
 

令和 4 年 7 月 1 日制定 

能越ケーブルネット ケーブルスマホ料金表 

 

通則 

（料金の計算方法など） 

1. 当社は契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金（以下「月額料金」といいます。）、

通話料（SMS 送受信量含む、以下同じとします。）は料金月に従って計算します。 

ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。 

2. 当社は業務遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合

における月額料金、通話料については、当社が別に定める期間を１の料金月として請求します。 

 

（端数処理） 

3. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

ます。 

  

（料金などの支払い） 

4. 契約者は、料金及びその他の費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関、クレジッ

トカードなどにおいてお支払いいただきます。 

 

（請求額の通知） 

5. 当社は、契約回線に係るケーブルスマホの請求額は当社が設置した「料金表示 WEB」により契約者に提供し

ます。ただし、当社が定める場合はこの限りではありません。 

6. 当社は、前項の「料金表示 WEB」に登録したことをもって、契約者に請求額を通知したものとみなします。 

 

（消費税相当額の加算） 

7. この約款及び料金表に定める料金額、その他料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に定め

る額（以下「税抜価格」（消費税相当額を加算しない料金額をいいます。）といいます。）に消費税相当額を加

算した額とします。消費税相当額はケーブルスマホのご利用時点の税率に基づき計算します。 

なお、この約款の規定により支払いを要することとなった費用については、この料金表に定める税抜額に消

費税相当額を加算した額を加算した額（以下「税込価格」といいます。）に基づき計算した額と異なる場合が

あります。ただし、次に掲げる料金については、この限りではありません。 

(1)国際ローミング機能に係る付加機能利用料 

(2)国際電話に関する料金 

(3)国際 SMS 送信に関する料金（通話料に限ります） 

 

  



 

１． ケーブルスマホ基本料金 

（1） ＳＩＭカード基本料金（月額） 

プラン 料金 

音声機能付きＳＩＭカード（１ＧＢ） 1,298 円 

音声機能付きＳＩＭカード（３ＧＢ） 1,628 円 

音声機能付きＳＩＭカード（１０ＧＢ） 2,398 円 

音声機能付きＳＩＭカード（２０ＧＢ） 2,948 円 

ＳＭＳ機能付きＳＩＭカード（１ＧＢ） 1,078 円 

ＳＭＳ機能付きＳＩＭカード（３ＧＢ） 1,408 円 

ＳＭＳ機能付きＳＩＭカード（１０ＧＢ） 2,178 円 

ＳＭＳ機能付きＳＩＭカード（２０ＧＢ） 2,728 円 

※ケーブルスマホ基本料金は、当社が契約者にＳＩＭカードを貸与した翌月より発生します。 

※ケーブルスマホの利用終了の係る日の属する月の基本料金の額は、当該日が歴月のいずれの日であるかにか

かわらず、上記表中の基本料金の額として定める金額とします。 

 

（2）通話料金 

項目 料金 

通話料金（国内） 11 円/30 秒 

デジタル通信料金（国内） 39.6 円/30 秒 

通話料（国際） 
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において通話

料として定められた額と同額※非課税 

国際ローミング料金 

ドコモが定めるＦＯＭＡサービス契約約款及びＸｉサー

ビス契約約款において国際アウトローミング利用料とし

定められた額と同額 ※非課税 

割引通話オプション 通話料金（国内） 11 円/30 秒 

割引通話オプション 通話料金（国際） 10 円/30 秒 ※非課税 

ＳＭＳ送信料金 

国内への送信 

送信料金 

送信文字数  

70 文字（半角英数字のみの場合 1～160

文字）まで 
3.3 円 

国外への送信 

送信料金 ※非課税 

送信文字数  

70 文字（半角英数字のみの場合 1～160

文字）まで 
50 円 

国外からの送信 
1 回あたりの送信料金 ※ 非課税 

100 円 

ＳＭＳ受信料金 0 円 

※ＳＭＳ送信料金、通話料金（国内）、通話料金（国際）、国際ローミング料金、割引通話料金（国内）及び割引

通話料金（国際）は、ＳＭＳ送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、ＳＩＭカード基本料金とは別

に支払いを要する料金として定めるものです。 

※通話料金（国内）及び通話料金（国際）のうち、テレビ電話・64ｋｂｐｓデータ通信などのデジタル通信を利



用した場合、デジタル通信料金が適用されます。 

※契約者の通話料が平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていること

が確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認が

できない場合、当社はケーブルスマホの利用を停止することがあります。 

※ケーブルスマホの利用終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機

能の利用が確認された場合にあっては、削除日又は解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を

請求するものとします。 

※通話料金（国内）及び（国際）は、ＳＩＭカード基本料金より 2 か月遅れて請求が行われるものとします。ま

た、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、2 ヵ月以上遅れて請求が行われる

場合があります。 

※電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモ

が定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとしま

す。 

※割引通話オプション通話料金（国内）及び（国際）は、専用のプレフィックス番号を付けて発信した場合にの

み適用されます、また、割引通話オプション（国際）は、指定の「国際通話サービス提供国・地域」にのみ提供

されます。 

 

（3）ユニバーサルサービス料 

ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本

全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、110 番・

119 番等の緊急通報をいいます）の提供を確保するために必要な負担金を言い、当社は、契約者が使用している

回線識別番号（当社が定めるのもであって当社が貸与するＳＩＭカード毎に設定する一意の番号をいいます。）

の数に比例した額について契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場

合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機構が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバ

ーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更日の前日までに WEB サイト上

で通知を行うものとします。 

 

（4）セット割引 

当社のテレビサービスもしくは、インターネットサービスにご加入のお客様に適用されます。 

項目 割引額 

セット割引 330 円/SIM カード  

 

２． 付加機能料金 

項目 料金 内容 

追加クーポン 220 円/100MB 

毎月最大 3GB まで購入できます。 

有効期限はご購入いただいた翌月から 3 ヵ月後の末日とな

ります。 

 

３． オプション料金（月額） 

項目 料金 

留守番電話（音声機能付 SIM カードのみ） 330 円 

割込み電話着信（音声機能付 SIM カードのみ） 220 円 



安心パックＡ（テクニカルサポート、セキュリティソフト） 440 円 

安心パックＢ（テクニカルサポート、セキュリティソフト、延長保証） 660 円 

子供/青少年安心パック 330 円 

5 分通話定額 550 円 

10 分通話定額（個人向け） 770 円 

10 分通話定額（法人向け） 1,650 円 

かけ放題定額 1,540 円 

 

４．手数料 

項目 手数料 内容 

新規契約手数料 3,300 円 新規契約・プラン変更 

ＳＩＭサイズ変更・交換手数料 3,300 円 利用端末変更に伴うＳＩＭサイズ変更 

ＳＩＭ同番再発行手数料 3,300 円 紛失・故障・盗難等に伴う再発行 

 

５． 契約解除料 

項目 料金 内容 

音声機能付きＳＩＭカード 968 円 24 カ月（２年）未満の解約の場合 

ＳＭＳ機能付きＳＩＭカード 748 円 24 カ月（２年）未満の解約の場合 

    

 

６． 端末代金 

別紙「ケーブルスマホ 重要事項確認書」に定めるものとする。 

 

※各種料金と請求月の関係は、下記の通りとなります。 

項目 当月料金の請求月 

ＳＩＭカード基本料 

（データＳＩＭ、ＳＭＳ機能付ＳＩＭ、音声機能付ＳＩＭ） 
当月 

オプション料金 当月 

ユニバーサルサービス料 当月 

ケーブルスマホ通話料・ＳＭＳ送信料 翌々月 

付加機能（追加クーポン）料金 翌々月 

手数料 翌月 

契約解除料 当社が解約日を確認した日の翌月 

 

表記説明 

（1） 特記事項無き料金は、1 契約（単位）あたりの月額利用料です。 

（2） 料金は特段の記載がない限りすべて税込です。 

 

以上 

 


