させていただきます。
※2 弊社の責に帰さない事由により商品の受領予定日を6日過ぎても受領いただけない場合は、受領予定日を含む7日目を商品受領日とみなします。
※3 MNP切替を伴うスマホ端末をご購入された場合は、サービス開始日が属する月の翌月よりご請求させていただきます。

4. 月々の賦払金は、J:COMサービスの基本料金とあわせてご請求させていただきます。お支払方法およびお支払日はJ:COMサービス
のご利用料金の場合と同様となります。

5. 料金未納に伴う強制解除など、弊社が行う本契約の解除が生じた場合、賦払金の残額すべてを一括精算いたします。
6. AプランをMNP切替にてお申し込みで、一定期間を超えてもなおMNP切替がなされなかった場合は、お申し込みをキャンセルとしま
す。また、弊社が提供する端末をご購入の場合は、賦払金の残額すべてを一括精算いたします。

7. J:COMサービスの名義変更・地位の承継があった場合には、本契約もあわせて継承されるものとします。
8. 弊社指定の端末をご購入後、弊社が別途定める期間中に弊社指定の端末を追加購入される場合、追加購入される端末代金を代引き
一括でお支払いいただく必要がございます。

③

スマホmoreプログラムについて

※新規受付は終了しました。

「本プログラム」
といいます）
が自動的に適用となります。なお、条件を満た
1. 以下の条件を満たす場合、スマホmoreプログラム（以下、

さなくなった場合は、本プログラムは自動的に適用外となります。
①
「J:COM MOBILE Aプラン 長期タイプS「
」J:COM MOBILE Aプラン スマホセット
（長期タイプ）
「
」J:COM MOBILE Aプラン スマホ
セット Lite
（長期タイプ）
」
のいずれかをご契約の方。
②基本データ通信容量１GB／月プランをご契約の場合、
「J:COM TV スタンダードプラス／スタンダード／フレックス／セレクト」
また
は
「J:COM NET」
を利用される方。
「半額アシスト」
へお申し込みが可能となります。
2. 本プログラムが適用されている場合、機種変更時に
【半額アシストについて】
現在ご利用の端末機器
（以下、
「旧端末」
といいます）
から弊社が認める対象端末
（以下、
「新端末」
といいます）
に機種変更された方が
対象です。以下①～③の条件を満たし、かつ賦払金の残額がある場合、機種変更に関する弊社の事務処理が完了した日の翌月分以
降に発生する旧端末の賦払金を免除いたします。
①2021年2月17日までに購入し、本プログラムが適用された旧端末の賦払金について、24回以上のお支払いが完了している方。
②新端末を一括もしくは分割払いでご購入される方。
③機種変更手続き完了後、機種変更お申込日の翌月末までに旧端末を弊社へご返送いただける方。ただし、上記①にてお支払いが完済している場合を除きます。
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※旧端末をご返送いただけない場合、半額アシストは適用できず、旧端末の端末割は終了となります。また、弊社が別に定める期日までに返却がない場合は、後日免除相当額を
一括でお支払いいただきます。

3. 本プログラムの適用は、端末機器1台あたり1回に限ります。

④

商品について

1. 商品はお申し込み後、ご契約住所へ配送いたします。ただし、タブレット端末については、お客さまがご希望されるご住所へ配送する
ことができます。

（Gmailアドレス）
の新規取得または登録が必要となります。iPhoneをご利用の場合
2. 商品のご利用にあたっては、Googleアカウント
は、Apple IDの新規取得または登録が必要となります。
とau認定の中古品
（au Certified端末）
がございます。
3. 弊社が販売するiPhoneは、Apple社の端末（正規品）
4. パソコンと同様にインターネット上からインストールされたアプリケーションによっては、悪意の攻撃者により動作が不安定になる、不正行

為の脅威にさらされる等の可能性がありますので、アプリケーション提供元および動作状況は十分にご確認の上ご利用ください。また、
お客さまご自身でインストールされるアプリケーションおよびそれに起因するすべての不具合については保証の対象外となります。
5. 一度お申し込みいただいた内容については、途中でキャンセルいただくことはできません。また、各種申し込み手続き中は、その他の
お申し込みを受け付けできません。
6． OSバージョンが最新ではない場合があります。お客さまご自身で最新のOSにバージョンアップしてください。また、プリセットアプリ
が削除されている等の可能性があります。
（アドレス帳、データフォルダ等）
が変化、消失した場合、弊社では一切責任を負いかねま
7. 端末機器の故障、修理、紛失等により、データ
す。お客さまご自身で定期的にデータをバックアップしてください。
8. 弊社が販売した端末機器については、J:COM MOBILE Aプランで提供するSIMカード以外では動作保証いたしかねます。LG製タ
ブレット端末には、SIMカードを挿入するためのスロットがありますので、後からJ:COM MOBILE Aプラン
「音声＋データ」
タイプの
SIMカードを追加でお申し込みいただくことが可能です。
「ICチップ内蔵端末支払い」
といいます）
搭載の端末機器をご利用の場合は、以下にご注
9. おサイフケータイ®およびApple Pay（以下、
意の上ご利用ください。
・ICチップ内蔵端末支払いを利用したサービスは、各サービスを提供するICチップ内蔵端末支払いサービス提供会社とお客さまの契
約に基づきご利用いただきます。弊社では関与いたしません。
・スマートフォンの故障・盗難・紛失等により、ICチップ内のデータに不具合、滅失等が生じた場合であっても、弊社では保証いたしかねます。
・機種変更の際は現在ご利用中のサービスの継続利用の可否、データの引継ぎ条件等を事前にご確認いただき、あらかじめICチップ
内のデータをお客さまご自身で移行していただきます。電子マネーのチャージ等が利用できなくなるため、事前にICチップ内蔵端
末支払いサービス提供会社の退避サービス等をご利用されることをおすすめします。
・J:COM MOBILEの解約を行っても、ICチップ内蔵端末支払いサービス提供会社との契約は解約となりません。解約方法はICチップ
内蔵端末支払いサービス提供会社に直接お問い合わせください。

⑤

商品の保証について

1. 初期不良が疑われる場合は、商品の受領日から10日以内にJ:COMカスタマーセンターへご連絡ください。
2. 保証について
【Android端末をご利用の場合】
1）無料保証期間は、商品の受領日より1年間です。
2）無料保証期間内で自然故障した場合は、無償で新品またはリフレッシュ品へ交換させていただきます。
3）故障交換する場合、故障した端末機器を送付していただく必要がございます。弊社から発送した交換機器を受領後、2週間を経過

その他サービス

しても故障した端末機器の送付がない場合には、実費を請求いたします。

4）以下の場合、Android端末はJ:COMの修理サービスにお申し込みいただけますので、J:COMカスタマーセンターへご連絡くだ

長期契約プラン
J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

さい。
・お客さま責任
（液晶割・水没など）
による故障
・無料保証期間を過ぎてからの自然故障
なお、J:COMの修理サービスについては、機器の修理にかかる費用の実費を請求します。詳細は
「修理サービス利用規約」
をご確認ください。
【iPhone
（正規品）
をご利用の場合】
1）無料保証期間は、商品の発送日より1年間です。
2）無料保証期間内で自然故障した端末機器の修理、交換については、Apple Store、Apple社のコールセンターまたはApple社の公式
ホームページまでお問い合わせください。
（有償）
。Apple Store、Apple社のコールセンターまたはApple社の公式ホーム
3）以下の場合は、Apple社の正規修理が受けられます
ページまでお問い合わせいただくか、J:COMカスタマーセンターへご連絡のうえ、J:COMの修理サービスにお申し込みください。
・お客さま責任
（液晶割・水没など）
による故障
・無料保証期間を過ぎてからの自然故障
なお、J:COMの修理サービスについては、機器の修理にかかる費用の実費を請求します。詳細は
「修理サービス利用規約」
をご確認ください。
【iPhone
（au Certified端末）
をご利用の場合】
1）無料保証期間は、商品の受領日より30日間です。
2）無料保証期間内で自然故障した場合は、無償で交換させていただきます。
3）故障交換する場合、故障した端末機器を送付していただく必要がございます。交換機器受領後、2週間を経過しても故障した端末
機器の送付がない場合には、実費を請求いたします。
（バッテリーの消耗や経年劣化など）
。詳しくは、商品に同梱されている
「au Certified端
4）無料保証の対象とならない症状があります
末ご購入にあたっての重要なお知らせ」
を必ずご確認ください。
（有償）
。Apple Store、Apple社のコールセンターまたはApple社の公式ホーム
5）以下の場合は、Apple社の正規修理が受けられます
ページまでお問い合わせいただくか、J:COMカスタマーセンターへご連絡のうえ、J:COMの修理サービスにお申し込みください。
・無料保証の対象とならない症状の場合
・お客さま責任
（液晶割・水没など）
による故障
・無料保証期間を過ぎてからの自然故障
なお、J:COMの修理サービスについては、機器の修理にかかる費用の実費を請求します。詳細は
「修理サービス利用規約」
をご確認ください。
（有料）
。
3. タブレット端末をご利用の場合、機器交換後、弊社作業員が各種設定のための工事を行います
4. データの削除について
・故障修理などを行う場合、
インストールされたアプリケーションや、写真等の本体に保存されたデータは復旧できません。また、アカ
ウントやその他個人情報、
インストールされたアプリケーション、写真等の本体に保存されたデータがある場合は、削除してください。
5. 交換した端末機器が初期不良となった場合は、その受領日から7日以内であれば無償で交換させていただきます。
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⑥

安心端末保証48／AppleCare+ for iPhone（月払いプラン）／端末保証 for iPhoneについて

● 安心端末保証48について
1. 本サービスは、iPhone以外の端末機器の新規ご購入時、もしくは追加ご購入時のみお申し込みいただけます。ご購入後のお申し込みはできません。
2. 本サービスの保証開始日は、商品受領日となります。保証期間は、保証開始日が属する月を起算月として最長48カ月間です。保証期
間の更新はできません。
※商品の受領予定日を6日過ぎても商品を受領いただけない場合は、本サービスを開始したものとみなします。

3. 本サービスは、保証開始の翌月から月額基本料金がかかります。
4. 本サービスにご加入いただくと、無料保証期間内のお客さま責任（液晶割・水没など）による故障や、無料保証期間外の自然故障、お

客さま責任
（液晶割・水没など）
による故障の際の交換機器代金が、本サービス未加入の場合と比べて安価となります。料金の詳細は
「安心端末保証利用規約」
の内容をご確認ください。
※交換機器は新品とリフレッシュ品があります。お客さまにていずれかを選択することはできません。あらかじめご了承ください。
※電池パックやACアダプター等の付属品およびアクセサリーは保証の対象外です。

5. 盗難、詐欺、横領、紛失・置忘れによる損害、また、お客さまの故意または重過失により生じた対象商品の故障や不具合などは弊社の責
任の範囲外であり、保証されません。

6. 本サービスの対象となる端末機器に専用アプリケーションをインストールいただくことで、紛失時などに以下のサービスがご利用い

ただけます。ただし、当該端末機器がインターネット接続できない状態の場合や、デバイス管理者設定が有効になっていない場合は
ご利用いただけません。
・端末機器の画面をロックし操作不可能な状態にします。
・端末機器を初期化します。
※端末機器に挿入されたSDカードもあわせて初期化される場合があります。
※初期化により消去されたデータは、復元することはできません。

・当該端末の位置を取得します。ご利用の際は、J:COMカスタマーセンターへご連絡ください。
● AppleCare+ for iPhone
（月払いプラン）
について ※弊社にてお申し込みされる場合
1. 本サービスは、iPhone（正規品）の新規ご購入時、もしくは追加ご購入時のみお申し込みいただけます。ご購入後に弊社へのお申し込
みはできません。

※ただし、ご購入後にお申し込みをご希望される場合は、iPhone
（正規品）
の発送日から30日以内であればお客さまご自身によりApple Store、Apple社のコールセンター、
Apple社の公式ホームページでお申し込みいただけます。

2. 本サービスは、弊社から送付する本サービスの登録書をお客さまが受領した日または受領予定日を含む７日目の属する月の翌月よ
り、月額料金がかかります。

3. 本サービスの保証開始日は、登録書に記載されている登録日となります。また、Apple社にて特定端末のサポートが終了した場合など、無条
件で解約となることがあります。なお、お客さまにて解約をご希望される場合は、必ずJ:COMカスタマーセンターへお問い合わせください。
４． 本サービスを利用するためには、Apple社が別に定める規約に同意していただく必要があります。
詳細につきましてはhttps://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplusをご覧ください。また、本サービスの
保証内容の詳細についてはApple Store、Apple社のコールセンターまたは、Apple社の公式ホームページまでお問い合わせください。
● 端末保証 for iPhoneについて
（au Certified端末）
のご購入時のみお申し込みいただけます。ご購入後のお申し込みはできません。
１． 本サービスは、iPhone
2． 本サービスの保証開始日は、商品受領日となります。保証期間は、保証開始日が属する月を起算月として最長48カ月間です。保証期間
の更新はできません。

※商品の受領予定日を7日過ぎても商品を受領いただけない場合は、本サービスを開始したものとみなします。

3. 本サービスは、保証開始の翌月から月額料金がかかります。

「安心
４． 本サービスにご加入いただくと故障した際の交換機器代金が、本サービス未加入の場合と比べて安価となります。料金の詳細は
端末保証利用規約」
の内容をご確認ください。
※交換機器はiPhone
（au Certified端末）
となります。あらかじめご了承ください。
※電池パック等の付属品およびアクセサリーは保証の対象外です。

５． 弊社の責に帰さない事由
（盗難、詐欺、横領、紛失、置忘れによる損害、
また、お客さまの故意または重過失により生じた故障や不具合な
どが理由）
の場合は、保証の対象外です。
端末機器を初期化する等の専用アプリケーションは提供していません。
６． 本サービスでは、紛失時に端末機器の画面をロックする機能や、

⑦

アクセサリーについて

1. アクセサリーの代金は、端末機器の代金とあわせてご請求いたします。
または
2. ご購入にあたり、別紙の「通話可能端末設備（スマートフォン）およびアクセサリーの販売に関する特定商取引法に基づく表示」
「タブレット端末およびアクセサリーの販売に関する特定商取引法に基づく表示」
の内容をご確認ください。

3. アクセサリーの仕様や故障などについては、各製造メーカーにお問い合わせください。
・SDカード
（サンディスク ウルトラ microSDXCTM UHS-I カード128GB）
サンディスク・カスタマーセンター
TEL:0120-893-009 AM10：00～PM6：00（土日祝日は除く） mail:retail_support@sandisk.com

・タブレット端末用カバー
・Android端末用カバー・保護フィルム・保護ガラスフィルム
（AQUOS sense3用手帳型カバー／Galaxy A21用手帳型カバー／AQUOS sense6s用手帳型カバー／Galaxy A23 5G用手帳型カバー除く）
・iPhone用カバー・保護ガラスフィルム
株式会社レイ・アウト
TEL:03-5942-4115 AM9：30～PM6：00（土日祝日、年末年始は除く） mail:support@ray-out.co.jp
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・Galaxy A21用手帳型カバー
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL:0570-084-465 AM10：00～PM7：00（年中無休）

・AQUOS sense3用手帳型カバー
・AQUOS sense6s用手帳型カバー
・Galaxy A23 5G用手帳型カバー
株式会社ラスタバナナ サポートセンター

mail:info2@rastabanana.com

・Apple純正ACアダプタ
（USB-Cタイプ）
／Apple純正ライトニングケーブル
（USB-Cタイプ）
Apple Careサービス&サポートライン
国内からかける場合：0120-27753-5、海外からかける場合：
（81）3-6365-4705

https://support.apple.com/ja-jp/HT201232

・スマホ用ACアダプタ・ケーブルセット
（USB-Cタイプ）
（スマホ用ACアダプタ／スマホ用ケーブル）
ＣＰＳｐｅｅｄコールセンター

TEL:03-6380-7191
10:00～12:00、13:00～17:00（土日祝日・年末年始及び休業日を除く）
mail:support@cpspeed.co.jp

⑧

初期設定サポートについて

と
「出荷後サポー
1. J:COM MOBILE Aプランをご契約いただいた場合、SIMおよびJ:COM MOBILE端末機器の「出荷前サポート」
ト」
を、1回線につきそれぞれ1回提供いたします。詳細は以下をご確認ください。なお、本サービスにおいて、弊社作業員が本サービ
スの各種設定を行う場合に、お客さま情報を代理入力させていただくことがございます。あらかじめご同意の上、
ご依頼ください。
※大分ケーブルテレコム株式会社については、別途指定する対象端末のみで本サービスを提供いたします。

初期設定サポート ※注1
項 目
出荷前サポート

出荷

名称

J:COM MOBILE端末機器の

実施範囲

対
スマホ

象

タブレット端末 SIMのみ ※注9

ー

・SIMカード、SDカードおよび液晶保護フィルムなどの
アクセサリ類の取り付け作業 ※注2

○

ー

ー

・お客さま宅訪問により行うJ:COM MOBILE端末機器の初期設定作業

○

○

ー

SIMカード、アクセサリ類などの
取り付け作業②

・SIMカード、SDカードなどのアクセサリ類の取り付け作業 ※注2

ー

○

ー

Wi-Fi接続設定

・契約者の利用しているWi-Fi機器への接続設定作業 ※注3

○

○

○

・Googleアカウント
（Gmailアドレス）の設定およびパスワードの設定作業

○

○

ー

・iCloudの設定および、AppleIDの設定作業

○

ー

ー

○

○

ー

J:COMオンデマンドの設定

アプリおよび
・
「J:COMオンデマンド for J：COM LINK」
「J:COMオンデマンド」
アプリの設定作業
ただし、J:COMオンデマンドの登録・設定作業は、
J:COMオンデマンド サービスの契約者に限ります。

○

○

ー

アプリケーションの
ダウンロード作業など

・別に定めるアプリケーションのダウンロード作業など ※注5

○

○

ー

データ移行

・お客さまが既にお持ちの端末からJ:COM MOBILE端末機器への
電話帳等のデータ移行作業 ※注6

○

ー

ー

MNP切替え作業 ※注7

・お客さまが他社でご利用の携帯電話番号を
J:COM MOBILEサービスへ切替える作業

○

ー

○

APN設定 ※注8

・データ通信ができるようにするための設定

○

ー

○

SIMカード、アクセサリ類などの
取り付け作業①
J:COM MOBILE端末機器の

初期設定②

Google アカウント
の設定 ※注4
（Gmailアドレス）
出荷後サポート

AppleIDの設定 ※注4

J:COMパーソナルID登録・設定 ・J:COMパーソナルIDの登録、取得・設定およびパスワードの設定作業

※注1．
初期設定サポートではLTE通信を利用する場合があります。
付属品などの取り付け作業は、作業を実施した上で契約者へ引渡しを行います。
※注2．
SDカード、アクセサリ類などの取り付け作業は、端末機器やその他条件により行えない場合があります。
※注3．
J:COM MOBILE契約者が契約または所有しているWi-Fi機器への接続設定に限ります。
※注4.端末機器によりどちらか一方の設定を行います。
アプリケーションのダウンロード作業などは、端末などの空き容量を使用し行います。
※注5．
※注6．
SDカードを利用したデータ移行の他、弊社所有の機器によるデータ移行を行います。
端末機器の端子口が弊社所有機器のコネクタに接続でき、正常に機器が動作することが条件となります。
弊社所有の機器が対応していないデータ形式の場合およびデータ容量が一定量以上の場合、移行ができない場合があります。
また、移行元のiPhoneの設定によっては、一部のデータが移行できない場合があります。
※注7．
J:COM MOBILEサービス契約者のうち、MNP切替えをご希望される方にのみ実施します。
弊社が別に定める販売契約約款により販売をする端末機器の場合は、出荷前サポートに含まれます。
※注8．
※注9.出荷後サポートはお電話にて行います。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

ー

長期契約プラン

○

その他サービス

・J:COM MOBILE端末機器への端末設定作業

初期設定①
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＜出荷後サポートの対象となる各アプリケーション
（規約名称）
＞
・Wi-Fi かんたん設定アプリ利用規約
・アプリケーション
「J:COM オンデマンド」
「
、J:COM オンデマンド for J：COM LINK」
利用規約
・J:COM パーソナル ID 利用規約
・利用規約
（My J:COM サイト内）
・J:COM Box利用規約
・J:COM ブックス利用規約
・J:COM MDM 利用規約＊
・
「ざくざくざっくぅ」
利用規約
・緊急地震速報アプリ利用規約
・あんしんフィルター for J：COM利用規約
・J:COMまとめ請求 for Netflixに関する利用規約
・まとめ請求
（DAZN）
に関する利用規約
・J：COM MOBILEアプリ利用規約
・J：COM LINKサービス利用規約
・J：COM LINK
（XA401）
サービス利用規約
・DiXiM Play for J：COMサービス利用規約
・通話タイマー利用規約＊
・
「J:COMミュージック powered by auうたパス」
サービス利用規約
・
「ど・ろーかる」アプリ利用規約
・MY J:COM
（アプリ）
利用規約
・アプリ利用規約
（ショップチャンネルアプリ内）
＊ 端末機器の OS が Android の場合

2. 本サービスの設定にあたり、弊社が定めるアカウントに関する規約および本サービスの提供に関わるプログラム、アプリ、サービスな
どの以下の規約に同意していただきます。
事業者名

Google LLC

規約などの名称

Googleの利用規約、Googleのプライバシーポリシー、Chromeの利用規約、
Chromeのプライバシーに関するお知らせ、Google Playの利用規約（端末機器のOSがAndroidの場合）
※Google、Google Chrome、Google Play は、Google LLCの商標です。

Apple Japan Inc.

iOS利用規約、iCloud利用規約、Game Center利用規約、Apple社のプライバシーポリシー、
iTunes Storeサービス規約（端末機器のOSがiOSの場合）

華為技術日本株式会社

エンドユーザーライセンス契約

RSUPPORT Co., Inc.

遠隔サポート利用規約

LINE株式会社
アマゾンジャパン合同会社

Netflix合同会社
Samsung Electronics Co., Ltd.
京セラ株式会社

LINE利用規約
Amazon.co.jp利用規約
Netflix利用規約
エンドユーザーライセンス契約、
Samsung社のプライバシーポリシーおよび同社のプライバシーポリシーに規定される追加同意
京セラからのお知らせ

3. 弊社の故意または重過失の場合を除き、初期設定サポートの提供によりお客さまのデータが万一破損した場合でも、弊社は責任を負
いません。初期設定サポートをご利用になる前にお客さまの責任で、対象機器に関するデータのバックアップをお願いいたします。

⑨
●

その他注意事項について

※タブレット端末をご利用の場合

設定作業の注意事項
（代理入力、利用規約への同意等）
について

1. タブレット端末のご利用にあたり各種設定が必要となります。端末受領後、弊社作業員が各種設定のための工事を行います（有料）。
工事前にお受け取りいただけない場合、工事日程を変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

（リモートサポート等）
の利用、Google Playからアプリをダウンロードする場合は、Googleアカウント
（Gmail
2. 弊社が提供するアプリ
アドレス）
が必要となります。

3. Googleアカウントは新たに取得・設定が必要となります。なお、Googleアカウントを新たに取得する場合は、以下の規約に同意して
いただきます。

・Googleの利用規約

・Googleのプライバシーポリシー

・Chromeの利用規約

・Chromeのプライバシーに関するお知らせ

・Google Playの利用規約
*Google、Google Chrome、Google PlayはGoogle LLC の商標です。

※既にお持ちのGoogleアカウントで設定をご希望の方は、お持ちのGoogleアカウント情報のご記入をお願いいたします。

（Smart TV Remote）
を利用する場合は、
「Smart TV Remote」
の利用
4. KDDI株式会社が提供するアプリ
KDDI株式会社が別に定める

規約に同意していただきます。
弊社作業員にて設定を行う場合、お客さま情報を代理入力させていただくことがございます。あらかじめご同意の上、ご依頼くださ
い。なお、設定が不要の方は、お手数ですが設定作業時にその旨をお申し出ください。

※
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項番4につきましては、J：COM LINKおよび4K J:COM Box、Smart J:COM Boxでご契約のお客さまにおいては、該当いたしません。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

●

設置作業について

（J：COM LINK、4K J:COM Box、Smart J:COM Box、Smart TV Box共通）
。
1. 接続設定の基本内容は、以下となります
「Wi-Fi 接続設定」
「
、Google アカウント取得と設定」
「
、J:COMパーソナルID取得と設定」
「
、使い方説明」
（有料）
。ご希望の場合はご契約時やお問い合わせ
2. 基本内容以外の各種IDの取得と設定や、アプリダウンロードなども対応いたします
いただく際にあらかじめお申し出ください。

3. ご利用や設定にあたり、各種規約へのご同意、個人情報の代理入力へのご同意が必要となります。あらかじめご了承ください。
4. 基本内容の設定費用は、設置工事費に含まれますが、ご加入状況によりタブレット端末初期設定料金5,000円（税込 5,500円）が必要
な場合があります。

5. 基本内容以外の各種ID取得と設定や、アプリダウンロードなどの設定費用は3,000円（税込 3,300円）です。
6. 弊社作業員によるタブレット端末の設定をご希望されない場合は、設定費用はいただきません。
「おまかせサポート
（月額500円
（税込 550円）
）
」
へご加入いただく
7. 上記でご案内した設定費用や出張費、アフターサポートに関しては、
ことで、無料または割引価格でご利用いただけます。

8. 設定費用はタブレット端末1台についての金額です。

8.J:COM HOME

①

ご契約にあたり

1. 一度お申し込みいただいた内容を途中でキャンセルすることはできません（初期契約解除、クーリングオフを除く）。また、各種お申
し込み手続き中は、その他のお申し込みを受け付けできません。

2. おまかせサポートに現在ご加入しているお客さまが本サービスをお申し込みされた場合、おまかせサポートが解約となります。お客さ
までの手続きは不要です。おまかせサポートと同等のサービスはご利用いただけます。あらかじめご了承ください。

3. ご契約にはJ:COM パーソナルIDが必要となります。

②

本サービスをご利用いただくためには、弊社が別に定めるスマートフォン等およびインターネット接続環境、無線LAN接続環境が必要
となります。ただし、本サービスをご利用する際に必要な設備、通信費用およびその他費用についてはお客さまにてご負担ください。

その他サービス

１.

ご利用にあたり

長期契約プラン

2. 本サービスをご利用いただくためには、Android6.0以上またはiOS12.0以上を搭載するスマートフォン等にJ:COM HOMEアプリ
のインストールが必要です。詳しくは
「J:COM HOMEアプリ利用規約」
をご覧ください。
3. 対応端末の接続方法については『 J:COM HOME スタートガイド』をご参照ください。
4. おまかせサポートご加入者さまと同等のサービスをご利用いただけます。詳細は、別紙「おまかせサポートに関する重要事項説明」
をご確認ください。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

5. 本サービスにおけるサービスの数量、性質、正確性、有用性、最新性は、保証の対象外となります。
6. 宅内（家電製品や通信環境等）の状況によりスマートスピーカーおよび赤外線リモコンで操作できない場合がございます。
7. サービス機能・お客さまサポートの品質向上を目的にJ:COM HOMEアプリに関わる利用履歴（設定状況、利用状況など）、ご入力い
ただいた任意情報
（デバイス設置場所名、家電名など）
、OSが発行するID、端末名、位置情報を収集することがあります。収集した情
報はサービスの品質・機能・サポートの向上のみに利用いたします。
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8-1.J:COM HOMEの端末について

①

販売契約について

1. 12カ月以上継続加入いただき、加入から12カ月目までの月額利用料金をお支払いいただいた場合、パックに含まれている端末代金の
お支払いは免除されます。免除されないことが決定した場合、弊社が別に定める方法により一括でお支払いいただきます。

2. 弊社指定のオプション端末をご購入される場合、一括でお支払いいただきます。契約成立日の翌月よりご請求させていただきます。
3. 端末をお受け取りいただいた後にクーリングオフ・初期契約解除などを行った場合、端末の返送が必要です。ご返送いただけない場
合、端末代金のお支払いが必要になります。

とし、
これを超えるオプション端末購入のお申し込みはできま
4. オプション端末の購入可能額は1カ月あたり50,000円（税込 55,000円）
せん。また、料金が未納となっている場合、端末購入のお申し込みはできません。

②

端末について

1. 端末は、お申し込み後ご契約住所へ配送いたします。
2. 端末を利用する場合は、J:COM HOMEアプリで登録・設定していただく必要がございます。
（Gmailアドレス）
の新規取得または登録およびGoogle Homeアプリのイン
3. スマートスピーカーを利用する場合は、Googleアカウント
ストールが必要となります。なお、Googleアカウントを新たに取得する場合は、以下の規約に同意していただきます。
・Googleの利用規約 ・Googleのプライバシーポリシー ・Chromeの利用規約
・Chromeのプライバシーに関するお知らせ ・Google Playの利用規約
*Google、Google Chrome、Google PlayはGoogle LLCの商標です。
※既にお持ちのGoogleアカウントで設定をご希望の方は、重要事項説明書にお持ちのGoogleアカウント情報をご記入ください。

（https://cs.myjcom.jp/jcomhome_help）
をご覧ください。
4. 各端末の詳しい情報は弊社サポートサイト

③

端末の保証について

1. 端末の保証は、メーカー保証のみです。なお、自然故障における端末交換に限ります。
「保証書兼納品書」
の発行日を9日経過した日から1年間です。
「保証書兼納品書」
は大切に保管
2. メーカー保証期間は配送時に同梱される
してください。

3. 交換時は、故障端末の返送が必要です。ご返送いただけない場合、端末代金のお支払いが必要になります。

④

その他注意事項について

1. 設定サポートをご希望の場合、弊社作業員が設定･設置作業を行います。作業前に端末をお受け取りいただけない場合は作業日程を
変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。設定サポートの内容については、別紙
「おまかせサポートに関
する重要事項説明」
でご確認ください。

2. 各端末の一世帯あたりの接続可能台数は以下の通りです。上限を超える台数の設定･購入はできかねますので、あらかじめご了承くだ
さい。

端末名

接続可能台数

無線通信アダプタ

1台

各種センサー
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計30台

スマートプラグ

10台

赤外線リモコン

16台

ネットワークカメラ

10台

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

9.その他サービス

①

おまかせサポート

本サービスに関するご契約条件、ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「
「おまかせサポート」
に関する重要事項説明」
および
「
「おまかせサポート」
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。

②

おうちサポート

本サービスに関するご契約条件、ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「
「おうちサポート」
に関する重要事項説明」
および
「
「おうちサポート」
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。

③

自転車生活サポート

本サービスに関するご契約条件、ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「
「自転車生活サポート」
に関する重要事項説明」
および
「
「自転車生活サポート」
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。

④ J:COMブックス
本サービスに関するご契約条件、ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「
「J:COMブックス」
に関する重要事項説明」
および
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。
「
「J:COMブックス」

⑤ J:COMミュージック
本サービスに関するご契約条件、ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「
「J:COMミュージック powered by auうたパス」
に関する
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。
重要事項説明」
および
「
「J:COMミュージック powered by auうたパス」
その他サービス

⑥ J:COMまとめ請求 for Netflix
本サービスに関するご契約条件、ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「
「J:COMまとめ請求 for Netflix」
に関する重要事項説明」
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。
および
「
「J:COMまとめ請求 for Netflix」

長期契約プラン

⑦

まとめ請求（DAZN）

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

本サービスに関するご契約条件、ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「まとめ請求
（ DAZN ）
に関する重要事項説明」
および
「まと
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。
め請求
（DAZN）
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⑧

緊急地震速報

● 設置工事について

・ 一戸建ての場合、緊急地震速報（防災情報サービス）の標準工事は、直接配線方式による施工となるため、エアコン配管取り付け口
など、機器を設置する部屋にケーブルを通す穴がない場合、または利用できない場合は、外壁に施工上必要な開口作業、および防水
加工を行います。ケーブルはビスで固定いたします。
※開口部の位置は工事当日、作業員とご相談ください。
※解約時は機器の撤去が必要となりますが、開口部分は、
コーキング材による防水処理までとなります。
※借家の場合は、
オーナー／管理会社さまの事前承認が必要です。

・ J：COM TVにご加入のお客さまは、既設のテレビアンテナ配線を利用できる場合がございます。配線状況によっては施工できない場合
や追加工事費が必要になる場合がございます。また、工事を延期とさせていただく場合がございます。
・弊社よりお貸しする専用端末を、
ご指定の場所に設置します。
・お客さまがご利用の機器、建物の状況により一部の機能がご利用いただけない場合がございます。
・一部の緊急地震速報専用端末では、災害時テレビ起動をご利用いただくために弊社作業員が訪問し端末交換や端末の再設定等の作業が
必要となる場合がございます。費用については別項
「19.工事費・撤去費・手数料など」
をご参照ください。

● サービス内容について

・ 緊急地震速報
（防災情報サービス）
は、気象庁から送られてくる地震動に関する情報をもとに、予測震度、揺れ始めるまでの時間を専用
端末で計算し、音声と光でお知らせするサービスです。
・お申込時に、
お知らせする震度を
「震度4以上」
もしくは
「震度3以上」
でお選びいただけます。J:COMカスタマーセンターにご連絡いただく
ことで、工事完了後の変更も可能です。
・工事時にご案内する方法で、専用端末の維持管理に努めていただけますようお願いいたします。
・もし被災された場合は、専用端末を持ち出して、FMラジオ・簡易ライトとしてご利用いただけます
（乾電池が必要です。緊急地震速報の
端末としては使用できません）
。
・お客さまのご希望によるサービスの一時停止・中断はできません。
・店舗・集会所など、不特定多数の方がサービスを利用される場所への設置は、原則禁止とさせていただきます。別途申請手続きが必要です
ので、
ご希望の場合はお問い合わせください。
・予測震度と猶予時間は、お住まいの郵便番号が示す区域単位で計算します。
・災害時テレビ起動は、
テレビの起動または入力切換を自動で行い、避難情報や気象警報等の一部を表示するものです。
・避難情報は一部区域を指定して発令される場合があるため、必ずしもお住まいの住所が避難対象とは限りません。
・災害時テレビ起動でテレビ画面に表示される情報は、
個人としてご利用していただくほかは、
著作権法上、
権利者に無断で使用できません。

● 緊急地震速報の技術的限界と免責について

・緊急地震速報には、以下の
「技術的限界」
があります。十分にご理解の上、お申し込みください。
1. 震源が近い場合には、お知らせが間に合わない場合がございます。
±1程度の誤差がある場合がございます。
2. お知らせする震度に、
3. 落雷による地震計の故障などで、誤報が発生する場合がございます。
や複数の地震が同時に発生した場合では、的確な予測ができないことがございます。
4. 深発地震（震源が非常に深い地震）
※詳しくは、気象庁ホームページ
（http://www.jma.go.jp）
などでご確認いただけます。

・弊社は、緊急地震速報
（防災情報サービス）
を使用できたこと、使用できなかったこと、いずれかによって起こるあらゆる損害について、
一切の責任を負いません。

（一部地方公共団体のみ）
● 簡易告知放送について

・簡易告知放送は、地方公共団体が市民向けに提供する防災行政無線放送などの補完として、弊社よりお貸しする緊急地震速報専用端末
から音声を再送信するものです。再送信内容については、地方公共団体にお問い合わせください。
・簡易告知放送は、一部の地方公共団体にお住まいのお客さまのみへのご提供となります。サービス詳細およびサービスを提供している地
方公共団体、各地方公共団体の問い合わせ先については、J:COMカスタマーセンターまでお問い合わせください。
「緊急告知放送」
と
「告知放送」
の2種類があります。緊急告知放送は、端末の音量設定に関わらず、最大音量で放送さ
・簡易告知放送には、
れます。告知放送は、端末の設定音量での放送となりますので、放送の受信が不要な場合は音量を0に設定してご利用ください。

● 放送の優先順位について

（一部地方公共団体のみ）
、災害時テレビ起動、FMラジオの各放送の優先順位は以下のとおりとなります。
・緊急地震速報、簡易告知放送
受信中の放送よりも優先順位の高い放送が送出された場合、自動的に優先順位の高い放送に切り替わります。
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優先順位

放送内容

音量

①

緊急地震速報

最大

②

緊急告知放送
（一部地方公共団体のみ）

最大

③

告知放送
（一部地方公共団体のみ）

設定音量

④

災害時テレビ起動

最大

⑤

FMラジオ

設定音量

⑨ J：COM まとめ請求
★お申込前に、au携帯電話のご契約内容を再度ご確認ください。
お引っ越しなどでご住所を変更されたお客さま、
また改姓などでご名義を変更されたお客さまは、
いま一度ご契約内容をご確認ください。
お問い合わせ先：KDDI/沖縄セルラー電話お客さまセンター au携帯電話から 局番なし 157
（無料）

ルラー電話での各種割引サービスや調整金額などの計算後の料金になります。

● ご契約にあたって

ー
ビ
ス
契

約

ご契約のイメージ

求
サ

J：COM まとめ請求とは、au携帯電話に関するお客さまの料金とその他債務（以
下、
「au携帯利用料」といいます）について、KDDI/沖縄セルラー電話から弊社が
債権回収を委託され、請求するサービスです。
「au携帯利用料」は、KDDI/沖縄セ

請

● J：COM まとめ請求について

J:COM

お客さま

・債権回収代行の委託の承諾
・個人情報授受の承諾
債権回収代行の委託

KDDI

沖縄セルラー電話

1. お申込条件について

以下の内容をご了承いただきお申し込みください。
1）J:COM料金と、au携帯利用料の請求を1つにまとめ、弊社から請求を行い、お支払いいただきます。
2）au携帯電話のご契約者の同意を事前に得ていただく必要があります。なお、複数の「au携帯電話」のご契約をKDDI/沖縄セルラー電
話にて、
まとめて請求されている場合は、全員の同意を事前に得ていただく必要があります。
3）既に、複数の「au携帯電話」のご契約をKDDI/沖縄セルラー電話よりまとめて請求されている場合は、請求内のすべてのau携帯利用料
を弊社より、請求させていただきます。
2. お申し込みいただけない方について
1）J:COMご契約者とau携帯電話のご契約者が、同一名義またはご家族でない方。
2）J:COMご契約住所とau携帯電話の請求書送付先が同一住所でない方。
「KDDIのau携帯電話」
と
「沖縄セルラー電話のau携帯電話」
を一括請求されている方。
3）
「KDDIまとめて請求」
ご加入中の方。
4）審査時に、
※
「請求開始のタイミングについて」
をご参照ください。

5）KDDI/沖縄セルラー電話または弊社へのお支払いを滞納・電話の利用停止を受けている方。
6）KDDI/沖縄セルラー電話または弊社の電気通信サービス利用に係るご契約者の義務に違反する恐れがある方、
その他、業務の遂行上著しく支障があると認められる方。

7）auでんきは、J：COM まとめ請求にまとめることはできません。

3. お申込方法について
J：COM まとめ請求へのお申し込みにあたって、お客さまは本規約・重要事項説明にご同意の上、弊社までお申し込みをしていただきます。

● 割引について

その他サービス

当月において以下の条件にすべて該当する場合、J:COM料金とau携帯利用料を合算した請求金額から、1請求あたり月額100円
（税込 110円）
を弊社にて割引させていただきます。
「J:COM TV「
」J:COM NET「
」J:COM PHONE「
」緊急地震速報（防災情報サービス）」のいずれかの弊社が指定するサービスに加入されていること。
1）
2）au携帯利用料が100円（税込 110円）以上であること。
※ただし、J:COM料金が100円（税込 110円）
に満たない場合で、かつ、弊社へのお支払いが確認できない場合には、上記の条件を満たしていても、割引を適用しない場合がございます。

長期契約プラン

● 請求の開始、終了について

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

1. 請求開始のタイミングについて
（以下、
「初回審査」
といいます）
を実施し、契約の承諾を行い、手続きを
J：COM まとめ請求は、原則、申込書到着後約1週間にて契約審査
完了いたします。契約手続きを完了した当月のau携帯利用料について、翌月から請求を開始させていただきます。
初回審査時、KDDIまとめて請求を適用中のお客さまについては、約1カ月後に、再度契約審査（以下、
「第二審査」
といいます）
を実施いたします。
第二審査にて、KDDIまとめて請求を終了することが確認された場合、J：COM まとめ請求の審査を実施し、KDDIまとめて請求の終了時
（第
二審査以前に終了しているときは、第二審査時とします）
をもって契約の承諾を行い手続きを完了いたします。この場合はKDDIまとめて請
求の終了翌月のau携帯電話ご利用分よりJ：COM まとめ請求を開始させていただきます。手続きについては前後する場合がございます。
第二審査にて、KDDIまとめて請求の終了が確認できない場合、かつ、弊社が別に定める一定期間を超えてもなお、J：COM まとめ請求が開始
できない場合、お客さまのJ：COM まとめ請求に関するお申し込みを取り消しさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
2. 請求終了のタイミングについて
以下の場合、J：COM まとめ請求を解約および解除とし、au請求料金は、当月請求分で終了し、翌月請求分よりKDDIからの請求となります。
1）J:COMご契約者より、解約のご連絡をいただいた場合。
2）J:COMサービスをすべて解約または解除された場合。
3）有効期限切れ・クレジットカード番号変更などによりカード支払ができなくなった場合。
4）滞納などにより、J:COMサービスが強制解除となった場合。
※au携帯利用料がKDDI請求/沖縄セルラー電話請求に変更となった場合は、お支払方法は
「窓口支払」
となりますので、
「口座振替支払」
や
「クレジット支払」
をご希望の場合は、
別途auお取り扱い店舗でのお手続きが必要です。
※なお、J：COM まとめ請求内のすべてのau携帯電話を解約・休止した場合も、解約・一時休止月以降に発生する料金
（解約月・休止月のご利用料金、
ならびにそれ以降の月の請求と
なるau携帯電話の分割支払金など）
はJ：COM まとめ請求にて請求となります。ただし、6カ月連続してau携帯利用料が発生しなかった場合
（発生料金が各種割引により0円
（税込）
となっている場合は除きます）
、J：COM まとめ請求をその翌月で解除いたします。
※J：COM まとめ請求内のau携帯電話を一時休止し、後日そのau携帯電話を再利用された場合は、再度J：COM まとめ請求に追加されるお申し込みが必要となります。

● 請求に関して

1. 毎月のau携帯利用料の請求は、au携帯電話ご利用の翌月となります。
2. au携帯利用料に関する消費税の計算は、KDDI/沖縄セルラー電話の消費税計算に準じます。
3. お支払いいただく料金については、J:COMのご利用料金をクレジットカードでお支払いの場合、クレジットカード会社の明細に記載され、各クレジットカード会社
から送付されます。弊社から請求書はお送りいたしません。なお、お支払方法に関わらず弊社からの請求書発行をご希望の場合は、お申し付けください。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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4. クレジットカード明細には、au携帯利用料と割引金額を合算して表記させていただきます。
5. KDDI/沖縄セルラー電話からの請求内訳としての利用明細書発行は継続いたします（「利用明細書」での発行有無はKDDI/沖縄セルラー電話へのお申し込みに準じます）。
6. 通話明細サービスをご利用の場合は、KDDI/沖縄セルラー電話よりの発行となります。

● その他注意事項

1. auポイントは、au携帯利用料内での付与となります。J:COM料金はauポイント付与の対象外となります。
2. au携帯電話を譲渡・承継した場合、その料金はJ：COM まとめ請求の対象から外れます。また、J：COM まとめ請求内すべてのau携帯
電話を譲渡・承継した場合は、J：COM まとめ請求は解除されます。
3. J：COM まとめ請求へのau携帯電話の回線追加、回線の削除など、au携帯電話、その他サービスにかかる手続き、お問い合わせは、auお取扱店舗へご連絡ください。
4. J：COM まとめ請求にてau携帯利用料をお支払いの場合、クレジットカード会社が主催するau携帯利用料のお支払いに関するキャン
ペーン・特典など
（例:auじぶんカードによるポイント特典）
にご応募・お申し込み・適用されない場合がございます。
（プリペイド）
」
へのチャージ
（入金）
はできません。
5. J：COM まとめ請求をご利用中のお客さまは「auかんたん決済」での「au WALLETカード

⑩ auスマートバリュー／UQ mobile自宅セット割
1. auスマートバリュー／UQ mobile自宅セット割はKDDI株式会社の提供する割引サービスとなります。
「割引条件」
「割引適用可否」
につきましては、以下お問い合わせ先までご連絡ください。
2. auスマートバリュー／UQ mobile自宅セット割の「お申し込み」
・auスマートバリュー：KDDI株式会社
（auショップ／KDDIお客さまセンターなど）
（au Style／auショップ／UQ mobileお客さまセンターなど）
・UQ mobile自宅セット割：KDDI株式会社
「割引条件」
のうち、弊社サービスにつきましては、J:COMカスタマーセンターへお問い合わせください。
3. 既にJ:COMサービスをご利用中のお客さまにつきましても、auスマートバリュー／UQ mobile自宅セット割の適用に追加・切替工事
（有料）
が必要となる場合があります。

・転居・解約など何らかの変更が発生する場合、auスマートバリュー／
4. 弊社サービスにつきまして、一時休止・サービス変更（番号変更含む）
UQ mobile自宅セット割の割引停止および再加入が必要となる場合があります。詳しくは上記2.で記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

⑪ J:COMまとめ請求 for Disney+
本サービスに関するご契約条件、
ご利用条件、その他注意事項に関しては、
「
「J:COMまとめ請求 for Disney+」
に関する重要事項説明」
および
「
「J:COMまとめ請求 for Disney+」
提供に関する特定商取引法に基づく表示」
をご確認ください。

10.各長期契約プラン共通
● ご契約条件について
弊社が認める住宅の条件を満たす物件にお住まいの方。
1．
2.一部サービスは、地域によってご提供することができません。
法人名

株式会社ジェイコム
東京

株式会社ジェイコム
湘南・神奈川

株式会社ジェイコム
千葉
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局名
杉並・中野局
（杉並エリア）
杉並・中野局
（中野エリア）
東エリア局
西エリア局
西東京局
調布局
板橋・北局
（板橋エリア）
板橋・北局
（東京北エリア）
世田谷局
すみだ・台東局
江戸川局
多摩局
武蔵野・三鷹局
八王子・日野局
（八王子エリア）
八王子・日野局
（日野エリア）
港・新宿局
足立局
大田局
相模原・大和局
横須賀局
湘南・鎌倉局
（湘南エリア）
湘南・鎌倉局
（鎌倉エリア）
町田・川崎局
かながわセントラル局
横浜テレビ局
南横浜局
西湘局
（秦野・伊勢原エリア）
西湘局
（小田原エリア）
木更津局
東関東局
YY船橋習志野局（八千代エリア）
YY船橋習志野局（船橋習志野エリア）
市川・浦安局
（浦安エリア）
市川・浦安局
（市川エリア）
東葛・葛飾局
千葉セントラル局

スマート
スマート
お得セレクト
お得プラン
J:COM ガス
J:COM ガス
お得プラン120 お得プラン
NET 320／120／
supplied by 東京ガス supplied by 京葉ガス
TV+NETコース NET 120Mコース NET 120Mコース 40Mコース
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
〇
〇
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―
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〇
〇
―
―
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〇
〇
―
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―
―
〇
〇
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
―
〇
〇
〇
〇
―
〇
―
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
〇
―
〇
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
―
〇
―
〇
―
―
―
―
―
〇

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

法人名

スマート
スマート
お得セレクト
お得プラン
J:COM ガス
J:COM ガス
お得プラン120 お得プラン
NET 320／120／
supplied by 東京ガス supplied by 京葉ガス
TV+NETコース NET 120Mコース NET 120Mコース 40Mコース
―
―
―
―
〇
〇
〇
〇
〇
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
〇
〇
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
〇
〇

局名

さいたま北局
群馬局
さいたま南局
所沢局
東上・川越局
（東上エリア）
株式会社ジェイコム
東上・川越局
（川越エリア）
埼玉・東日本
埼玉県央局
越谷・春日部局
草加局
熊谷・深谷局
川口・戸田局
土浦ケーブルテレビ株式会社 茨城局

その他条件につきましては、各長期契約プランの項をご確認ください。
3．
● ご契約期間について
・ご契約期間は、お客さまから契約更新月の前月、契約更新月および契約更新月の翌月にお申し出がない限り、同ご契約条件での自動更新となります。
・ご契約いただく長期契約プランによって、契約期間が異なりますので、各長期契約プランのページをあわせてご確認ください。
・更新後を含む契約期間の途中でサービスの変更または一部サービスの解除を行った際、契約更新月が変更となる場合がございます。
＜ご契約期間が２年の場合＞
サービス提供
開始月

1カ月目 2カ月目

契約解除料金が
発生しない月

・
・
・
・

24カ月目 1カ月目 2カ月目

契約期間
（2年で自動更新）

サービス
開始日

契約解除料金が
発生しない月

・
・
・
・

24カ月目 1カ月目 2カ月目

契約期間
（2年で自動更新）

契約満了日

契約更新日

★

自動更新

・
・
・
・

契約期間
（2年で自動更新）

契約満了日

契約更新日

★

自動更新

その他サービス

（ご参考例：2022年4月1日がサービス開始日の場合で、契約期間2年の場合）
•サービス提供開始月は、2022年4月となります。
•契約更新月は、2024年4月となります。2024年3月1日から2024年5月31日までにお客さまからのお申し出がない場合は、
更新開始日を2024年4月1日とした2年間の自動更新がなされます。以降、同様の取り扱いとなります。
•契約満了日は、2024年3月31日となります。自動更新した場合、2回目の契約満了日は、2026年3月31日となります。
以降、同様の取り扱いとなります。

長期契約プラン

● 長期契約プランのサービス開始日、
ご利用料金について
各長期契約プランにおいて、すべての対象サービスの提供を開始した日がサービス開始日＊1となり、長期契約プランのご利用料金
1．
が適用されます。対象サービスの設置工事日＊2が異なる場合、サービス開始日までのご利用料金は以下のとおりです。
• 設置工事日翌日または、開通日翌日からサービス開始日までの基本料金、パッケージ料金（長期契約プランの割引が適用されない
該当サービスのパッケージを指します）
およびオプションサービス利用料金を合算した金額
（日割り計算となります）
。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

※
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
の開通日に遅れが出る場合、長期契約プランのサービス適用開始日は
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
の開通日となります。
※ J:COM ガスの切り替えに遅れが出る場合、長期契約プランのサービス適用開始はJ:COM ガスの切替日となります。
※ご転居先でも長期契約プランをご契約いただいた場合、
ご転居先ですべての対象サービスの提供を開始した日がサービス開始日となります。
「重要事項説明」
の内容をご確認ください。
※J：COM In My Roomの場合は、上記の記載と異なります。別途お渡しする
＊1 お客さまご自身で機器の設置を行う場合、サービス開始日は機器の配送完了日となります。
＊2 お客さまご自身で機器の設置を行う場合、設置工事日は機器の配送完了日となります。

2.長期契約プランのご利用料金について
（チャンネルパック含む）
の変更もしくはNET速度の変更かつ以下の表
（１）
～
（３）
いずれかに該当
• 同一長期契約プラン内のTVコース
する場合は、次回契約更新月より本書記載の価格となります。

（住宅用）
、
（１）
～
（３）
いずれかに該当する場合は、
•J:COM PHONE プラス
J:COM ガスを追加申込かつ以下の表
J:COM PHONE プラ
ス
（住宅用）
の開通日、J:COM ガスの切替日より本書記載の価格となります。
ご契約先

ご契約日

（１）

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

2019年6月末日以前

（２）

株式会社ジェイコム札幌、株式会社ジェイコム湘南・神奈川

2019年７月末日以前

（３）

株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム千葉

2019年8月末日以前

※ご契約先の法人については、お客さまに別途お渡ししている
「申込書控」
または
「お申込内容確認書」
にてご確認ください。

● 契約解除料金について
以下の場合、契約解除料金が発生いたします。
1．
（ 1）
更新後を含む契約期間の途中で本サービスのご契約を解除される場合。
（ 2）
更新後を含む契約期間の途中で弊社が行う解除
（料金未納に伴う強制解除など）
が生じた場合。
（ 3）
更新後を含む契約期間の途中で対象サービスのいずれか、もしくはすべてのサービスを解除、またはご利用の一時中断を希望される場合。
※対象サービスいずれかの契約変更を行った際にも発生する場合がございます。
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以下の場合、契約解除料金が発生いたしません。
2．
（ 1）
契約更新月および契約更新月の前月に、対象サービスのいずれか、もしくはすべてのサービスの解除のお申し出をされる場合。
（ 2）
ご転居先でもJ:COMサービスをご利用になる場合。
（ 3）
お住まいの集合住宅が
「J:COM Iｎ Mｙ Room」
対応物件になる場合。
（ 4）
初期契約解除制度が適用となった場合。
3．
J：COM NETを含む長期契約プランを契約される場合は、契約されたJ:COM NETの連絡用メールアドレスへ、弊社からの連絡メー

ルにて、契約更新月の前月に更新月のお知らせをいたします。また、弊社からの連絡メールにつきましては、それ以外にも重要な情報
が含まれておりますので、あわせてご確認ください。J:COM NETを含まない長期契約プランを契約される場合は、契約更新月の前月
に更新月のお知らせをご契約住所宛に書面にてお送りいたします。
● J:COM PHONEのご契約について
1．
J:COM PHONEを含む各長期契約プランは、事務用回線でのお申し込みはできません。
をご利用のお客さまのうち、従来のアナログ加入電話方式での電話サービスをご契約のお客さまは、最
2.「J:COM PHONE（住宅用）」
新のIP技術を利用した電話サービスに順次切り替えさせていただきます。その際には、再度設置工事が必要になる場合がございま
すので、あらかじめご了承の上ご契約ください。
｢J:COM PHONE プラス
（住宅用）
｣で固定電話番号ポータビリティーサービスをご利用の場合は、電話サービス用機器設置から数日
3．
後の開通となり、
開通した翌日から基本料金またはパッケージ料金を適用いたします。なお、
｢J:COM PHONE プラス
（住宅用）
｣が開通
するまでの間は、
｢J:COM PHONE プラス
（住宅用）
｣を除いたパッケージ料金、
もしくはTVサービスまたはNETサービスの基本料金が
適用されます。設置工事について詳しくは、
別項
「4.J:COM PHONE」
の
「設置工事について」
の4.5.6.をご確認ください。
● ガスセットを含む長期契約プランについて
（切り替え）
できない場合には、
（お申し込み）
弊社が別に定める一定期間を超えてもなおJ:COM ガスが提供
J:COM ガスに関するご契約
を解除させていただく場合がございます。この場合、
ガスセットを含む長期契約プランが解除となり、J:COM ガスを含まない長期契約プ
ランへ切り替わります。
※サービス提供開始日は、J:COM ガスを含まない長期契約プランへ切り替わった日となります。

● その他注意事項
1.J：COM LINK／4K J:COM Box／Smart J:COM Boxでのご契約にあたっては各長期契約プランのご案内事項とあわせて別項
「
、16.Smart J:COM Boxでのご契約にあたっての注意事
「15.J：COM LINK／4K J:COM Boxでのご契約にあたっての注意事項」
項」
をご確認ください。
各長期契約プランにおいて、いずれかの対象サービスが技術的にご提供できない場合は、
ご契約をすることはできません。
2．
3.ご契約時には、弊社が別に定める工事費、各種手数料など、ご解約時には撤去費などをお支払いいただきます。
4.料金未納に伴う強制解除など、弊社が行うサービス解除が生じた後に、再度、サービス利用を希望される場合は、新たにサービスの
ご契約が必要となりますので、J:COMカスタマーセンターまでご連絡ください。
5.お客さまのお申し出による解除の場合も上記4.と同様になります。
と同時に各長期契約プランをご契約いただく場合は、
「ブルーレイHDR
（長期契約タイプ）
」
の
6.2台目以降「ブルーレイHDR（長期契約タイプ）」
契約期間、および契約解除料金の適用は免除となります。ただし、各長期契約プランのご契約が終了となり、かつ
「ブルーレイHDR
（長期契約
タイプ）
」
のご契約を継続される場合は、新たに
「ブルーレイHDR
（長期契約タイプ）
」
の契約期間および契約解除料金が適用されます。

11.J：COM LINK／4K J：COM Box長期契約プラン

①

スマートお得プラン TV＋NETコース／スマートお得プラン TV＋NETコース ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

＋追加サービス
ー

対象サービス

＋ J：COM PHONE プラス
（住宅用） スタンダードプラス
スマートお得プラン1G
TV＋NETコース

ー

J：COM TV

＋ J：COM PHONE プラス
（住宅用） スタンダード
ー

ー
9,028円（税込 9,930円）
J：COM NET 1Gコース
（Wi-Fi機能付）
J：COM PHONE プラス（住宅用） 9,728円（税込 10,700円）
ー

J：COM TV

ー

J：COM TV

ー

J：COM TV

＋ J：COM PHONE プラス
（住宅用） フレックス

9,028円（税込 9,930円）

J：COM PHONE プラス（住宅用） 9,728円（税込 10,700円）

＋ J：COM PHONE プラス
（住宅用） スタンダードプラス
ー
スマートお得プラン320M
J：COM TV
TV＋NETコース
＋ J：COM PHONE プラス
（住宅用） スタンダード

10,028円（税込 11,030円）

J：COM PHONE プラス（住宅用） 10,728円（税込 11,800円）

＋ J：COM PHONE プラス
（住宅用） フレックス
ー

月額利用料金
ー

J：COM TV

9,528円（税込 10,480円）

J：COM PHONE プラス（住宅用） 10,228円（税込 11,250円）
J:COM NET 320Mコース

＋J:COM Wi-Fi

ー

8,528円（税込 9,380円）

J：COM PHONE プラス（住宅用） 9,228円（税込 10,150円）
ー

8,528円（税込 9,380円）

J：COM PHONE プラス（住宅用） 9,228円（税込 10,150円）

※ご利用にあたってはJ:COM LINKもしくは4K J:COM Boxの利用料252円
（税込 277円）
が別途必要となります。
※J:COM TV フレックスを含む長期契約プランの場合、動画配信サービスのNetflixベーシックプランまたはディズニープラスの月額利用料金が含まれます。Netflixをご選択の
場合で、NetflixスタンダードプランやNetflixプレミアムプランへアップグレードをご希望される場合、追加で月額利用料金が必要となります。月額利用料金は
「Netflixスタン
ダードプラン 455円
（税込 500円）
」
、
「Netflixプレミアムプラン 900円
（税込 990円）
」
となります。
※上記月額利用料金には、追加サービスでJ:COM PHONE プラスをご希望された場合のJ:COM PHONE プラス利用料700円
（税込 770円）
を含みます。

・J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガスの
月額利用料金がかかります。
（税込 1,628円）
が別途必要となります。
・J:COM HOMEを追加でご契約される場合は、J:COM HOMEの月額利用料金1,480円
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

● ご契約条件についての追加事項
1.対象サービスすべてを利用される方。
2.一戸建ての場合は２年間、集合住宅の場合は１年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
して利用される方。
＜一戸建て/集合住宅＞4,500円
（税込 4,950円）
契約解除料金が発生いたします。
3.上記の条件を満たさなくなった場合には、
● その他注意事項について追加事項
（J：COM LINK／4K J:COM Box／Smart J:COM Box）
」
もしくは
「J:COM TV スタンダード
1.「J:COM TV スタンダードプラス
」
もしくは
「J:COM TV フレックス
（J:COM LINK）
」
と
「J:COM PHONE
（J：COM LINK／4K J:COM Box／Smart J:COM Box）
プラス
（住宅用）
」
を長期契約プランでご利用のお客さまは、別項
「14.長期契約プラン」
の
「お得プランミニ」
をご確認ください。また、
ご利用にあたってはJ：COM LINKサービス利用料もしくは4K J:COM Boxサービス利用料もしくはSmart J:COM Boxサービス
利用料が別途必要となります。
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認く
2.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
ださい。

12.J：COM LINK／4K J：COM Box／Smart J:COM Box長期契約プラン

①

スマートお得セレクト／スマートお得セレクト ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

NET1G

コース
スマート
お得セレクト

NET320M

コース

＋追加サービス
ー
＋J:COM PHONE
プラス
（住宅用）
ー
＋J:COM PHONE
プラス
（住宅用）

月額利用料金

対象サービス

J:COM TV
セレクト
各コース

J:COM NET
1Gコース
（Wi-Fi機能付）
J:COM NET
320Mコース
＋J:COM Wi-Fi

一戸建て

集合住宅

ー

7,328円
6,185円
（税込 8,060円） （税込 6,803円）

＋J:COM PHONE
プラス
（住宅用）

8,280円
7,328円
（税込 9,108円） （税込 8,060円）

ー

6,828円
5,685円
（税込 7,510円） （税込 6,253円）

＋J:COM PHONE
プラス
（住宅用）

7,780円
6,828円
（税込 8,558円） （税込 7,510円）

※いずれかのサービス提供を解除した日までの期間について、上記月額利用料金を適用いたします。
※ご利用にあたってはセットトップボックスの利用料が別途必要となります。J：COM LINK／4K J:COM Boxご利用の場合は252円
（税込 277円）
またはSmart J:COM Boxご利
用の場合は無料となります。
※
「H:メガパック」
をお申し込みの場合、月額利用料金に追加で200円
（税込 220円）
が必要となります。
※上記月額利用料金には、追加サービスでJ:COM PHONE プラスをご希望された場合のJ:COM PHONE プラス利用料
（以下記載）
を含みます。
＜一戸建て＞：952円
（税込 1,047円）
、
＜集合住宅＞：1,143円
（税込 1,257円）
その他サービス

・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。
（税込 1,628円）
が別途必要となります。
・J:COM HOMEを追加でご契約される場合は、J:COM HOMEの月額利用料金1,480円

長期契約プラン

● ご契約条件について追加事項
対象サービスすべてを利用される方。
1．
2.一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
してご利用される方。
3.上記の条件を満たさなくなった場合には、以下の契約解除料金が発生いたします。
（税込 4,400円）
＜一戸建て/集合住宅＞4,000円

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

● その他注意事項について追加事項
1.「J:COM TV セレクト」のパック変更は、お申し出のあった翌月より1カ月単位でのご契約を承ります。
（J：COM LINK／4K J:COM Box／Smart J:COM Box）
」
と
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
を長期契約
2.「J:COM TV セレクト
の
「お得セレクト PHONEコース」
をご確認ください。また、
ご利用にあたっ
プランでご利用のお客さまは、別項
「14.長期契約プラン」
てはJ：COM LINKサービス利用料もしくは4K J:COM Boxサービス利用料もしくはSmart J:COM Boxサービス利用料が別途
必要となります。
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認くだ
3.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
さい。
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13.Smart TV Box長期契約プラン

①

※Smart TV Boxの新規申込受付は終了しました。

スマートお得プランEX／スマートお得プランEX ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

スマート
お得プランEX1G
スマート
お得プランEX320
スマート
お得プランEX1G
スマート
お得プランEX320

対象サービス

J:COM TV スタンダードプラス
PHONE
コース

J:COM NET 1Gコース
（Wi-Fi機能付）

J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス

J:COM NET 320Mコース
＋ J:COM Wi-Fi

J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス
メガパック
コース

J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス

＋メガパック

J:COM TV スタンダード

月額利用料金

10,728円（税込 11,800円）
J:COM PHONE プラス
（住宅用）

9,728円（税込 10,700円）
10,228円（税込 11,250円）
9,228円（税込 10,150円）

J:COM NET 1Gコース
（Wi-Fi機能付）

10,728円（税込 11,800円）

J:COM NET 320Mコース
＋ J:COM Wi-Fi

10,228円（税込 11,250円）

9,728円（税込 10,700円）
9,228円（税込 10,150円）

※いずれかのサービス提供を解除した日までの期間について、上記月額利用料金を適用いたします。
※上記月額利用料金には、Smart TV Boxサービス利用料452円
（税込 497円）
が別途必要となります。

〈電話サービス用機器設置翌日から
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
開通日までの月額利用料金〉
長期契約プラン

スマート
お得プランEX1G
スマート
お得プランEX320

対象サービス

J:COM TV スタンダードプラス
PHONE
コース

J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード

月額利用料金

J:COM NET 1Gコース
（Wi-Fi機能付）

10,028円（税込 11,030円）

J:COM NET 320Mコース
＋ J:COM Wi-Fi

9,528円（税込 10,480円）

9,028円（税込 9,930円）
8,528円（税込 9,380円）

※電話サービス用機器設置工事から開通までの期間が、弊社が別に定める一定期間を超えてもなお、｢J:COM PHONE プラス
（住宅用）
｣が開通となっていないことで、お客さま
との
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
に関する契約
（お申し込み）
を解除させていただく場合があります。また、解除に伴い、
ご契約内容の変更が必要となります。
※上記月額利用料金には、Smart TV Boxサービス利用料452円
（税込 497円）
が別途必要となります。

・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。
● ご契約条件について追加事項
対象サービスすべてを利用される方。
1．
2. 一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
して利用される方。
＜一戸建て＞20,000円
（税込 22,000円）
、
＜集合住宅＞10,000円
（税込 11,000円）
の契約
3.上記の条件を満たさなくなった場合には、
解除料金が発生いたします。
● その他注意事項について追加事項
本サービスでご提供するTVおよびNETサービス単体でのご契約はできません。
1．
本サービスのメガパックコースをご契約の場合、本サービスのご契約解除後に
「メガパック」
を通常のご契約へ変更し継続される
2．
場合は、変更後の
「メガパック」
は新規加入と同様となり、加入月翌月まで無料、加入月翌々月までのご契約が必要となります。
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認くだ
3.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
さい。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

②

スマートお得セレクトEX／スマートお得セレクトEX ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

NET1G
スマート
お得セレクトEX

月額利用料金

対象サービス

J:COM NET １Gコース
（Wi-Fi機能付）

PHONE
コース

NET320M

J:COM TV セレクト
各コース

NET1G
NET320M

J:COM NET 320Mコース
＋ J:COM Wi-Fi

一戸建て

J:COM PHONE プラス
（住宅用）

集合住宅

8,428円
7,528円
（税込 9,270円） （税込 8,280円）
7,928円
7,028円
（税込 8,720円） （税込 7,730円）

J:COM NET １Gコース
（Wi-Fi機能付）

7,528円
6,428円
（税込 8,280円） （税込 7,070円）

J:COM NET 320Mコース
＋ J:COM Wi-Fi

7,028円
5,928円
（税込 7,730円） （税込 6,520円）

※いずれかのサービス提供を解除した日までの期間について、上記月額利用料金を適用いたします。
※上記月額利用料金には、Smart TV Boxサービス利用料452円
（税込 497円）
が別途必要となります。
※
「H:メガパック」
をお申し込みの場合、月額利用料金に追加で200円
（税込 220円）
が必要となります。

〈電話サービス用機器設置翌日から
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
開通日までの月額利用料金〉
長期契約プラン

スマート
お得セレクトEX

NET1G

対象サービス

PHONE

NET320M

コース

J:COM TV セレクト 各コース

月額利用料金
一戸建て

集合住宅

J:COM NET 1Gコース
（Wi-Fi機能付）

7,728円
6,828円
（税込 8,500円） （税込 7,510円）

J:COM NET 320Mコース
＋ J:COM Wi-Fi

7,228円
6,328円
（税込 7,950円） （税込 6,960円）

※電話サービス用機器設置工事から開通までの期間が、弊社が別に定める一定期間を超えてもなお、
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
が開通となっていないことで、お客さま
との
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
に関する契約
（お申し込み）
を解除させていただく場合があります。また、解除に伴い、
ご契約内容の変更が必要となります。
※上記月額利用料金には、Smart TV Boxサービス利用料452円
（税込 497円）
が別途必要となります。
※
「H:メガパック」
をお申し込みの場合、月額利用料金に追加で200円
（税込 220円）
が必要となります。

・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。

その他サービス

● ご契約条件について追加事項
対象サービスすべてを利用される方。
1．
一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
2．
して利用される方。
上記の条件を満たさなくなった場合には、
＜一戸建て＞15,000円
（税込 16,500円）
、
＜集合住宅＞10,000円
（税込 11,000円）
の契約解
3．
除料金が発生いたします。
● その他注意事項について追加事項
本サービスでご提供するTVおよびNETサービス単体でのご契約はできません。
1．
2.「J:COM TV セレクト」のパック変更は、お申し出のあった翌月より1カ月単位でのご契約を承ります。
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認くだ
3.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
さい。

長期契約プラン

14.長期契約プラン

ブルーレイHDR（長期契約タイプ）／ブルーレイHDR（長期契約タイプ）ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

対象サービス

月額利用料金

（長期契約タイプ）
ブルーレイHDR

ブルーレイHDR

2,500円（税込 2,750円）

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

①

※ブルーレイHDRの
新規申込受付は
終了しました。

※｢ブルーレイHDR｣のご利用には、｢J:COM TV スタンダードプラス｣もしくは｢J:COM TV スタンダード｣もしくは｢J:COM TV コンパクト｣もしくは｢J:COM TV セレクト」
のご契約
が必要です。
※複数台｢ブルーレイHDR｣をご利用いただく場合は、台数分｢J:COM TV スタンダードプラス｣もしくは｢J:COM TV スタンダード｣もしくは｢J:COM TV コンパクト｣もしくは
｢J:COM TV セレクト」
のご契約が必要です。

・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。
● ご契約条件について追加事項
対象サービスを利用される方。
1．
一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続して利用される方。
2．
上記の条件を満たさなくなった場合においても、契約解除料金は発生いたしません。
3．
● ご契約期間について追加事項

1.複数台｢ブルーレイHDR｣をご利用の場合は、最初にサービス開始を行った機器のサービス開始日を優先いたします。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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● 契約解除料金について追加事項

1.｢J:COM TV スタンダードプラス｣もしくは｢J:COM TV スタンダード｣もしくは｢J:COM TV コンパクト｣もしくは｢J:COM TV セレ
クト」
のみを解除することはできません。

2.複数台ご利用の場合で、2台目以降を解約される場合、契約解除料金は発生いたしません。
● その他注意事項について追加事項
．お得プラン」
、｢お得セレクト」
と同時に本サービスをご契約いただく場合は、本サービスの契約期間、および契約解除料金の適用は
1「
免除となります
（｢J:COM TV スタンダードプラス｣もしくは｢J:COM TV スタンダード｣の2台目以降に｢J:COM TV セレクト」
を契約

される場合を除く）
。ただし、
「お得プラン」
、｢お得セレクト」
のご契約が終了となり、
かつ本サービスのご契約を継続される場合は、新た
に本サービスの契約期間および契約解除料金が適用されます。

｢J:COM TV スタンダードプラス｣もしくは｢J:COM TV スタンダード｣もしくは｢J:COM TV コンパクト｣もしくは｢J:COM TV セ
2．
レクト」
と本サービスをご契約いただくと、日割り番組表の付いた『ジェイコム マガジン』が1冊無料で提供されます。ただし、本サー
ビスを解約され、｢J:COM TV スタンダードプラス｣もしくは｢J:COM TV スタンダード｣もしくは｢J:COM TV コンパクト｣もしくは
｢J:COM TV セレクト」
のみご利用いただく場合は、有料での提供となります。
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認くだ
3.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
さい。

②

お得プラン／お得プラン ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン
お得プラン320
お得プラン120
お得プラン40

対象サービス

J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード

月額利用料金

10,228円（税込 11,250円）

J:COM NET 320Mコース
J:COM NET 120Mコース

9,228円（税込 10,150円）
J:COM PHONE プラス
（住宅用）

9,561円（税込 10,517円）
8,561円（税込 9,417円）
8,704円（税込 9,574円）

J:COM NET 40Mコース

7,704円（税込 8,474円）

※いずれかのサービス提供を解除した日までの期間について、上記月額利用料金を適用いたします。

〈電話サービス用機器設置翌日から
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
開通日までの月額利用料金〉
長期契約プラン
お得プラン320
お得プラン120
お得プラン40

対象サービス

J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード
J:COM TV スタンダードプラス
J:COM TV スタンダード

J:COM NET 320Mコース
J:COM NET 120Mコース
J:COM NET 40Mコース

月額利用料金

9,528円（税込 10,480円）
8,528円（税込 9,380円）
8,861円（税込 9,747円）
7,861円（税込 8,647円）
8,004円（税込 8,804円）
7,004円（税込 7,704円）

※電話サービス用機器設置工事から開通までの期間が、弊社が別に定める一定期間を超えてもなお、｢J:COM PHONE プラス
（住宅用）
｣が開通となっていないことで、お客さま
との
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
に関する契約
（お申し込み）
を解除させていただいた場合も、
現在お客さまに適用させていただいております本サービスの
「J:COM PHONE
プラス
（住宅用）
」
を除くパッケージ料金が解除となり、基本料金の適用となります。

・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。
● ご契約条件について追加事項
対象サービスすべてを利用される方。
1．
一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
2．
して利用される方。

上記の条件を満たさなくなった場合には、8,500円
（税込 9,350円）
の契約解除料金が発生いたします。
3．
本サービスのご契約につきましては、1契約ごとにTV1台、NET1回線、PHONE1回線限りとなります。
4．
● その他注意事項について追加事項
｢お得プラン320＋｣もしくは｢お得プラン320｣を契約される場合、
オプションサービスの｢J：COM Wi-Fi（
｣ 月額500円
（税込 550円）
）
1．
を、月額190円
（税込 209円）
でご利用いただけます。
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認くだ
2.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
さい。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

③

お得プランミニ／お得プランミニ ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

月額利用料金

対象サービス

J:COM TV スタンダードプラス
お得プランミニ

J:COM TV スタンダード

6,160円（税込 6,776円）
（住宅用）
J:COM PHONE プラス

J:COM TV フレックス

5,160円（税込 5,676円）

※いずれかのサービス提供を解除した日までの期間について、上記月額利用料金を適用いたします。
※J:COM TV フレックスを含む長期契約プランの場合、
動画配信サービスのNetflixベーシックプランまたはディズニープラスの月額利用料金が含まれます。Netflixをご選択の場合で、
「Netflixスタンダードプラン 455円
NetflixスタンダードプランやNetflixプレミアムプランへアップグレードをご希望される場合、追加で月額利用料金が必要となります。月額利用料金は
（税込 500円）
」
「
、Netflixプレミアムプラン 900円
（税込 990円）
」
となります。

〈電話サービス用機器設置翌日から
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
開通日までの月額利用料金〉
長期契約プラン

対象サービス

J:COM TV スタンダードプラス
お得プランミニ

J:COM TV スタンダード
J:COM TV フレックス

月額利用料金

5,460円（税込 6,006円）
4,460円（税込 4,906円）

※電話サービス用機器設置工事から開通までの期間が、弊社が別に定める一定期間を超えてもなお、｢J:COM PHONE プラス
（住宅用）
｣が開通となっていないことで、お客さま
との
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
に関する契約
（お申し込み）
を解除させていただいた場合も、
現在お客さまに適用させていただいております本サービスの
「J:COM PHONE
プラス
（住宅用）
」
を除くパッケージ料金が解除となり、基本料金の適用となります。

・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。
● ご契約条件について追加事項
対象サービスすべてを利用される方。
1．
一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
2．
して利用される方。

上記の条件を満たさなくなった場合には、
＜一戸建て/集合住宅＞1,000円
（税込 1,100円）
の契約解除料金が発生いたします。
3．
本サービスのご契約につきましては、1契約ごとにTV1台、PHONE1回線限りとなります。
4．
● J:COM NETのご契約について
「お得プランミニ」
のサービス開始日の翌日以降、
「J:COM NET 320Mコース」
「
、J:COM NET 120M
1.「お得プランミニ＋」もしくは、
コース」
「
、J:COM NET 40Mコース」
をご利用いただく場合は、以下の月額利用料金にてご提供いたします。
※
「J:COM NET 120Mコース」
「
、J:COM NET 40Mコース」
は既に新規受付を終了しております。
サービス内容

月額利用料金

5,800円（税込 6,380円）

J:COM NET 120Mコース

5,300円（税込 5,830円）

J:COM NET 40Mコース

3,780円（税込 4,158円）

その他サービス

J:COM NET 320Mコース

※｢J:COM PHONE プラス
（住宅用）
｣の開通がされていない場合においても、同上の月額利用料金となります。

長期契約プラン

● その他注意事項について追加事項
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認くだ
1.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
さい。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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④

お得セレクト／お得セレクト ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン
お得セレクト

PHONEコース

対象サービス

J:COM TV セレクト 各コース

（住宅用）
J:COM PHONE プラス

月額利用料金
一戸建て

集合住宅

3,018円（税込 3,319円）

3,018円（税込 3,319円）

※｢J:COM TV セレクト｣は、｢お得セレクト」
サービスに限り提供させていただくサービスであり、単体でのサービス提供は行っておりません
（既に
「J:COM TV スタンダードプラス」
もしくは
「J:COM TV スタンダード」
にご加入の方で、2台目以降に
「J:COM TV セレクト｣を契約される場合を除く）
。
※
「H:メガパック」
をお申し込みの場合、月額利用料金に追加で200円
（税込 220円）
が必要となります。

〈電話サービス用機器設置翌日から
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
開通日までの月額利用料金〉
長期契約プラン
お得セレクト

PHONEコース

対象サービス

J:COM TV セレクト 各コース

（住宅用）
J:COM PHONE プラス

月額利用料金
一戸建て

2,318円（税込 2,549円）

集合住宅

2,318円（税込 2,549円）

※電話サービス用機器設置工事から開通までの期間が、弊社が別に定める一定期間を超えてもなお、
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
が開通となっていないことで、お客さま
との
「J:COM PHONE プラス
（住宅用）
」
に関する契約
（お申し込み）
を解除させていただく場合があります。また、解除に伴い、
ご契約内容の変更が必要となります。
※
「H:メガパック」
をお申し込みの場合、月額利用料金に追加で200円
（税込 220円）
が必要となります。

・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。
● ご契約条件についての追加事項
1.対象サービスすべてを利用される方。
2.一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
して利用される方。
＜一戸建て/集合住宅＞1,000円
（税込 1,100円）
の契約解除料金が発生いたします。
3.上記の条件を満たさなくなった場合には、
4.本サービスのご契約につきましては、1契約ごとにTV1台、NET1回線、PHONE1回線限りとなります。
● その他注意事項について追加事項
1.｢J:COM TV セレクト｣のパック変更は、お申し出のあった翌月より1カ月単位でのご契約を承ります。
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認く
2.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
ださい。
3.「お得セレクト PHONEコース」以外のプランは2022年7月1日以降新規受付を停止。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

⑤

ジェイコムマガジン無料パック／ジェイコムマガジン無料パック ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
対象サービス

月額利用料金

J:COM TV スタンダードプラス ＋ ジェイコム マガジン

6,160円（税込 6,776円）

長期契約プラン

ジェイコムマガジン無料パック

J:COM TV スタンダード ＋ ジェイコム マガジン
J:COM TV フレックス ＋ ジェイコム マガジン
J:COM TV コンパクト ＋ ジェイコム マガジン

5,160円（税込 5,676円）
4,360円（税込 4,796円）

※J:COM TV フレックスを含む長期契約プランの場合、
動画配信サービスのNetflixベーシックプランまたはディズニープラスの月額利用料金が含まれます。Netflixをご選択の場合で、
「Netflixスタンダードプラン 455円
NetflixスタンダードプランやNetflixプレミアムプランへアップグレードをご希望される場合、追加で月額利用料金が必要となります。月額利用料金は
（税込 500円）
」
「
、Netflixプレミアムプラン 900円
（税込 990円）
」
となります。

日割り番組表の付いた『ジェイコム マガジン』が1冊無料で提供されます。
1．
・ J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中の場合、J:COM ガスを含まない長期契約プランの月額利用料金に加えて、J:COM ガス
の月額利用料金がかかります。
● ご契約条件について追加事項
対象サービスを利用される方。
1．
一戸建ての場合は2年間、集合住宅の場合は1年間、同一名義にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続して利用
2．
される方。
上記の条件を満たさなくなった場合には、
〈一戸建て〉2,000円
（税込 2,200円）
、
〈集合住宅〉1,000円
（税込 1,100円）
の契約解除料
3．
金が発生いたします。
本サービスのご契約につきましては、1世帯ごとに日割り番組表の付いた『ジェイコム マガジン』1冊限りとなります。
4．
2冊目以降200円（税込 220円）／冊でご利用いただけます。
● その他注意事項について追加事項
1．
J：COM TVを含む長期契約プランとの併用はできません。
既に上記対象サービスに加入されている方が
「ジェイコムマガジン無料パック」
にお申し込みいただく場合、工事費はかかりません。
2．
に記載の
「●ガスセットを含む長期契約プランについて」
をご確認くだ
3.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」
さい。

⑥ J:COM MOBILE Aプラン スマホセット（長期タイプ）

※新規申込受付は
終了しました。

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

月額利用料金

（長期タイプ）
J:COM MOBILE Aプラン スマホセット 20GB（音声＋データ）

4,980円（税込 5,478円）

（長期タイプ）
J:COM MOBILE Aプラン スマホセット 10GB（音声＋データ）

3,980円（税込 4,378円）

（長期タイプ）
J:COM MOBILE Aプラン スマホセット 5GB（音声＋データ）

2,980円（税込 3,278円）
その他サービス

● ご契約条件について追加事項

1.2年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除せずに継続して利用される方。
（税込 9,350円）
の契約解除料金が発生いたします。
2.上記の条件を満たさなくなった場合には、ご契約世帯毎に8,500円
※複数台ご利用の場合で、2台目以降を解約される場合、契約解除料金は発生いたしません。

長期契約プラン

● その他注意事項について追加事項

1.商品代金は別途かかります。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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⑦ J:COM MOBILE Aプラン スマホセット Lite（長期タイプ）

※新規申込受付は
終了しました。

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

月額利用料金

）音声＋データ）
（長期タイプ）
J:COM MOBILE Aプラン スマホセット Lite（1GB（

980円（税込 1,078円）

● ご契約条件について追加事項
1.2年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除せずに継続して利用される方。
（税込 5,280円）
の契約解除料金が発生いたします。
2.上記の条件を満たさなくなった場合には、ご契約世帯毎に4,800円
※複数台ご利用の場合で、2台目以降を解約される場合、契約解除料金は発生いたしません。

● その他注意事項について追加事項
1.商品代金は別途かかります。

⑧

お得NET／お得NET ガスセット

● 対象サービスと月額利用料金について
長期契約プラン

＋追加サービス

J:COM NET
＋TV再放送サービス
1Gコース
＋J:COM PHONE プラス
（住宅用） （Wi-Fi機能付）
＋TV再放送サービス・J:COM PHONE プラス（住宅用）
ー

＋TV再放送サービス
お得NET
320Mコース ＋J:COM PHONE プラス（住宅用）
＋TV再放送サービス・J:COM PHONE プラス（住宅用）

J:COM NET
320Mコース
＋J:COM Wi-Fi

一戸建て

集合住宅

ー

4,980円（税込 5,478円）

4,780円（税込 5,258円）

TV再放送サービス

ー

5,600円（税込 6,160円）

5,400円（税込 5,940円）

ー

J:COM PHONE

6,080円（税込 6,688円）

5,880円（税込 6,468円）

ー

お得NET
1Gコース

月額利用料金

対象サービス
ー

TV再放送サービス

プラス
（住宅用）

6,300円（税込 6,930円）

6,100円（税込 6,710円）

ー

ー

4,480円（税込 4,928円）

4,280円（税込 4,708円）

TV再放送サービス

ー

5,100円（税込 5,610円）

4,900円（税込 5,390円）

ー

J:COM PHONE

5,580円（税込 6,138円）

5,380円（税込 5,918円）

5,800円（税込 6,380円）

5,600円（税込 6,160円）

TV再放送サービス

プラス
（住宅用）

※上記月額利用料金には、追加サービスでTV再放送サービスをご希望された場合は、TV再放送サービスの667円
（税込 733円）
を含みます。また、追加サービスでJ:COM PHONE
プラスをご希望された場合は、J:COM PHONE プラスの1,230円
（税込 1,353円）
を含みます。

・J:COM HOMEを追加でご契約される場合は、J:COM HOMEの月額利用料金1,480円
（税込 1,628円）
が別途必要となります。
● ご契約条件についての追加事項
1.J:COM NET 1Gコース／J:COM NET 320Mコースいずれかをご利用される方。
2.一戸建ての場合は２年間、集合住宅の場合は１年間、同一名義、同一回線にて、本サービスを契約解除、利用の一時中断をせずに継続
して利用される方。
3.上記の条件を満たさなくなった場合には、3,500円（税込 3,850円）の契約解除料金が発生いたします。
4.本サービスのご契約につきましては、1契約ごとにNET1回線限りとなります。
● その他注意事項について追加事項
1.ガスセットをご契約の場合は、別項「10.各長期契約プラン共通」に記載の「●ガスセットを含む長期契約プランについて」をご確認ください。
●「TV再放送サービス」
もしくは
「J:COM PHONE プラス」
のご契約について
「TV再放送サービス」もしくは「J:COM PHONE プラス」をご利用いただく場合は、以下の月額利用料金でご提供いたします。
1.「お得NET」サービス開始日の翌日以降、
サービス内容

月額利用料金

TV再放送サービス

667円（税込 733円）

（住宅用）
J:COM PHONE プラス
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1,230円（税込 1,353円）

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

15.J：COM LINK／4K J:COM Boxでのご契約にあたっての注意事項

● サービス利用料について

1． J：COM LINK／4K J:COM Boxのご利用には、サービス利用料月額362円（税込 398円）がかかります。

※別途ご契約いただいております、各J:COMサービスの月額利用料とあわせてのご請求となります。
※J：COM LINKサービス利用料もしくは4K J:COM Boxサービス利用料は、
ご契約内容などによって月額252円
（税込 277円）
となる場合がございます。

● J：COM LINK／4K J:COM Boxと通信機器との接続について

【J：COM LINK／4K J:COM Box共通】
1. J：COM LINK／4K J:COM Boxとインターネットサービス用通信機器は、原則、有線LANにて接続いたします。また、DLNA対応録画
機器との接続についても、同様に有線LANにて接続することを推奨いたします。
【J:COM LINK】
1. J:COM LINKとインターネット用通信機器、およびDLNA対応録画機器を無線LANにて接続することも可能ですが、その場合以下の
影響が想定されます。あらかじめご了承ください。
・録画が不安定となり、正常に録画の開始ができない場合やテレビの映像が乱れ、録画が途中で終了となる場合があります。
・録画機器およびタブレット端末等での視聴時、映像・音声が途切れ、視聴が不安定となる場合があります。
※スマートフォン・タブレット端末等での視聴はご利用環境・回線の状況等により、
ご利用いただけないことがございます。
（DLNA接続）
には対応しておりません。
※4K放送のLAN録画

・ご契約内容を変更される場合、変更内容によってネットワーク接続方法の変更が必要な場合があります。その場合、別途工事が必要
になります。
2. 以下の場合、双方向通信機能をご利用いただけません。
・インターネット用通信機器との接続状態や通信機器に不具合がある場合。
・J:COM NETを解約してから、弊社作業員によるJ:COM LINKの設定変更を行うまでの期間。
【4K J:COM Box】
1. 4K J:COM Boxとインターネット用通信機器、およびDLNA対応録画機器を無線LANにて接続することも可能ですが、その場合以下
の影響が想定されます。あらかじめご了承ください。
・録画が不安定となり、正常に録画の開始ができない場合やテレビの映像が乱れ、録画が途中で終了となる場合があります。
・録画機器およびタブレット端末等での視聴時、映像・音声が途切れ、視聴が不安定となる場合があります。
※タブレット端末等での視聴はご利用環境・回線の状況等により、
ご利用いただけないことがございます。
（DLNA接続）
には対応しておりません。
※4K放送のLAN録画

● 録画について

1. 4K放送に関しては、J：COM LINKは標準録画、4K J:COM BoxはDR録画のみ可能となります。

● 弊社を除く第三者が提供するサービスについて

1． J：COM LINK／4K J:COM Boxで利用できるサービスには、弊社以外の第三者が提供するサービスが含まれています。
2． 弊社は、第三者が提供するサービスがJ：COM LINK／4K J:COM Boxで正常に動作することを保証しておりません。
3． 弊社は、J：COM LINK／4K J:COM Boxにおいて、第三者が提供するサービスが利用できなくなった場合においても、その責任を負いません。

● 一部機能・サービスのご提供可否について

その他サービス

【J:COM LINK】
1. 以下の場合、一部機能・サービスをご利用いただけません。
・J:COM NETをご契約されていない場合。 ・通信速度が120M未満のJ:COM NETをご契約されている場合。
・上記以外で宅内の通信機器との接続環境に問題がある場合。

● アプリケーションについて

長期契約プラン

【J:COM LINK】
（Gmailアドレス）
が必要となり
1. 弊社が提供するアプリの利用、Google Playからアプリをダウンロードする場合は、Googleアカウント
ます。Googleアカウントを新たに取得する場合は、以下の規約に同意していただきます。
・Googleのプライバシーポリシー
・Google Playの利用規約
・Googleの利用規約
※Google、Google PlayはGoogle LLCの商標です。 ※既にお持ちのGoogleアカウントを設定することも可能です。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

を無償でご利用いただけます。
2． J:COM LINKのご利用にあたり、以下の不正アプリ対策機能（ファイルアンチウイルス）
・J:COM LINK
（XA401）
の場合：
トレンドマイクロ社が提供する
「ウイルスバスター for au」
・J:COM LINK
（XA402）
の場合：マカフィー社が提供する
「マカフィーセキュリティ for TV」
ご利用にあたり
「ウイルスバスター for au」
または
「マカフィーセキュリティ for TV」の使用許諾にご同意いただきます。あらかじめご確認ください。
3. アプリケーションはGoogle Playからインストールできます。インストールにはGoogleアカウントが必要です。
4. J:COM LINKでのアプリケーションのご利用は、各アプリケーションの利用規約にあらかじめご同意いただいた上で、ご利用ください。
※アプリには有償のものがあります。
※アプリによっては動作しない場合があります。また、予告なく内容の変更や、配信が停止／終了する場合があります。

5. お客さまがダウンロードされたアプリケーションの内容については、お客さまサポートを行うことを目的に、弊社にて履歴管理いたします。
6. J:COM LINKの機器交換を行う場合、お客さまにてインストールされたアプリケーションは、ご自身で再度インストールしていただく
必要がございます。その際アプリケーションのデータは引き継ぎできない場合がございます。

● その他

【J：COM LINK／4K J:COM Box】
1． 4K放送をご覧になるにはJ：COM LINKもしくは4K J:COM Boxのご利用とHDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要です。
2． J：COM LINK／4K J:COM Boxでは、ペイ・パー・ビュー（PPV）※はご利用いただけません。
※港・新宿局、川口・戸田局、東上・川越局の川越エリア、草加局、越谷・春日部局、埼玉県央局、八王子・日野局、板橋・北局の東京北エリア、YY船橋習志野局の船橋習志野エリア、東葛・葛飾局、多摩局、
千葉セントラル局、南横浜局、武蔵野・三鷹局、大田局、市川・浦安局の市川エリア、西湘局の小田原エリア、杉並・中野局の中野エリア、湘南・鎌倉局の鎌倉エリア、熊谷・深谷局ではご提供しておりません。

3． J：COM LINK／4K J:COM Boxは、アナログ端子との接続には対応していないため、カラオケマイクのご利用はできません。
【J：COM LINK】
Ｊ:COM LINKと連携して利用する一部機能をご利用いただけない場合がございます。
1. スマートフォン・タブレット端末によっては、
2． J:COM LINKでは、チャンネルが切り替わる際の数秒間に、弊社からのご案内や地域情報、企業コマーシャルなどのお知らせを表示し
ます。時間帯やご視聴されるチャンネルにより、表示される場合と表示されない場合がございます。なお、J:COM LINKのアプリ内で
チャンネル切替時のお知らせを非表示にする設定変更が可能です。また、本機能により機器の動作が遅延することや番組のご視聴に
影響することはございません。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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16.Smart J:COM Boxでのご契約にあたっての注意事項

● サービス利用料について

1． Smart J:COM Boxのご利用には、サービス利用料月額300円（税込 330円）がかかります。
※別途ご契約いただいております、各J:COMサービスの月額利用料とあわせてのご請求となります。
ご契約内容などによって無料となる場合がございます。
※Smart J:COM Boxサービス利用料は、

● Smart J:COM Boxと通信機器との接続について

1. Smart J:COM Boxとインターネットサービス用通信機器は、原則、有線LANにて接続をいたします。また、DLNA対応録画機器との
接続についても、同様に有線LANにて接続することを推奨いたします。
2. Smart J:COM Boxとインターネットサービス用通信機器、およびDLNA対応録画機器を無線LANにて接続することも可能ですが、
その場合以下の影響が想定されます。あらかじめご了承ください。
テレビの映像が乱れ、録画が途中で終了となる場合があります。
・録画が不安定となり、正常に録画の開始ができない場合や、
・録画機器およびタブレット端末等での視聴時、映像・音声が途切れ、視聴が不安定となる場合があります。
※タブレット端末等での視聴はご利用環境・回線の状況等により、
ご利用いただけないことがございます。

● 弊社を除く第三者が提供するサービスについて

1． Smart J:COM Boxで利用できるサービスには、弊社以外の第三者が提供するサービスが含まれています。
2． 弊社は、第三者が提供するサービスがSmart J:COM Boxで正常に動作することを保証しておりません。
3． 弊社は、Smart J:COM Boxにおいて、第三者が提供するサービスが利用できなくなった場合においても、その責任は負いません。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

17.個人情報の取り扱いについて

その他サービス

【J:COMメッシュWi-Fi／高機能Wi-Fi】
１. 弊社は、本サービスの提供にあたり取得するご契約者さまに関連する個人情報
（デバイス情報やCookieによる取得等を含みます。）
について、弊社プライバシーポリシーおよび本条に基づき適切に取り扱います。
2. 弊社は、本サービスを提供するにあたり、次の各号で取得した利用者の個人情報を弊社の委託先であるSCSK株式会社との間に定めた
「売買基本契約書、
覚書、
の個人情報の取り扱いに関する契約内容に基づき、
Plume Adaptive Wi-Fi 保守サポート契約」
Plume Design,
（Wi-Fiのプラットフォーム事業者）
に対して提供いたします。また副処理者としてPlume Design, Inc.からAWS,Amazon.com,Inc.
Inc.
（クラウドソフトウエアサービス事業者）
に対して提供します。その場合、弊社の伝送システムを利用して安全に配慮いたします。
SCSK株式会社以外に個人情報の取り扱いを委託する場合には、本サービスを提供する目的の範囲内で、弊社の責任で適切な委託
先を選定し、個人情報の取り扱いに関する契約を締結した上で委託いたします。
ユーザーアカウント、
ブラウザータイプ
（IE、Chromeなど）
、
ドメインおよびIPアドレス
（ 1）
（2）
位置データ、機器データおよび利用状況データ
トラフィック情報および障害情報
（ 3）
デバイス情報
（ 4）
（弊社が当該情報等を個人が識別することができない方
3. 弊社は、項番２で取得した利用者の個人情報を、以下の目的で利用すること
法により統計データとして利用する場合を含みます。）
ができるものとします。
（１）
本サービスの利用状況、利用環境等に関する調査の実施、その他市場調査、データ分析、マーケティング活動等に利用するため
（２）
本サービスの改善および品質向上のため
（３）
本サービスおよびこれに付随して弊社が主体となって提供する新サービスの開発のため
（４）
その他弊社プライバシーポリシーで定める目的のため
【J:COM 電力】
1. 弊社は、お客さまよりお預かりした個人情報、および供給（受電）地点に関する情報（供給（受電）地点特定番号、供給方式、検針日、契約
状態等）
を、接続供給切替手続きのために、電力広域的運営推進機関および地域電力会社、他の小売電気事業者との間で共同で利用
することがございます。
2. 弊社は、J:COM 電力の運用・保守などのため、お客さまよりお預かりした個人情報、および供給（受電）地点に関する情報の一部を委託
先に開示いたします。
3. 弊社は、J:COM 電力の保守、サポート、アフターサービス、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上のため、また、当グルー
プの商品・サービスの販売および販売促進のため、お客さまのJ:COM 電力の認証情報、毎時利用電力量、電力利用頻度、電力利用時
間帯、利用履歴に関する情報を収集し、生年月日、契約内容、住所に関する内容を突き合わせて利用することがございます。
【J:COM ガス】
1. 弊社は、お客さまよりお預かりした個人情報、およびガス供給に関する情報（ガス供給地点特定番号、ガス使用名義、ガス使用場所、契
約種別、検針日、契約状態等）
を、
ガス供給切替手続きのために、東京ガス、京葉ガス、一般ガス導管事業者、および他の小売ガス事業
者との間で、共同で利用することがあります。
2. 弊社は、J:COM ガスサービスの運用・保守などのため、お客さまよりお預かりした個人情報、ガス供給に関する情報、およびメーター
ガス栓位置情報に関する情報の一部を委託先に開示いたします。
3. 弊社は、J:COM ガスサービスの保守、サポート、アフターサービス、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上のため、また、
当グループの商品・サービスの販売および販売促進のため、お客さまのJ:COM ガスサービスの認証情報、毎時利用ガス量、
ガス利用
頻度、
ガス利用時間帯、利用履歴に関する情報を収集し、生年月日、契約内容、住所に関する内容を突き合わせて利用することがござ
います。
4. 弊社は、お客さまに有益と思われる各種商品やキャンペーン情報のご提供のために、東京ガスとお客さまの個人情報を共同で利用し
ます。その場合、弊社および東京ガスは、プライバシーポリシーおよび両者間の契約内容に従い、その情報を適切に管理します。
【J:COM MOBILE】
●個人情報の第三者提供および利用について
1. J:COM MOBILEをご契約いただいたお客さまにつきましては、料金未納を防ぐことを目的として、携帯電話事業者（PHS事業者を含
（広帯域移動無線アクセス）
サービス事業者と、契約終了後においても料金未払いのあるお客さまの個人情報
（氏
みます）
およびBWA
名、住所、電話番号、生年月日、性別、支払状況）
を交換いたします。
2. 交換の際、弊社は個人情報を暗号化し、携帯電話事業者およびBWA（広帯域移動無線アクセス）サービス事業者の情報交換対応者を
限定したセキュアな交換方法を利用し、安全に配慮して提供いたします。
3. 弊社は料金未納を防ぐことを目的として、携帯電話事業者およびBWA（広帯域移動無線アクセス）サービス事業者から受領したお客
さまの個人情報に基づき、契約申込受付時に加入審査を実施いたします。その結果、料金未払いの状況によってはお申込みをお受け
できないことがあります。
【J:COM HOME】
は、弊社が公表するプラ
1. J:COM HOMEの提供にあたり取得する利用者に関連する個人情報（デバイス情報やCookieによる取得など）
に基づき適切に取り扱います。
イバシーポリシー及び
「J:COM HOMEアプリプライバシーポリシー」
【J:COM まとめ請求】
1. 弊社は、お客さまのJ:COM まとめ請求お申し込みにあたり取得するお客さまの個人情報をJ:COM まとめ請求の受け付け、提供およ
びお客さまのお支払いに係る業務のため、利用いたします。
2. 弊社は、個人情報を上記利用目的の範囲内で外部事業者に委託することがあります。
3. 弊社は、J:COM料金とau携帯利用料の請求を弊社からの請求にまとめる際、KDDIおよび沖縄セルラー電話において本サービスの
提供条件への適合確認を行うために必要なご契約者の氏名もしくは名称、住所、au携帯電話番号およびそのau携帯電話ご契約者名
を専用回線によるデータ転送によってKDDIおよび沖縄セルラー電話へ委託いたします。なお、上記の個人情報の委託については、弊
社、KDDI、沖縄セルラー電話にて、情報の取り扱いに係る契約を締結しています。また、サービス適用手続きのためKDDIまたは沖縄
セルラー電話よりau携帯電話番号へご連絡することがあります。
4. 弊社は、お客さまのJ:COM まとめ請求のお申し込みにあたり必須記入欄にご記入がない場合にはJ:COM まとめ請求の提供をしな
いことがあります。個人情報の開示・訂正または削除などについてはJ:COMカスタマーセンターへお問い合わせください。

長期契約プラン
J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box
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【J：COM LINK、4K J:COM Box、Smart J:COM Box、Smart TV Box】
1. 弊社は、J：COM LINK／Smart TV Boxの設置工事や運用・保守などのため、お客さま情報の一部を委託先に開示いたします。
2. 弊社は、J：COM LINK／Smart TV Box上で利用されたアプリケーションに関するお問い合わせ等の対応のために、本サービス利
（お名前・ご住所・ご
用にあたり払い出されたau IDを設定したJ：COM LINK／Smart TV Boxの機器情報およびお客さま情報の一部
契約者さま名・お電話番号・暗証番号）
をKDDI株式会社に開示いたします。
3. 弊社は、保守やサポート、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上のため、また、当グループやアプリ提供会社の商品・サー
ビスの販売および販売促進、お勧め情報の表示をするため、また、プロモーション活動等に活用するため、お客さまの同意に基づき
J：COM LINK、4K J:COM Box、Smart J:COM Box、Smart TV Box、タブレット端末でのご視聴、ご使用に関する情報、およびそれらの
機器を接続するテレビ受像機等の情報を収集し、
利用することがございます。なお、
サービスの利用開始時に、
J：COM LINK、4K J:COM
Box、Smart J:COM Box、Smart TV Boxについてはメニューより同意しない設定とすることも可能で、またいつでもその設定を変更で
きます。
4. 弊社作業員がJ：COM LINK、4K J:COM Box、Smart J:COM Box、Smart TV Box、タブレット端末の設置および設定を行う際、画
面上での各種利用規約のご同意・お客さま情報を、お客さまの代理で入力させていただきます。あらかじめご了承ください。
【J:COM TV フレックス】
1． 弊社は、利用者の個人情報（氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、メールアドレス等の情報）を、弊社プライバシーポリシーおよび本
条に基づき適切に取り扱います。
2． 弊社は、利用者の個人情報等をJ:COM TV フレックスの提供、運営、料金の請求および品質向上、マーケティング分析ならびに利用者に
とって有益と考える情報
（弊社が提供する商品もしくはサービスに関する情報広告を含みます。）
の選定および配信の目的に利用します。
（メールアドレス等）
に関する
3． 弊社は、J:COM TV フレックスのご提供やお客さまサポートの目的で、お客さま番号とNetflixアカウント
情報をNetflix 合同会社に第三者提供いたします。
4． 弊社は個人情報を暗号化し、Netflix 合同会社の情報交換対応者を限定したセキュアな交換方法を利用し、安全に配慮して提供します。
５. 弊社は、利用者の加入者番号および契約に関する情報を契約者サポート、契約者への通知および本件サービスを提供する目的のため、
利用者に代わってディズニー社および米国法人である The Walt Disney Company に第三者提供いたします。
6. The Walt Disney Company は、個人情報の保護に際し、OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。
その詳細は、The Walt Disney Company のプライバシーポリシーをご覧ください。また、The Walt Disney Company が所在する
米国には、一部の州を除いて包括的な個人情報保護法令は存在しませんが、米国はAPECのCBPR システムに加盟しているため、個人
情報の保護について概ね我が国と同等の保護が期待できると考えられています。また、当社が適切かつ合理的と考える方法で調査し
た限り、利用者の皆様の権利や利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は見当たっておりません。
【The Walt Disney Company プライバシーポリシー：https://www.disneyplus.com/ja-jp/legal/プライバシーポリシー】
ジェイコムグループ ケーブルテレビ事業各社
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個人情報保護管理者

人事・管理統括部長／各局局長／管理部長

18.長期契約プランの契約期間・契約解除料金について
1.2022年7月1日以降にお申し込みされた場合は、以下表に記載の契約解除料金となります。
（2022年6月30日までにお申し込みされた場合は、長期契約プランご加入時にお渡しの重要事項説明書記載の契約解除料金となりま
すので、
ご了承ください。）

※HOMEセット、
ガス・HOMEセットは新規受付を終了しております。

長期契約プラン名
スマートお得プラン TV+NETコース各種セット
スマートお得セレクト TV+NET各種セット
お得セレクト TV+PHONE各種セット
お得NET各種セット
お得プランミニ各種セット

J:COM In My Room 特別プラン各種セット
J:COM In My Room スマートお得プラン TV+NET各種セット
J:COM In My Room スマートお得プラン TV+PHONE各種セット
J:COM In My Room NETパック各種セット
J:COM In My Room TV セレクト各種セット

お得プランミニ
（特別割引）
各種セット

お得NET
（特別割引）
、お得NET
（UR物件向け特別割引）
各種セット

スマートお得プラン
（特別割引）
、スマートお得プラン
（UR物件向け特別割引）
各種セット

スマートセレクト
（UR物件向け特別割引）
各種セット

J:COM TV（特別割引）各種セット

お得プランコンパクト
（特別割引）
各種セット

新築一戸建てインターネットWi-Fiプラン各種セット

新築一戸建てスマートお得プラン各種セット

（長期契約タイプ）
各種セット
ブルーレイHDR

契約期間

2年（一戸建て）
1年（集合住宅）
2年（一戸建て）
1年（集合住宅）
2年（一戸建て）
1年（集合住宅）
2年（一戸建て）
1年（集合住宅）
2年（一戸建て）
1年（集合住宅）
2年
1年
1年
1年
1年
2年
2年
2年
2年
2年
2年
2年
2年
2年（一戸建て）
1年（集合住宅）

契約解除料金

4,500円（税込 4,950円）
4,000円（税込 4,400円）
1,000円（税込 1,100円）
3,500円（税込 3,850円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
4,500円（税込 4,950円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
1,000円（税込 1,100円）
3,000円（税込 3,300円）
3,000円（税込 3,300円）
0円（税込 0円）

※一部エリアによっては提供していないサービスがございます。
オーナー／管理会社さまとJ:COMの集合住宅一括契約のプランに基づき、お客さまに提供されるサービスです。
※J:COM In My Roomのサービスは、
※特別割引のサービスは、
オーナー／管理会社／管理組合さまとJ:COMサービス提供に関する覚書・規約に基づき、お客さまに提供されるサービスです。
※長期契約プラン名の一覧については、
ジェイコムグループ各社の加入契約約款をご確認ください。

その他サービス
長期契約プラン
J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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19.工事費・撤去費・手数料など
■ 基本工事費
（お客さまご自身が作業を行う場合は機器配送手数料になります。）
【弊社作業員が作業を行う場合】
内容

料金
一戸建て

一括
： 43,200円
（税込 47,520円）
分割24回＊1 ： 1,800円
（税込 1,980円）
／月
分割36回＊2 ： 1,200円
（税込 1,320円）
／月

集合住宅

一括
： 16,800円
（税込 18,480円）
分割12回＊3 ： 1,400円
（税込 1,540円）
／月
分割24回＊4 ： 700円
（税込 770円）
／月

J:COMサービス新規加入の場合

5,000円（税込 5,500円）

既にいずれかのJ:COMサービスに加入しており、サービスを追加する場合
＊1 長期契約プラン以外のご契約プランまたは契約期間が2年の長期契約プランにご加入された方が対象です。
＊2 契約期間が3年の長期契約プランにご加入された方が対象です。
＊3 長期契約プラン以外のご契約プランまたは契約期間が1年の長期契約プランにご加入された方が対象です。
＊4 契約期間が2年の長期契約プランにご加入された方が対象です。
※上記の基本工事費は、TV1台分、NET1回線分、PHONE1回線分の料金となります。
※緊急地震速報のみご加入された方は、基本工事費6000円
（税込 6,600円）
で工事費分割は対象外となります。
※工事方法によりブースター設置工事費6,500円
（税込 7,150円）
がかかります。
※特別な工事や追加工事が必要となった場合は、事前にご説明の上、別途ご請求させていただきます。
※新築一戸建ての場合は、別途お見積りとなります。
※J:COM In My Roomの場合は、基本工事費が異なります。

「24回と36回の分割払い」
、集合住宅の場合
「12回
1. 工事費は、弊社に一括でお支払いいただく方法と、分割してお支払いいただく方法がございます。分割でのお支払方法は、一戸建ての場合
と24回の分割払い」
をご用意しております。
月々の賦払金は、
：
サービスの基本料金とあわせてご請求させていただきます。
お支払方法およびお支払日は
サービスのご利用料金の場合と同様となります。
2.
J COM
J:COM
または料金未納に伴う強制解除によりJ：COMサービス契約が終了する場合は、工事費残額すべてを一括請求いた
3. 分割払いのお支払期間中に、ご解約（ご転居に伴う解約を含みます。）
します。ただし、初期契約解除によるときは、電気通信事業法及び総務省令に定める金額を限度とします。

4. 前項にかかわらず、分割払いのお支払期間中に、ご転居に伴う解約をされた際、解約した日より2カ月以内にご転居先でJ:COMサービスを継続いただく場合は、工事費残額の請求はい
たしません。

【お客さまご自身が作業を行う場合】
内容

料金
ー＊2

一戸建て

J:COMサービス新規加入の場合＊1

集合住宅

既にいずれかのJ:COMサービスに加入しており、サービスを追加する場合＊1

1,800円（税込 1,980円）
1,800円（税込 1,980円）

＊1 お申込みの内容によっては、弊社作業員が作業を行う必要があります。
＊2 弊社作業員が作業を行う必要があります。
※お客さまご自身による作業をお申込みされた後、弊社作業員による作業をご希望された場合は、
【弊社作業員が作業を行う場合】の基本工事費でのご請求となります。
※お客さまご自身による作業をお申込みいただいた場合でも、
ご契約のサービス内容と住居形態によっては弊社作業員による作業が必要な場合がございます。この場合、事前にご説明の
上、
【弊社作業員が作業を行う場合】
に定める工事費をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
※上記の内容以外は、弊社作業員が作業を行う必要がございます。

■ 追加工事費など
（お客さまご自身が作業を行う場合は機器配送手数料になります。）
【弊社作業員が作業を行う場合】
作業

内容

料金

1）J:COM TVサービスのコース変更手続き、機器交換
J:COM TVサービスの変更

2）録画用HDD（J：COM LINK専用）の追加

4,800円（税込 5,280円）

3）J:COM LINK miniの追加

J:COM NETサービスの変更
緊急地震速報専用端末の変更や再設定

2台（回線）目以降の追加

1）J:COM NETサービスのコース変更手続き、機器交換

4,800円（税込 5,280円）

2）J:COM Wi-Fiサービスの申込または解約に伴う機器交換

4,800円（税込 5,280円）

3）J：COMメッシュWi-Fiサービスの追加（2台1セットのみお申込みの場合）

4,800円（税込 5,280円）

4）J:COMメッシュWi-Fiサービスの追加（3台以上のお申込みもしくは台数を追加する場合）

4,800円（税込 5,280円）

緊急地震速報専用端末の機器交換、弊社作業員による機器の再設定

3,000円（税込 3,300円）

1）デジタルセットトップボックス1台追加
・J:COM LINK mini 1台追加
2）HDR・HDRプラス・ブルーレイHDR・録画用HDD（J:COM LINK専用）
3）地デジ・BSデジコースの追加
3,000円（税込 3,300円）
4）電話1回線追加
（税込 7,150円）
がかかります。
※ブースターが必要な場合、
ブースター料金6,500円
5）緊急地震速報専用端末1台追加
（税込 7,150円）
がかかります。
※ブースターが必要な場合、
ブースター料金6,500円

5,000円（税込 5,500円）

1）テレビ1端子追加 ※宅内分配工事で端子を追加する場合は3,000円（税込 3,300円）となります。 2）電話1回線追加
＊1
10,000円（税込 11,000円）
※ブースターが必要な場合、
ブースター料金6,500円
（税込 7,150円）
がかかります。
端子の追加

LANケーブルの配線・LAN端子の追加
サービスの設置場所変更
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3）テレビ1端子追加（お得プランご加入時）
（税込 3,300円）
となります。
※宅内分配工事で端子を追加する場合は3,000円
＊1
5,000円（税込 5,500円）
※既にTV、NET、PHONEの3サービスに加入されている方がサービス変更される場合は、10,000円（税込 11,000円）となります。
※ブースターが必要な場合、
ブースター料金6,500円
（税込 7,150円）
がかかります。
集合住宅の専有部におけるLANケーブルの配線、LAN端子の追加
（配管通線工事、壁の貫通作業を伴う場合があります。）

8,000円（税込 8,800円）／本＊2

（複数台数の設置場所の変更も同料金）
端子追加を伴わない1訪問あたりの料金
＊1
※J：COM LINKもしくは4K J：COM BoxもしくはSmart J：COM BoxもしくはSmart TV Boxの設置と同時に
3,000円（税込 3,300円）
設置済みセットトップボックスの設置場所を変更する場合は、設置工事の範囲に含まれ、本費用はいただきません。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

作業

転居先でサービス継続、建て替え

工事方法の変更
（セントラルワイヤリング⇔直接配線方式）
配線の接続
（テレビ機器など買い替えの場合の再接続を含む）
出張費

内容

料金

1）サービスエリア内で転居し、転居先でサービスを継続する場合
（税込 3,300円）
が必要となります。
※サービス追加時などに別途契約事務手数料3,000円
2）サービス提供住宅を建て替え後、サービスを継続する場合
（税込 7,150円）
がかかります。
※ブースターが必要な場合、
ブースター料金6,500円

0円（税込）
※撤去費なし
※新築の一戸建ての場合は、別途工事費がかかります。
（税込 2,420円）
がかかります。
※固定電話番号ポータビリティーサービスの場合は、設定変更手数料2,200円
（転居先で電話番号を継続してお使いになれない場合は、転居元の解約処理のための
（税込 2,420円）
がかかります。）
設定変更手数料2,200円

ブースターが必要な場合、
ブースター料金6,500円
（税込 7,150円）
がかかります。
＊1
10,000円（税込 11,000円）
（セントラルワイヤリング→直接配線方式の場合、再送信のみの端子は1端子あたり10,000円（税込 11,000円）がかかります。）

1）ビデオ機器の配線 2）FM放送視聴の配線 3）ゲーム機の配線
4）お客さまのご希望によるセットトップボックスなどの交換 5）チャンネル調整
（複数作業であっても同料金）
。
※1回訪問あたりの料金です

＊1
3,000円（税込 3,300円）

弊社責任に起因しない出張料金
※作業が別途必要な場合は各種作業費を適用します。その際、出張費は頂きません。

3,000円（税込 3,300円）

ブースター料金

6,500円（税込 7,150円）

同軸ケーブル料金

訪問で配線を接続した場合の同軸ケーブル料金

※配線の接続費が別途かかります。

C-CASカード破損・紛失によるSTB交換

C-CASカードを破損もしくは紛失した場合の料金

＊1
出張費 3,000円（税込 3,300円）
再発行費用 1,905円（税込 2,095円）

B-CASカード破損・紛失によるSTB交換

B-CASカードを破損もしくは紛失した場合の料金

＊1
出張費 3,000円（税込 3,300円）
再発行費用 2,160円
（税込）

各種NET設定

NET基本設定（メール設定や接続設定を含むパック工事）
「おまかせサポート規約」
をご確認ください。
※その他NET設定の詳細は

タブレット端末初期設定

タブレット端末の故障交換時などの弊社作業員による初期設定

0円（税込）

＊1
5,300円（税込 5,830円）

別途出張費用
4,000円（税込 4,400円）が必要です。＊1

5,000円（税込 5,500円）／台＊1

＊1 おまかせサポートにご加入いただくことで、無料または割引料金となります。詳細は
「おまかせサポート規約」
をご確認ください。
＊2 本費用は、LANケーブル１本あたりの料金となります。
※料金欄に記載している費用以外に、内容欄に記載している費用が別途かかります。

【お客さまご自身が作業を行う場合】
作業

内容

料金

1）J:COM TVサービスのコース変更手続き、機器交換＊1
J:COM TVサービスの変更

2）録画用HDD（J：COM LINK専用）の追加

1,800円（税込 1,980円）

3）J:COM LINK miniの追加
1）J:COM NETサービスのコース変更手続き、機器交換＊1
J:COM NETサービスの変更

2）J:COM Wi-Fiサービスの申込または解約に伴う機器交換
3）J:COMメッシュWi-Fiサービスの追加（2台1セットのみお申込みの場合）

1,800円（税込 1,980円）

4）J:COMメッシュWi-Fiサービスの追加（3台以上のお申込みもしくは台数を追加する場合）
2台（回線）目以降の追加

1）録画用HDD（J：COM LINK専用）2台目以降を追加
2）J:COM LINK mini 2台目以降を追加

1,800円（税込 1,980円）
その他サービス

＊1 お申込みの内容によっては、弊社作業員による交換作業が必要となります。
※お客さまご自身による作業をお申し込みされた後、弊社作業員による作業をご希望された場合は、
【弊社作業員が作業を行う場合】
に定める工事費をご請求させていただきます。

解約方法
一戸建て

集合住宅
集合住宅

直接配線方式

料金

部分解約
（1台のみ解約、1回線のみ解約を含む）

4,500円（税込 4,950円）

全解約
（引き込み線撤去あり）

＊2
9,800円（税込 10,780円）
4,500円（税込 4,950円）

部分解約・全解約

※引き込み線撤去の場合は9,800円
（税込 10,780円）
がかかります。

部分解約
（1台のみ解約、1回線のみ解約を含む）

4,500円（税込 4,950円）

全解約
（引き込み線撤去なし）

4,500円（税込 4,950円）

全解約
（引き込み線撤去あり）

9,800円（税込 10,780円）

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

電波障害一戸建て

内容

長期契約プラン

■ 解約撤去費
（お客さまご自身が撤去を行う場合は機器配送手数料になります。）
※お客さまご自身にて撤去を行い、弊社 Web サイト
（https://r.jcom.jp/KNpOgwJ）
に記載する返送先にお客さまにて機器等をご返送いただける
場合は、撤去費および機器配送手数料はかかりません。機器の返送費用はお客さま負担となります。
＊1
【弊社作業員が撤去を行う場合】

＊1 撤去工事に伴い、お客さまが所有
（占有）
する敷地、家屋、構築物等の復旧工事を要する場合は、お客さまのご負担でその復旧工事をお願いします。
＊2 一戸建て全解約は、工事方法により異なる場合があります。
※料金欄に記載している費用以外に、内容欄に記載している費用が別途かかります。

【お客さまご自身により撤去作業を行う場合】 ※弊社が手配した配送業者にてご返却いただく場合
解約方法
一戸建て

料金
＊1
3,000円（税込 3,300円）

ー＊2

全解約
（引き込み線撤去あり）

電波障害一戸建て
集合住宅
集合住宅

内容
部分解約
（1台のみ解約を含む）

直接配線方式

部分解約・全解約

ー＊2

※引き込み線撤去の場合は9,800円
（税込 10,780円）
がかかります。

部分解約
（1台のみ解約を含む）

＊1
3,000円（税込 3,300円）

全解約
（引き込み線撤去なし）

＊1
3,000円（税込 3,300円）

全解約
（引き込み線撤去あり）

ー＊2

＊1 お客さまご自身による返送および撤去をお申し込みされた後、弊社作業員による撤去をご希望された場合は、4,500円(税込 4,950円) となります。
＊2 弊社作業員が撤去を行う必要があります。
※お客さまご自身による作業をお申込みいただいた場合でも、
ご契約のサービス内容と住居形態によっては弊社作業員による作業が必要な場合がございます。
この場合、事前にご説明の上、
【弊社作業員が作業を行う場合】
に定める工事費をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
※料金欄に記載している費用以外に、内容欄に記載している費用が別途かかります。

※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。
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■ 手数料など
内容

各種手数料

料金

J:COM MOBILE Aプランをご契約時に発生する料金
J:COM MOBILE Dプランをご契約時に発生する料金

＊1
3,000円（税込 3,300円）
3,000円（税込 3,300円）／回線

（J:COM 電力、J:COM ガスの単体加入を除く）
の新規加入・
上記以外のJ:COMサービス
サービス追加時に発生する料金 ※基本工事費が別途かかります。

3,000円（税込 3,300円）

J:COM PHONE プラスのかけ放題パックをご契約時に発生する料金

3,000円（税込 3,300円）／回線

設定変更手数料＊2

2,200円（税込 2,420円）

電話番号変更手数料

J:COM MOBILEご契約中に、電話番号を変更する場合の料金

3,000円（税込 3,300円）／回線

SIMカード再発行手数料

J:COM MOBILEご契約中に、SIMカードを再発行する場合の料金

2,000円（税込 2,200円）／枚

SIMカードサイズ変更手数料

J:COM MOBILEご契約中に、SIMカードのサイズを変更する場合の料金

2,000円（税込 2,200円）／枚

J:COM MOBILE Dプランご契約中に、タイプの変更をする場合の料金

3,000円（税込 3,300円）／回線
3,000円（税込 3,300円）／台

契約事務手数料

登録手数料
固定電話番号ポータビリティーサービス
（J:COM PHONE プラス）

サービス変更・登録等手数料

J:COM MOBILE Aプランご契約中に、機種変更をする場合の料金
J:COM 電力のサービス開始日から1年未満で、かつ、契約電流または契約容量の減少を伴う
契約種別・契約プランに変更される場合に発生する料金
（J:COM 電力のサービス開始日から1カ月以内の

契約電流、
または契約容量の変更をお申し出である場合を除く）
サービス変更手数料

J:COM 電力の契約種別・契約プランを変更された日から1年未満で、かつ、契約電流または契約容量の
減少を伴う契約種別・契約プランに変更される場合に発生する料金

3,000円（税込 3,300円）

J:COM ガスを含む長期契約プランご契約中に契約を変更する場合の料金
※J：COM ガスを含む他の長期契約プランへ変更する場合を除く
請求書発行料

J:COM TV、J:COM NET、J:COM MOBILE、J：COM HOMEのいずれかをご契約もしくは、
クレジットカード支払いの場合で、請求書発行をご希望の場合に発生する料金

150円（税込 165円）／月

電力料金明細内訳書発行料
（請求書含む）

J:COM 電力の料金明細内訳書の発行をご希望の場合に発生する料金

150円（税込 165円）／月

ガス料金明細内訳書発行料
（請求書含む）

J:COM ガスの料金明細内訳書の発行をご希望の場合に発生する料金

150円（税込 165円）／月

＊1 インターネット経由でのお申し込みを除きます。
＊2 固定電話番号ポータビリティーサービスでご利用中の電話番号を解約、他事業者へ切り替え、番号変更される場合、設定変更手数料がかかります。
※上記作業に当てはまらない場合はJ:COMカスタマーセンターまでお問い合わせください。
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※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。

20.お客さま情報記入欄
タブレット端末の初期設定をご希望の方は、以下の各項目を事前にご記入ください。
※パスワードは設定作業当日にお客さまご自身でタブレット端末に設定していただきます。パスワードは大切に保管してください。

（Gmailアドレス）
について
1. Googleアカウント

弊社用
チェック欄

登録者氏名

【
（姓）

（名）

】

登録者カナ

【
（セイ）

（メイ）

】

希望メールアドレス

【
（候補1）

@gmail.com】

※半角英字、数字、
ピリオドを使用できます。
（6文字以上、30文字まで。数字、
ピリオドのみは不可）

【
（候補2）

@gmail.com】

【
（候補3）

@gmail.com】

※氏名などは重複しやすいため、英数字を混ぜた8文字以上を推奨します。
※複数の希望メールアドレス候補をご用意ください。

秘密の質問と答え
・最初に使用した電話番号は？ ・子供の頃の親友の名前は？ ・小学校の先生の名前は？ ・最初の仕事の上司の名前は？ ・車両登録番号は？
上より1つ選び、設定してください。

2. J:COMパーソナルIDについて

□ 持っている

弊社用
チェック欄

ご登録の携帯電話番号

【

ご登録のメールアドレス

【

】

@

】

上記の1.Googleアカウント
（Gmailアドレス）
と同じ

】

※携帯電話をお持ちでない方は固定電話番号での登録をお願いいたします。

□ 持っていない
携帯電話番号

【

生年月日
（西暦）

【

性別

【

郵便番号

【 〒

】
年
男性

月
・

日
女性

】
】

長期契約プラン

【

その他サービス

メールアドレス／登録者氏名／登録者カナ

】

※携帯電話をお持ちでない方は固定電話番号での登録をお願いいたします。

J:COM LINK/4K J:COM Box/Smart J:COM Box/Smart TV Box

MEMO
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JCOM株式会社（J：COM）は、1995年に設立された国内最大手のケーブルテレビ局統括運営会社です。
札幌、仙台、関東、関西、九州、山口エリアのケーブルテレビ局を統括運営し、有線テレビジョン放送事業および電気通信
事業を行っています。
豊かな地域社会の形成を目指し、
エリアに根ざした事業運営を行うとともに、
「J：COM」
という統一ブランドのもとで
ケーブルテレビ、インターネット、固定電話、モバイル、電力、ガス、J：COM HOMEの7つのサービスを総合的に提供しています。

2021年7月１日に株式会社ジュピターテレコムはJCOM株式会社に商号変更いたしました。
お客さまにお渡ししている書面で
「株式会社ジュピターテレコム」
の記載がある場合は、
「 JCOM 株式会社」
に読み替
えていただきますようお願いいたします。

電 気 通 信 事 業 者 登 録 番号および代理店届出番号 のご案内

１.すべてのお客さま
事業者ごとの電気通信事業者登録番号と代理店届出番号は以下の通りです。
お客さまがサービス提供を受ける地域を所管する事業者の記載内容をご確認ください。
（以下事業者以外の代理店からお申し込みされたお客さまは、以下
「２．
」
もご参照ください。）

＜登録番号
（電気通信事業者）
：第146号＞
＜代理店届出番号：第C2002526号＞

＜登録番号
（電気通信事業者）
：第219号＞
＜代理店届出番号：第C1917653号＞

＜登録番号
（電気通信事業者）
：関第11号＞
＜代理店届出番号：第C2021394号＞

株式会社ジェイコム東京

株式会社ジェイコム埼玉・東日本

土浦ケーブルテレビ株式会社

＜登録番号
（電気通信事業者）
：関第9号＞
＜代理店届出番号：第C1917701号＞

＜登録番号
（電気通信事業者）
：関第12号＞
＜代理店届出番号：第C2021393号＞

株式会社ジェイコム湘南・神奈川

株式会社ジェイコム千葉

東京都練馬区桜台1丁目1番6号

神奈川県横浜市中区本町４丁目43番
A-PLACE馬車道5F

埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目4番1号

千葉県浦安市入船１丁目5番2号
プライムタワー新浦安17階

茨城県土浦市真鍋１丁目11番12号

※詳細な提供エリアにつきましては、
をご確認ください。
弊社ホームページ
（www.jcom.co.jp）

２.代理店からお申し込みされたお客さま
以下
「代理店情報欄」
に記載されている代理店届出番号になります。
代理店情報欄

【J：COMサービス、
ご契約に関するお問い合わせは、J：COMカスタマーセンターまで】

0120-999-000

AM9：00～PM6：00
［年中無休］

www.jcom.co.jp

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に
「186」
をつけてお電話ください。 ※電話番号をお間違いのないようご注意ください。 ※ホームページにもお問い合わせフォームがあります。

本書は、
株式会社ジェイコム東京、
株式会社ジェイコム湘南・神奈川、
株式会社ジェイコム埼玉・東日本、
株式会社ジェイコム千葉、
土浦ケーブルテレビ株式会社、
JCOM株式会社のいずれかと
ご契約いただくお客さまの重要事項説明となります。
※技術的条件などにより、弊社サービスの全部もしくは一部がご利用いただけない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※こちらに記載されている弊社サービスまたは他社サービスについては予告なしに変更となる場合があります。詳しくは各事業者へお問い合わせください。

東日本版

※記載内容は一部を除き、2022年11月末現在のものです。

