
宅内ＬＡＮ機器貸出サービスに関する契約条項 
 

ＫＤＤＩ株式会社（以下「当社」といいます。）は、この宅内ＬＡＮ機器貸出サービスに関する契約条項（以下

「本契約条項」といいます。）に基づき、当社の提供するインターネット接続サービス及びFTTHサービスのう

ち当社が別に定めるサービス（以下「対象サービス」といいます。）の契約者（以下「お客様」といいます。）

に対し、別表「１．本機器等の利用料」に定める宅内ＬＡＮ機器及び周辺機器（以下「本機器等」といいま

す。）の貸出サービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

 

第１条（契約の成立） 

当社とお客様との間の本サービスの提供に関する契約（以下「本サービス契約」といいます。）は、当社所

定の申込書、オンラインサインアップ又は電話によるお客様の申込みを当社が受理し、当社所定の手続き

を経た上でお客様の指定する場所において本機器等がお客様に納入された日に成立するものとします。 

 

第２条（申込み内容の変更） 

お客様は、前条の申込み内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとし

ます。 

 

第３条（本機器等の引渡し） 

 当社は、本機器等を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者（以下「当

社指定業者」といいます。）によってお客様の指定する場所に納入するものとします。 

２ 本機器等は、当社がお客様の指定する場所に納入することをもって、お客様に引渡されたものとしま

す。 

３ 当社は、お客様に対して、引渡し時において本機器等が正常な性能を備えていることのみを担保し、本

機器等の商品性及びお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。 

 

第４条（本サービス利用開始日） 

 本サービスの利用開始日は、本機器等がお客様に納入された日とします。但し、お客様が、本サービス

の利用申込とともに対象サービスの利用申込（コース変更による場合を含みます。）をした場合は、当社が

定める対象サービスの利用開始日と同一の日とします。 

 

第５条（本機器等の使用、保管等） 

 お客様は、本契約条項の各条項及び当社の指示に従って本機器等を善良なる管理者の注意をもって使

用、保管するものとします。 

２ 本サービスによりお客様が使用できる本機器等の台数は、当社が本機器等の種類毎に別に定めるも

のとします。 

３ 本機器等の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、お客様の負担とします。 

４ お客様は、本機器等の譲渡、転貸、改造・改変、及び申込時に届出のあった設置場所以外への移 

転を行ってはならないものとします。また、対象サービスの利用以外の目的に本機器等を使用してはなら

ないものとします。 

５ お客様は、本機器等に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示

に従うものとします。 

６ お客様の責に帰すべき事由により本機器等に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、お客様に

対し、別表「２．代品購入代金相当額」に定める金額を請求することができるものとします。 

 

第６条（本機器等の設置及び撤去等） 

本機器等の設置、設定、移設、撤去については、お客様の費用と責任で行うものとします。 

２ お客様の通信設備、コンピュータ等と本機器等を接続する為に必要となる物品等がある場合は、お客様

の費用と責任でこれを準備するものとします。 

３ お客様が前項の物品等を準備していないこと等により本機器等を利用できない場合であっても、お客様

は、本サービスの利用料を当社に支払うものとします。 

 



第７条（本機器等のサポート） 

当社は、通信設備、コンピュータ等と本機器等との接続に関するお客様の問合せに対して、当社が別 

に指定する内容に限り、電話又は電子メールにて無償でサポートを提供します。 

 

第８条（利用料等） 

 本サービスの利用料（以下「利用料」といいます。）は、別表「１．本機器等の利用料」に定めるとおりとし

ます。 

２ 前項の利用料については、本サービスの利用開始日の属する月の翌月の初日から発生するものと 

し、本サービス契約の解除等により月の中途で終了した場合であっても、減額されないものとします。但し、

本サービスの利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合は、

一か月分の利用料の支払いを要するものとします。 

３ 次の各号の一に該当する場合は、第2項但書及び前項は適用されないものとします。 

（１） 当社の責に帰すべき事由により対象サービスの利用に関するお客様と当社との間の契約が終了した

ため、第１１条第２項に基づき本サービス契約が終了したとき。 

（２） 第１１条第３項により当社が本サービス契約を解除したとき。 

 

第９条（支払方法） 

当社は、お客様に対し、対象サービスに係る利用料の請求時に、前条の利用料並びにこれに係る消費 

税及び地方消費税相当額を併せて請求するものとします。お客様は、請求書記載の支払期限・支払方法

にてこれを当社に支払うものとします。 

 

第１０条（遅延利息） 

お客様は、利用料について支払期限を徒過してもなお支払いがない場合には、支払期限の翌日から 

支払いの日の前日までの日数について年１４．５%の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間につ

いても、３６５日当たりの割合とします。）で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに

当社に支払うものとします。ただし、支払期限の翌日から起算して１０日以内に支払いがあった場合は､こ

の限りではありません。 

 

第１１条（本サービス契約の解除、終了） 

お客様は、本サービス契約を解除する場合は、予め当社所定の方法により当社に届け出るものとします。 

２ 対象サービスの利用に関するお客様と当社との間の契約が成立せず、又は解除等により終了した場合

（当社が別に定める本機器等については、コース変更によりお客様による対象サービスの利用が終了した

場合を含みます。）、本サービス契約は自動的に終了します。 

３ 当社は、お客様（FTTHサービス契約約款に定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。以下本

項において同じとします。）から第1項に定める届け出なく、当社が別に定める場所に本機器等の返還があ

った場合は、当社が指定する期日（以下、「予定解約期日」といいます。）をもってお客様から本サービス契

約の解除の届け出があったものとして取り扱います。但し、予定解約期日までにお客様から本サービス契

約の継続に関する意思表示があった場合はこの限りではありません。なお、予定解約期日は予めお客様

に通知します。 

４ 当社は、お客様に対し、予め書面にて通知することにより、本サービス契約を解除することができます。

この場合、お客様は第１３条第１項に基づき速やかに本機器等を返還するものとします。 

５ FTTHサービス契約約款の規定に基づき、お客様（２のＦＴＴＨ電話契約を締結するＦＴＴＨ電話契約者で

あるお客様に限ります。）が一方のＦＴＴＨ電話契約を解除しようとする場合であって、もう一方のＦＴＴＨ電

話契約に係るホームゲートウェイ機器での本機器等の利用がこの規約の規定により制限される場合には、

当社はその解除しようとするＦＴＴＨ電話契約に係る解約の届出と同時に本機器等について解約の届出が

あったものとして取り扱います。 

６ FTTHサービスご利用規約の規定に基づき、お客様（複数のホームゲートウェイ機器を貸与されている

お客様に限ります。）が一方のホームゲートウェイ機器の貸与を終了しようとする場合であって、もう一方の

ホームゲートウェイ機器での本機器等の利用がこの規約の規定により制限される場合には、当社はその

終了しようとするホームゲートウェイ機器に係る終了の届出と同時に本機器等について解約の届出があっ

たものとして取り扱います。 

 



 

第１２条（契約違反等による解除） 

お客様に次の事由が生じた場合は、当社は、何らの催告なしに、本サービス契約を解除することができ、

また、その場合、当社は、本サービス契約の解除の有無に拘らず、お客様に対して損害賠償を請求するこ

とができるものとします。 

（１） 本契約条項の各条項のいずれかに違反したとき。 

（２） 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。 

（３） 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特

別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。 

（４） 合併によらず解散の決議をしたとき。 

（５） 自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は

支払停止に陥ったとき。 

（６） 利用料その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。 

（７）その他資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。 

 

第１３条（本機器等の返還等） 

本サービス契約の解除その他の事由により本サービス契約が終了した場合、お客様は、お客様の責任と

費用負担により本機器等を原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定す

る期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。 

２ お客様は、第１項で定める返還方法以外の方法で本機器等を返還する場合、お客様の責任と費用負担

で行うものとします。 

３ 本サービス契約の終了後、第１項の返還期限後もなお本機器等が返還されない場合、当社は、お客様

に対し別表「３．違約金」に定める額の違約金を請求することができます。なお、お客様が当社に違約金を

支払った場合は、当社は、理由の如何に拘らず、違約金の返金を行なわないものとします。 

４ お客様が本機器等を返還する際にお客様の私物（ＬＡＮカード、電源アダプタ、ノートＰＣ、各種マニュア

ルを含みますが、これらに限りません。以下「お客様私物」といいます。）が同梱された場合であって、当社

にお客様私物が届いてから９０日以内にお客様からお客様私物の返却を求める旨の通知等がないときに

は、当社は、お客様私物を廃棄できるものとします。 

 

第１４条（責任の範囲） 

当社の責に帰すべき事由により本機器等に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修

復に努めるものとします。 

２ 前項に定める以外の事由により本機器等に生じた故障、滅失、毀損等の修理に要する費用は、お客様

の負担とします。 

３ 当社は、本機器等の故障、滅失、毀損等からお客様に生じた損害については、当社に故意又は重大な

過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。 

４ 当社は、本機器等の保守点検、修理等に当たって、本機器等が接続されるお客様の通信設備、コンピ

ュータ、その他お客様の設備、物品等に損害を与えた場合、当社の故意又は重大な過失がある場合を除

き、その損害賠償の責任を負わないものとします。 

５ お客様による本機器等の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対

しても責任を負わず、お客様がその責任においてこれを処理、解決するものとします。 

 

第１５条（設置場所への立ち入り等） 

当社は、本機器等の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めたときは、予めお客様に通知の

上、随時本機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。 

 

第１６条（権利義務の譲渡等） 

お客様は、予め当社の書面による承諾を得ない限り、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部

を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。 

 

 

第１７条（本契約条項の変更） 



当社は、本契約条項を、お客様へ予告なく変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、

変更後の本契約条項によります。 

 

第１８条（合意管轄） 

本サービス契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 

 

第１９条（協議） 

お客様及び当社は、本契約条項に定めのない事項又は本契約条項の各条項に疑義が生じた場合、 

誠意をもって協議の上解決するものとします。 

 

第 20条（お客様に係る情報の利用） 

 当社は、お客様に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、

当社又は協定事業者等の電気通信サービス又は本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、

料金若しくは利用料の適用又は料金若しくは利用料の請求その他の当社の約款（料金表を含みます。）又

は協定事業者等への約款（料金表を含みます。）の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。な

お、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通

りとします。 

（注）本業の遂行上必要な範囲での利用には、お客様に係る情報を当社の業務を委託しているものに提供

する場合を含ます。 

 

第 21条（本規約の内容の変更） 

 当社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することがあります。この場合の提供条件は、

変更後の内容によります。 

 



別表 

１． 本機器等の利用料 

１端末ごとに月額 

本機器等の種類 利用料 

NEC トリオモデム無線 LAN カードセット 税抜額 800円 

NEC トリオモデム無線 LANアダプタセット 税抜額 800円 

バッファロー 外付無線 LAN カードセット 税抜額 800円 

バッファロー 外付無線 LANアダプタセット 税抜額 800円 

NEC トリオモデム無線 LAN カード親機 税抜額 400円 

NEC トリオモデム無線 LAN カード子機 税抜額 400円 

NEC トリオモデム無線 LANアダプタ子機 税抜額 400円 

NEC 外付高速無線 LAN親機 税抜額 500円 

NEC 高速無線 LAN USB子機 税抜額 450円 

NEC 高速無線 LANアダプタ子機 税抜額 500円 

 

２． 代品購入代金相当額 

1端末ごとに 

本機器等の種類 代品購入代金相当額 

NEC トリオモデム無線 LAN カード親機 税抜額 4,400円 

NEC トリオモデム無線 LAN カード子機 税抜額 4,400円 

NEC トリオモデム無線 LANアダプタ子機 税抜額 7,500円 

NEC 外付高速無線 LAN親機 税抜額 8,000円 

NEC 高速無線 LAN USB子機 税抜額 6,500円 

NEC 高速無線 LANアダプタ子機 税抜額 8,000円 

 

 

３． 違約金 

１端末ごとに 

本機器等の種類 利用期間 違約金金額 

NEC トリオモデム無線 LAN カー

ド親機 

１３ヶ月未満 税抜額 4,400円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 1,000円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 1,000円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

NEC トリオモデム無線 LAN カー

ド子機 

１３ヶ月未満 税抜額 4,400円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 1,000円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 1,000円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

NEC トリオモデム無線 LAN アダ

プタ子機 

１３ヶ月未満 税抜額 7,500円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 3,600円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 1,000円 



 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

NEC 外付高速無線 LAN親機 １３ヶ月未満 税抜額 8,000円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 4,000円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 2,000円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

NEC 高速無線 LAN USB子機 １３ヶ月未満 税抜額 6,500円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 3,200円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 2,000円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

NEC 高速無線 LAN アダプタ子

機 

１３ヶ月未満 税抜額 8,000円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 4,000円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 2,000円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

 

 

附則 

（適用期日） 

本契約条項は、２００３年４月９日より適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

１ 本契約条項は、２００３年１２月１７日より適用します。 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従

前のとおりとします。 

 

 

附則 

（適用期日） 

１ 本契約条項は、２００４年９月８日より適用します。 

（整理品目に関する経過措置） 

２ この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項（以下「改正前本契約

条項」といいます。）に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右

欄の貸出サービスとします。 

NEC 外付無線 LAN カードセット （旧）NEC 外付無線 LAN カードセット 

バッファロー 外付無線 LAN カードセット（11g 規 （旧）バッファロー 外付無線 LAN カードセット



格対応無線 LAN 機器及び無線 LAN カード 1 枚） （11g 規格対応無線 LAN 機器及び無線 LAN カ

ード 1 枚） 

バッファロー 外付無線 LAN （11g 規格対応無線

LAN 機器） 

（旧）バッファロー 外付無線 LAN （11g規格対応

無線 LAN 機器） 

11b 規格対応無線 LAN （旧）11b 規格対応無線 LAN 

３ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに関する利用料は次に揚げるものとします。 

１端末ごとに月額 

（旧）NEC 外付無線 LAN カードセット 税抜額 800円 

 

（旧）バッファロー 外付無線 LAN カードセット（11g 規格対応無線LAN 機器及

び無線 LAN カード 1 枚） 

税抜額 840円 

 

（旧）バッファロー 外付無線 LAN （11g規格対応無線 LAN 機器） 税抜額 680円 

 

（旧）11b 規格対応無線 LAN 税抜額 680円 

 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従

前のとおりとします。 

 

 

附則 

（適用期日） 

 この改正本契約条項は、2005年 4月 1日から適用します。 

附則 

（適用期日） 

 この改正本契約条項は、2005年 11月 28日から適用します。 

 

 

附則 

（適用期日） 

この改正本契約条項は、2006年 4月１日から適用します。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2006年 10月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2007年１月 31日までの間において、当社がインターネット接続サー

ビス契約約款に定める第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅡ（住宅用のものに限ります。）のものに限りま

す。）又は第３種 ADSL 接続サービスの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス（本機器等が

NEC トリオモデム無線 LAN カードセット、又は NEC トリオモデム無線ＬＡＮアダプタセットのものに限りま

す。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月にお

ける本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項適用の日から 2007年１月 31日までの間において、当社がインターネット接続サー

ビス契約約款に定める第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅡ（住宅用のものに限ります。）のものに限りま

す。）又は第３種 ADSL接続サービスの利用契約者は、本サービス（本機器が NEC トリオモデム無線 LAN

カードセット、またはNECトリオモデム無線ＬＡＮアダプタセットのものに限ります。）の申込みをし、その承諾

を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料につい

て、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

４ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、



なお従前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

この改正本規約契約条項は、2007年 1月 31日から適用します。 

 

附則 

(適用期日) 

この改正本規約契約条項は、2007年 4月 18日から適用します。 

附則 

(適用期日) 

この改正本規約契約条項は、2007年 5月 23日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

この改正本規約契約条項は、2008年 1月 7日から適用します。 

 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2008年 2月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サ

ービス契約約款に定める第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅡ（住宅用のものに限ります。）のものに限り

ます。）又は第３種ADSL接続サービスの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス（本機器等が

同軸ケーブルモデム、または高速ＰＬＣモデムのものを除きます。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、

本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に

関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サ

ービス契約約款に定める第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅡ（住宅用のものに限ります。）のものに限り

ます。）又は第３種ADSL接続サービスの利用契約者は、本サービス（本機器等が同軸ケーブルモデム、ま

たは高速ＰＬＣモデムのものを除きます。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開

始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を

要しません。 

４ この改正本契約条項適用の日から 2008年 4月 30日までの間において、当社がＦＴＴＨサービス契約約

款に定めるインターネット契約（タイプⅠ（カテゴリーⅡのものに限ります。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、

またはタイプⅤのものに限ります。）の申込みをした者は、その申込みと同時に本サービスの申込みをし、

その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用

料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

５ この改正本契約条項適用の日から 2008年 4月 30日までの間において、当社がＦＴＴＨサービス契約約

款に定めるインターネット契約（タイプⅠ（カテゴリーⅡのものに限ります。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、

またはタイプⅤのものに限ります。）の利用契約者は、本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときは、

本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に

関わらず、その支払を要しません。 

６ 本サービス契約中に、対象サービスの利用申込と同時に本サービスの継続利用を申し出た場合、この

改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間に対象サービスが利用開始されないときは、こ

の改正本契約条項第２条、第３条、第４条及び第５条は適用されないものとします。 

７ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

８ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 



(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2008年 5月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サ

ービス契約約款に定める第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅡ（住宅用のものに限ります。）のものに限り

ます。）又は第３種ADSL接続サービスの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス（本機器等が

同軸ケーブルモデム、または高速ＰＬＣモデムのものを除きます。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、

本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に

関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サ

ービス契約約款に定める第２種ＡＤＳＬ接続サービス（コースⅡ（住宅用のものに限ります。）のものに限り

ます。）又は第３種ADSL接続サービスの利用契約者は、本サービス（本機器等が同軸ケーブルモデム、ま

たは高速ＰＬＣモデムのものを除きます。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開

始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を

要しません。 

４ この改正本契約条項適用の日から 2008年 6月 30日までの間において、当社がＦＴＴＨサービス契約約

款に定めるインターネット契約（タイプⅠ（カテゴリーⅡのものに限ります。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、

またはタイプⅤのものに限ります。）の申込みをした者は、その申込みと同時に本サービスの申込みをし、

その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用

料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

５ この改正本契約条項適用の日から 2008年 6月 30日までの間において、当社がＦＴＴＨサービス契約約

款に定めるインターネット契約（タイプⅠ（カテゴリーⅡのものに限ります。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、

またはタイプⅤのものに限ります。）の利用契約者は、本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときは、

本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に

関わらず、その支払を要しません。 

６ 本サービス契約中に、対象サービスの利用申込と同時に本サービスの継続利用を申し出た場合、この

改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間に対象サービスが利用開始されないときは、こ

の改正本契約条項第２条、第３条、第４条及び第５条は適用されないものとします。 

７ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

８ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

（適用期日） 

１ この改正本契約条項は 2008年 10月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（適用期日） 

この改正本規約契約条項は、2009年 7月 22日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

この改正本規約契約条項は、2010年 1月 25日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

１ 本契約条項は、2010年11月24日より適用します。 

（整理品目に関する経過措置） 

２ この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項（以下「改正前本契約



条項」といいます。）に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右

欄の貸出サービスとします。 

同軸ケーブルモデム 同軸ケーブルモデム 

高速 PLCモデム （旧）高速 PLCモデム 

３ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る提供条件はこの附則の５～８の規定による

ほか、特に定めの無い事項については、本改正本契約条項の別表１．本機器等の利用料に規定する「高

速PLCモデム」の規定に準ずるものとします。 

４ この附則の２の規定により提供される貸し出しサービスに係る利用料は次に揚げるものとします。 

１端末ごとに月額 

同軸ケーブルモデム 税抜額 400円 

（旧）高速 PLCモデム 税抜額 400円 

５ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る代品購入代金相当額は次に掲げるものとし

ます。 

１端末ごとに月額 

同軸ケーブルモデム 税抜額 12,400円 

（旧）高速 PLCモデム 税抜額 10,100円 

６ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る違約金は次に掲げるものとします。 

１端末ごとに月額 

同軸ケーブルモデム １３ヶ月未満 税抜額 12,400円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 8,600円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 4,800円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

（旧）高速 PLCモデム １３ヶ月未満 税抜額 10,100円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 7,100円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 4,000円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

７ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る最低利用期間は、改正前の規定に基づき本

サービスを利用開始した日から起算して6ヶ月間とします。お客様は、当該最低利用期間内にこの附則の２

の規定により提供される貸出サービス契約の解除等により終了した場合には、残余の期間に対応する利

用料の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して当社に支

払うものとします。 

８ この附則の７の規定に関わらず、この附則の２の規定により提供される貸出サービスを解除すると同時

に別表１．本機器等の利用料に規定する「高速PLCモデム」の申込みをし、その申込みの承諾を受けた場

合は、この附則７の規定に定める料金の支払を要しません。この場合における「高速ＰＬＣモデム」の最低

利用期間に係る起算点は同時に解除となった貸出サービスの起算点を継承するものとします。 

９ この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

１０ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従

前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2011年 2月 1日から適用します。 



２ この改正本契約条項適用の日から 2011 年 3 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービ

ス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC

高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2ヶ月後の料金月までの間にお

ける本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2011年 4月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2011 年 4 月 30 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービ

ス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC

高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2ヶ月後の料金月までの間にお

ける本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2011年 5月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2011 年 5 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービ

ス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC

高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2ヶ月後の料金月までの間にお

ける本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2011年 6月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2011 年 7 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービ

ス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC

高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2ヶ月後の料金月までの間にお

ける本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 



 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2011年 8月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2011 年 9 月 30 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービ

ス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC

高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2ヶ月後の料金月までの間にお

ける本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2011年 10月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2011年 10月 31日までの間において、当社が FTTHサービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービ

ス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC

高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 3ヶ月後の料金月までの間にお

ける本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2011年 11月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2012 年 1 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービ

ス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC

高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2ヶ月後の料金月までの間にお

ける本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（適用期日） 

１ 本契約条項は、2012年2月14日より適用します。 

（整理品目に関する経過措置） 

２ この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項（以下「改正前本契約

条項」といいます。）に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右

欄の貸出サービスとします。 



NEC 高速無線 LANアダプタ子機 （旧）NEC 高速無線 LANアダプタ子機 

３ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る提供条件はこの附則の５～６の規定による

ほか、特に定めの無い事項については、本改正本契約条項の別表１．本機器等の利用料に規定する

「NEC 高速無線LANアダプタ子機」の規定に準ずるものとします。 

４ この附則の２の規定により提供される貸し出しサービスに係る利用料は次に揚げるものとします。 

１端末ごとに月額 

（旧）NEC 高速無線 LANアダプタ子機 税抜額 450円 

５ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る代品購入代金相当額は次に掲げるものとし

ます。 

１端末ごとに月額 

（旧）NEC 高速無線 LANアダプタ子機 税抜額 8,000円 

６ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る違約金は次に掲げるものとします。 

１端末ごとに月額 

（旧）NEC 高速無線 LAN アダプ

タ子機 

１３ヶ月未満 税抜額 8,000円 

 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 4,000円 

 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 2,000円 

 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

 

７ この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

８ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従

前のとおりとします。 

 

附則 

（適用期日） 

この改正本規約契約条項は、2014年 1月 1日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

１ 本契約条項は、2014年5月1日より適用します。 

（整理品目に関する経過措置） 

２ この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項（以下「改正前本契約

条項」といいます。）に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右

欄の貸出サービスとします。 

NEC 高速無線 LAN カード子機 （旧）NEC 高速無線 LAN カード子機 

高速 PLCモデム 高速 PLCモデム 

３ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る提供条件はこの附則の４～７の規定によるも

のとします。 

４ この附則の２の規定により提供される貸し出しサービスに係る利用料は次に揚げるものとします。 

１端末ごとに月額 

（旧）NEC 高速無線 LAN カード子機 税抜額 450円 

高速 PLCモデム 税抜額 400円 

５ この附則の２の規定により提供される貸し出しサービスに係る最低利用期間は、本サービスの利用開

始日から起算して6ヶ月間とします。お客様は、当該最低利用期間内に「高速PLCモデム」に係る本サービ

ス契約の解除等により終了した場合には、残余の期間に対応する利用料の額に消費税及び地方消費税

相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して当社に支払うものとします。 



６ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る代品購入代金相当額は次に掲げるものとし

ます。 

１端末ごとに月額 

（旧）NEC 高速無線 LAN カード子機 税抜額 6,500円 

高速 PLCモデム 税抜額 10,100円 

７ この附則の２の規定により提供される貸出サービスに係る違約金は次に掲げるものとします。 

１端末ごとに月額 

（旧）NEC 高速無線 LAN カード

子機 

１３ヶ月未満 税抜額 6,500円 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 3,200円 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 2,000円 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

高速 PLCモデム １３ヶ月未満 税抜額 11,000円 

１３ヶ月～２５ヶ月未満 税抜額 7,100円 

２５ヶ月～３７ヶ月未満 税抜額 4,000円 

３７ヶ月以上 税抜額 1,000円 

８ この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

９ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従

前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2015年 1月 13日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2015 年 3 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）の申込み（当社が別に指定する特定の代理店での申込みに限ります。）をした者は、その申込みと同
時に本サービス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受け

たときは、NEC高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23ヶ月後の料金

月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 

１ この改正本契約条項は、2015年 4月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2015 年 5 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）の申込み（当社が別に指定する特定の代理店での申込みに限ります。）をした者は、その申込みと同
時に本サービス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受け

たときは、NEC高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23ヶ月後の料金

月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

(適用期日) 



１ この改正本契約条項は、2015年 6月 1日から適用します。 

２ この改正本契約条項適用の日から 2015 年 8 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約

約款に定めるタイプⅠ（カテゴリーⅠ（コースⅢのものに限ります。）又はカテゴリーⅡのものに限りま

す。）の申込み（当社が別に指定する特定の代理店での申込みに限ります。）をした者は、その申込みと同
時に本サービス（本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。）の申込みをし、その承諾を受け

たときは、NEC高速無線 LAN親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23ヶ月後の料金

月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。 

３ この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 


