
 

 

「J:COM WiMAX 2+」に関する重要事項説明書 

 

このたびは、「J:COM WiMAX 2+」（以下、「本サービス」といいます。）にお申し込みいただき、ありがとうございます。 

以下に、本サービスのご契約にあたり、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。 

内容につきましてあらかじめご了承いただき、お申し込みください。 

 

 「J:COM WiMAX 2+」について 

1. 本サービスは、WiMAX 2+方式でインターネット接続をご利用いただけるサービスです。最大通信速度は以下の通りです。 

接続方式 サービスエリア 最大通信速度(*1) 

WiMAX2+方式 
「ツープラスプラン ギガ放題」／「ツープラスプラン」利用の場合 ・・・ WiMAX2+エリア 

「移行用 無制限プラン」／「移行用 7GB制限プラン」(*2)利用の場合 ・・・ 大分市、由布市の一部 

下り概ね 110Mbps／ 

上り概ね 10Mbps 

 (*1) 本サービスはデータ端末を使用して、上記最大回線速度により、モバイル通信サービスを提供するものです。お客さまのご利用機器、電波の

状態、回線の混雑状況などにより、通信速度が低下します。 

(*2) 「J:COM WiMAX（一括移行プラン）」をご契約されている方のみが対象です。「移行用 無制限プラン」／「移行用 7GB制限プラン」は 2017年

6月30日をもって新規受付を終了いたします。 

2. 通信に電波を利用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部などの電波の届かない場所や、サービスエリア外で

はご利用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。 

3. 電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用のデータ端末で表示される電波状況については目安としてご利用くだ

さい。 

4. 移行用 7GB制限プラン・ツープラスプランにおいては、当月の送受信の通信量の合計が7Gbyte を超えた場合、当月末まで

の通信速度を送受信最大128kbps に制限いたします。 

5. 直近 72 時間（3 日間）の送受信の通信量の合計が 3Gbyte を超えた場合、通信の混雑状況に応じて、通信速度を超えた日の

翌日18時頃から翌2時の間にかけて(*3)概ね 1Mbpsの速度(*4)に制限いたします。 

(*3) 翌2時より前に通信を継続して利用し続けている場合、同日6時頃まで速度制限が継続しますが、2時以降に一度通信を切断することによ

り制限が解除されます。 

(*4) 最大通信速度であり、電波環境等により 1Mbps以下になることがあります。 

6. その他、公平な通信速度を維持するために、通信速度を制限する場合があります。 

7. インターネット接続の提供にあたって動的にグローバル IPv4 アドレスを 1 つ割り当てます。ただし、弊社の事情によりグロー

バル IPv4 アドレスに替わってプライベート IPv4 アドレスの割り当てを行う場合があります。 

8. サービス品質維持および設備保護のため、24 時間以上継続して接続している通信を切断する場合があります。 

9. 本サービスには音声通話は含まれておりません。 

 

 「J:COM WiMAX 2+」のご契約について 

1. 本サービスのお申し込みは、1世帯ごとに 1契約、1台限りです。 

2. 初期契約解除を除くお申し込み後のキャンセルはできません。 

3. 本サービスのサービス開始月(サービス開始日が属する月)は、本サービスのご契約成立後、弊社よりお客さまに機器を発送し

てから 10日後の月（10日以内に回線開通作業をされた場合は、回線開通された月） となります。 

ただし、弊社より既に「J:COM WiMAX（一括移行プラン）」専用端末をお送りしている場合は、サービス開始月を 7 月とさせて

いただきます。 

4. サービス開始月より月額基本料金を請求いたします。また、サービス開始月に解約された場合は、月額基本料金の全額を請

求します。 

5. 請求月の月額基本料金につきましては、その前月までに解約のお申し込みを受け付けた場合、発生いたしません。 

 

 初期契約解除制度のご契約について 

 本サービスのご契約（以下本契約といいます）は初期契約解除制度の対象です。 

  １）加入申込書の控え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、書面により本契約の解除を行うことがで

 きます。この効力は書面を発したときに生じます。 

２）初期契約解除制度を利用し本契約を解除した場合、お客さまにお支払いただく費用、金額は以下の通りです。 

   ①本契約の解除までの期間において提供を受けた本サービスの利用料。 

    ②本契約の申し込みにあたり要した手数料。（申込手数料は大分ケーブルテレコム株式会社サービス利用規約で定めるも 



 

 

   ので、キャンペーン等の特典割引は適用されません。） 

お申し込みのサービス 申込手数料 

J:COM WiMAX2+ 3,000 円 

また、上記①、②の他に損害賠償もしくは違約金、その他の金銭を請求されることはありません。上記①、②以外の費用につ

いて弊社が金銭を受領している場合は、お客さまに返還いたします。 

３）本契約について、弊社が不実のことを告げたことによりお客さまが告げられた内容を誤認し、これによって本書面の交付よ 

り 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、弊社は改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載した文書 

を交付し、お客さまは新しく発行された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。本件についてのお問い合わせ先・初期契約解除書面を送付いただける宛先 

      事業者名：大分ケーブルテレコム株式会社 

      住  所：〒870-1193 大分県大分市松が丘三丁目１－１２ 

      代表電話：097-542-1121 受付時間 AM9:00 ～ PM6:00（年中無休） 

 ＜初期契約解除書面の記載例＞ 

【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①～③は、加入申込書に記載されています。 

 加入申込書をご確認の上、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、下記宛先までお送りください。 

  〒870-1193 

  大分県大分市松が丘三丁目１－１２ 

  大分ケーブルテレコム株式会社 行 

 

 料金について 

1. 下記金額は税抜きの標準料金です。各料金費目の合計に消費税相当額を加え、1 円未満の端数を切り捨てた金額が請求金

額となります。 

2. お申し込み時の特典適用により、金額が変更になる場合があります。 

3. 初期費用 

− 申込手数料 ：3,000 円(税抜) 

4. 月額費用 

− 月額利用料 

＜ツープラスプラン ギガ放題＞ 

加入形態 契約期間 月額利用料 定期利用期間 

J:COM 加入者（*5） 2年 4,113円（税抜）/月 24ヵ月 

J:COM 未加入者 2年 4,379円（税抜）/月 24ヵ月 

 

＜ツープラスプラン＞    

加入形態 契約期間 月額利用料 定期利用期間 

J:COM 加入者（*5） 2年 3,429円（税抜）/月 24ヵ月 

J:COM 未加入者 2年 3,695円（税抜）/月 24ヵ月 

 

＜移行用 無制限プラン＞（*6）    

加入形態 契約期間 月額利用料 定期利用期間 

J:COM 加入者（*5） なし 1,250円（税抜）/月 なし 

J:COM 未加入者 なし 2,650円（税抜）/月 なし 

 

＜移行用 7GB制限プラン＞（*6） 

加入形態 契約期間 月額利用料 定期利用期間 

J:COM 加入者（*5） なし 500円（税抜）/月 なし 

J:COM 未加入者 なし 1,900円（税抜）/月 なし 



 

 

− ユニバーサルサービス料 ： 3円(税抜)/月 

− UIM カード再発行手数料 ： 2,000 円(税抜)/回 

(*5) J:COM NET、ケーブルインターネットに加入されている方が対象です。加入されていない場合は未加入者の料金が適応されます。 

(*6) 「J:COM WiMAX（一括移行プラン）」をご契約されている方のみが対象です。「移行用 無制限プラン」／「移行用 7GB制限プラン」は2017年

6月30日をもって新規受付を終了いたします。 

◆ユニバーサルサービス料 

 ユニバーサルサービス料：ユニバーサルサービス支援機構（TCA）が好評する認可金額の相当額 

  ※ユニバーサルサービス料は、1 電話番号毎に請求させていただく月額料金です。 

  ※認可料金は、ユニバーサルサービス支援機関が原則 6 ヶ月ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される「番号単価」を指します。詳しくは 

   支援機関のホームページをご参照下さい。（http://www.tca.or.jp/universalservice/） 

  ※なお、ユニバーサルサービス制度やお客さまへの請求につきましては、以下 URL をご参照下さい。                   

   （http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/universal/index.html） 

5. 「J:COM WiMAX（一括移行プラン）」から本サービスに切替をされる場合は、初期費用・契約解除料が無料となります。 

 

 定期利用期間および契約解除料について 

1. 本サービスの「ツープラスプラン」・「ツープラスプラン ギガ放題」は定期利用契約となります。 

2. 「ツープラスプラン」・「ツープラスプラン ギガ放題」の定期利用期間は、初回は本サービス開始月の翌月を 1カ月目として 24 

カ月目の末日までとなります。 

3. 定期利用期間の最終月翌月を更新月とし、更新月の前月末日までに本サービスの解約のお手続きがない限り、契約は自動

更新されます。自動更新の際は更新月を１カ月目として 24 カ月ごとに定期利用期間が再設定されます。 

4. 契約解除料は 9,500 円(税抜)です。定期利用契約の更新月およびその前月末日を除き、本サービスを解約された場合にお

支払いいただきます。 

5. 「ツープラスプラン」・「ツープラスプラン ギガ放題」をお申し込みの際に、お客さまのご同意のうえ弊社が特に定めた場合（以

下、特約と言います）、初回の定期利用期間の契約解除料は以下となります。 

− 12 カ月目の末日までにご解約の場合 ：19,000 円（税抜） 

− 13 カ月目～24 カ月目の末日までにご解約の場合 ： 14,000 円（税抜） 

6. この特約は、初回の定期利用期間中、適用となり、定期利用期間の更新をもって終了します。 

7. 以下の場合、本サービスは解除扱いとなり、契約解除料が発生いたします。 

（１） 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） 契約期間の途中で大分ケーブルテレコム株式会社のサービスエリア外へ転居される場合。 

（３） 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。 

8. 以下の場合、本サービスは解除扱いとなりますが、契約解除料は発生いたしません。 

（１） 契約更新月および契約更新月の前月に、本サービスの解除のお申し出をされる場合。 

（２） 解約と同時に転居先でも本サービスをご利用になる場合。 

（３） 「ツープラスプラン」・「ツープラスプラン ギガ放題」間、「移行用 7GB 制限プラン」・「移行用 無制限プラン」間、「移行

用 7GB 制限プラン」または「移行用 無制限プラン」から「ツープラスプラン」または「ツープラスプラン ギガ放題」間で

サービス変更をされる場合。 

（４） 初期契約解除が適用となった場合。 

 

 料金プラン変更について 

1. 料金プラン変更をご希望された場合、現料金プランを解約し、新料金プランに加入いただくこととなります。 

2. このとき、契約解除料は発生いたします。 

3. ただし、上記「定期利用期間および契約解除料について」の 8.で定める契約解除料が発生しない項目に該当する場合、 

契約更新月およびその前月は、契約解除料は発生いたしません。 

4. 「ツープラスプラン」・「ツープラスプラン ギガ放題」間のサービス変更の場合は、契約起算月の変更はなく、契約解除料も発

生いたしません。変更後のプランの適用は、申込み月の翌月より適用となります。 

 

 UIM カード（au Micro IC Card(LTE)）について 

1. UIM カードはレンタルとなります。 

2. 本サービス 1 契約につき、ご利用いただけるUIM カードは 1 枚です。 

3. UIM カードは、お客さまご自身で管理をお願いします。UIM カードを紛失された場合、UIM カード再発行のお手続きが必要



 

 

となります。弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。 

 

 データ端末について 

1. 本サービスをお申し込みいただく場合に限り、本サービスで利用可能なデータ端末を J:COM からご購入いただきます。お申

し込みは、本サービス 1契約につき 1 件です。 

2. データ端末のみの販売はいたしておりせん。 

3. お申し込み後のお客さま都合によるキャンセル・返品はできません。 

4. お支払い方法は、J:COM利用料金のお支払いと同じ方法です。 

5. データ端末を紛失、盗難された場合などは、第三者により悪用される可能性がございます。速やかに本サービス

の通信停止手続き(*7)をお願いします。 

(*7) 通信停止期間中も、月間のご利用料金が発生いたします。 

 

 UIM カードとデータ端末の発送について 

UIM カードとデータ端末は、通常 1 週間ほどでお届けしますが、在庫状況や配送状況によりお届けが遅れる場合がありま

す。 

 

 UIM カードとデータ端末の保証について 

1. 初期不良・故障に対しては、メーカーの保証規定に沿って修理・交換をいたします。 

2. 修理・交換期間中も、本サービスの料金のお支払いが必要となります。 

3. お客さまが UIM カードやデータ端末の利用を停止、廃棄されても、本サービスは解約となりません。解約をご希望の場合は、

お客さまご自身で解約手続きをお願いします。 

 

 個人情報の取り扱いについて 

1. 弊社は、別に定める「プライバシーポリシー」に則り、個人情報を適正に取扱います。 

2. 弊社は、本サービスのお申込みにおいて取得した個人情報を以下の目的のために利用します。 

（１） 本サービスの適用条件に違反する態様での申し込みを防止するため 

（２） WiMAX 2+専用端末を発送するため 

3. 弊社は、取得した個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ取り扱います。 

4. 弊社は、弊社が選定した事業者に対し、弊社が定めた委託先選定基準に基づき、十分な個人情報の保護水準を満たし、

個人情報の漏えい等が行われないよう契約による義務付けを行います。 

 

 WiMAX 2+専用端末の発送に関する注意事項 

1. 本サービス受け付け後、端末の到着まで 5営業日程度が必要となります。ただし、J:COM TV / J:COM NET /J:COM PHONE

のいずれかを同時に新規でお申し込まれた場合、当該工事の完了日を起算日として 5営業日程度が必要となります。 

2. お客さまによる到着日時の指定はお受けできません。 

3. 発送先住所は、弊社が提供するサービスのご契約の住所となります。 

 

 ご解約について 

1. お客さまによるご解約のお申し出は弊社カスタマーセンターでのみ受け付けいたします。 

2. ご解約のお申し込みをされた月(解約月)は月末までご利用いただけます。 

3. 解約月中に、再度お申し込みいただくことはできません。 

4. ご解約された月は月額基本料金の全額を請求します。 

5. ご解約の際に UIM カードを返却いただく必要はありません。お客さま自身でUIM カードにハサミ等で切り込みを入れ、廃棄

してください。 

6. ご解約後の端末は再利用できません。本サービスを再度ご利用される場合は、新たにお申し込みください。  

その際、J:COMより新たに端末をご購入いただく必要がございます。 

7. 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、再度、本サービスのご利用をご希望される場合は

上記6.と同様になります。 

 

□ その他注意事項 

1. 本サービスが技術的に提供できない場合は、本サービスのご契約をすることはできません。 



 

 

2. 本サービスの提供区域内であっても、電波状況などの環境により、本サービスをご利用できない場合がございます。 

3. 本サービスの通信速度は電波状況などの環境、お客さまが使用される機器、その他の理由により変化します。弊社は、その場

合においていかなる保証も行いません。 

4. 本サービスを利用し、一定時間内に基準値を超える大量の情報等を送受信しようとしたときは、その通信速度を一時的に制限

し、またはその超過した情報などの全部もしくは一部を破棄することがございます。 

5. 他事業者が提供する端末は本サービスではご利用いただけません。 

6. 本サービス申し込み時にご購入いただいた WiMAX 2+専用端末を変更することはできません。変更をご希望される場合は現

在ご利用の契約をご解約いただいた後、新たにご契約ください。 

7. ご転居先でも本サービスをご利用になる場合、定期利用期間は新たに起算されます。 

8. ７に関わらず、提携事業者の提供するサービスの利用期間の起算およびサービス内容等は提携事業者が別途定めます。 

9. WiMAX 2+専用端末の設定を行われる際は、できるだけ電波状態が良い場所で、通信が可能な状態を確認した上で、

設定が完了するのをしっかりとご確認ください。設定が完了していない場合でも、サービス開始となり、課金が生

じますのでご注意ください。 

10. J:COM NET 未加入のお客さまで、本サービスをご契約の場合、メールアドレスおよびセキュリティサービスを含

む J:COM NET オプションサービスのご利用はできません。 

11. お客さまに届いたWiMAX 2+専用端末の保証は、製造メーカーによる保証のみとなります。 

12. J:COMが販売するWiMAX 2+専用端末のWi-Fiモバイルルータとなります。 

インターネットをご利用いただくにあたり、Wi-Fi機能を具備したパソコン等が必要となりますのでご注意ください。 

 

以上 

内容現在 2017年5月1日 

大分ケーブルテレコム株式会社 

お問合せ先：097-542-1121 

(受付時間 9:00～18：00年中無休) 

 


