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利用料割引等に関する規約 

 

第 1 条（規約の適用） 

株式会社ジェイコム九州（以下「当社」といいます。）は、この J:COM 利用料割引等に関する規約（以

下｢本規約｣といいます。）に基づき、当社が別に定める各種サービスの契約約款および利用規約（以下

「各種サービス約款等」といいます。）に定める各種サービス（以下「各種サービス」といいます。）

の月額利用料（以下「利用料」といいます。）の割引（以下「利用料割引特典」といいます。）および、

商品券もしくは郵便為替による特典（以下「その他特典」といいます。）（利用料割引特典とその他特

典を総称し「本特典」といいます。）を適用します。 

2 本規約に記載が無い事項に関しては、各種サービス約款等が優先して適用されます。 

3 当社は、いかなる場合においても、本規約の施行開始日よりも前に承諾し、既に提供を開始している

対象サービスについて、本特典の適用は行いません。 

 

第 2 条（規約の変更等） 

当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約

によります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

3 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、

当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代

えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表

示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。 

 

第 3 条（契約の期間について） 

本特典の適用条件に対象サービスの最低利用期間または契約期間の定めがあるものについては、利用

料割引特典およびその他特典の最低利用期間または契約期間の定めの通りとし、特に定めの無いもの

は、各種サービス約款等に定める最低利用期間または契約期間を適用します。 

 

第 4 条（申込の承諾） 

当社は、本特典の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、本規約または配布物等に記載されている提供条件を満たさない場

合、申込を承諾しません。ただし、当社が提供する各種サービスの利用料割引特典およびその他特典

の適用条件は、対象サービス毎に異なります。 

3 各種サービス約款等または本規約に定める提供条件に合致しない場合、当社は本特典の適用を行いま

せん。 

4 本特典は、適用よりも前に、加入申込者が当社が別に定めるサービスの当社からの契約の解除を受け

ていないことが条件となります。 
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第 5 条（個人情報の取り扱い） 

 当社は、本特典の提供に際し、取得する個人情報は、次に掲げる目的のために利用します。 

（1）本人確認のため。 

（2）第 8条および第 9条に定める本特典の提供条件となる当社のサービスを提供するため。 

2 当社は、お預かりした個人情報をご本人様からの事前の同意、承諾を得ない限り、第三者に提供する

ことはございません。ただし、次に掲げる場合にあっては、当社が個人情報を提供することがありま

す。 

（1） 法令に基づく場合。 

（2） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき。 

（3） 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき。 

（4） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき。 

3 当社は、業務上必要な範囲において個人情報の全部または一部を業務委託先に委託することができ

るものとします。この場合においても、本特典のために取得した個人情報は、本特典終了後、直ちに

廃棄します。 

4 当社は、本特典の提供に当たって、本契約者から取得した個人情報については、当社のインターネッ 

ト接続サービス放送サービスまたは電話サービスの加入申込書における＜個人情報の取り扱いにつ

いて＞の同意事項を本特典の提供においても有効とします。 

5 本特典の提供における個人情報の取り扱いは、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に 

基づき取り扱うものとします。 

 

第 6 条（利用料割引特典およびその他特典の適用終了） 

当社は、契約者が予め定められた本特典の適用期間を満了したときに、本特典の適用を終了します。 

2 前項の場合において、本特典の適用終了に関して、当社は特別に契約者に対して事前の告知は行い

ません。 

3 本特典の期間を満了する前に、当社が本特典の適用を終了する場合には、当社は事前に告知を行い

ます。 

4 本特典の適用期間が満了したときには、特に本特典毎の定めが無い限り、各種サービス約款等およ

び本規約に定める対象サービスが継続利用されるものとして、当社は対象サービスの各種サービス

約款等に規定された月額利用料を請求します。 

5 当社は、契約者がサービスの解約、転居等により利用料割引特典およびその他特典の適用条件を満

たさなくなった場合、利用料割引特典およびその他特典の適用を終了します。この場合、当社から利

用料割引特典およびその他特典の適用が終了する事について告知は行いません。 

 



利用料割引等に関する規約 

 

3 

 

第 7 条（利用料割引特典およびその他特典の変更・中止・中断） 

当社は、当社の都合により利用料割引特典およびその他特典の適用について変更、中止または中断を

することがあります。 

 

第 8 条（各利用料割引特典の提供条件） 

1-1 基本工事費 0円 

   (1) 当社が提供する J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE のうちいずれかのサービスの提供を受けて

いる加入申込者が、J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE のうちいずれかのサービスの追加及び別

表 1 に定める対象サービスを新たに申し込み、これらの提供が開始された場合、各種サービス約

款等の定めにかかわらず、基本工事費用を無料とします。 

(2) 前号の場合において、当該申込みと同時に、申込み時点において提供を受けている J:COM TV、

J:COM NET、J:COM PHONE のうちいずれかのサービスの月額利用料金の増額を伴う申込みがされ、

当該増額されたサービスの提供が開始された場合、当該増額されたサービスに係る追加工事費を

無料とします。 

1-2 基本工事費実質 0 円 

(1) 当社が提供する J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE のうちいずれのサービスも提供を受けてい

ない加入申込者が、J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE のうちいずれかのサービスを新たに申

し込み、その提供が開始された場合、以下の表に規定するとおり、当該サービスの提供が最初に

開始された日の翌月より、当社が提供する J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE サービスに係る

月額基本料金から基本工事費相当額を割引します。ただし、J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE

のサービスの提供がすべて終了したときは、割引は終了するものとします。 

 

建物区分 割引金額（基本工事費相当額） 

一戸建て 

1,200 円×36 回※１ 

1,800 円×24 回※２ 

割引合計：43,200 円 

集合住宅 

700 円×24 回※３ 

1,400 円×12 回※４ 

割引合計：16,800 円 

*1 契約期間が 3 年の定期契約にご加入された方が対象です。 

*2 定期契約以外または契約期間が２年の定期契約にご加入された方が対象です。 

*3 契約期間が 2 年の定期契約にご加入された方が対象です。 

*4 定期契約以外または契約期間が 1 年の定期契約にご加入された方が対象です。 

  (2) 前号の場合において、当該加入申込者に適用する基本工事費が、前号に掲げる表に規定する割引

合計金額と異なるときは、本項の適用はないものとします。 

  (3)なお、第 1項の表は 2022 年 7 月 1 日以降に本割引特典を申込した契約者を対象に適用される割引金

額を示しています。2022 年 6月 30 日までに本割引特典を申込した契約者に対しては、本規約の附

則に記す経過措置（実施期日 2022 年 7 月 1 日）に示した割引金額を継続適用します。 
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2 J:COM スタート割 

   (1)別表 2-1に定める対象サービスの提供が開始された場合、J:COM TV サービス加入契約約款および

インターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された日

の属する月の翌月を 1として起算して、)別表 2-1 に定める期間、放送サービスまたはインターネ

ット接続サービスの月額利用料から別表 2-1 に定める割引料金を減額します。※光 1Gコース、光

1G コース on au ひかり、1G コースの場合は、上記の割引に追加して 500 円（税込 550 円）を 24

ヶ月間減額します。 

(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

 ・他社が提供する固定系インターネット接続サービスについて、本規約の申込の時点でその提供

を受けているか、または申込済みであること（ただし、別表 2で※1と記載があるものを除き

ます）、ただし、Web で申込から契約まで完結した場合はこの限りではない。 

・本規約の申込の時点で、当社が提供する対象サービスの提供を受けていないこと 

・本特典の申込みの時点で、過去 6ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COM TV、J:COM NET お

よび J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。 

(3)なお、別表 2-1は 2022 年 7月 1日以降に本割引特典を申込した契約者を対象に適用される割引 

金額を示しています。2022 年 6月 30 日までに本割引特典を申込した契約者に対しては、本規約

の附則に記す経過措置（実施期日 2022 年 7 月 1日）に示した割引金額を継続適用します。 

 

 3 J:COM 引越し割 

(1) 別表 2-2 に定める対象サービスの提供が開始された場合、J:COM TV サービス加入契約約款および

インターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された日

の属する月の翌月を 1 として起算して、別表 2-2 に定める期間、放送サービスまたはインターネ

ット接続サービスの月額利用料から別表 2-2 に定める割引料金を減額します。建物形態が戸建て

の場合かつ光 1G コース、光 1Gコース on au ひかり、1G コースの場合は、上記の割引に追加し

て 500 円（税込 550 円）を 12 ヶ月間減額します。建物形態が集合住宅の場合かつ 1G コースの

場合は、上記の割引に追加して 500 円（税込 550 円）を 12 ヶ月間減額します。 

(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

・本規約の申込の時点で、加入申込者が当社または別に定める特定事業者が提供する J:COM TV、

J:COM NET、J:COM PHONE のうちいずれかのサービスの提供を受けていること 

・本規約の申込の時点で、当社が提供する対象サービスの提供を受けていないこと 

(3)前号までの規定にかかわらず、J:COM スタート割の適用条件に合う場合には、J:COM スタート割が

適用となり、J:COM 引越し割は適用できません。 

(4) なお、別表 2-2は 2022 年 7 月 1 日以降に本割引特典を申込した契約者を対象に適用される割引 

金額を示しています。2022 年 6 月 30 日までに本割引特典を申込した契約者に対しては、本規約の

附則に記す経過措置（実施期日 2022 年 7月 1日）に示した割引金額を継続適用します。 
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4 J:COM タブレット端末代割引（新規申込受付終了） 

(1) JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に規定する分類のタブレットを新規に購入し、J:COM 

MOBILE（プラン a）契約約款に規定するサービスに加入し、かつ、別表 4-1 に定める対象サービ

スの提供を開始された場合、または JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に規定する分類のタ

ブレットを新規に購入し、かつ、別表 4-2 に定める対象サービスの提供を開始された場合、当社

が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款およびインターネット接続サービス契約約款の定

めにかかわらず、次号の対象条件を満たした日の属する月の翌月を 1 として起算して、36 ヶ月

間、放送サービスまたはインターネット接続サービスの月額利用料から以下金額を減額します。 

分類 a：750 円（税込 825 円） 

分類 c：900 円（税込 990 円）＊ただし当社が指定する STB（4KJB）を利用する場合に限る 

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する月の翌月末日までにタブレット端末を既に受

け取っている加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

 

5 LTE 通信利用料割引（新規申込受付終了） 

(1)本規約の制定日以降に申込があり、当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定

するシングルタイプでかつ、基本データ容量が 1GB のコースへの新規加入および別表 5 に規定す

る対象サービスの提供を開始した場合、当社が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款の定め

にかかわらず、次号の対象条件を満たした日の属する月の翌月を 1 として起算して、24 ヶ月間、

放送サービスの月額利用料から 180 円（税込 198 円）を減額します。 

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する月の翌月末日までにタブレット端末を既に受

け取っている加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

 

6．J:COM MOBILE 端末代割引（新規申込受付終了） 

(1)当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する第 1 種または第 2種定期契約（た

だし、デュアルタイプに限る）に、JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款当社が定める販売契

約約款に規定するスマホを分割払いで新規に購入すると同時に、新規加入および別表 6 に規定す

る対象サービスの提供を開始した場合、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、

次号の対象条件を満たした日の属する月の翌月を 1として起算して、24 ヶ月間、J:COM MOBILE サ

ービスの月額利用料から下表の金額を減額します。 

 

 (2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する月の翌月末日までに携帯電話番号ポータビリ

ティによる切り替えが完了している（携帯電話番号ポータビリティによる切り替えを行わない場

合は、端末到着を条件とする）加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

販売契約約款に定める分類 1ヶ月の減額

①      500円（税込550円）

② 、③ 1,375円（税込1,512円）

④ 1,000円（税込1,100円）
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7．J:COM NET ウェルカムバック割 

(1)当社のインターネット接続サービスの契約を解除し他社のインターネット接続サービスの提供を

受けている加入申込者、または当社インターネット接続サービスの契約解除を希望し、他社のイ

ンターネット接続サービスの提供を受けようとする契約者が、別表 7-1 に定める対象サービスの

提供を開始した場合に限り、インターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象サ

ービスの提供が開始された日の属する月の翌月を 1 として起算して、インターネット接続サービ

スの月額利用料から別表 7-1 に定める金額を 24ヶ月間減額します。 

（2）当社インターネット接続サービスの契約解除を希望し、他社のインターネット接続サービスの提

供を受けようとする契約者が、2022 年 6 月 30 日までに販売されていた別表 7-2 に定める対象サ

ービスの提供を受けることを継続した場合に限り、対象サービスの提供が継続された日の属する

月の翌月を 1 として起算して、インターネット接続サービスの月額利用料から別表 7-2 に定める

金額を 24ヶ月間減額します。 

(3) (1)、(2)の場合において以下のすべてに該当するときは、(1)、(2)に基づき減額する金額を、戸

建ての場合は 1,500 円（税込 1,650 円）、集合住宅の場合は 1,000 円（税込 1,100 円）追加します。 

  ・提供を開始または継続した対象サービスが 320M（集合住宅の場合は 120M）（※１）コース以上で

あること 

   ・(1)、(2)に規定する他社インターネット接続サービスが、携帯キャリア事業者（適用期間を限定

せずにインターネット接続サービスと携帯電話サービスとのセット割引を提供する者に限る）

が提供する光回線を利用したサービスであること 

(4) (3)の適用を受ける加入申込者または契約者の世帯において、対象サービスの申込時に、(3)に

規定するセット割引の適用を受ける携帯電話サービスに係る携帯電話端末を４台以上（集合住宅

については３台以上）所有している場合、次のとおり QUO カードを提供します。 

①対象サービスの提供を開始または継続した日の属する月の 2ヶ月後：10,000 円分の QUO カード 

②対象サービスの提供を開始または継続した日の属する月の 8ヶ月後：15,000 円分の QUO カード 

(5) (1)、(2)において、他社インターネット接続サービスが NURO 光回線であり、かつ建物形態が戸

建ての場合、以下のとおり(1)、(2)に基づき減額する金額を追加します。ただし、(3)、(4)との重

複適用はないものとします。 

・提供を開始または継続した対象サービスがスマートお得プランTV+NETコース（320Mコース以上）、

スマートお得プラン（320M コース以上）、スマートお得プラン EX（※１）（320M コース以上）また

はお得プラン（※１）（320M コース以上）の場合、1～12 ヶ月間は 2,500 円（税込 2,750 円）、13～

24 ヶ月間は 500 円（税込 550 円）、25～36 ヶ月間は 3,000 円（税込 3,300 円）の減額を追加しま

す。 

・提供を開始または継続した対象サービスがスマートお得セレクト TV+NET（320M コース以上）

+J:COM PHONE、スマートお得セレクトトリプル（※１）（320M コース以上）、スマートお得セレク

ト EX トリプル（※１）（320M コース以上）またはお得セレクトトリプル（※１）（320M コース以

上）の場合、1～12 ヶ月間は 2,500 円（税込 2,750 円）、13～24 ヶ月間は 1,500 円（税込 1,650 円）、

25～36 ヶ月間は 3,500 円（税込 3,850 円） 
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（6）当社インターネット接続サービスの契約解除をご検討中の契約者で、他社のインターネット接

続サービスの提供を受けようとする契約者、または docomo/ahamo/SoftBank/Linemo/Y!mobile/楽

天/UQ mobile の携帯電話サービスをご利用中もしくは切り替えようとする方が、別表 7-3 に定め

る対象サービスの提供を開始した場合に限り、インターネット接続サービス契約約款の定めにか

かわらず、対象サービスの提供が開始された日の属する月の翌月を 1 として起算して、インター

ネット接続サービスの月額利用料から別表 7-3 に定める金額を 24 ヶ月間減額します。 

（7）当社インターネット接続サービスの契約解除をご検討中の契約者で、他社のインターネット接

続サービスの提供を受けようとする契約者、または docomo/ahamo/SoftBank/Linemo/Y!mobile/楽

天/UQ mobile の携帯電話サービスをご利用中もしくは切り替えようとする方が、2022 年 6 月 30

日までに販売されていた別表 7-4 に定める対象サービスの提供を受けることを継続した場合に限

り、対象サービスの提供が継続された日の属する月の翌月を 1 として起算して、インターネット

接続サービスの月額利用料から別表 7-4 に定める金額を 24ヶ月間減額します。 

（8）当社のインターネット接続サービスの契約を解除し他社のインターネット接続サービスの提供

を受けている加入申込者、または当社インターネット接続サービスの契約解除を希望し、他社の

インターネット接続サービスの提供を受けようとする契約者が、別表 7-5 に定める対象サービス

の提供を開始した場合に限り、インターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象

サービスの提供が開始された日の属する月の翌月を 1 として起算して、インターネット接続サー

ビスの月額利用料から別表 7-5 に定める金額を 24ヶ月間減額します。なおご登録の住居形態と他

社インターネット接続サービスの回線先によって減額する金額が異なります。 

（9）(8)の適用を受ける加入申込者または契約者の世帯において、対象サービスの申込時に、携帯

キャリア事業者（MVNO 除く）が展開する光コラボレーションモデルのインターネット回線とのセ

ット割対象となる携帯を４台以上（集合住宅については３台以上）所有している場合、次のとお

り QUO カードを提供します。 

①対象サービスの提供を開始した日の属する月の 2ヶ月後：10,000 円分の QUO カード 

②対象サービスの提供を開始した日の属する月の 8ヶ月後：15,000 円分の QUO カード 

（10）本項の規定は、本項に基づく減額適用を受けたことがある契約者又は加入申込者の世帯には適

用されないものとします。ただし、当社が特別に認めた場合、この限りではありません。 

（11）なお、別表 7-1～別表 7-4 には 2022 年 7 月 1日以降に本割引特典を申込した契約者を対象に適

用される割引金額を示しています。2022 年 6 月 30 日までに本割引特典を申込した契約者に対して

は、本規約の附則に記す経過措置（実施期日 2022 年 7 月 1 日）に示した割引金額を継続適用し

ます。 

（※1）以下プランの新規申込受付は終了しました。 

・インターネット 120M 

・スマートお得プラン EX 

・お得プラン 

・スマートお得セレクトトリプル 

・スマートお得セレクト EX トリプル 

・お得セレクトトリプル 
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8．au 紹介取次による基本工事費無料 

(1)KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の店舗等において、当社のサービスの紹介を受け

（以下、「au 紹介取次」といいます）当社に、放送サービスまたは、インターネット接続サービス、

J:COM PHONE プラスサービスのいずれかのサービスの提供を開始した場合、各種サービス約款等の

定めにかかわらず、基本工事費を無料とします。なお、適用は放送サービスについては STB1 台、

インターネット接続サービスは 1回線、J:COM PHONE プラスサービスは 1回線の基本工事費に限り

ます。 

(2)当社は、au 紹介取次による基本工事費無料の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾

します。 

 

9．防災情報サービス・緊急地震速報サービス１年間無料 

当社が別に定める J:COM 緊急地震速報サービス利用規約に規定する J:COM 防災情報サービスに新

規でご加入された場合に限り、J:COM 緊急地震速報サービス利用規約の定めにかかわらず、J:COM 

防災情報サービスの基本工事に係る費用ならびに、工事完了月を含む月額利用料を 12 ヶ月間無料

とします。なお、適用は 1台に限ります。 

 

10. J:COM MOBILE スタート割 （新規申込受付終了） 

（1）J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する第 1種定期契約および第 3種定期契約（ただし、

デュアルタイプかつ基本データ容量が 3GB、5GB、10GB または 20GB のものに限ります。）を新規に

契約した場合に、J:COM MOBILE（プラン a） 契約約款の定めに関わらず、第１種定期契約につい

ては 12 ヶ月間、第３種定期契約については 24 か月間、その月額利用料から下表の金額を減額し

ます。ただし、JCOM 株式会社が定める販売契約約款に規定するスマホを一括払いで新規に同時購

入された場合は、対象外とします。（新規申込受付終了） 

 

(2)J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する契約（月間通信量制限コース（Aプラン ST）かつ、

基本データ容量が 10GB または 20GB のものに限ります）を新規に契約または、J:COM MOBILE（プ

ラン a）契約約款に規定する契約（月間通信量制限コース（Aプラン ST）を除く既に契約している

J:COM MOBILE 契約からの移行（J:COM MOBILE（プラン i）契約約款に規定する契約からの移行を

含みます）をした場合に、J:COM MOBILE（プラン a） 契約約款の定めに関わらず、10GB の場合は

400 円（税込 440 円）、20GB の場合は 500 円（税込 550 円）を 12 か月間、月額利用料から減額し

ます。 

（3）前号に定める割引は、本特典対象である J:COM MOBILE（プラン a）のサービスの開始の日が本規

約の申込の日の属する月の翌月末までである場合に、サービスの開始の日の属する月の翌月から

利用割引特典を開始します。 

 

 

販売契約約款に定める分類 1ヶ月の減額

①②③④⑤※ 1,000円（税込1,100円）
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11. 電力セット割（新規申込受付終了） 

別表 12 に定める対象サービスの提供が開始された場合、対象サービスの提供が開始された日の属す

る月の翌月を 1として起算し、同表に定める期間、J:COM TV サービス加入契約約款の定めにかかわ

らず同月額利用料から同表に定める金額を減額します。 

 

12. 録画機能付き STB 3 ヶ月割引（新規申込受付終了） 

J:COM TV サービス加入契約約款に定める録画機能付き STB（タイプⅢ）もしくは高機能型 STB（た

だし、タイプⅤまたは、タイプⅥに限ります。以下同じとします。）を設置された場合、J:COM TV サ

ービス加入契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された日の属する月を 1 とし

て起算して、高機能型 STB の月額利用料から 800円（税込 880 円）を 3ヶ月間減額します。 

 

13. 青春 26 割（旧 U26 割） 

（1）当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV スタンダード、J:COM TV フレックス

または J:COM TV スタンダードプラス（ただし、高機能型 STB（タイプⅤ）または、J:COM LINK（タ

イプⅧ）＋J:COM LINK 専用 録画用ハードディスクを利用する場合に限ります。）および J:COM NET 

320M コース（ただし、J:COM Wi-Fi サービス対応型または高機能 Wi-Fi モデムを利用する場合に限

ります。）の加入申込みをした時点で加入申込者の年齢が満 18 歳以上 26 歳以下（※1）である場合

に限り、以下の料金を適用します。 

なお、同額の利用料・料金で J:COM NET 1G コース、光 1G コースが利用可能な場合があります。 

 

コース

名 
サービス名 

48 ヶ月目までの 

月額利用料 

24 ヶ月目までの 

契約解除料金 

TV 

コース 

J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB（タイプⅤ） 3,600 円（税込

3,960 円） 

3,000 円（税込

3,300 円） 

 

 

J:COM TV スタンダードプラス＋高機能型 STB（タ

イプⅤ） 

4,600 円（税込

5,060 円） 

J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV フレック

ス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用 

録画用ハードディスク 

3,600 円（税込

3,960 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM LINK（タイ

プⅧ）＋J:COM LINK 専用 録画用ハードディスク 

4,600 円（税込

5,060 円） 

NET 

コース 

J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サービス対

応型 

3,680 円（税込

4,048 円） 

J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi モデム 3,880 円（税込

4,268 円） 

TV+NET 

コース 

J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB（タイプⅤ）

＋J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サービス

対応型 

6,480 円（税込

7,128 円） 
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J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB（タイプⅤ）

＋J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi モデム 

6,680 円（税込

7,348 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋高機能型 STB（タ

イプⅤ）＋J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サ

ービス対応型 

7,480 円（税込

8,228 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋高機能型 STB（タ

イプⅤ）＋J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi

モデム 

7,680 円（税込

8,448 円） 

J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV フレック

ス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用 

録画用ハードディスク＋J:COM NET320M コース＋

J:COM Wi-Fi サービス対応型 

6,480 円（税込

7,128 円） 

J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV フレック

ス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用 

録画用ハードディスク＋J:COM NET320M コース＋

高機能 Wi-Fi モデム 

6,680 円（税込

7,348 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM LINK（タイ

プⅧ）＋J:COM LINK 専用 録画用ハードディスク

＋J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サービス

対応型 

7,480 円（税込

8,228 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM LINK（タイ

プⅧ）＋J:COM LINK 専用 録画用ハードディスク

＋J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi モデム 

7,680 円（税込

8,448 円） 

（2）当社は、前号を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。 

（3）第1号に定める各コースは、サービスの開始に係る工事月を含む24ヶ月の間に解約する場合には、 

契約解除料を支払って頂きます。また、各コースの月額利用料が適用される期間は、サービスの開

始に係る工事月を含む 48 ヶ月です。49 ヶ月以降契約が継続される場合は、当社が別に定める約款

の金額を支払って頂きます。 

(4) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。 

(5) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定スタート割 

/J:COM 学割 /NET 乗換商品券プレゼント/青春 26割 OTT/青春 22 割/青春 22 割 OTT との併用がで

きません。 

※1 2022 年 12 月 1日より、新規申込受付の適用対象となる下限年齢を満 15歳から満 18 歳へ変更して

います。 
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14．In My Room セレクト限定 Wi-Fi１年間無料 

定期契約の J:COM In My Room TV セレクトの 320M コース、120M コースに契約および J:COM Wi-Fi に

加入いただいた場合、対象サービスの提供が開始された日の属する月を１として起算して 12 ヶ月間、

当該月額利用料から 500 円（税込 550 円）減額します。 

 

15 J:COM MOBILE 新端末代割引（新規申込受付終了） 

15-1.新規購入時に係る割引 

(1)当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（ただ

し、シングルタイプを除きます。）に、JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に規定するスマホを分

割払いで新規に購入すると同時に、新規加入および別表 6 に規定する対象サービスの提供を開始した

場合、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、次号の対象条件を満たした日の属す

る月の翌月を 1 として起算して、24 回払いの場合は 24ヶ月間、48 回払いの場合は 48 ヶ月間、J:COM 

MOBILE サービスの月額利用料から下表の金額を減額します。 

 

＊J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の基本容量コースが 10GB および 20GB のものに限り、適用しま

す。 

(2) 当社は、前号について、本規約の申込の日の属する月の翌月末日までに携帯電話番号ポータビ 

リティによる切り替えが完了している（携帯電話番号ポータビリティによる切り替えを行わない

場合は、端末到着を条件とする）加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

(3) JCOM株式会社が別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の全部が消滅した場合、

本利用料割引特典の適用は終了します。 

 

15-2.機種変更時に係る割引 

 (1) 当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（た 

だし、シングルタイプを除きます。）および別表 6 に規定する対象サービスの提供を現に受けて

おり、かつ JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に規定する下表の割引対象端末（J:COM 

MOBILE サービスの契約者回線に接続予定の端末に限ります。）を分割払いで機種変更する契約者

に対し、当社は J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、下表の割引対象端末が

到着した日、もしくは当社の責に帰さない事由により、申込者が到着予定日を過ぎても受領でき

なかった場合、受領予定日を含み 7 日が経過する日の属する月の翌月を 1 として起算して 24回

払いの場合は 24 ヶ月間、48 回払いの場合は 48 ヶ月間、J:COM MOBILE サービスの月額利用料か

ら下表の金額を減額します。 
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 (2)当社は、以下条件の全てを満たす申込者に限り、前項に定める利用料割引特典を適用します。 

・JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款（以下「販売契約約款」といいます。） 

に規定するスマホに係る賦払金について、24 ヶ月までの支払いが確認できること。 

・販売契約約款に規定するスマホを分割払いで新たに購入すること。 

(3) 本利用料割引特典は J:COM MOBILE サービス 1契約につき、1つのみの適用とし、重複した申し

込みが確認された場合は、直近に申し込みのあった割引対象端末に適用される本利用料割引特典

を優先します。なお、申込受付完了時点で、継続的に適用されている機種変更前の割引対象端末

に対する利用料割引特典は、本申込受付完了をもって、その適用を廃止します。 

(4)JCOM株式会社が別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の全部が消滅した場合、

本利用料割引特典の適用は終了します。 

 

16.WEB 限定 スタート割 

(1)当社のホームページ経由で申込みを行い、別表13に定める対象サービスの提供が開始された場合、 

J:COM TV サービス加入契約約款またはインターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、

対象サービスの提供が開始された日の属する月の翌月を 1 として起算して、同表に定める期間、同

サービスの月額利用料から 同表に定める金額を減額します。 

(2)当社は、前号について、本規約の申込の時点で当社が提供する対象サービスの提供を受けていない 

申込者に限り本利用料割引特典を適用します。  

(3)本利用料割引特典を適用する場合は、J:COM スタート割を重複して適用しません。 

(4) なお、別表 13は 2022 年 7月 1日以降に本割引特典を申込した契約者を対象に適用される割引金 

額を示しています。2022 年 6月 30 日までに本割引特典を申込した契約者に対しては、本規約の 

附則に記す経過措置（実施期日 2022 年 7月 1日）に示した割引金額を継続適用します。 

17. 削除 

 

18 J:COM 学割（新規申込受付終了） 

(1) 当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV スタンダード、J:COM TV フレックス

または J:COM TV スタンダードプラス（ただし、高機能型 STB（タイプⅤ）または、J:COM LINK（タ

イプⅧ）＋J:COM LINK 専用 録画用ハードディスクを利用する場合に限ります。）および J:COM 

NET 320M コース（ただし、J:COM Wi-Fi サービス対応型または高機能 Wi-Fi モデムを利用する場

合に限ります。）の加入申し込みをした時点で、大学・専門学生（入学予定者含む）であり、次年

度に満 18歳以上になっている場合に限り、以下の料金を適用します。 なお、同額の利用料・料

金で J:COM NET 1G コース、光 1G コースが利用可能な場合があります。 

販売契約約款に定める分類 1ヶ月の減額

⑦、⑧、⑪ 250 円（税込 275 円）

⑫ 500 円（税込 550 円）

② 550 円（税込 605 円）

⑨、⑩ 700 円（税込 770 円）
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(2) 契約名義は学生本人となります。 

コース名 サービス名 
48 ヶ月目までの 

月額利用料 

24 ヶ月目までの 

契約解除料金 

TV コース J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB

（タイプⅤ） 

3,300 円（税込

3,630 円） 

3,000 円（税込

3,300 円） 

  J:COM TV スタンダードプラス＋高機能

型 STB（タイプⅤ） 

4,300 円（税込

4,730 円） 

J:COM TVスタンダードまたはJ:COM TV

フレックス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋

J:COM LINK 専用録画用ハードディスク 

3,300 円（税込

3,630 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM 

LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用録画

用ハードディスク 

4,300 円（税込

4,730 円） 

NET コース J:COM NET320Mコース＋J:COM Wi-Fiサ

ービス対応型 

3,300 円（税込

3,630 円） 

J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi

モデム 

3,500 円（税込

3,850 円） 

TV+NET 

コース 

J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB

（タイプⅤ）＋J:COM NET320M コース＋

J:COM Wi-Fi サービス対応型 

5,980 円（税込

6,578 円） 

J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB

（タイプⅤ）＋J:COM NET320M コース＋

高機能 Wi-Fi モデム 

6,180 円（税込

6,798 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋高機能

型 STB（タイプⅤ）＋J:COM NET320M コ

ース＋J:COM Wi-Fi サービス対応型 

6,980 円（税込

7,678 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋高機能

型 STB（タイプⅤ）＋J:COM NET320M コ

ース＋高機能 Wi-Fi モデム 

7,180 円（税込

7,898 円） 

J:COM TVスタンダードまたはJ:COM TV

フレックス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋

J:COM LINK 専用録画用ハードディスク

＋J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi

サービス対応型 

5,980 円（税込

6,578 円） 
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J:COM TVスタンダードまたはJ:COM TV

フレックス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋

J:COM LINK 専用録画用ハードディスク

＋J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi

モデム 

6,180 円（税込

6,798 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM 

LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用録画

用ハードディスク＋J:COM NET320M コー

ス＋J:COM Wi-Fi サービス対応型 

 

6,980 円（税込

7,678 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM 

LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用録画

用ハードディスク＋J:COM NET320M コー

ス＋高機能 Wi-Fi モデム 

7,180 円（税込

7,898 円） 

（3）当社は、本施策を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。 

（4）第 1 号に定める各コースは、サービスの開始に係る工事月を含む 24 ヶ月の間に解約する場合に

は、契約解除料を支払って頂きます。また、各コースの月額利用料が適用される期間は、サービ

スの開始に係る工事月を含む 48 ヶ月です。49 ヶ月以降契約が継続される場合は、当社が別に定

める約款の金額を支払って頂きます。 

(5) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。 

(6) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定 スタート

割/新社会人応援 U26 割/NET 乗換商品券プレゼントとの併用ができません。 

 

19 J:COM LINK 専用 録画用ハードディスク 3 ヶ月割引 

J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM LINK 専用 録画用ハードディスクを設置された場

合、J:COM TV サービス加入契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された日の

属する月を 1として起算して、J:COM LINK 専用 録画用ハードディスクの月額利用料から 800 円

（税込 880 円）を 3 ヶ月間減額します。 

 

ただし、本施策は「J:COM 学割 」「新社 会人応援 U26 割」「In My Room 特別プラン」「トリプル

プレミアム」および「お得プランミニ（2 年契約）」に追加した録画機能付き STB が無料となる場

合には併用ができません。なお、適用は 1世帯のうち同種の機器ごとに 1台、1回に限ります。 
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20 まごチャンネル端末代割引（新規申込受付終了） 

(1) 当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（た

だし、シングルタイプに限ります。）に、JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款 別表 1-4 に規

定する、まごチャンネル端末を分割払いで新規に購入すると同時に、新規加入および別表 6 に規

定する対象サービスの提供を開始した場合、もしくは J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定め

にかかわらず、まごチャンネル端末が到着した場合（当社の責に帰さない事由により、申込者が到

着予定日を過ぎても受領できなかった場合を含みます）、受領予定日を含み 7 日が経過する日の

属する月の翌月を 1 として起算して 36 ヶ月間、J:COM MOBILE サービスの月額利用料から以下

の金額を減額します。 

分類 ア：550 円（税込 605 円）  

(2) 当社は、前号について、本規約の申込の日の属する月の翌月末日までにまごチャンネル端末を既

に受け取っている加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

 

21  LTE タブレット契約事務手数料割引 

  当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（ただ 

し、シングルタイプに限ります。）について、JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款 別表 1-2 に 

規定する商品を新規に購入すると同時に、新規加入した場合でかつ、J:COM MOBILE（プラン a）契

約約款の定めにかかわらず、別表 1-2 に規定する商品が到着した場合（当社の責に帰さない事由に

より、申込者が到着予定日を過ぎても受領できなかった場合を含みます）、J:COM MOBILE（プラン 

a）契約約款料金表第 4 手続きに関する料金に規定する契約事務手数料相当額を減額します。 

 

22 J:COM NET 1G コースへのサービス変更工事費無料  

当社のインターネット接続サービスの提供を受けている契約者が、J:COM NET 1G コース、光 1Gコー

スにサービス変更（月額利用料金の増額を伴う場合に限ります）する場合、インターネット接続サ

ービス契約約款の定めにかかわらず、当該サービス変更に関する工事費用（契約者が自身で工事を

する場合は機器配送手数料）及びサービス品目変更手続料を無料とします。また、本割引は 1 世帯 1

回のみの適用となります。 

 

23 J:COM メッシュ Wi-Fi 工事費無料（新規申込受付終了） 

(1) J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された場合、J:COM メッシュ Wi-Fi 利用規約の定めにかかわら

ず、J:COM メッシュ Wi-Fi の工事費用（追加 Pod 含む）を無料とします。なお、J:COM メッシュ

Wi-Fi の工事費用無料を受けたことがある場合はこの限りではありません。 

(2) J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された月を含む 6 ヶ月の間に解約する場合、J:COM メッシュ

Wi-Fi 利用規約の定めにかかわらず、J:COM メッシュ Wi-Fi の撤去費用（追加 Pod 含む）を無料と

します。なお、J:COM メッシュ Wi-Fi の撤去費用無料を受けたことがある場合はこの限りではあ

りません。 
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24 In My Room 物件限定 J:COM NET2 ヵ月割引 

In My Room 物件において、J:COM NET 320M コースまたは、1G コース、光 1G コースの提供が開始さ

れた場合、もしくは、当社のインターネット接続サービスの提供を受けている者が、J:COM NET の

利用料金が無料のプランから 320M コースまたは、1G コース、光 1Gコースにアップグレードした場

合、対象サービスの提供が開始された日の属する月を１として起算して 2 ヶ月間 320M コースまた

は、1G コース、光 1G コースの月額利用料金分を、当該月額利用料から減額します。 

 

25 J:COM MOBILE 端末代長期割（新規申込受付終了） 

25-1.新規購入時に係る割引 

(1)当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（た 

だし、シングルタイプを除きます。）の定期契約に、JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に

規定するスマホを分割払いで新規に購入すると同時に、新規加入した場合、J:COM MOBILE（プラ

ン a）契約約款の定めにかかわらず、次号の対象条件を満たした日の属する月の翌月を 1 として

起算して、24回払いの場合は 24 ヶ月間、48回払いの場合は 48ヶ月間、J:COM MOBILE サービス

の月額利用料から下表の金額を減額します。 

ただし、J:COM MOBILE の第 2種定期契約もしくは第 3種定期契約の基本容量コース 1GB に新規加 

入する場合に限り、別表 6に規定するサービスに加入していることを割引条件に追加します。 

 

＊1 J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の基本容量コースが 3GB、5GB、10GB および 20GB のものに

限り、適用します。 

＊2 J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の基本容量コースが 10GB および 20GB のものに限り、適用

します。 

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する月の翌月末日までに携帯電話番号ポータビ 

リティによる切り替えが完了している（携帯電話番号ポータビリティによる切り替えを行わない場

合は、端末到着を条件とする）加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。 

(3)JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の全部が消滅した場合、 

本利用料割引特典の適用は終了します。 
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25-2.機種変更時に係る割引 

(1)当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（ただ 

し、シングルタイプを除きます。）の定期契約の提供を現に受けており、かつ JCOM 株式会社が別に

定める販売契約約款に規定する下表の割引対象端末（J:COM MOBILE サービスの契約者回線に接続予

定の端末に限ります。）を分割払いで機種変更する契約者、もしくは契約開始当初に当社が別に定

める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（ただし、シングルタ

イプを除きます。）の定期契約のみをご契約いただいており、かつ JCOM 株式会社が別に定める販売

契約約款に規定する下表の割引対象端末（J:COM MOBILE サービスの契約者回線に接続予定の端末に

限ります。）を分割払いで新たにご購入する契約者に対し、当社は J:COM MOBILE（プラン a）契約

約款の定めにかかわらず、下表の割引対象端末が到着した日、もしくは当社の責に帰さない事由に

より、申込者が到着予定日を過ぎても受領できなかった場合、受領予定日を含み 7 日が経過する日

の属する月の翌月を 1 として起算して 24 回払いの場合は 24 ヶ月間、48 回払いの場合は 48 ヶ月

間、J:COM MOBILE サービスの月額利用料から下表の金額を減額します。 

 

(2)当社は、以下条件の全てを満たす申込者に限り、前項に定める利用料割引特典を適用します。 

・JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款（以下「販売契約約款」といいます。）に規定するスマホ

に係る賦払金について、24 ヶ月までの支払いが確認できること。 

・販売契約約款に規定するスマホを分割払いで新たに購入すること。 

・J:COM MOBILE の第 2種定期契約加入者もしくは第 3種定期契約の基本容量コース 1GB 加入者に限 

り、別表 6に規定するサービスに加入していること。 

(3) 本利用料割引特典は J:COM MOBILE サービス 1契約につき、1つのみの適用とし、重複した申し込

みが確認された場合は、直近に申し込みのあった割引対象端末に適用される本利用料割引特典を優

先します。なお、申込受付完了時点で、継続的に適用されている機種変更前の割引対象端末に対す

る利用料割引特典は、本申込受付完了をもって、その適用を廃止します。 

(4)JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の全部が消滅した場合、 

本利用料割引特典の適用は終了します。 

 

26 J:COM メッシュ Wi-Fi 割引 

 J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された場合、J:COM メッシュ Wi-Fi 利用規約の定めにかかわら

ず、J:COM メッシュ Wi-Fi サービスの提供が開始された日の属する月を 1 として起算して、2 ヶ月

間の月額利用料金分を無料とします。なお、追加 Pod の月額利用料金および本割引を受けたことが

ある場合はこの限りではありません。 

 

販売契約約款に定める分類 1ヶ月の減額

⑪、⑬、⑭、⑮ 250 円（税込 275 円）

⑫、⑯ 600 円（税込 660 円）

⑨ 700 円（税込 770 円）

⑦、⑧ 1,050 円（税込 1,155 円）
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27 J:COM 学割 OTT プラン（新規申込受付終了） 

（1）当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV スマートセレクト、TV スマートお得

オンデマンド（※1）および J:COM NET 320M コース（ただし、J:COM Wi-Fi サービス対応型または

高機能 Wi-Fi モデムを利用する場合に限ります。）をご契約いただき対象サービス提供が開始され

た場合に限り割引が適用となります。 

（2）申し込み時点で、大学・専門学生（入学予定者含む）で次年度に満 18歳以上になっている方が

対象となり契約名義は学生本人となります。 

（3）当社は、前号を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。 

（4）各コースの月額利用料が適用される期間は、サービスの開始に係る工事月を含む 48 ヶ月です。

月額の割引金額は、J:COM TV スマートセレクトが 1,757 円（税込 1,932 円）、J:COM TV スマートお

得オンデマンド（※1）が 1,957 円（税込 2,152 円）です。49 ヶ月以降契約が継続される場合は、

当社が別に定める約款の金額を支払って頂きます。 

(5) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。 

(6) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定 スタート

割/新社会人応援 U26割 /J:COM 学割 /U26割 OTTプラン/NET 乗換商品券プレゼントとの併用がで

きません。 

※1 J:COM TV スマートお得オンデマンドの新規申込受付は終了しました。 

 

28 青春 26 割 OTT（旧 J:COM U26 割 OTT プラン） 

(1) 当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV セレクト、TVスマートお得オンデ 

マンド（※1）および J:COM NET 320M コース（ただし、J:COM Wi-Fi サービス対応型または高機

能 Wi-Fi モデムを利用する場合に限ります。）の加入申込みをした時点で、加入申込者の年齢が

満 15歳以上 26歳以下である場合に限り、以下の料金を適用します。 

(2) 当社は、前号を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。 

(3) 各コースの月額利用料が適用される期間は、サービスの開始に係る工事月を含む 48 ヶ月です。

月額の割引金額は、J:COM TV スマートセレクトが 1,257 円（税込 1,382 円）、J:COM TV スマート

お得オンデマンド（※1）が 1,457 円（税込 1,602 円）です。49 ヶ月以降契約が継続される場合

は、当社が別に定める約款の金額を支払って頂きます。 

(4) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。 

(5) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定スタート 

 割/新社会人応援 U26 割 /J:COM 学割 /学割 OTT プラン/NET 乗換商品券プレゼント/青春 22割/ 

青春 22 割 OTT との併用ができません。 

※1 J:COM TV スマートお得オンデマンドの新規申込受付は終了しました。 
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29. 長期契約プラン変更特別割引（新規申込受付終了） 

次の各号の条件をすべて満たす契約者が、新たに J:COM ガス、J:COM HOME のいずれかを含む定期

契約に申込み、サービスの提供を開始した場合、対象サービスの提供が開始された日の属する月の

翌月を 1 と起算して、翌々月に 1,500 円（税込 1,650 円）を放送サービスまたはインターネット接

続サービスの月額利用料から減額します。 

(1) J:COM TV サービス加入契約約款、J:COM PHONE プラスサービス契約約款、またはインターネッ 

ト接続サービス契約約款で定める、定期契約に加入していること 

(2) 申込日が前号の定期契約の更新月でないこと 

(3) 第１号の定期契約にかかる J:COM TV サービス、または J:COM NET サービスの料金が前号の更新 

月経過時に改定される見込みであること 

(4) 申込日の属する月を１と起算して、3か月以内に全てのサービスの提供が開始されること 

(5) 過去に本割引、または価格改定に伴う特別割引が適用されていないこと 

 

30.In My Room スタート割 

当社が指定する J:COM In My Room 対象物件において、下表に定める対象サービスを、当社の指定す

る Web サイトにおいて加入申込みを行い加入契約が成立したときは、当該申込みに係る対象サービ

スの提供が開始された日の属する月の翌月を１として下表に定める期間、同サービスの月額利用料

から下表に定める金額を減額します。 

 

対象サービス 
住居形態（集合） 

割引料金 割引期間 

In My Room 特別プラン（TV＋NET） 3,360 円（税込 3,696 円） 6 ヶ月 

 

31.メッシュ Wi-Fi 工事費・機器配送手数料無料 

(1) J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された場合、J:COM メッシュ Wi-Fi 利用規約の定めにかかわ 

らず、J:COM メッシュ Wi-Fi の機器配送手数料・工事費用（追加 Pod 含む）を無料とします。 

なお、セルフインストール対象の場合に設置工事を選択された場合は有償となります。 

(2) J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された月を含む 6ヶ月の間に解約する場合、J:COM メッシュ 

Wi-Fi 利用規約の定めにかかわらず、J:COM メッシュ Wi-Fi の機器配送手数料・撤去費用（追加

Pod 含む）を無料とします。 

なお、J:COM メッシュ Wi-Fi のセルフインストール撤去対象の場合に撤去工事を選択された場合 

は有償となります。 
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32. J:COM NET 1G サービス変更スタート割 

次の各号の条件をすべて満たす契約者が、J:COM NET 1G コースにサービス変更（月額利用料金の増    

額を伴う場合に限ります）し、当該サービスの提供が開始された場合、当該対象サービスの提供が開

始された日の属する月の翌月より 6 ヶ月間、J:COM NET 1G コースの月額利用料金より 500 円（税込

550 円）を減額します。 

(1) 当社のインターネット接続サービスの提供を受けていること 

(2) 過去に契約者世帯において、本割引が適用されていないこと 

 

33．WEB 限定 J:COM MOBILE 契約事務手数料無料 

(1) 当社のホームページ経由で J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する月間通信量制限コー 

ス（Aプラン ST）に係るサービスに新規に申し込み、当該サービスの提供が開始された場合、J:COM 

MOBILE（プラン a）契約約款 料金表第 4 手続きに関する料金 契約事務手数料を無料としま

す。 

(2) 適用は一世帯につき最大 5台までとなります 。 

 

34.WEB 得 

(1)  当社のホームページ経由で新規の申込みを行い、別表 13に定める対象サービスの提供が開始さ 

 れた場合で、かつ、次号の対象条件を満たしたときは、対象サービスの提供が開始された日の属 

 する月を含む 4カ月目下旬に、特典を適用します。なお、特典は QUO カード Pay となります。 

(2)  当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。 

① 当社が別途提供する「16.WEB 限定スタート割」が適用されていること 

② 別表 13 に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する月を含む 5 カ月目末までに

開始されていること 

③ 別表13に定める対象サービスの提供が開始された日の属する月を含む3カ月目末までにJ:COM 

パーソナル ID（メールアドレス）をご登録いただいていること 

※ご登録いただいた J:COM パーソナルIDに誤りがあった場合又は受信拒否設定をされている

場合、特典の適用対象外となります。 

④ 特典の提供時点で別表 13に定める対象サービスをご利用いただいていること 

特典）QUO カード Pay 6,000 円分 

(3)  前各号の規定に関わらず、当社サービスに係る月額利用料金等の滞納がある場合は特典の適用対 

 象外となります。 

(4) なお、別表 13は 2022 年 7月 1 日以降に本割引特典を申込した契約者向けの対象サービスを示して

います。2022 年 6月 30 日までに本割引特典を申込した契約者に対しては、本規約の附則に記す経

過措置（実施期日 2022 年 7月 1 日）に示した対象サービスにおいて本割引特典が適用されます。 
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35. シニア 60割（カケホ） 

(1) 新規に J:COM MOBILE A プラン ST をご契約いただき、同時にかけ放題（5分／回）を申込みいた

だいた場合で、かつ回線利用者が申込み時点で満 60 歳以上である場合、下表のとおり、対象サー

ビスの課金開始月を１として起算して6ヶ月間、月額利用料金から割引料金の金額を減額します。

なお、本割引の適用は、1世帯につき最大 5回線までとなります。 

対象サービス 本割引適用による割引料金 

かけ放題 

（５分／回） 

課金開始月を１として起算して 6 ヶ月間 

500 円 

（税込 550 円） 

(2) 本割引適用期間中に対象サービスを解約された場合（当社から契約を解除した場合を含みます。）、

本割引は終了します。その場合、再度本割引を適用することはできません。 

 

36. シニア 60割（おまかせサポート） 

(1) 新規に J:COM MOBILE A プラン ST をご契約いただき、同時におまかせサポートに申込みいただい

た場合で、かつ回線利用者が申込み時点で満 60歳以上である場合、下表のとおり、対象サービス

の提供開始月を１として起算して３ヶ月間、月額利用料金から割引料金の金額を減額します。な

お、本割引の適用は、1世帯につき 1回までとなります。 

対象サービス 本割引適用による割引料金 

おまかせサポート 

サービス提供開始月から起算して 3 ヶ月間 

500 円 

（税込 550 円） 

（2） 本割引適用期間中に対象サービスまたは J:COM MOBILE サービスを解約された場合（当社から契 

約を解除した場合を含みます。）、本割引は終了します。その場合、再度本割引を適用することは 

できません。 

 

37. 【Aセレクト物件限定】スタート割（新規申込受付終了） 

(1) J:COM In My Room Plan A セレクト物件において、新規に J:COM TV スタンダードもしくは J:COM 

TV フレックスの提供が開始された場合、または J:COM TV セレクトの提供を受けている者が、

J:COM TV スタンダードもしくは J:COM TV フレックスにアップグレードした場合、対象サービス

の提供が開始された日の属する月の翌月を１として起算して 6 ヶ月間、 対象サービスの月額利

用料金から 1,000 円（税込 1,100 円）減額します。 

(2) J:COM In My Room Plan A セレクト物件において、新規に J:COM NET 320M コースもしくは 1Gコ

ースの提供が開始された場合、または当社のインターネット接続サービスの提供を受けている者

が、J:COM NET の利用料金が無料のプランから 320M コースまたは、1G コースにアップグレード

した場合、対象サービスの提供が開始された日の属する月の翌月を１として起算して 6 ヶ月間、 

対象サービスの月額利用料金から 1,000 円（税込 1,100 円）減額します。 

(3) 本割引を過去、既に適用された方は対象外です。 
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(4) 本割引と In My Room TV QUO カードプレゼント、In My Rooｍ NET2 ヵ月無料、スタート割との併

用はできません。 

(5) 本割引の適用期間中に対象サービスのダウングレード、休止、解約（転居、当社から契約を解除

した場合を含みます。）となった場合は本割引を終了します。 

 

38.  アプリを使いこなして VOD を見よう 

(1) 次の各号の条件をすべて満たす契約者が、当該条件を満たした日の属する月からその翌々月ま

での各月内（ただし、当該条件の達成月については、当該条件を満たした日からその月の末日

まで）に、J:COM オンデマンドにて 500 円以上(税込 550 円)、単品ビデオ(レンタル・購入)を

購入した場合、契約者の請求がなくとも自動的に、当該購入月の翌々月の利用料金より 500 円

(税込 550 円)を減額します。 

(ｱ) 契約者が、当社の J:COM TV サービス加入契約約款に基づく TV サービスの提供を受けてい

ること 

(ｲ) パーソナル IDの利用者が、初めて「MY J:COM」アプリを起動し、パーソナル IDでログイ

ンした日からその翌月の末日までの間に、「MY J:COM」アプリにログインした状態で、「MY 

J:COM」アプリを 1回以上起動することを、10 日間以上行うこと。 

(2) 前号の減額を受ける権利は、１世帯につき、合計 4回を上限の行使回数とします。なお、この

減額を受ける権利を行使しなかった場合、当該権利は、消滅するものとします。 

(3) 第 1 号の減額を受ける権利を得るための条件を不正の手段で達成した場合、当社は当該権利の

取得または行使を認めない場合があります。 

 

39．J:COM MOBILE データ盛 

(1) J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する契約（月間通信量制限コース（A プラン ST）)を契

約し、かつ別表 19に規定する対象サービスを契約している場合、特典を適用します。なお、特典は

パケットの無償提供です。 

 特典） 

  基本データ容量が１GB コース      ：4GB 分のパケット 

  基本データ容量が 5GB コース      ：5GB 分のパケット 

  基本データ容量が上記を超えるコース  ：10GB 分のパケット 

  ※ 特典で無償提供されるパケットは、1GB を 1,024MB と読み替えます。 

(2) 当社は、毎月月末日時点で対象サービスに加入されているお客さまを本施策の対象と判定します。

対象と判定した場合、判定日の属する月の翌月 10日までを目途に前号で規定したパケットを無償で

提供します。ただし、提供時期は保証されるものではなく、遅れたことによる賠償責任も負いませ

ん。 

(3) J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する契約（月間通信量制限コース（A プラン ST）) を解

約された場合、または、別表 19 に規定する対象サービスのすべてを解約された場合、本施策の対象

外となります。なお、いずれも当社から契約を解除した場合を含みます。 

(4) 別表 19 に規定する対象サービスをすべて解約後、最終パケット提供日の翌日から起算して 90 日後

に、本施策で提供したパケットは消失します。 

(5) 当社は、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合、本施策の提供を終了することができるも

のとします。 
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(6) 本施策で提供するパケットは繰り越しが可能です。繰り越し容量は、最大で 100GB までとなります。

上限に達した場合、本施策でのパケット提供はできません。 

 

40．電力スタート割（新規申込受付終了） 

新規で JCOM 電力サービスのご加入をいただいた場合、電力開通月の翌々月より、建物形態が戸建て

の場合 24ヵ月間、建物形態が集合住宅の場合 12ヵ月間、300 円（税込 330 円）減額します。 

 

41．4K J:COM Box <HDD 内蔵モデル>STB 6 ヶ月割引 

J:COM TV サービス加入契約約款に定める録画機能付 STB を設置された場合、J:COM TV サービス加入

契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が開始された日の属する月を 1として起算して、録

画機能付き STB の月額利用料から 800 円（税込 880 円）を 6ヶ月間減額します。 

ただし、本施策は「J:COM 学割 」「新社 会人応援 U26 割」「In My Room 特別プラン」「トリプルプ

レミアム」および「お得プランミニ（2 年契約）」に追加した録画機能付き STB が無料となる場合には

併用ができません。なお、適用は 1世帯のうち同種の機器ごとに 1台、1回に限ります。 

 

42. メッシュ Wi-Fi 化 追加 Pod2 ヵ月割引 

(1) 高機能 Wi-Fi モデムの契約者が追加 Pod をご契約いただき提供が開始された場合、J:COM メッシ

ュ Wi-Fi 利用規約の定めにかかわらず、追加 Pod サービスの提供が開始された日の属する月を 1

として起算して、2ヶ月間の月額利用料金分を無料とします。 

(2) 前号の例外として、当社が認める場合において Pod1 台から契約されている方が追加 Pod をご契約

いただき提供が開始された場合にも本施策を適用します。 

(3) 本施策の適用は、1世帯のうち追加 Pod1 台、1回に限ります。 

(4) 本施策は、J:COM メッシュ Wi-Fi 割引との併用ができません。 

(5) 本施策の適用期間中に対象サービスのダウングレード、休止、解約（転居、当社から契約を解除

した場合を含みます。）となった場合は本割引を終了します。 

 

43.  新規販売終了サービスからの契約変更割引 

当社が定める、新規販売終了の TV またはインターネット接続サービスの契約者が、当社の申出によ

り、当社の指定する方法で、別表 20 に定める対象サービスに契約変更した場合に限り、J:COM TV サ

ービス加入契約約款またはインターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象サービス

の提供が開始された日の属する月を 1として起算して、TVまたはインターネット接続サービスの月額

利用料金から 500 円（税込 550 円）を 7カ月間減額します。 
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44.  青春 22 割 

(1) 当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV スタンダード、J:COM TV フレック 

スまたは J:COM TV スタンダードプラス（ただし、高機能型 STB（タイプⅤ）または、J:COM LINK 

（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用 録画用ハードディスクを利用する場合に限ります。）および 

J:COM NET 320M コース（ただし、J:COM Wi-Fi サービス対応型または高機能 Wi-Fi モデムを利 

用する場合に限ります。）の加入申込みをした時点で、加入申込者の年齢が満 15歳以上 22歳 

以下である場合に限り、以下の料金を適用します。 

 

コース名 サービス名 
48 ヶ月目まで

の月額利用料 

24 ヶ月目まで

の契約解除料金 

TV 

コース 

J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB（タイプ

Ⅴ） 

3,300 円（税込

3,630 円） 

3,000 円（税込

3,300 円） 

 J:COM TVスタンダードプラス＋高機能型STB（タ

イプⅤ） 

 

4,300 円（税込

4,730 円） 

J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV フレッ

クス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用

録画用ハードディスク 

3,300 円（税込

3,630 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM LINK（タ

イプⅧ）＋J:COM LINK 専用録画用ハードディスク 

4,300 円（税込

4,730 円） 

NET 

コース 

J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サービス対

応型 

3,300 円（税込

3,630 円） 

J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi モデム 3,500 円（税込

3,850 円） 

TV+NET 

コース 

J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB（タイプ

Ⅴ）＋J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サー

ビス対応型 

5,980 円（税込

6,578 円） 

J:COM TV スタンダード＋高機能型 STB（タイプ

Ⅴ）＋J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi モデ

ム 

6,180 円（税込

6,798 円） 

J:COM TVスタンダードプラス＋高機能型STB（タ

イプⅤ）＋J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サ

ービス対応型 

 

6,980 円（税込

7,678 円） 
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J:COM TVスタンダードプラス＋高機能型STB（タ

イプⅤ）＋J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi

モデム 

 

7,180 円（税込

7,898 円） 

J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV フレッ

クス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用

録画用ハードディスク＋J:COM NET320M コース＋

J:COM Wi-Fi サービス対応型 

5,980 円（税込

6,578 円） 

J:COM TV スタンダードまたは J:COM TV フレッ

クス＋J:COM LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用

録画用ハードディスク＋J:COM NET320M コース＋

高機能 Wi-Fi モデム 

6,180 円（税込

6,798 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM LINK（タ

イプⅧ）＋J:COM LINK 専用録画用ハードディスク

＋J:COM NET320M コース＋J:COM Wi-Fi サービス

対応型 

6,980 円（税込

7,678 円） 

J:COM TV スタンダードプラス＋J:COM LINK（タ

イプⅧ）＋J:COM LINK 専用録画用ハードディスク

＋J:COM NET320M コース＋高機能 Wi-Fi モデム 

7,180 円（税込

7,898 円） 

(2) 当社は、本施策を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。 

(3) 第 1 号に定める各コースは、サービスの開始に係る工事月を含む 24ヶ月の間に解約する場合 

には、契約解除料を支払って頂きます。また、各コースの月額利用料が適用される期間は、サ 

ービスの開始に係る工事月を含む 48 ヶ月です。49 ヶ月以降契約が継続される場合は、当社が 

別に定める約款の金額を支払って頂きます。 

(4) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。 

(5) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定 スター 

ト割/青春 26 割/青春 26割 OTT/青春 22 割 OTT/NET 乗換商品券プレゼントとの併用ができませ 

ん。 

 

45.青春 22 割 OTT 

(1) 当社が J:COM TV サービス加入契約約款に定める J:COM TV セレクトおよび J:COM NET 320M コ 

ース（ただし、J:COM Wi-Fi サービス対応型または高機能 Wi-Fi モデムを利用する場合に限り 

ます。）の加入申込みをした時点で、加入申込者の年齢が満 15 歳以上 22 歳以下である場合に 

限り、以下の料金を適用します。 

(2) 当社は、前号を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。 
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(3) 各コースの月額利用料が適用される期間は、サービスの開始に係る工事月を含む48ヶ月です。 

月額の割引金額は、1,757 円（税込 1,932 円）です。49ヶ月以降契約が継続される場合は、当 

社が別に定める約款の金額を支払って頂きます。 

(4) 同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類を提示いただきます。 

(5) 本施策は、J:COM スタート割/J:COM 引越し割/J:COM NET ウェルカムバック割/WEB 限定スター 

ト割 /青春 26割 /J:COM 学割 /学割 OTT プラン/NET 乗換商品券プレゼント/青春 26割 OTTと 

の併用はできません。 

 

46.迷惑電話自動ブロック 3 ヶ月無料（新規申込受付終了） 

J:COM PHONE プラスサービス契約約款に定める迷惑電話自動ブロックサービスを初めてご契約した場

合に限り、J:COM PHONE プラスサービス契約約款の定めにかかわらず、迷惑電話自動ブロックサービス

の利用開始の翌月より 3 ヶ月間、J:COM PHONE プラスサービスの月額利用料から 300 円（税込 330 円）

を減額します。 

ただし、本施策の適用は、1世帯のうち、1回線ごとに 1回に限ります。 

なお、本施策の適用中に迷惑電話自動ブロックサービスを解約されると、その時点で本施策の適用は終

了します。 

 

47.J:COM MOBILE データ盛（Aプラン SU 用） 

(1)  J:COM MOBILE（A プラン-P）サービス契約約款に規定する契約（月間通信量制限コース（A プラン 

SU）)を契約し、かつ別表 19 に規定する対象サービスを同一のパーソナル ID（契約者 ID）を用いて

契約している場合、特典を適用します。なお、特典はパケットの無償提供です。 

 特典） 

  基本データ容量が１GB コース      ：4GB 分のパケット 

  基本データ容量が 5GB コース      ：5GB 分のパケット 

  基本データ容量が上記を超えるコース  ：10GB 分のパケット 

  ※ 特典で無償提供されるパケットは、1GB を 1,024MB と読み替えます。 

(2)  当社は、毎月月末日時点で対象サービスに加入されているお客さまを本施策の対象と判定します。

対象と判定した場合、判定日の属する月の翌月 10日までを目途に前号で規定したパケットを無償で

提供します。ただし、提供時期は保証されるものではなく、遅れたことによる賠償責任も負いませ

ん。 

(3)  J:COM MOBILE（A プラン-P）サービス契約約款に規定する契約（月間通信量制限コース（A プラン 

SU）)を解約された場合、または、別表 19 に規定する対象サービスのすべてを解約された場合、本

施策の対象外となります。なお、いずれも当社から契約を解除した場合を含みます。 

(4)  別表 19 に規定する対象サービスをすべて解約後、最終パケット提供日の翌日から起算して 90 日

後に、本施策で提供したパケットは消失します。 

(5)  当社は、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合、本施策の提供を終了することができる

ものとします。 

(6)  本施策で提供するパケットは繰り越しが可能です。繰り越し容量は、最大で 100GB までとなりま

す。上限に達した場合、本施策でのパケット提供はできません。 
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48. シニア 60割（カケホ：Aプラン SU用） （新規申込受付終了） 

(1) 新規に J:COM MOBILE（Aプラン-P）をご契約いただき、同時にかけ放題（5分／回）を申込みいた

だいた場合で、かつ回線利用者が申込み時点で満 60 歳以上である場合、下表のとおり、対象サー

ビスの課金開始月を１として起算して12ヶ月間、月額利用料金から割引料金の金額を減額します。

なお、本割引の適用は、1契約につき累計 5回線までとなります。 

対象サービス 本割引適用による割引料金 

かけ放題 

（５分／回） 

課金開始月を１として起算して 12ヶ月間 

500 円 

（税込 550 円） 

(2) 本割引適用期間中に対象サービスを解約された場合（当社から契約を解除した場合を含みます。）、

本割引は終了します。その場合、再度本割引を適用することはできません。 

 

49. 迷惑電話ブロック 2 ヶ月無料 

J:COM PHONE プラスサービス契約約款に定める迷惑電話自動ブロックサービスを初めてご契約した場

合に限り、J:COM PHONE プラスサービス契約約款の定めにかかわらず、迷惑電話自動ブロックサービ

スの利用開始の翌月より 2 ヶ月間、J:COM PHONE プラスサービスの月額利用料から 300 円（税込 

330 円）を減額します。 

ただし、本施策の適用は、1 世帯のうち、1 回線ごとに 1 回に限ります。 

また、過去に迷惑電話自動ブロック 3 ヶ月無料の適用を受けたことがある場合、本施策は適用されま

せん。 

なお、本施策の適用中に迷惑電話自動ブロックサービスを解約されると、その時点で本施策の適用は

終了します。 
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第 9 条（各その他特典の適用について） 

1．NET 乗換商品券プレゼント（新規申込受付終了） 

(1)別表 8 に規定する対象サービスの提供を開始した場合、次号の対象条件を満たした日の属する月

の翌々月下旬に、別表 8に定める特典を適用します。なお、特典は商品券となります。 

(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。 

・別表 8に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する月の翌月末日までに開始され

ていること 

・別表 8に定める対象サービスの開始された日の属する月の月末までに、他社のインターネット

接続サービスを利用していた証明となる書類（申込書、請求書またはその写し等）を当社提出す

ること 

・本特典の申込みの時点で、過去 6ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COM TV、J:COM NET お

よび J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。 

 2．J:COM MOBILE 商品券プレゼント（新規申込受付終了） 

  (1)J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に定める第 3 種定期契約（ただし、デュアルタイプ限ります。）

に新規に加入した場合、特典を適用します。ただし、対面により申し込んだ場合に限るものとしま

す。 

特典） 

基本データ容量が 5GB コース   ：5,000 円分の商品券 

基本データ容量が上記を超えるコース ：10,000 円分の商品券 

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する月の翌月末日までに携帯電話番号ポータビリ

ティによる切り替えが完了している加入申込者に限りその他特典を適用します。 

 

3．かけ放題パック新規加入時登録手数料無料 

J:COM PHONE プラスサービスの新規申込みと同時に本パックを申し込まれかつ同時にサービスを開

始した場合は、同パックの登録手数料について、同約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

 

4．あんしん乗換商品券プレゼント 

(1)別表 15 に規定する対象サービスの提供を開始した場合、次号の対象条件を満たした日の属する月

の翌々月下旬に、別表 15に定める特典（記載金額を上限とした乗換時の違約金相当額）を適用し

ます。なお、特典は商品券となります。 

(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。 

・別表 15に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する月の翌月末日までに開始さ

れていること 
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・別表 15に定める対象サービスの開始された日の属する月を 1ヶ月目として 4ヶ月目の末日

（必着）までに、他社のインターネット接続サービスを利用していた証明および違約金相当額が

わかる書類（インターネット回線・テレビの解約違約金、プロバイダー解約違約金、解約に伴う

撤去工事費、初期工事金の残債、他社モバイル通信端末代金の残債に限ります。また、当該違約

金等のお支払いに消費税が加算されている場合、消費税も違約金相当額に含みます。）を本特典

の申込書と一緒に専用封筒にて弊社宛にご返送（当日消印有効）いただくこと。 

・本特典の申込みの時点で、過去 6ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COM TV、J:COM NET お

よび J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。 

 

5. J:COM In My Room 限定 QUO カードプレゼント 

(1)J:COM In My Room 物件において新規で J:COM TV にご加入いただいた場合、次号の対象条件を満たし

た加入申込者に対して対象サービスの提供開始月を含む 9ヶ月後下旬に、特典を適用します。 

なお、特典は QUO カードまたは QUO カード Pay となります。 

(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。 

 ①J:COM NET にご加入いただいていること※新規でご加入いただく方も対象 

 ②特典に定める対象サービスの提供が本規約の申込みの日の属する月を含む5ヵ月目末日までに開始

されていること 

 ③特典に定める対象サービスの提供開始月から 6ヶ月間、サービスを利用いただいていること 

  ④特典に定める対象サービスの提供開始月を含んだ 5ヵ月目末日までに、J:COM マイページ上で 

本特典のお申込をいただける方。 

※J:COM マイページでのお申し込みは対象サービスの提供開始月の翌月下旬からとなります。 

※お申込の際に、QUO カードまたは QUO カード Pay いずれかご選択をいただきます。 

※QUO カード Pay は、J:COM パーソナル ID（メールアドレス）宛に送付いたします。 

※サービスが無料で提供となる場合は、対象外です。 

 特典） 

 ・J:COM TV セレクト：5,000 円分の QUO カードまたは QUO カード Pay 

 ・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：10,000 円分の QUO カード 

または QUO カード Pay（※ただし、J:COM In My Room TV Plan E 物件では適用対象外です） 

 

6. まごチャンネルの契約事務手数料割引（新規申込受付終了） 

当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（ただ

し、シングルタイプの 1GB（まごチャンネルプラン）に限ります。）について、JCOM 株式会社が別に

定める販売契約約款 別表 1-4 に規定する商品を新規に購入すると同時に、新規加入した場合でか

つ、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、別表 1-4 に規定する商品が到着した

場合（当社の責に帰さない事由により、申込者が到着予定日を過ぎても受領できなかった場合を含

みます）、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款 料金表第 4 手続きに関する料金に規定する契約事

務手数料相当額を減額します。 
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7. Wine Smart からの機種変更におけるサービス変更・登録等手数料割引 

当社が別に定める J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス（ただし、

デュアルタイプに限ります。）について、JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款に基づき販売した

LG Wine Smart をご契約のお客さまが別表 1-1 に規定する商品を追加で購入する場合でかつ、J:COM 

MOBILE（プラン a）契約約款の定めにかかわらず、別表 1-1 に規定する商品が到着した場合（当社の

責に帰さない事由により、申込者が到着予定日を過ぎても受領できなかった場合を含みます）、J:COM 

MOBILE（プラン a）契約約款 料金表第 4 手続きに関する料金に規定するサービス変更・登録等手

数料相当額を減額します。 

 

8．加入特典商品券プレゼント 

 (1)別表 8に規定する対象サービスの提供を開始した場合、次号の対象条件を満たした日の属する 

月の翌々月下旬に、別表 8 に定める特典を適用します。なお、特典は QUO カードまたは QUO カー

ド Pay となります。 

(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。 

･別表 8に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する月の 5ヵ月後末日までに 

開始されていること。 

※ J:COM マイページでのお申し込みは対象サービスの提供開始月の翌月下旬からとなります。 

※ お申込の際に、QUO カードまたは QUO カード Payいずれかご選択をいただきます。 

※ QUO カード Payは、J:COM パーソナル ID（メールアドレス）宛に送付いたします。 

･本特典の申込みの時点で、過去 6 ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COMTV、J:COM NET 

および J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。 

9. NET 乗換商品券プレゼント（新規申込受付終了） 

(1) 別表 18 に規定する対象サービスの提供を開始した場合、次号の対象条件を満たした日の属する 

月の 7 ヶ月後下旬に、別表 18に定める特典を適用します。なお、特典は商品券となります。 

(2) 当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。 

・別表 18に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する月の翌月末日までに 

開始されていること 

・別表 18に定める対象サービスの開始された日の属する月の月末までに、他社のインターネ 

ット接続サービスを利用していた証明となる書類（申込書、請求書またはその写し等）を当社

提出すること 

・本特典の申込みの時点で、過去 6 ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COM TV、J:COM NET 

および J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。 

 

10．乗換特典商品券プレゼント 

(1) 別表 9 に規定する対象サービスの提供を開始した場合、次号の対象条件を満たした日の属する 

月の 7ヶ月後下旬に、別表 9 に定める特典を適用します。なお、特典は QUOカードまたは QUO カ 

ード Pay となります。 

(2) 当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用します。 
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・別表 9 に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する月の 5ヵ月後末日までに開始

されていること 

・本特典の申込みの時点で、過去 6ヶ月以内に当社が提供するサービス（J:COMTV、J:COM NET およ

び J:COM PHONE のいずれかまたは複数のサービス）を解約していないこと。 

・特典に定める対象サービスの提供開始月を含んだ 5 ヵ月目末日までに、J:COM マイページ上で本

特典のお申込をいただける方 

※J:COM マイページでのお申し込みは対象サービスの提供開始月の翌月下旬からとなります。 

※お申込の際に、QUO カードまたは QUO カード Pay いずれかご選択をいただきます。 

※QUO カード Pay は、J:COM パーソナル ID（メールアドレス）宛に送付いたします。 
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別表 

 

別表 1（基本工事費 0 円 対象サービス） 

対象サービス 

スマートお得プラン TV＋NET コース 

スマートお得プランミニ 

スマートお得セレクト 

お得プランミニ 

お得セレクト 

お得 NET 

 

別表 2-1（J:COM スタート割 対象サービス、割引料金および割引期間） 

対象サービス 

住宅形態（戸建て） 住宅形態（集合） 

割引料金 割引期間 割引料金 割引期間 

スマートもっとお得プラン TV

＋NET コース 

1,500 円（税

込 1,650 円※2 
24 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得プランミニ ※1 
1,500 円（税

込 1,650 円） 
24 ヶ月 

1,500 円（税

込 1,650 円）

※2 

12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（320M

コース） 

1,000 円（税

込 1,000 円） 
24 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

お得 NET（320M コース） 
800 円（税込

880 円） 
24 ヶ月 

500 円（税込

550 円※2 
12 ヶ月 

※1 既に放送サービスをご利用の場合、適用不可となります。 

※2 320M コースの割引料金 

 

別表 2-2（J:COM 引越し割 対象サービスおよび割引期間） 

対象サービス 
住宅

形態 
割引料金 

割引 

期間 

スマートもっとお得プラン TV＋NET コース（光

1G コース、光 1G コース on au ひかり、1Gコース、

320M コース）（※1） 

－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1Gコー

ス、光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M

コース）（※1） 

－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

スマートお得プランミニ（※1） 

 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 
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スマートお得セレクト NET（光 1G コース、光 1G

コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン TV＋NET コー

ス（光 1Gコース、1G コース、320M コース） 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

お得 NET - 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

※建物形態が戸建ての場合かつ光 1G コース、光 1G コース on au ひかり、1G コースの場合は、上記

の割引に追加して 500 円（税込 550 円）を 12 ヶ月間減額します。 

※1 既に放送サービスまたは電話サービスをご利用の場合、952 円とします。 

※2 既に放送サービスまたは電話サービスをご利用の場合、適用不可となります。 

 

別表 3 削除 

 

別表 4-1（J:COM タブレット端末代割引 対象サービス）（新規申込受付終了） 

※HOME セットおよび HOME コース・メガパックコースも対象となります 

スマートもっとお得プラン PHONE コース 

スマートもっとお得プラン EX PHONE コース 

スマートもっとお得プラン メガパックコース 

スマートもっとお得プラン EX メガパックコース 

スマートお得プラン PHONE コース 

スマートお得プラン EX PHONE コース 

スマートお得プラン メガパックコース 

スマートお得プラン EX メガパックコース 

スマートお得プラン TV＋NET コース 

スマートお得セレクト 

スマートお得セレクト EX 

もっとお得プラン 

もっとお得プラン ブルーレイセット 

お得プラン 

お得セレクト（1Gコース、320M コース、120M コース、40M コース） 

NET パック<PHONE> ＋ メガパック 

NET パック<メガパック> 

トリプルプレミアム 

In My Room スマートお得プラン PHONE コース 

In My Room スマートお得プラン TV＋NET コース 

In My Room スマートお得プラン EX  PHONE コース 

In My Room スマートお得プラン メガパックコース 

In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース 
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In My Room お得プラン 

In My Room NET パック<PHONE> ＋ メガパック 

In My Room NET パック<メガパック> 

In My Room NET パック EX ＋ メガパック 

NET パック EX ＋ メガパック 

スマートお得オンデマンド 

 

別表 4-2（J:COM タブレット端末代割引 対象サービス）（新規申込受付終了） 

※HOME セットおよび HOME コース・メガパックコースも対象となります。 

下記の 1 のいずれかの条件を見たし、かつ、2のいずれかのサービスの加入をしている場合に対象とな

ります 

1 関連機器、サービス 

高機能型 STB（タイプⅤおよびタイプⅥ）を利用中の契約者 

当社が別に定める外付けハードディスクを購入した月を含む翌月末までの契約者 

J:COM LINK（タイプⅧ）＋J:COM LINK 専用 録画用ハードディスクを利用中の契約者 

メガパックを利用中の契約者 

NETFLIX を利用中の契約者 

DAZN を利用中の契約者 

2 定期契約 

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

ス、120M コース） 

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

ス、120M コース） 

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

ース） 

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

ース、120M コース） 

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

320M コース） 

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

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

もっとお得プラン 

もっとお得プラン ブルーレイセット 

お得プラン（光 1Gコース on au ひかり、1G コース、320M コース、120M コース） 

お得セレクト（1Gコース、320M コース）（※1） 

トリプルプレミアム 

In My Room スマートお得プラン PHONE コース 
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In My Room スマートお得プラン TV＋NET コース 

In My Room スマートお得プラン EX PHONE コース 

In My Room スマートお得プラン メガパックコース 

In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース 

In My Room スマートお得プランミニ EX 

In My Room お得プラン 

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

※1 当社の各種サービスをご利用でない場合に限ります。 

 

別表 5（TV Everywhere 利用料割引 対象サービス） （新規申込受付終了） 

※HOME セットおよび HOME コース・メガパックコースも対象となります 

スマートもっとお得プラン PHONE コース 

スマートもっとお得プラン EX PHONE コース 

スマートもっとお得プラン メガパックコース 

スマートもっとお得プラン EX メガパックコース 

スマートお得プラン PHONE コース 

スマートお得プラン TV＋NET コース 

スマートお得プラン EX PHONE コース 

スマートお得プラン メガパックコース 

スマートお得プラン EX メガパックコース 

もっとお得プラン 

もっとお得プラン ブルーレイセット 

お得プラン 

トリプルプレミアム 

In My Room スマートお得プラン PHONE コース 

In My Room スマートお得プラン EX  PHONE コース 

In My Room スマートお得プラン メガパックコース 

In My Room スマートお得プラン EX メガパックコース 

In My Room お得プラン 

 

別表 6（J:COM MOBILE 端末代割引、まごチャンネル端末代割引、J:COM MOBILE 端末代長期割 対象サー

ビス）（新規申込受付終了） 

※HOME セットおよび HOME コース・メガパックコースも対象となります 

スマートお得セレクト 

スマートお得セレクト EX 

お得セレクト 

In My Room TV セレクト 
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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 NET 

スマートマックス 

スマートお得オンデマンド  

 

別表 7-1（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金）  

※ガスセットも対象となります。 

対象サービス 割引料金 

スマートもっとお得プラン TV＋NET コース（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M

コース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

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

ス） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

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

PHONE 

2,000 円（税込

2,200 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

 

別表 7-2（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金）  

※電力セット、電力・ガスセット、ガスセットおよび HOME コースも対象となります。なお下記対象サー

ビスは新規販売終了しております 

 割引料金 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M

コース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

スマートもっとお得プラン EX PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、

320M コース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

スマートもっとお得プラン メガパックコース（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、

320M コース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

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

ス、320M コース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

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

ス） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

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

ス） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（120M コース） 
2,000 円（税込

2,200 円） 

スマートお得プラン TV＋NET コース（120M コース） 
2,000 円（税込

2,200 円） 

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

ース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 
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スマートお得プラン メガパックコース（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コ

ース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（120M コース） 
2,000 円（税込

2,200 円） 

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

コース） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

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

コース 

2,000 円（税込

2,200 円） 

スマートお得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 
2,000 円（税込

2,200 円） 

スマートお得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 
1,500 円（税込

1,650 円） 

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

PHONE コース 

2,000 円（税込

2,200 円） 

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

ース 

2,000 円（税込

2,200 円） 

もっとお得プラン（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 
2,500 円（税込

2,750 円） 

もっとお得プラン ブルーレイセット（光 1Gコース on au ひかり、1G コース、320M コー

ス） 

2,500 円（税込

2,750 円） 

お得プラン（光 1Gコース on au ひかり、1G コース、320M コース） 
2,500 円（税込

2,750 円） 

お得プラン（120M コース） 
2,000 円（税込

2,200 円） 

NET パック<PHONE>（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

NET パック<PHONE>（120M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

NET パック<メガパック>（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

NET パック<メガパック>（120M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

J:COM NET 特別コース（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

J:COM NET 特別コース（120M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

トリプルプレミアム 
1,500 円（税込

1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（120M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（40M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

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

ス 

2,000 円（税込

2,200 円） 
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お得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 
2,000 円（税込

2,200 円） 

お得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 
1,500 円（税込

1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（120M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（40M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

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

＋PHONE コース 

2,000 円（税込

2,200 円） 

スマートお得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 
2,000 円（税込

2,200 円） 

スマートお得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 
1,500 円（税込

1,650 円） 

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

ス）＋PHONE コース 

2,000 円（税込

2,200 円） 

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

ス）コース 

1,500 円（税込

1,650 円） 

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

ス） 

1,500 円（税込

1,650 円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（120M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（40M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

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

ース 

2,000 円（税込

2,200 円） 

お得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 
2,000 円（税込

2,200 円） 

お得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 
1,500 円（税込

1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（120M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（40M コース） 
1,500 円（税込

1,650 円） 
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別表 7-3（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金）  

※ガスセットも対象となります 

対象サービス 割引料金 

スマートもっとお得プラン TV+NET コース（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M

コース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

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

ース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

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

J:COM PHONE 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得プラン TV＋NET（特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得セレクト TV＋NET（特別割引）(1Gコース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

※対象サービス「お得 NET」はご登録の住居形態によって割引料金が変更します 

・戸建ての場合 

対象サービス 割引料金 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 1,000 円（税

込 1,100 円） 

・集合住宅の場合 

対象サービス 割引料金 

再送信＋お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,000 円（税

込 1,100 円） 

再送信＋お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 1,000 円（税

込 1,100 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 1,000 円（税

込 1,100 円） 

 

別表 7-4（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金）  

※電力セット、電力・ガスセット、ガスセットおよび HOME コースも対象となります。なお下記対象サー

ビスは新規販売終了しております 

 

対象サービス 割引料金 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M

コース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

スマートもっとお得プラン EX PHONE コース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、

320M コース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 
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スマートもっとお得プラン メガパックコース（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、

320M コース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

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

ス、320M コース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

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

ス） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

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

ース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（120M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

スマートお得プラン TV＋NET コース（120M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

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

ース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

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

コース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（120M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

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

320M コース） 

2,500 円（税

込 2,750 円） 

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

PHONE コース 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

スマートお得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税

込 2,200 円） 

スマートお得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税

込 1,650 円） 

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

＋PHONE コース 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

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

コース 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

もっとお得プラン（光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 2,500 円（税

込 2,750 円） 

もっとお得プラン ブルーレイセット（光 1Gコース on au ひかり、1G コース、320M コ

ース） 
2,500 円（税込

2,750 円） 

お得プラン（光 1Gコース on au ひかり、1G コース、320M コース） 2,500 円（税

込 2,750 円） 

お得プラン（120M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

NET パック<PHONE>（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

NET パック<PHONE>（120M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

NET パック<メガパック>（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 
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NET パック<メガパック>（120M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

J:COM NET 特別コース（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

J:COM NET 特別コース（120M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

トリプルプレミアム 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（120M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（40M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

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

ス 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

お得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税

込 2,200 円） 

お得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（120M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（40M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

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

＋PHONE コース 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

スマートお得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税

込 2,200 円） 

スマートお得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税

込 1,650 円） 

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

ス）＋PHONE コース 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

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

ス）コース 

1,500 円（税

込 1,650 円） 

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

ス） 

1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（120M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（40M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

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

コース 

2,000 円（税

込 2,200 円） 

お得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税

込 2,200 円） 
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お得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（120M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（40M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（特別割引） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得プラン EX（特別割引）(1G コース、320M コース、100M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得プラン 1Gコンパクト（特別割引） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得プラン 320 コンパクト（特別割引） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

NET パック<PHONE>（特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

NET パック<メガパック>（特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（UR向け特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（UR向け特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

TV セレクト 320M+PHONE コース（UR 向け特別割引） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

TV セレクト 1G+PHONE コース（UR向け特別割引） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

NET パック<PHONE>（UR 向け特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

NET パック<メガパック>（UR 向け特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

TV セレクト 320M+PHONE コース（特別割引） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

TV セレクト 1G+PHONE コース（特別割引） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートセレクト（特別割引）(1G コース、320M コース、100M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 

スマートセレクト EX（特別割引）(1G コース、320M コース、100M コース) 1,500 円（税

込 1,650 円） 
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別表 7-5（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金）  

※ガスセットも対象となります 

・戸建てかつ他社インターネット回線が携帯キャリア事業者(MVNO 除く) 

対象サービス 割引料金 

再送信＋お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,500 円（税

込 1,650 円） 

再送信＋お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 1,000 円（税

込 1,100 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,000 円（税

込 1,100 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

・集合住宅かつ他社インターネット回線が携帯キャリア事業者(MVNO 除く) 

対象サービス 割引料金 

再送信＋お得 NET（1G コース、320M コース）＋J:COM PHONE 2,000 円（税

込 2,200 円） 

再送信＋お得 NET（1G コース、320M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

お得 NET（1G コース、320M コース）＋J:COM PHONE 3,000 円（税

込 3,300 円） 

お得 NET（1G コース、320M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

・戸建てかつ他社インターネット回線が NURO 光 

対象サービス 割引料金 

再送信＋お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 3,500 円（税

込 3,850 円） 

再送信＋お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 3,000 円（税

込 3,300 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 3,000 円（税

込 3,300 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 2,000 円（税

込 2,200 円） 

・集合住宅かつ他社インターネット回線が NURO 光 

対象サービス 割引料金 

再送信＋お得 NET（、1G コース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,500 円（税

込 1,650 円） 

再送信＋お得 NET（1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得 NET（1G コース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得 NET（1G コース、320M コース） 1,500 円（税

込 1,650 円） 
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・戸建てかつ他社インターネット回線が上記以外の事業者 

対象サービス 割引料金 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得 NET（光 1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 1,000 円（税

込 1,100 円） 

・集合住宅かつ他社インターネット回線が上記以外の事業者 

対象サービス 割引料金 

再送信＋お得 NET（1G コース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,000 円（税

込 1,100 円） 

再送信＋お得 NET（1G コース、320M コース） 1,000 円（税

込 1,100 円） 

お得 NET（1G コース、320M コース）＋J:COM PHONE 1,500 円（税

込 1,650 円） 

お得 NET（1G コース、320M コース） 1,000 円（税

込 1,100 円） 

 

別表 8（加入特典商品券プレゼント 対象サービスおよび QUO カード金額） 

対象サービス 
住宅形態（集合） 

QUO カード金額 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1Gコース on au ひかり、

1G コース、320M コース）（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

ース、320M コース）※1（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

コース、320M コース）※1 
10,000 円 

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

320M コース）＋PHONE コース※1（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

1G コース、320M コース）※1（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

320M コース）＋PHONE コース※1（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

320M コース）※1 
10,000 円 

お得 NET - 

In My Room 特別プラン 10,000 円 

In My Room スマートお得プラン PHONE コース（1G コース、320M コー

ス）（新規申込受付終了） 
10,000 円 
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In My Room スマートお得プラン TV+NET コース（1Gコース、320M コ

ース） 
10,000 円 

※1 光 1G コース on au ひかりの提供は住所形態（戸建て）に限ります。また、光 1G コース on au ひ

かりおよび 1Gコースは一部エリアでの提供となります。 

※ 記載の QUO カード金額(税込）は消費税率が変動しても変わりません。 

 

別表 9 （乗換特典商品券プレゼント 対象サービスおよび QUO カード金額） 

対象サービス 
住宅形態（戸建て） 住宅形態（集合） 

QUO カード金額 QUO カード金額 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1Gコ

ース on au ひかり、1G コース、320M コース）（新

規申込受付終了） 

- 30,000 円 

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース

on au ひかり、1Gコース、320M コース）※1（新規

申込受付終了） 

- 30,000 円 

スマートもっとお得プラン TV＋NET コース（光 1G

コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）※1 
10,000 円 30,000 円 

スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1G コース

on au ひかり、1G コース、320M コース）※1 
- 30,000 円 

スマートお得セレクト NET（光 1Gコース on au ひ

かり、1Gコース、320M コース）※1 
5,000 円 - 

※1 光 1G コース on au ひかりの提供は住所形態（戸建て）に限ります。また、光 1G コース on au ひ

かりおよび 1Gコースは一部エリアでの提供となります。 

※ J:COM In My Room のうち、TV Plan A セレクト  NET Plan A 40M Wi-Fi もしくは Plan A 120M 

Wi-Fi 物件で J:COM TV スタンダード・J:COM TV フレックス かつ J:COM NET 1G/320M へご加入いただ

いた場合 ： QUO カード金額 10,000 円 

※ 記載の QUO カード金額(税込）は消費税率が変動しても変わりません。 

 

別表 10 削除 

 

別表 11 削除 
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別表 12（電力セット割 対象サービスおよび割引料金）（新規申込受付終了） 

対象サービス 割引料金 
割引 

期間 

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コース、光 1G コース

on au ひかり、１Gコース、320M コース）（※2） 

500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1G コース、光 1Gコー

ス on au ひかり、１Gコース、320M コース）（※2） 

500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン PHONE コース（120M コース） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン TV＋NET コース（120M コース） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン EX PHONE コース（※2） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1Gコース、光 1G

コース on au ひかり、１G コース、320M コース）（※2） 

300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

スマートもっとお得プラン EX PHONE コース（※2） 300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

スマートお得プラン メガパックコース（光 1Gコース、光 1G コ

ース on au ひかり、１Gコース、320M コース）（※2） 

500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン メガパックコース（120M コース） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン EX メガパックコース（※2） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートもっとお得プラン メガパックコース（光 1Gコース、

光 1Gコース on au ひかり、１Gコース、320M コース）（※2） 

300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

スマートもっとお得プラン EX メガパックコース（※2） 300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

スマートお得セレクト（光 1Gコース、光 1Gコース on au ひか

り、１G コース、320M コース）＋ PHONE コース 

300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

スマートお得セレクト NET コース（光 1G コース、光 1Gコース

on au ひかり、１Gコース、320M コース） 

500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得セレクト EX 300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

スマートお得セレクト EX NET コース 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得プランミニ 300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

In My Room 特別プラン 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

U26 割 TV＋NET コース（※1） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得セレクト PHONE コース（※2） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

お得オンデマンド（※2） 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド （光 1G コース、光 1G コース on au

ひかり、１Gコース、320M コース） PHONE コース 
300 円（税込 330 円） 24 ヶ月 

スマートお得オンデマンド （光 1G コース、光 1G コース on au

ひかり、１Gコース、320M コース） NET コース 
500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

注： 電力サービスを除く放送サービス・インターネット接続サービスまたは電話サービスのいずれか

を既に加入しており、かつ同特典の開始時にサービス加入数に変更がない場合、もしくは建物形態が

集合住宅の場合は、割引料金を 500 円（税抜）、割引期間を 12ヶ月とします。 
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※1 上記“注”に関わらず既に放送サービスまたはインターネット接続サービスをご利用の場合は対

象外となります。 

※2 上記“注”に関わらず建物形態が戸建ての場合に限ります。また、既に放送サービスまたはインタ

ーネット接続サービスをご利用の場合は対象外となります。 

 

別表 13（WEB 限定 スタート割） 

※In My Room スマートお得プランは、WEB 得の対象外となります。 

対象サービス 住宅 

形態 
割引金額 

割引 

期間 

スマートお得セレクト NET（320M コース）  
戸建 1,857 円（税込 2,042 円） 6 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、

1G コース）  
戸建 2,357 円（税込 2,592 円） 6 ヶ月 

スマートお得 NET（320M コース） 
戸建 2,553 円（税込 2,808 円） 12 ヶ月 

スマートお得 NET（光 1G コース、1Gコース） 
戸建 3,053 円（税込 3,358 円） 12 カ月 

スマートお得セレクト NET（320M コース） 集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、

1G コース） 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 

スマートお得 NET（320M コース） 集合 

住宅 

2,553 円（税込 2,808 円） 6 ヶ月 

スマートお得 NET（光 1G コース、1Gコース） 集合 

住宅 

3,053 円（税込 3,358 円） 6 カ月 

In My Room スマートお得プラン TV+NET コ

ース（320M コース） 

集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン TV+NET コ

ース（光 1G コース、1Gコース） 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 

 

別表 14 削除 
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別表 15（あんしん乗換商品券プレゼント 対象サービスおよび商品券金額） 

対象サービス 住宅形態 
商品券 

上限金額 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（新規申込受付

終了） 

戸建て 50,000 円 

スマートもっとお得プラン メガパックコース（新規申

込受付終了） 

戸建て 50,000 円 

スマートもっとお得プラン TV＋NET コース 戸建て 50,000 円 

スマートお得プラン TV＋NET コース 
戸建て 33,000 円 

スマートお得セレクト PHONE コース（光 1Gコース、光 

1G コース on au ひかり、1Gコース、320M コース）（新

規申込受付終了） 

戸建て 27,000 円 

スマートお得オンデマンド NET（光 1G コース、光 1G コ

ース on au ひかり、1G コース、320M コース）＋PHONE コ

ース（新規申込受付終了） 

戸建て 27,000 円 

スマートお得セレクト（光 1Gコース、光 1G コース on 

au ひかり、1Gコース、320M コース） 

戸建て 27,000 円 

スマートお得オンデマンド NET（光 1G コース、光 1G コ

ース on au ひかり、1Gコース、320M コース）（新規申込

受付終了） 

戸建て 20,000 円 

お得 NET（光 1G コース、光 1G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース） 

戸建て 20,000 円 

※商品券の金額は、100 円の位を四捨五入し、1,000 円単位での発送となります。 

 

別表 16 削除 

 

別表 17(加入特典商品券プレゼント) 

対象サービス 
住宅形態（集合） 

商品券 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1Gコース、1G コース、

320M コース）（新規申込受付終了） 
15,000 円 

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

ース）（新規申込受付終了） 
15,000 円 

スマートもっとお得プラン TV＋NET コース（光 1Gコース、1G コース、

320M コース） 
15,000 円 
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スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1Gコース、1Gコース、320M

コース） 
15,000 円 

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

＋PHONE コース（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

コース）（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

＋PHONE コース（新規申込受付終了） 
10,000 円 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、1G コース、320M コース） 10,000 円 

お得プランミニ 10,000 円 

In My Room 特別プラン 15,000 円 

In My Room スマートお得プラン PHONE コース（1G コース、320M コー

ス）（新規申込受付終了） 
10,000 円 

In My Room スマートお得プラン TV+NET コース（1G コース、320M コ

ース） 
10,000 円 

In My Room お得プランミニ 10,000 円 

 

別表 18(NET 乗換商品券プレゼント) 

対象サービス 
住宅形態（集合） 

商品券 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1Gコース、1G コース、

320M コース）（新規申込受付終了） 
25,000 円 

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

ース）（新規申込受付終了） 
25,000 円 

スマートもっとお得プラン TV＋NET コース（光 1G コース、1G コー

ス、320M コース） 
25,000 円 

スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1G コース、1G コース、320M

コース） 
25,000 円 

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

＋PHONE コース（新規申込受付終了） 
10,000 円 

スマートお得オンデマンド NET コース（光 1G コース、1G コース、

320M コース）（新規申込受付終了） 
10,000 円 

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

＋PHONE コース 
10,000 円 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、1G コース、320M コース） 10,000 円 
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In My Room 特別プラン 10,000 円 

In My Room スマートお得プラン PHONE コース（1Gコース、320M コ

ース）（新規申込受付終了） 
25,000 円 

In My Room スマートお得プラン TV+NET コース（1G コース、320M コ

ース） 
25,000 円 

In My Room スマートお得セレクト NET（1G コース、320M コース）

＋PHONE コース（新規申込受付終了） 
10,000 円 

In My Room スマートお得セレクト NET（1G コース、320M コース） 10,000 円 

 

別表 19 

対象サービス 

J:COM TV※1 セットトップボックスの設置があるサービスを契約すること 

J:COM NET※1 端末設備の設置があるサービスを契約すること 

J:COM PHONE 端末設備の設置があるサービスを契約すること 

J:COM 電力 J:COM 電力家庭用コースの契約をすること 

J:COM 提携電力※2 J:COM 提携電力の契約をすること 

J:COM WiMAX J:COM WiMAX 2＋または J:COM WiMAX 5G サービスの契約をすること 

※1 一部のコースは対象外です 

※2 本サービスは 2023 年 5 月 18 日より適用を開始します。 

 

別表 20 （新規販売終了サービスからの契約変更割引） 

 対象サービス（契約変更後サービス） 

TV サービス J:COM TV スタンダードプラスサービス 

J:COM TV スタンダードサービス 

J:COM TV コンパクトサービス 

NET サービス 光 1G コース ※注 1 

光 1G コース on au ひかり 

1G コース ※注 2 

320M コース 

120M コース、40M コース、12M コース ※注 3 

※注 1 本品目は福岡局の一部エリアに限ります。 

※注 2 本品目は熊本局、福岡局、北九州局の一部エリアに限ります。 

※注 3 本品目は当社が定めるインターネット接続サービスのお客さまに限ります。 
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別記 

別に定める特定事業者（当社を含みます） 

株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・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、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコ

ム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社 
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附則 

（実施期日） 

本規約は、平成 28年 8月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 28年 12 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 28年 12 月 15 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 4月 14 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 5月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 6月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 7 月１日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 8月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 9月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 9月 15 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 10 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 11 月 1日から実施します。 

なお、第 9 条第 4項 かけ放題パック新規加入時登録手数料無料 については平成 29 年 11 月 2 日か

ら実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 12 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 1月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 2月 15 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 4月 15 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 5月 1 日から実施します。 
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（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 7月 1 日から実施します。 

なお、第 8条 10. J:COM MOBILE スタート割、15.J:COM MOBILE 新端末代割引に関する変更は平成 30

年 7月 3 日から実施いたします。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 8月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 9月 27 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 10 月 18 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 11 月 22 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 30年 12 月 20 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 1月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 2月 21 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 3月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 4月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 31年 4月 25 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 6 月 1日から実施します。 

なお、第 8 条（各利用料割引特典の提供条件）16－1.新規購入時に係る割引については 2019 年 6月 7

日より実施します。 

（規約の変更） 

2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストならびに表題記載の各社の本名称の規約

は、2019 年 6月 1日をもって本規約に変更するものとします。 

（債権債務の承継） 

2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストが有する債権債務はこの改正規定実施の

日において、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・

東日本または株式会社ジェイコム千葉が承継するものとし、その請求その他の取扱いについては、本

規約に基づくものとします。 
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（改正前の規定による手続き等の効力） 

前項にて承継を行ったジェイコム各社は、契約者が株式会社ジェイコムイーストの規定に基づき行っ

た行為を、本規約に基づきなされた行為とみなします。 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 7 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 9 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。 

（経過措置）  

この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額（地方消費税を含む）は、本規約に定めるとおりと

します。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 10 月 31 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 11 月 28 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 12 月 20 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 1 月 18 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 2 月 13 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 2 月 20 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 2 月 27 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 4 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 5 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 5 月 14 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 6 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 7 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 8 月 1日から実施します。 
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（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 9 月 10 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 9 月 17 日から実施します。 

なお、J:COM メッシュ Wi-Fi 工事費無料（新規申込受付終了）については、2020 年 9 月 24 日から実

施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 10 月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 10 月 15 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 12 月 2 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 12 月 21 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 2 月 2日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 2 月 18 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 3 月 12 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 3 月 24 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 4 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 4 月 29 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 5 月 20 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 6 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 7 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 8 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 10 月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 11 月 1 日から実施します。 
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（実施期日） 

この改正規定は、2021 年 12 月 1 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 1 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 2 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 2 月 23 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 4 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 4 月 15 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 4 月 21 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 5 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 6 月 2日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 7 月 1日から実施します。 

（経過措置①） 

第 8 条 基本工事費実質 0 円においては、2022 年 6 月 30 日より前に本割引の適用対象となるサービ

スの提供が開始された場合、以下の割引金額を継続適用することとします。 

建物区分 割引金額（基本工事費相当額） 

一戸建て 

1,000 円×36 回※１ 

1,500 円×24 回※２ 

割引合計：36,000 円 

集合住宅 

500 円×24 回※３ 

1,000 円×12 回※４ 

割引合計：12,000 円 

*1 契約期間が 3 年の定期契約にご加入された方が対象です。 

*2 定期契約以外または契約期間が２年の定期契約にご加入された方が対象です。 

*3 契約期間が 2 年の定期契約にご加入された方が対象です。 

*4 定期契約以外または契約期間が 1 年の定期契約にご加入された方が対象です。 

 

（経過措置②） 

第 8 条 J:COM スタート割においては、2022 年 6 月 30 日より前に本割引の適用対象となるサービスの

提供が開始された場合、以下の割引金額を継続適用することとします。 
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別表 2-1（J:COM スタート割 対象サービス、割引料金および割引期間） ※HOME セットおよび HOME コ

ース・メガパックコースも対象となります 

対象サービス 

住宅形態（戸建て） 住宅形態 

割引料金 割引期間 割引料金 割引期間 

スマートもっとお得プラン 

PHONE コース 

1,500 円（税

込 1,650 円） 
24 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートもっとお得プラン メ

ガパックコース 

1,500 円（税

込 1,650 円） 
24 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得プラン PHONE コ

ース（320M コース） 

1,905 円（税

込 2,095 円） 
12 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得プラン PHONE コ

ース（120M コース） 

952 円（税込

1,047 円） 
12 ヶ月 - - 

スマートお得プラン メガパッ

クコース（320M コース） 

1,905 円（税

込 2,095 円） 
12 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得プラン メガパッ

クコース（120M コース） 

952 円（税込

1,047 円） 
12 ヶ月 - - 

スマートお得プランミニ ※1 
952 円（税込

1,047 円） 
24 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（320M

コース）＋PHONE コース 

952 円（税込

1,047 円） 
24 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（120M

コース）＋PHONE コース 

952 円（税込

1,047 円） 
6 ヶ月 - - 

スマートお得セレクト NET（320M

コース） 

952 円（税込

1,047 円） 
12 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（120M

コース） 

952 円（税込

1,047 円） 
6 ヶ月 - - 

スマートお得セレクト PHONE コ

ース 
500 円 12 ヶ月 - - 

スマートお得オンデマンド

（320M コース）＋PHONE コース 

952 円（税込

1,047 円） 
24 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド

（120M コース）＋PHONE コー

ス 

952 円（税込

1,047 円） 
6 ヶ月 - - 

スマートお得オンデマンド NET

（320M コース） 

952 円（税込

1,047 円） 
12 ヶ月 

1,000 円（税

込 1,100 円※2 
12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET

（120M コース） 

952 円（税込

1,047 円） 
6 ヶ月 - - 
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お得 NET（320M コース） 
800 円（税込

880 円） 
24 ヶ月 

500 円（税込

550 円※2 
12 ヶ月 

※1 既に放送サービスをご利用の場合、適用不可となります。 

※2 320M コースの割引料金 

 

（経過措置③） 

第 8 条 J:COM 引越し割においては、2022 年 6 月 30 日より前に本割引の適用対象となるサービスの提

供が開始された場合、以下の割引金額を継続適用することとします。 

別表 2-2（J:COM 引越し割 対象サービスおよび割引期間） ※HOME セットおよび HOME コース・メガパ

ックコースも対象となります 

対象サービス 
住宅

形態 
割引料金 

割引 

期間 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（※1） 

戸建

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

スマートもっとお得プラン EX PHONE コース

（※1） 

戸建

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

スマートもっとお得プラン メガパックコース

（※1） 

戸建

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

スマートもっとお得プラン EX メガパックコー

ス（※1） 

戸建

住宅 1,000 円（税込 1,100 円） 
12 ヶ月 

集合

住宅 1,000 円（税込 1,100 円） 
12 ヶ月  

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G コー

ス、光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M

コース）（※1） 

－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1Gコー

ス、光 1Gコース on au ひかり、1Gコース、320M

コース）（※1） 

－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

スマートお得プラン PHONEコース（120Mコース） － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン TV＋NET コース（120M コー

ス） 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

スマートお得プラン EX PHONE コース（※1） 

 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 
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スマートお得プラン メガパックコース（光1Gコ

ース、光 1G コース on au ひかり、1G コース、320M

コース）（※1） 

－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン メガパックコース（120M コ

ース） 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン EX メガパックコース（※1） 

 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得プランミニ（※1） 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、光 1G

コース on au ひかり、1G コース、320M コース）

＋PHONE コース 

－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（120M コース）＋PHONE

コース 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

スマートお得セレクト EX＋PHONE コース 

 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、光 1G

コース on au ひかり、1Gコース、320M コース） 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（120M コース） － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得セレクト EX － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

もっとお得プラン（※1） 

戸建

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

もっとお得プラン ブルーレイセット（※1） 

戸建

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

お得プラン（1G コース、320M コース）（※1） － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

お得プラン（120M コース） － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

お得プランミニ （※1） － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

お得セレクト NET（1G コース、320M コース）＋

PHONE コース 

－ 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

お得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コー

ス 

－ 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月  

お得セレクト NET（1G コース、320M コース） 

 

－ 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

お得セレクト NET（120M コース） － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 
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In My Room スマートお得プラン PHONE コース

（光 1G コース、1Gコース、320M コース） 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン TV＋NET コー

ス（光 1Gコース、1G コース、320M コース） 
集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン PHONE コース

（120M コース） 

 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン TV+NET コース

（120M コース） 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 

12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン EX PHONE コー

ス 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン メガパックコ

ース（光 1G コース、1Gコース、320M コース） 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン メガパックコ

ース（120M コース） 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン EX メガパック

コース 

集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room スマートお得プランミニ EX 
集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得プランミニ EX 
集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room お得プラン（1G コース、320M コース） 
集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room お得プラン（120M コース） 
集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

In My Room お得プランミニ  
集合

住宅 
1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド（320M コース)＋PHONE

コース 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド（120M コース）＋PHONE

コース 
－ 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（320M コース) － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（120M コース） － 1,000 円（税込 1,100 円） 12 ヶ月 

お得 NET - 500 円（税込 550 円） 12 ヶ月 

※建物形態が戸建ての場合かつ光 1G コース、光 1G コース on au ひかり、1G コースの場合は、上記

の割引に追加して 500 円（税込 550 円）を 12 ヶ月間減額します。 

※1 既に放送サービスまたは電話サービスをご利用の場合、952 円とします。 

※2 既に放送サービスまたは電話サービスをご利用の場合、適用不可となります。 
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（経過措置④） 

第 8 条 J:COM NET ウェルカムバック割においては、2022 年 6月 30 日より前に本割引の適用対象とな

るサービスの提供が開始された場合、以下の割引金額を継続適用することとします。 

別表 7-1（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金）  

※電力セット、電力・ガスセット、ガスセットおよび HOME コースも対象と

なります対象サービス 
割引料金 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au ひか

り、1G コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートもっとお得プラン EX PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au ひ

かり、1Gコース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートもっとお得プラン メガパックコース（光 1G/5G/10G コース on au

ひかり、1G コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートもっとお得プラン EX メガパックコース（光 1G/5G/10G コース on 

au ひかり、1Gコース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートお得プラン PHONE コース（120M コース） 2,000円（税込2,200円） 

スマートお得プラン TV＋NET コース（120M コース） 2,000円（税込2,200円） 

スマートお得プラン EX PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートお得プラン メガパックコース（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートお得プラン メガパックコース（120M コース） 2,000円（税込2,200円） 

スマートお得プラン EX メガパックコース（光 1G/5G/10G コース on au ひか

り、1G コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

スマートお得セレクト NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、

320M コース）＋PHONE コース 
2,000円（税込2,200円） 

スマートお得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000円（税込2,200円） 

スマートお得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500円（税込1,650円） 

スマートお得セレクト EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコー

ス、320M コース）＋PHONE コース 
2,000円（税込2,200円） 

スマートお得セレクト EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコー

ス、320M コース）コース 
2,000円（税込2,200円） 

もっとお得プラン（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコース、320M コ

ース） 
2,500円（税込2,750円） 

もっとお得プラン ブルーレイセット（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース） 
2,500円（税込2,750円） 

お得プラン（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M コース） 2,500円（税込2,750円） 

お得プラン（120M コース） 2,000円（税込2,200円） 

NET パック<PHONE>（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M コ

ース） 
1,500円（税込1,650円） 

NET パック<PHONE>（120M コース） 1,500円（税込1,650円） 
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NET パック<メガパック>（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコース、

320M コース） 
1,500円（税込1,650円） 

NET パック<メガパック>（120M コース） 1,500円（税込1,650円） 

J:COM NET 特別コース（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M

コース） 
1,500円（税込1,650円） 

J:COM NET 特別コース（120M コース） 1,500円（税込1,650円） 

トリプルプレミアム 1,500円（税込1,650円） 

スマートお得セレクト TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コー

ス、320M コース） 
1,500円（税込1,650円） 

スマートお得セレクト TV+NET（120M コース） 1,500円（税込1,650円） 

スマートお得セレクト TV+NET（40M コース） 1,500円（税込1,650円） 

お得セレクト NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M コ

ース）＋PHONE コース 
2,000円（税込2,200円） 

お得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000円（税込2,200円） 

お得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500円（税込1,650円） 

お得セレクト TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M

コース） 
1,500円（税込1,650円） 

お得セレクト TV+NET（120M コース） 1,500円（税込1,650円） 

お得セレクト TV+NET（40M コース） 1,500円（税込1,650円） 

スマートお得オンデマンド NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コー

ス、320M コース）＋PHONE コース 
2,000円（税込2,200円） 

スマートお得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000円（税込2,200円） 

スマートお得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500円（税込1,650円） 

スマートお得オンデマンド EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース）＋PHONE コース 
2,000円（税込2,200円） 

スマートお得オンデマンド EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース）コース 
1,500円（税込1,650円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース） 
1,500円（税込1,650円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（120M コース） 1,500円（税込1,650円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（40M コース） 1,500円（税込1,650円） 

お得オンデマンド NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコース、320M

コース）＋PHONE コース 
2,000円（税込2,200円） 

お得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000円（税込2,200円） 

お得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500円（税込1,650円） 

お得オンデマンド TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコース、

320M コース） 
1,500円（税込1,650円） 

お得オンデマンド TV+NET（120M コース） 1,500円（税込1,650円） 

お得オンデマンド TV+NET（40M コース） 1,500円（税込1,650円） 

 

別表 7-2（J:COM NET ウェルカムバック割 対象サービスおよび割引料金）  

※電力セット、電力・ガスセット、ガスセットおよび HOME コースも対象となります 

対象サービス 割引料金 

スマートもっとお得プラン PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au ひ

かり、1Gコース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 
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スマートもっとお得プラン EX PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au

ひかり、1G コース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートもっとお得プラン メガパックコース（光 1G/5G/10G コース on 

au ひかり、1Gコース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートもっとお得プラン EX メガパックコース（光 1G/5G/10G コース

on au ひかり、1G コース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートお得プラン TV＋NET コース（光 1G/5G/10G コース on au ひか

り、1G コース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（120M コース） 2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得プラン TV＋NET コース（120M コース） 2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得プラン EX PHONE コース（光 1G/5G/10G コース on au ひか

り、1G コース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（光 1G/5G/10G コース on au ひ

かり、1Gコース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（120M コース） 2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得プラン EX メガパックコース（光 1G/5G/10G コース on au

ひかり、1G コース、320M コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

スマートお得セレクト NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コー

ス、320M コース）＋PHONE コース 

2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得セレクト EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース）＋PHONE コース 

2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得セレクト EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース）コース 

2,000 円（税込 2,200 円） 

もっとお得プラン（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M

コース） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

もっとお得プラン ブルーレイセット（光 1G/5G/10G コース on au ひか

り、1G コース、320M コース） 
2,500 円（税込 2,750 円） 

お得プラン（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M コー

ス） 

2,500 円（税込 2,750 円） 

お得プラン（120M コース） 2,000 円（税込 2,200 円） 

NET パック<PHONE>（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコース、320M

コース） 

1,500 円（税込 1,650 円） 

NET パック<PHONE>（120M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

NET パック<メガパック>（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コー

ス、320M コース） 

1,500 円（税込 1,650 円） 

NET パック<メガパック>（120M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

J:COM NET 特別コース（光 1G/5G/10Gコース on au ひかり、1G コー

ス、320M コース） 

1,500 円（税込 1,650 円） 

J:COM NET 特別コース（120M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

トリプルプレミアム 1,500 円（税込 1,650 円） 
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スマートお得セレクト TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース） 

1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（120M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得セレクト TV+NET（40M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

お得セレクト NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、320M

コース）＋PHONE コース 

2,000 円（税込 2,200 円） 

お得セレクト NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税込 2,200 円） 

お得セレクト NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税込 1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、

320M コース） 

1,500 円（税込 1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（120M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

お得セレクト TV+NET（40M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得オンデマンド NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G

コース、320M コース）＋PHONE コース 

2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得オンデマンド EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース）＋PHONE コース 

2,000 円（税込 2,200 円） 

スマートお得オンデマンド EX NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース）コース 

1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、

1G コース、320M コース） 

1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（120M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得オンデマンド TV+NET（40M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

お得オンデマンド NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1G コース、

320M コース）＋PHONE コース 

2,000 円（税込 2,200 円） 

お得オンデマンド NET（120M コース）＋PHONE コース 2,000 円（税込 2,200 円） 

お得オンデマンド NET（40M コース）＋PHONE コース 1,500 円（税込 1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（光 1G/5G/10G コース on au ひかり、1Gコー

ス、320M コース） 

1,500 円（税込 1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（120M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

お得オンデマンド TV+NET（40M コース） 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（特別割引） 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得プラン EX（特別割引）(1G コース、320M コース、100M コー

ス) 

1,500 円（税込 1,650 円） 

お得プラン 1Gコンパクト（特別割引） 1,500 円（税込 1,650 円） 

お得プラン 320 コンパクト（特別割引） 1,500 円（税込 1,650 円） 

NET パック<PHONE>（特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税込 1,650 円） 

NET パック<メガパック>（特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得プラン PHONE コース（UR 向け特別割引）(1Gコース、320M

コース) 

1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートお得プラン メガパックコース（UR向け特別割引）(1G コース、

320M コース) 

1,500 円（税込 1,650 円） 

TV セレクト 320M+PHONE コース（UR 向け特別割引） 1,500 円（税込 1,650 円） 

TV セレクト 1G+PHONE コース（UR向け特別割引） 1,500 円（税込 1,650 円） 
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NET パック<PHONE>（UR 向け特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税込 1,650 円） 

NET パック<メガパック>（UR 向け特別割引）(1G コース、320M コース) 1,500 円（税込 1,650 円） 

TV セレクト 320M+PHONE コース（特別割引） 1,500 円（税込 1,650 円） 

TV セレクト 1G+PHONE コース（特別割引） 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートセレクト（特別割引）(1G コース、320M コース、100M コース) 1,500 円（税込 1,650 円） 

スマートセレクト EX（特別割引）(1G コース、320M コース、100M コー

ス) 

1,500 円（税込 1,650 円） 

 

（経過措置⑤） 

第 8 条 WEB 限定スタート割においては、2022 年 6 月 30 日より前に本割引の適用対象となるサービス

の提供が開始された場合、以下の割引金額を継続適用することとします。 

また、第 8 条 WEB 得において 2022 年 6 月 30 日より前に本割引の申込をした場合についても、本割引

特典の対象サービスは次の通りとなります。 

別表 13（WEB 限定 スタート割）※HOME セットおよび HOME コース・メガパックコースも対象となりま

す 

対象サービス 住宅 

形態 
割引金額 

割引 

期間 

スマートもっとお得プラン PHONE コース

（320M コース） 
戸建 3,000 円（税込 3,300 円） 12 ヶ月 

スマートもっとお得プラン PHONE コース

（10G・5G・1G コース） 
戸建 3,500 円（税込 3,850 円） 12 ヶ月 

スマートもっとお得プラン メガパックコー

ス（320M コース） 戸建 3,000 円（税込 3,300 円） 12 ヶ月 

スマートもっとお得プラン メガパックコー

ス（10G・5G・1G コース） 
戸建 3,500 円（税込 3,850 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン TV+NET コース（320M

コース） 
戸建 3,810 円（税込 4,191 円） 12 ヶ月 

スマートお得プラン TV+NET コース（光 1G

コース、1G コース） 戸建 4,310 円（税込 4,741 円） 12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（320M コース）

＋PHONE コース  
戸建 1,900 円（税込 2,090 円） 12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、

1G コース）＋PHONE コース  
戸建 2,400 円（税込 2,640 円） 12 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（320M コース）  
戸建 1,857 円（税込 2,042 円） 6 ヶ月 
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スマートお得セレクト NET（光 1G コース、

1G コース）  
戸建 2,357 円（税込 2,592 円） 6 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（320M コー

ス）＋PHONE コース  
戸建 1,900 円（税込 2,090 円） 12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（光 1Gコー

ス、1G コース）＋PHONE コース  
戸建 2,400 円（税込 2,640 円） 12 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（320M コー

ス）  
戸建 1,857 円（税込 2,042 円） 6 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（光 1Gコー

ス、1G コース）  
戸建 2,357 円（税込 2,592 円） 6 ヶ月 

お得 NET（320M コース） 
戸建 1,299 円（税込 1,428 円） 12 ヶ月 

お得 NET（光 1G コース、1G コース） 
戸建 1,799 円（税込 1,978 円） 12 カ月 

スマートもっとお得プラン PHONE コース

（320M コース） 

集合 

住宅 
4,100 円（税込 4,510 円） 6 ヶ月 

スマートもっとお得プラン PHONE コース

（10G・5G・1G コース） 

集合 

住宅 
4,600 円（税込 5,060 円） 6 ヶ月 

スマートもっとお得プラン メガパックコー

ス（320M コース） 

集合 

住宅 
4,100 円（税込 4,510 円） 6 ヶ月 

スマートもっとお得プラン メガパックコー

ス（10G・5G・1G コース） 

集合 

住宅 
4,600 円（税込 5,060 円） 6 ヶ月 

スマートお得プラン TV+NET コース（320M

コース） 

集合 

住宅 
4,100 円（税込 4,510 円） 6 ヶ月 

スマートお得プラン TV+NET コース（光 1G

コース、1G コース） 

集合 

住宅 
4,600 円（税込 5,060 円） 6 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（320M コース）

＋PHONE コース 

集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、

1G コース）＋PHONE コース 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 
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スマートお得セレクト NET（320M コース） 集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

スマートお得セレクト NET（光 1G コース、

1G コース） 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 

スマートお得オンデマンド NET（320M コー

ス）＋PHONE コース 

集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（光 1Gコー

ス、1G コース）＋PHONE コース 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 

スマートお得オンデマンド NET（320M コー

ス） 

集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

スマートお得オンデマンド NET（光 1Gコー

ス、1G コース） 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 

お得 NET（320M コース） 集合 

住宅 

2,553 円（税込 2,808 円） 6 ヶ月 

お得 NET（光 1G コース、1G コース） 集合 

住宅 

3,053 円（税込 3,358 円） 6 カ月 

In My Room スマートお得プラン TV+NET コ

ース（320M コース） 

集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン TV+NET コ

ース（光 1G コース、1Gコース） 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 

In My Room スマートお得プラン メガパッ

クコース（320M コース） 

集合 

住宅 

3,437 円（税込 3,780 円） 6 ヶ月 

In My Room スマートお得プラン メガパッ

クコース（光 1G コース、1G コース） 

集合 

住宅 

3,937 円（税込 4,330 円） 6 カ月 

 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 9 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 9 月 15 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 12 月 1 日から実施します。 

  



利用料割引等に関する規約 

 

68 

 

（実施期日） 

この改正規定は、2023 年 2 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2023 年 2 月 17 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2023 年 2 月 21 日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2023 年 3 月 1日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、2023 年 3 月 30 日から実施します。 

（経過措置） 

第 8 条 In My Room スタート割においては、2023 年 3月 29 日より前に本割引が適用されていた場合、

対象サービスの提供が開始された日の属する暦月の翌月を１として下表に定める期間、同サービスの月

額利用料から下表に定める割引金額の減額を継続適用することとします。 

 

対象サービス 住宅形態（集合） 

割引料金 割引期間 

In My Room 特別プラン（TV＋NET） 3,360 円（税込 3,696 円） 6 ヶ月 

In My Room セレクト NET 320M コース、光 1Gコース、1G コ

ース 

1,000 円（税込 1,100 円） 6 ヶ月 

In My Room NET パック（320M コース、光 1Gコース、1G コ

ース） 

1,000 円（税込 1,100 円） 6 ヶ月 

J:COM NET 320M コース、光 1Gコース、1G コース 1,000 円（税込 1,100 円） 6 ヶ月 

In My Room セレクト NET 320M コース、光 1Gコース、1G コ

ース※NET 120M Wi-Fi 物件の場合 

720 円（税込 792 円） 6 ヶ月 

In My Room NET パック（320M コース、光 1Gコース、1G コ

ース）※NET 120M Wi-Fi 物件の場合 

720 円（税込 792 円） 6 ヶ月 

J:COM NET 320M コース、光 1Gコース、1G コース 

※NET 120M Wi-Fi 物件の場合 

720 円（税込 792 円） 6 ヶ月 

（実施期日） 

この改正規定は、2023 年 5 月 1日から実施します。 

（実施期日）  

この改正規定は、2023 年 5 月 17 日から実施します。 

（経過措置） 

第 8 条 シニア 60 割（カケホ）においては、2023 年 5月 16 日より前に本割引が適用されていた場合、

対象サービスの提供が開始された日の属する暦月の翌月を１として下表に定める期間、同サービスの月

額利用料から下表に定める割引金額の減額を継続適用することとします。 
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ただし、本割引適用期間中に対象サービスを解約された場合（当社から契約を解除した場合を含みま

す。）、本割引は終了します。その場合、再度本割引を適用することはできません。 

対象サービス 本割引適用による割引料金 

かけ放題 （５分／回） 課金開始月を１として起算して 

12 ヶ月間 500 円 （税込 550 円） 

 


