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第１章

第１条

総則

約款の適用

京セラコミュニケーションシステム株式会社（以下「当社」といいます。）は、電気通信事業法（昭和５９
年法律第８６号）（注１）ならびにその他電気通信事業における消費者保護に関する法令等（注２）にし
たがい、料金その他の提供条件（以下「提供条件」といいます。）を規定する Pilina WiMAX 通信サービ
ス約款（以下「この約款」といいます。）を定め、契約者に対して Pilina WiMAX 通信サービスを提供しま
す。
（注１）「改正電気通信事業法（平成１７年法律第２１号）」 平成１７年４月１日施行
（注２）「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン：電気通信事業法第１８条第３項
（事業の休廃止に係る周知関係）、第２６条（提供条件の説明義務）、第２７条（苦情等の処理関係）及
び関係省令等の運用に関するガイドライン （平成１６年３月総務省公表）」及び 「電気通信事業にお
ける個人情報保護に関するガイドライン（平成１０年郵政省告示第５７０号）」

第２条

約款の変更

１ 当社は、この約款を変更することがあります。 この場合、Pilina WiMAX 通信サービスの提供条件
は、変更後の約款によります。
２ 当社は、この約款の変更を行う場合、第４条（当社からの通知） に基づき契約者に通知します。
通知後１ヶ月を経過したとき、利用契約の解除をしていない全ての契約者がこの変更に同意したものと
して取り扱い、これ以後、変更後の約款に効力が生じます。
ただし、契約者にとって提供条件が不利とならないものについては、通知とともに変更後の約款に効力
が生じるものとします。

第３条

用語の定義

この約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用 語

用語の意味

１.電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備。

２.電気通信サービス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信
設備を他人の通信の用に供すること。

３.登録電気通信事業者

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」といいます。）
第９条の登録を受けた者

４.届出電気通信事業者

事業法第１６条第１項の届出を行った者

５.電気通信事業者

登録電気通信事業者又は届出電気通信事業者

６.電気通信回線設備

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体
して設置される交換設備並びにこれらの付属設備。
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７.端末設備

契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、１の部分の設
置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内
を含みます。）又は同一の建物内であるもの。

８.自営電気通信設備

電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設
備以外のもの

９.無線機器

アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通
信設備であって、Pilina WiMAX 通信サービスに係る契約に基づいて使
用されるもの。

１０.無線基地局設備

無線機器（アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自
営電気通信設備をいいます。以下同じとします。）との間で電波を送り、
又は受けるための電気通信設備。

１１.特定データ通信機器

無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号。以下同じとし
ます。）第４９条の２９に定める条件に適合する無線機器。

１２.通信網

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコ
ルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備。

１３.Pilina WiMAX 通信サ 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が
ービス

無線基地局設備と契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線
を設定して提供するもの。

１４.契約者回線

この約款に基づき当社が無線基地局設備と特定データ通信機器との間
に設定する電気通信回線

１５.契約

この約款に基づき当社から Pilina WiMAX 通信サービスの提供を受ける
ための契約。

１６.契約者

この約款に基づき当社との間で契約を締結した法人のこと。

１７.ＵＩＭカード

電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、.Pilina WiMAX 通信
サービス（ＷｉＭＡＸ２＋通信をご利用の契約者に限る）の提供のために
当社が契約者に貸与するもの

１８.回線契約

契約に基づき、契約者が当社から提供される契約者回線を利用するた
めの契約であり、一の回線ごとに申し込みを行うことにより成立するも
の。

１９.ネットワークセンター

当社が設置する通信の用に供するための建物であって、当社と契約者
との電気通信設備に対する責任分界点の設置場所を有するもの。

２０.回線終端装置

契約者が当社の電気通信設備と通信を行うための接続用回線の終端
の場所に設置する電気通信設備。

２１.責任分界点

契約に基づく当社と契約者との間の電気通信設備の保守責任の分界
点

２２.ＷｉＭＡＸ２＋基地局

無線設備規則第４９条の２９に定める条件に適合する無線基地局設備。
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設備
２３.ＬＴＥ基地局設備

無線設備規則第４９条の６の９に定める条件に適合する無線基地局設
備。

２４.ＷｉＭＡＸ２＋機器

ＷｉＭＡＸ２＋基地局設備と通信する機能を有する無線機器

２５.ＷｉＭＡＸ２＋回線

無線設備規則第４９条の２９に定める条件に適合する電波を用いてＷｉ
ＭＡＸ２＋基地局設備との間に設定される契約者回線。

２６.ＬＴＥ回線

無線設備規則第４９条の６の９に定める条件に適合する電波を用いてＬ
ＴＥ基地局設備との間に設定される契約者回線。

２７.ＷｉＭＡＸ２＋通信

無線設備規則第４９条の２９に定める条件に適合する電波を用いてＷｉ
ＭＡＸ２＋基地局設備（無線設備規則第４９条の２９に定める条件に適合
する無線基地局設備であり、無線局の免許人が協定事業者のＵＱコミュ
ニケーションズ株式会社であるものに限る）により行われる通信

２８.ＬＴＥ通信

無線設備規則第４９条の６の９に定める条件に適合する電波を用いてＬ
ＴＥ基地局設備（無線設備規則第４９条の６の９に定める条件に適合す
る無線基地局設備であり、無線局の免許人が協定事業者のＫＤＤＩ株式
会社及び沖縄セルラー株式会社であるものに限る）により行われる通信

２９.料金月

１の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい
ます。）から次の暦月の起算日の前日までの間。

３０.パケット通信料

１２８バイトまでごとに１の課金パケットとして算出した通信料。

３１.消費税相当額

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定に
基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６
号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の
額。

３２.協定事業者

当社に電気通信サービスを供給する電気通信事業者のこと。この場
合、ＵＱコミュニケーションズ株式会社及びＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セ
ルラー株式会社をいいます。

第４条

当社からの通知

１ 当社が、契約者への周知が必要と判断したときは、Pilina WiMAX 通信サービスに関する提供条件
のほか必要な周知事項の通知を、当社が運営する WEB ページ上への掲載又は契約者に個別に電子
メールを送信する方法により行うこととします。
２ 前項の通知の内容は、当社が運営する WEB ページ上に掲載されたとき、あるいはユーザー登録に
おいて契約者が登録した電子メールアドレスに送信されたときをもって、全ての契約者に通知されたも
のとして取り扱います。
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第２章 契約

第５条

契約の申し込み

契約の申込みをするときは、必要事項を記入のうえ当社所定の契約申込書を提出するものとします。

第６条

契約申し込みの承諾

１ 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
２ 前項の規定にかかわらず、当社はその申し込みの承諾を延期することがあります。
３ 前２項の規定にかかわらず、当社は次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
① 契約の申し込みをした者が Pilina WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを怠る
恐れがあるとき。
② 前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
③ 契約の申し込みをした者の年齢が１３歳未満であるとき。
④ 契約の申込みをした者が第４７条（利用の停止）第１項各号の規定のいずれかに該当し、Pilina
WiMAX 通信サービスの利用を停止されたことがあるとき又は Pilina WiMAX 通信サービスに係る契
約の解除を受けたことがあるとき。
⑤ 契約の申し込みをした者の電気通信サービスの需要見込み等から判断して当社の電気通信設備
の保持が困難となるおそれがあるとき。
⑥ 第１０条（利用者等への対応）第１項３号の規定に違反する恐れがあるとき。
⑦ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第７条

契約者が行う契約の解除

契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により申し出るものとします。

第８条

当社が行う契約の解除

１ 当社は、第４７条（利用の停止）の規定により Pilina WiMAX 通信サービスの利用を停止された契約
者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
２ 前項の規定にかかわらず、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、契約を
解除することがあります。
３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適
用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することが
できます。

第９条

契約の終了

契約は、次のいずれかに該当する場合は、当該事由発生時に終了するものとします。
① 契約者が合併によらず解散したとき。
② その他、Pilina WiMAX 通信サービスを提供できなくなったとき。
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第１０条

利用者等への対応

１ 契約者は、次のことを守っていただきます。
① 利用者への対応は、契約者の責任で適切に行い、当社又は協定事業者に対して何ら対応を求め
ないものとします。
② 当社又は協定事業者が利用者から問合せ又は苦情等を受けたときは、契約者が当社に通知した
契約者の連絡先を利用者へ案内するものとし、その後は全て契約者が対応するものとします。
③ 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が
行う無線事業（事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話又は PHS に係る
電気通信事業をいいます。）の用に供してはならないものとします。
④ 無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連
絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接
続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
⑤ 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
⑥ 当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
⑦ 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益
を害する態様で通信回線サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、第５５条（禁止事項）
に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
⑧ 位置情報（無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。）を取得す
ることができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライ
バシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
２ 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っ
ていただきます。

第１１条

契約上の地位の移転又は承継

１ 契約者が契約上の地位を移転しようとする場合又は契約者について法人の合併若しくは分割によ
り契約上の地位の承継を行う場合は、当社の事前の書面による承諾を受けなければ、その効力を生じ
ないものとします。
２ 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後相
続する人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定
の書面にこれを証明する書面を添えて、当社に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とし
ます。
３ 前項の場合に、地位を承継した者が２人以上で有るときは、そのうち１人を当社に対する代表者と
定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
４ 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を、
当社の判断により代表者として取り扱います。
５ 契約者は、第１項の届出を怠った場合には、第１５条（契約者の氏名等の変更の届出）第３項から
第６項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
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第１２条

サービスの廃止

当社は、当社の都合により Pilina WiMAX 通信サービスの全部又は一部を、休止又は廃止する場合が
あります。この場合は、契約者に対し休止又は廃止する日の９０日前までに書面又は電子メールによ
りその旨を周知します。

第３章

第１３条

回線契約

回線契約の申し込み

回線契約の申し込みをするときは、当社指定の回線利用申込書を提出するものとします。

第１４条

回線契約申し込みの承諾

１ 当社は回線契約の申し込みの承諾を延期することがあります。
２ 前項の規定にかかわらず、当社は次の場合には、回線契約の申し込みを承諾しないことがありま
す。
① 前条に基づき提出された回線利用申込書その他の書類に不備があるとき。
② 契約の申し込みをした者が、第４７条（利用の停止）第１項各号の規定のいずれかに該当してい
るとき。
③ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第１５条

契約者の氏名等の変更の届出

１ 契約者は、契約者連絡先（氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレ
スに又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。）に変更があったときは、そのことを速やか
に当社所定の書面に基づき当社に届け出ていただきます。
２ 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提出していただくこ
とがあります。
３ 契約者は、第１項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて
書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通
知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
４ 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面
等を送付した場合についても、前項と同様とします。
５ 前２項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責
任を負わないものとします。
６ 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に
通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものと
します。
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第１６条

権利譲渡の禁止

契約者が契約に基づいて Pilina WiMAX 通信サービスおよび契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡
できないものとします。ただし、契約者の契約上の地位の移転をあらかじめ当社が承諾した場合は、こ
の限りではありません。

第１７条

契約者が行う回線契約の解除

契約者は、回線契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により申し出るものとしま
す。

第１８条

回線の最低利用期間

１ 当社は、契約に基づき提供する Pilina WiMAX 通信サービスの最低利用期間を設定しています。
２ 契約者は、前項の最低利用期間内に契約が終了した場合は、当社所定の料金に消費税相当額を
加算した額を、当社が定める期日までに一括して支払うことを要します。
だたし、当社の責めに帰すべき事由により契約が終了した場合は、この限りではありません。

第１９条

当社が行う回線契約の解除

１ 当社は、第４７条（利用の停止）の規定により Pilina WiMAX 通信サービスの利用を停止された契約
者が、なおその事実を解消しない場合は、回線契約を解除することがあります。
２ 前項の規定にかかわらず、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、回線契
約を解除することがあります。
３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の
適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちに回線契約を解除するこ
とができます。

第２０条

回線契約の終了

回線契約は、契約の終了と同時に終了するものとします。

第４章

第２１条

電気通信設備の結合

責任分界点の設置

１ 当社及び契約者は、ネットワークセンター内の当社が指定する場所に責任分界点を設置するものと
します。
２ 当社及び契約者は、自己の電気通信設備と責任分界点との間の接続用回線その他の電気通信設
備の設置、撤去又は保守等を自己の責任で実施するものとします。
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第２２条

回線接続用ハウジングスペースの利用

１ 契約者は、当社の許可を得て、当社又は協定事業者がネットワークセンター内のラックに割り当て
たスペースに、回線終端装置その他当社が認めた付属品（以下「回線終端装置等」といいます。）を設
置できるものとします。
２ 契約者は、回線終端装置等の設置、撤去若しくは保守等のために契約者若しくは契約者が委託し
た者がした行為又は回線終端装置等の瑕疵その他の事由により当社又は第三者に損害を与えた場
合には、その原状復旧、修繕又は修理その他の処置に要した費用及び当社又は当該第三者に与えた
損害について、一切の責任を負うものとします。

第２３条

回線終端装置の撤去

１ 契約者は、前条に規定するスペースの利用を終了する場合は、当社との協議により定める撤去期
限までに、当該スペースに設置した回線終端装置等を撤去し、契約者が利用する前の原状に復旧しな
ければならないものとします。この場合において、契約者は、その撤去及び原状復旧に要した費用並
びに当社の電気通信設備等を原状に復旧するために当社が要した一切の費用を負担するものとしま
す。
２ 当社は、契約者が前項に定めた撤去期限を経過してもなお撤去義務を履行しない場合は、何ら催
告することなく、当社の判断により契約者の回線終端装置等を撤去及び処分することができるものとし、
契約者は当社がその撤去、処分及び原状復旧等に要した一切の費用を負担するものとします。
３ 当社は、前項の規定に基づき当社が回線終端装置等を撤去及び処分する場合において、その中
に第三者の所有物が含まれるときは、当該第三者に対して撤去を要請するものとし、契約者は当社及
び当該第三者がその撤去及び原状復旧等に要した一切の費用を負担するものとします。
４ 契約者は、第２項の規定に基づき当社が回線終端装置等を撤去及び処分する場合において、その
中に含まれる第三者の所有物に減失又は毀損が生じたときは、当該第三者が被った被害について、
一切の責任を負うものとします。

第２４条

工事の立会い

１ 当社及び契約者は、ネットワークセンター内における電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧等
の工事にあたって、相手方の立会いが必要と判断した場合には、その立会いを相手方に申し込むこと
ができるものとします。
２ 当社及び契約者は、前項の申し込みを受けた場合には、自ら必要と判断したときに限り、その申し
込みを承諾するものとします。ただし、その立会いに必要な第三者の許諾が得られない場合には、こ
の限りではありません。
３ 当社及び契約者は、協議の上、立会いの日程を決定するものとします。
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第５章

第２５条

料金

料金の支払義務

１ Pilina WiMAX通信サービスの提供に係る料金は、毎月支払う利用料金（契約者回線利用料、パケッ
ト通信料等）、導入初期費用、その他諸手続きに関する料金とし、別途料金表に定めます。
２ Pilina WiMAX通信サービスの契約者は、当社がPilina WiMAX通信サービスの提供を開始した日か
ら起算して利用契約の解除完了日の前日までの期間（提供開始日と解除又は廃止のあった日が同一
の日である場合は、1日間とします。）について、料金表に規定する利用料金の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りではありません。
３ 利用期間中に当社の責に帰さない次の事由によりPilina WiMAX通信サービスを利用することができ
ない状態が生じたときといえども、 Pilina WiMAX通信サービスの契約者は、その期間中の料金の支払
いを要します。
① 利用の一時中断をしたとき。
② 利用の中止（第４６条）、または利用の停止（第４７条）があったとき。
４ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第２６条

料金の計算方法

１ 当社は、Pilina WiMAX通信サービスの契約者がその契約に基づき毎月支払う料金を料金月（暦月
をいいます。）に従って計算するものとします。ただし、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める
期間に従って計算します。
２ 料金の計算は、料金表に記載する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとし
ます。）により行います。
３ 当社は、利用料金をその利用日数に応じて日割は行いません。
４ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合、第１項の料金月の起算日を変更することがあり
ます。
５ 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、その端数を切
り捨てます。（端数処理）ただし、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）、地方税法（昭和２５年法律第２
２６号）及び同法に関する法令の規定に基づき行う消費税相当額の計算において、その計算結果に１
円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。

第２７条

料金の支払方法

１ Pilina WiMAX 通信サービスの契約者は、料金について当社が定める期日までに、当社が指定する
金融機関等において支払うものとします。
２ 料金の支払方法は、次のいずれか一つとします。
① 預金口座振替による支払い。
② 銀行振込みによる支払い。
③ Pilina WiMAX 通信サービスの契約者ごとに当社が承諾した方法による支払い。
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３ Pilina WiMAX 通信サービスの契約者は、料金の支払いにおいて料金の支払いが預金口座振替ま
たは郵便局自動払込等による場合、これらに係る手数料も同時に支払うものとします。
４ 契約者と収納代行会社、金融機関等との間で紛争が発生した場合、契約当事者双方で解決するも
のとし、当社には一切責任はないものとします。

第２８条

ＬＴＥオプション料の支払義務

契約者は、回線契約ごとに、ＬＴＥ通信が行われた料金月について、別途料金表に定めるＬＴＥオプショ
ン料の支払いを要します。

第２９条

ユニバーサルサービス料の支払義務

１ 契約者は、その料金月に締結していた回線契約について、別途料金表に定めるユニバーサルサー
ビス料の支払いを要します。
２ 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当
社が料金額を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。

第３０条

消費税相当額の加算

この約款により支払いを要する額は、料金表に記載する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額
を加算した額とします。

第３１条

預託金

１ 契約者は、次の場合には、Pilina WiMAX通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていた
だくことがあります。
① 契約の申込みの承諾を受けたとき。
② 第４７条（利用の停止）第１項第３号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除され
るとき。
２ 預託金の額は、１回線あたり１０万円以内で当社が別に定める額とします。
３ 預託金は、無利息とします。
４ 当社は、その契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託
金を預け入れた者に返還します。
５ 当社は、預託金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額
をその額に充当します。

第３２条

割増金

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当
額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社
が指定する期日までに支払っていただきます。
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第３３条

延滞利息

Pilina WiMAX通信サービスの契約者は、料金（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過しても
なお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、
年１４．６％（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。）の
割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日（以下この条において「指定日」といいま
す。）までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあったと
きは、この限りではありません。

第６章

第３４条

特定データ通信機器の利用

ＵＩＭカードの貸与

１ 当社は、契約者（ＷｉＭＡＸ２＋通信をご利用の契約者に限る）に対し、ＵＩＭカードを貸与します。こ
の場合において、貸与するＵＩＭカードの数は、１の回線契約につき１とします。
２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するＵＩＭカードを
変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

第３５条

電話番号その他の情報の登録等

当社は、ＵＩＭカードを貸与する場合には、そのＵＩＭカードに電話番号その他の情報の登録等を行いま
す。

第３６条

ＵＩＭカードの情報消去及び破棄

契約者は、当社から貸与中のＵＩＭカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのＵＩＭ
カードに切り込みを入れ、これを破棄していただくか、当社へそのＵＩＭカードを返却していただきます。

第３７条

ＵＩＭカードの管理責任

１ 契約者は、当社から貸与を受けているＵＩＭカードを善良な管理者の注意をもって管理していただき
ます。
２ 契約者は、ＵＩＭカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただき
ます。
３ 当社は、契約者以外の者がＵＩＭカードを利用した場合であっても、そのＵＩＭカードの貸与を受けて
いる契約者が利用したものとみなして取り扱います。
４ 当社は、ＵＩＭカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないもの
とします。

第３８条

ＵＩＭカード暗証番号

契約者は、当社が別に定める方法により、ＵＩＭカードにＵＩＭカード暗証番号（そのＵＩＭカードを利用す
る者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。）を登録することができます。この
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場合において、当社からそのＵＩＭカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当
社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
契約者は、ＵＩＭカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

第３９条

特定データ通信機器の接続

１ 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、特
定データ通信機器（当社及び協定事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの
及び Pilina WiMAX 通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条に
おいて同じとします。）を接続するときは、当社所定の書面により、当社にその接続の請求をしていただ
きます。
２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
① その接続が端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号。以下「端末技術基準」といいます。）に
適合しないとき。
② その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」とい
います。）第３１条（預託金）で定める場合に該当するとき。
３ 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が端末技術基準に適合する
かどうかの検査を行います。
① 事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
② 事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当するとき。
４ 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
５ 契約者が、その特定データ通信機器を変更した場合についても、前４項の規定に準じて取り扱いま
す。
６ 契約者は、その契約者回線への特定データ通信機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社
に通知していただきます。

第４０条

特定データ通信機器に異常がある場合等の検査

１ 当社は、特定データ通信機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障が
ある場合において必要があるときは、契約者に、その特定データ通信機器の接続が端末技術基準に
適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由があ
る場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただ
きます。
２ 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
３ 契約者は、第１項の検査を行った結果、特定データ通信機器が端末技術基準に適合していると認
められないときは、その特定データ通信機器の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
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第４１条

特定データ通信機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い

１ 契約者は、特定データ通信機器について、電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規定に基づき、当
社又は協定事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その特定データ通
信機器の使用を停止して、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう修
理等を行っていただきます。
２ 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者
は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
３ 契約者は、前項の検査等の結果、特定データ通信機器が無線設備規則に適合していると認められ
ないときは、その特定データ通信機器の契約者回線への接続を取りやめていただきます。

第４２条

特定データ通信機器の電波法に基づく検査

前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前
条第２項及び第３項の規定に準ずるものとします。

第７章

第４３条

利用上の制限

利用の制限

１ 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、又は協定事業者
が提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは協定事業者と当社との間で締結される契約
の規定に基づいて協定事業者が行う回線の利用に制限が生じた場合（ただし、協定事業者が行う契
約回線の利用制限につき当社に責めがある場合を除きます。以下同様とします。）、通信を一時的に
制限することがあります。
２ 当社は、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先させるとき、又はPilina
WiMAX通信サービスの契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときには、
Pilina WiMAX通信サービスの利用の制限をする場合があります。
３ 前各項の場合、Pilina WiMAX通信サービスの契約者は当社に対し、当社の故意又は重過失により
生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その
他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若し
くは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のた
め緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約
者回線（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を
中止する措置を執ることがあります。
機関名
気象機関
水防機関
消防機関
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災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関

第４４条

その他利用の制限

１ 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
① WｉＭＡＸ２＋通信及びＬＴＥ通信について、当社又は協定事業者の電気通信設備において取り扱う
通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は協定事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、
若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は協定事業者の電気
通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、
そのＷｉＭＡＸ２＋回線及びＬＴＥ回線に係る通信の帯域を制限すること。
② WｉＭＡＸ２＋通信及びＬＴＥ通信の通信量の合計による速度制限について、各料金種別において定
められる条件により通信速度を制限すること。
③ 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、
その通信が Pilina WiMAX 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、
その通信を切断すること。
２ 当社は、第４３条（利用の制限）及び第４４条（その他利用の制限）の規定によるほか、当社又は協
定事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し
又は当社若しくは協定事業者に対する代金債務（立替払等に係る債務を含みます。）の履行が為され
ていないと判断したＷｉＭＡＸ２＋機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信
の利用を制限することがあります。

第４５条

通信の条件

１ 契約者は、当社若しくは協定事業者が別に定めるサービス区域内に無線機器が在圏している場合
に限り通信を行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山
間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
２ 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は
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減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくな
る場合があります。
３ Pilina WiMAX 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとしま
す。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
４ Pilina WiMAX 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動す
るものとします。
５ 当社は、１の特定データ通信機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信す
ることとなるときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過する符号の全部若しくは一部を破
棄できるものとします。
６ 電波状況等により、Pilina WiMAX 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失す
ることがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。

第８章

第４６条

利用の中止及び利用の停止

利用の中止

１ 当社は、次の場合には、Pilina WiMAX通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合には、あらかじめ契約者に書面又は電子メールでその旨を通知します。 ただし、緊急やむを
得ない場合にはこの限りではありません。
① 当社又は協定事業者の電気通信設備の保守又は工事の都合上必要なとき。
② 当社又は協定事業者の電気通信設備に障害が発生したとき。
③ 協定事業者その他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりPilina
WiMAX通信サービスの提供が困難になったとき。
④ 天災地変あるいは協定事業者の責に帰す事由など、当社の責に帰し得ない事由によりPilina
WiMAX通信サービスの提供が困難になったとき。
⑤ 第４３条（利用の制限）及び第４４条（その他利用の制限）の規定により、通信利用を制限するとき。

第４７条

利用の停止

１ 当社は、Pilina WiMAX通信サービスの契約者の行為が、次に掲げる項目のいずれかに該当する場
合、６ヶ月以内で当社が定める期間、Pilina WiMAX通信サービスの利用を停止することがあります。
あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得
ないときは、この限りでありません。
① 違法な態様又は明らかに公序良俗に反する目的で、Pilina WiMAX通信サービスを利用したと当社
が判断したとき。
② 当社が提供するPilina WiMAX通信サービスを直接又は間接に利用する者に対して、重大な支障を
与えると当社が判断した場合。
③ 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のPilina WiMAX通信サービスに係る
料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サー
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ビスに係る料金等の債務（その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。）について、支払
期日を経過してもなお支払わないとき。
④ 第５５条（禁止事項）に該当する行為を行ったとき。
⑤ 第１０条（利用者等への対応）第１項３号に反する行為を行ったとき。
⑥ 第４０条（特定データ通信機器に異常がある場合等の検査）の規定に違反して当社の検査を受け
ることを拒んだとき。
⑦ 第４１条（特定データ通信機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）又は、第４２条（特
定データ通信機器の電波法に基づく検査）の規定に違反したとき。
⑧ 前各号の他、この約款の規定に違反する行為で、当社、協定事業者又は第三者の業務遂行又は
当社、協定事業者又は第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼすとき、又は及ぼす虞のあると
き。
⑨ Pilina WiMAX 通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載
を行ったことが判明したとき。
⑩ 第１５条（契約者の氏名等の変更の届出）の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内
容について事実に反することが判明したとき。
⑪ 第３１条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。
２ 契約者が、停止期間経過後も前項に該当している場合は、引き続き停止させていただくか、第８条
（当社が行う契約の解除）又は第１９条（当社が行う回線契約の解除）の定めにより契約又は回線契約
を解除することがあります。

第９章

第４８条

保守

当社の維持責任

当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０
号）に適合するように維持します。

第４９条

契約者の維持責任

１ 契約者は、無線機器を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
２ 前項の規定のほか、契約者は、無線機器を、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８
号）に適合するよう維持していただきます。

第５０条

切分責任

当社及び契約者は、その接続に係る通信に著しい支障が生じたときは、自己の電気通信設備に故障
がないことを確認の上、相手方に電気通信設備の修理を請求するものとします。契約者は、無線機器
が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用するこ
とができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備
の調査の請求をしていただきます。
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第５１条

修理又は復旧

当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、速やかに修理し、又は復旧するものとし
ます。ただし、２４時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。

第１０章 損害賠償

第５２条

利用不能による直接損害

１ 当社は、Pilina WiMAX通信サービスを提供すべき場合において、当社及び協定事業者の故意又は
重過失によりPilina WIMAX通信サービスが全く利用できない状態（その利用契約に係る全ての通信に
著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「利用不能」と
いいます。）となり、そのことを当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上利用不能の状態が継続
したときに限り、契約者からの損害賠償の請求に応じます。ただし、Pilina WiMAX通信サービスの契約
者に利用不能による請求事由が生じた日から６０日を経過するまでに、当社に賠償の請求をしなかっ
たときは、Pilina WiMAX通信サービスの契約者は、その権利を失うものとします。
２ 当社が、Pilina WiMAX通信サービスの契約者に対して負う利用不能にともなう賠償責任の範囲は、
Pilina WiMAX通信サービスの契約者に現実に生じた通常損害の範囲に限るものとし、かつ、その限度
額は、利用不能の状態を当社が認知した時刻から利用不能が継続した時間を２４で除した数（小数点
以下の端数切り捨て）を賠償の対象換算日数とし、これに当月支払う料金部分（消費税込み）の３０分
の１を乗じた金額の範囲を超えないものとします。なお、この金額を、契約者が毎月支払う料金から翌
月以降の料金請求において減額調整します。
３ 天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力によるもの又は当社の軽過失により
Pilina WiMAX通信回線サービスを提供できなかったとき、当社は、一切その責任を負わないもとしま
す。

第５３条

免責事項

１ 当社は、Pilina WiMAX通信サービスの利用を通じて、Pilina WiMAX通信サービスの契約者が被った
損害又は損失などについて、「第５２条 利用不能による直接損害」に定める場合を除き、損害賠償責
任ならびに損失補償責任及びその他一切の責任を負わないものとします。
２ 当社は、Pilina WiMAX通信サービスの契約者がPilina WiMAX通信サービスを利用することにより入
手した情報等（コンピュータプログラムを含みます。）について、その品質、完全性、正確性、特定目的
への適合性、有用性又はウィルスの侵入の有無、その他一切について何らの保証も行いません。
３ 当社は、Pilina WiMAX通信サービスの契約者によるPilina WiMAX通信サービスの利用若しくは利用
不能、又はPilina WiMAX通信サービスの契約者に対するサポートサービスの提供若しくは提供不能の
結果として生じる契約者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、
その他契約者が被るべき一切の金銭的及び非金銭的損害、ならびに費用に関し、当社の故意又は重
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過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
４ Pilina WiMAX通信サービスの契約者に、第４３条（利用の制限）、第４４条（その他利用の制限）、第
４５条（通信の条件）、第４６条（利用の中止）、第４７条（利用の停止）に定める事由により損害が発生
した場合であっても、当社の故意又は重過失により生じた場合を除き、当社は一切の責任を負いませ
ん。

第１１章 雑則

第５４条

承諾の限界

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しく
は怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著
しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがありま
す。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。

第５５条

禁止事項

１ 当社は、契約者にPilina WiMAX通信サービスを利用した以下の行為を禁止します。
① 他人（当社を含み、以下同じとします。）の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行
為又はその虞のある行為
② 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
③ 他人が嫌悪感を抱く、又はその虞のある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
④ 他人になりすましてサービスを利用する行為
⑤ 他人の知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害する
行為又はその虞のある行為
⑥ 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はその虞のある行為
⑦ 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑧ 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青尐年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文
書等を送信、記載又は掲載する行為
⑨ 無限連鎖講（ねずみ講）若しくは連鎖販売取引（マルチ商法）等を開設し、又はこれを勧誘する行
為
⑩ 他人のWEBページ等、Pilina WiMAX通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する
行為
⑪ 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載若しくは他人が受信可能な状態のまま放置す
る行為
⑫ 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
⑬ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
⑭ 他人の管理する掲示板等（ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。）で、その管理
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者の意向に反する内容又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為
⑮ 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
⑯ 事前に当社の承諾を得ることなく、Pilina WiMAX通信サービスを利用又はこれに関連する営利を目
的とする行為
⑰ 前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を誘発又は助長する態様でリンクを張る
行為
⑱ 契約者は、特定データ通信機器を分解もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導線を連絡
してはならないものとします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は
特定データ通信機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
⑲ その他法令に違反する行為ならびに当社が不適切と判断する行為
２ 契約者は、当社から契約者に対するPilina WiMAX通信サービスの提供に関し発生する疑義又は争
いについては、当社と契約者との間で解決し、協定事業者に対し何ら請求又は苦情の申し立てを行っ
てはならないものとします。

第５６条

他の電気通信事業者への通知

契約者は、第７条（契約者が行う契約の解除）、第８条（当社が行う契約の解除）又は第９条（契約の終
了）の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が別に
定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情
報（契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるもの
に限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

第５７条

秘密保持及び契約者に係る情報の保護

当社は、Pilina WiMAX 通信サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報あるいは秘密情報
があるとき、本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、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、法令の定める義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その義務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときはこの
限りではありません。
２ 当社は、前項の規定のほか、次の各号の場合を除き、Pilina WiMAX 通信サービスの提供に関連し
て知り得た契約者の個人情報あるいは秘密情報を Pilina WiMAX 通信サービスの提供のために必要な
範囲を超えて使用しません。
① 当社に関連する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合
② 個人情報を適切かつ厳重に管理するよう契約等で義務づけた業務委託先に対し、Pilina WiMAX 通
信サービス提供に必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
③ 業務の遂行上必要な範囲で協定事業者に個人情報あるいは秘密情報を提供する場合
④ Pilina WiMAX 通信サービスのサービス向上等の目的で、個人情報（WEB サイトの閲覧履歴、電子
メールへの反応状況なども含みます。）を集計及び分析等を行う場合
⑤ 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第
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三者に開示又は提供する場合
⑥ 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送付する場合
⑦ その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を開示又は利用する場合
３ Pilina WiMAX 通信サービスの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
イバシーポリシーにおいて定めます。
４ 当社は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
（平成１３年法律第１３７号）」の第４条（発信者情報の開示請求等）第１項各号に該当する請求があっ
たときは、前２項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。

第５８条

期限の利益喪失

１ 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この約款に基づく料金その他の
債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済
しなければならないものとします。
① 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったと
き。
② 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手
続の申立てがあったとき。
③ 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
④ 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分
若しくは税等の滞納処分があったとき。
⑤ 契約者の所在が不明であるとき。
⑥ その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認められるとき。
⑦ 契約者が第３１条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。
２ 契約者は、前項に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにPilina WiMAX
通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。

第５９条

認定機器以外の無線機器の扱い

契約者は、認定機器（当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無
線機器をいいます。）以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。

第６０条

検査等のための無線機器の持込み

契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定する場所へ持ち込ん
いただきます。
① 第４０条（特定データ通信機器に異常がある場合等の検査）及び第４１条（特定データ通信機器の
電波発射の停止命令があった場合の取扱い）の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
② その他当社が必要と認めるとき。
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第６１条

約款の有効性

この約款の一部に法的拘束力が無効とされた場合であっても、この約款の残りの部分は引き続き有効
性を維持するものとします。

第６２条

準拠法

この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第６３条

合意管轄

契約者と当社との間に生じる訴訟及びこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所をまたは
東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

≪附 則≫
平成２３年４月１日 制定、施行
平成２３年９月１日 改定
平成２６年７月１日 改定
平成２９年４月３日 改定
平成２９年１２月２２日 改定
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別記

１ 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分

技術基準等

技術基準

端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）

技術的条件

―

２ 新聞社等の基準
区 分

基 準

（１）新聞社

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを
目的として、あまねく発売されること。
イ 発行部数が１の題号について、８，０００部以上であること。

（２）放送事業者等

放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条に定める放送事業者及び有線
テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）第２条に定める有線テレ
ビジョン放送施設者であって自主放送を行う者

（３）通信社

新聞社又は放送事業者等にニュース（（１）欄の基準のすべてを備えた
日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース
又は情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的と
する通信社
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