TRIBE-biz モバイルサービス契約約款 別表
別表 ＜料金及びサービス詳細等＞
１．本サービスの種類（個別サービス）
本サービスの種類は以下のとおりとし、以下表の内容欄記載の個別約款の定めに従い提供いたします。
サービスの種類
(d)

適用される個別約款及びサービスの内容
NTT コムの「IP 通信網サービス契約約款」に規定する「第 6 種オープンコンピュータ通信網サ
ービス」を利用して提供するもの

(d) Type N

NTT コムの「IP 通信網サービス契約約款」に規定する「第 6 種オープンコンピュータ通信網サ
ービス」を利用して提供するもの

(d) Type I

IIJ の「インターネットサービス約款」に規定する「IIJ モバイルサービス/タイプ D 品目区分Ⅰ」
のサービスを利用して提供するもの

(d) Type I ライト

IIJ の「インターネットサービス約款」に規定する「IIJ モバイルサービス/タイプ D 品目区分Ⅱ」
のサービスを利用して提供するもの

(K) Type I

IIJ の「インターネットサービス約款」に規定する「IIJ モバイルサービス/タイプ K 品目区分Ⅰ」
のサービスを利用して提供するもの

(K) Type I ライト

IIJ の「インターネットサービス約款」に規定する「IIJ モバイルサービス/タイプ K 品目区分Ⅱ」
のサービスを利用して提供するもの

※1 「NTT コム」とは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社をいいます。
※2 「IIJ」とは、株式会社インターネットイニシアティブをいいます。
２．本サービスの提供区域
本サービスの提供区域は、本約款で特に定める場合を除き、以下のとおり携帯電話通信事業者がサービス毎に提供している
地域のうち当該携帯電話通信事業者及び当社の定める範囲とします。
項

サービスの種類

１

TRIBE-biz モバイルサービス（ｄ）

２

携帯電話通信事業者
株式会社 NTT ドコモ

本サービスの提供区域
㈱NTT ドコモが FOMA サービス及び Xi サービスを

／(d) Type N／ (d) Type I／

提供している地域のうち、㈱NTT ドコモ及び当社の

(d) Type I ライト

定める範囲とします。

TRIBE-biz モバイルサービス(K)

KDDI 株式会社

Type I／(K) Type I ライト

KDDI㈱が LTE サービスを提供している地域のうち、
KDDI㈱及び当社の定める範囲とします。

３．TRIBE-biz モバイル オプションサービス
３-１．当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、次のオプションサービスを提供します。
(1) SMS に関するオプションサービス
(2) 共通アカウント接続に関するオプションサービス
(3) 容量シェアに関するオプションサービス
(4) 容量追加に関するオプションサービス

(5) バンドルクーポンに関するオプションサービス
(6) 固定グローバル IP アドレス１個に関するオプションサービス
３-２．契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日
から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利
用の停止の効力が生じるものとします。
４．適用
(１)この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービス
のご利用時点の税率に基づき計算します。
(２)本サービスに適用される最低利用期間は、本約款の第６条第３項で通知する利用開始日の翌月 1 日を起算日とします。契
約者が本サービスの最低利用期間内に解約を行った場合は、契約者は当社に対し、提供プランの月額利用料金に最低利用
期間の残余をかけた合計額相当額を、当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
５．料金額
５-１-１.初期費用（税抜）
初期登録料

3,000 円

※初期登録料は、初回の月額利用料請求時に合算して請求されます。
５-１-２.その他の料金（税抜）
(d) Type I ライト 3GB いちねんプラン※1

24,000 円

(K) Type I ライト 3GB いちねんプラン※1

24,000 円

固定グローバル IP アドレス 1 個

3,000 円

共通アカウント接続

10,000 円

容量シェア登録手数料

20,000 円

SIM カード再発行手数料

3,000 円

SIM カード亡失負担金

3,000 円

登録証再発行手数料

1,000 円

支払証明書発行手数料

1,000 円

※1.12 ヶ月分の通信を一括購入いただくプランとなっており、サービス開始前に一括してお支払いただきます。１２ヶ月経過
後も継続利用を希望される際は、回線停止日までに書面にて再度お申込みください。
５-２-１.(d) コース 月額利用料（税抜）※1
プラン名

月額利用料（税抜）

最低利用期間

1GB プラン

1,800 円/月

24 ヶ月

3GB プラン

3,800 円/月

24 ヶ月

7GB プラン

5,000 円/月

24 ヶ月

200k プラン

800 円/月

24 ヶ月

30MB プラス プラン

500 円/月※2

24 ヶ月

※1.平成 27 年 10 月 1 日以降の新規申込み受付は終了しております。
※2.月間の通信量が 30MB を超過した場合、0.01 円/128 バイト（税抜）の利用料が加算されます。
５-２-２.(d) Type N コース 月額利用料（税抜）
プラン名

月額利用料（税抜）

最低利用期間

1GB プラン

1,800 円/月

24 ヶ月

3GB プラン

2,400 円/月

24 ヶ月

7GB プラン

3,200 円/月

24 ヶ月

200k プラン

800 円/月

24 ヶ月

30MB プラス プラン

500 円/月※1

24 ヶ月

※1. 月間の通信量が 30MB を超過した場合、0.01 円/128 バイト（税抜）の利用料が加算されます。
５-２-３.(d) Type I コース 月額利用料（税抜）
プラン名

月額利用料（税抜）

最低利用期間

10GB プラン

3,200 円/月

24 ヶ月

2 段階 プラン※1

500 円/月～3,800 円/月

24 ヶ月

10GB 上り優先 プラン

2,500 円/月

24 ヶ月

40GB 上り優先 プラン

3,500 円/月

24 ヶ月

70GB 上り優先 プラン

5,500 円/月

24 ヶ月

100GB 上り優先 プラン

6,500 円/月

24 ヶ月

※1.月間の通信量が発生しない場合は 500 円/月、月間の通信量が発生した月は 3,800 円/月の月額利用料となります。
５-２-４.(d)Type I ライト コース 月額利用料（税抜）
プラン名

月額利用料（税抜）

最低利用期間

3GB プラン

2,400 円/月

1 ヶ月

3GB いちねんプラン※1

-

12 ヶ月

※1.12 ヶ月分の通信を一括購入いただくプランとなっており、サービス開始前に一括してお支払いただくため、月額利用料の
お支払はありません。１２ヶ月経過後も継続利用を希望される際は、回線停止日までに書面にてお申込みください。
５-２-５.(K) Type I コース 月額利用料（税抜）
プラン名

月額利用料（税抜）

最低利用期間

10GB プラン

3,200 円/月

24 ヶ月

５-２-６.(K) Type I ライト コース 月額利用料（税抜）

プラン名

月額利用料（税抜）

最低利用期間

3GB プラン

2,400 円/月

1 ヶ月

3GB いちねんプラン※1

-

12 ヶ月

※1.12 ヶ月分の通信を一括購入いただくプランとなっており、サービス開始前に一括してお支払いただくため、月額利用料の
お支払はありません。１２ヶ月経過後も継続利用を希望される際は、回線停止日までに書面にてお申込みください。
５-３.オプションサービス（税抜）※1
SMS※2※3

140 円/月

容量追加※4

550 円/0.5GB・月

バンドルクーポン S(+1GB) ※5

300 円/月

バンドルクーポン M(+2GB) ※5

600 円/月

バンドルクーポン L(+3GB) ※5

900 円/月

バンドルクーポン 7GB(+7GB) ※5

1,660 円/月

バンドルクーポン 12GB(+12GB) ※5

2,400 円/月

バンドルクーポン 17GB(+17GB) ※5

3,100 円/月

バンドルクーポン 27GB(+27GB) ※5

5,000 円/月

バンドルクーポン 47GB(+47GB) ※5

8,100 円/月

固定グローバル IP アドレス 1 個※4

2,000 円/月

※1.オプションサービス単体での申込みは受け付けておりません。また、契約途中での申込みも受け付けておりません。各コー
スの新規申込時に同時に申込みをお願いいたします。
※2.(K) Type I、(K) Type I ライトコースではご利用いただけません。
※3.SMS 利用料は、ドコモが定める FOMA サービス契約約款又は Xi サービス契約約款においてショートメッセージ通信モー
ドに係る料金として定められた額となります。
※4.(d)、(d) Type N コースでご利用いただけます。その他のコースではご利用いただけません。
※5.(d) Type I ライト、(K) Type I ライトコースでご利用いただけます。その他のコースではご利用いただけません。
以上
平成 30 年 12 月 10 日 改訂

