（別紙）
TM プラチナ Phone レンタルサービス提供条件書（料金表）
「TM プラチナ Phone レンタルサービス」
（以下「本サービス」といいます。）はソフトバンク株
式会社（以下「ソフトバンク」といいます。）の電気通信サービスを利用した株式会社テレ・マー
カー（以下「当社」といいます。
）が提供する回線レンタルサービスです。本書面では、本サービ
スに係る料金等について定めます。なお、本書面における用語については、特に断りのない限り、
「TM プラチナ Phone レンタルサービス利用規約」の定義に従います。
■基本料金プランの種類と基本料金について
本サービスの基本料金プランの種類とそれぞれの基本料金及び月次利用可能データ量は、次の表
記載のとおりです。

基本料金プラン

基本料金
2,980 円/月

通話定額データ定額パック（5GB）

（消費税別）

3,980 円/月

通話定額データ定額パック（20GB）

（消費税別）

月次利用可能データ量
5GB/月※1、※2
20GB/月※1、※2

※1 当月（例：2018 年 1 月）にご利用のデータ量が月次利用可能データ量（5GB 又は 20GB）を
超過した場合、超過した時点から当月末日（例：2018 年 1 月 31 日）まで通信速度を送受信時最
大 128kbps に低速化いたします。なお、通信速度は翌月 1 日から通常の通信速度に回復します。
※2 当月にご利用のデータ量が月次利用可能データ量（5GB 又は 20GB）を超過して、通信速度が
低速化した場合であっても、データ容量の追加購入（0.5GB／550 円（消費税別）
、1GB／1,000
円（消費税別）
）により、翌月 1 日の通信速度の回復を待たずに直ちに低速状態から通常の通信
速度に回復させることが可能です。データ容量の購入数に上限はありません。
■通話料について
1

国内通話無料

(1) 日本国内から発信する日本国内の相手方への通話（以下「国内通話」といいます。）について
は、原則として、通話時間、通話回数及び通話相手に係る制限を受けずに通話することができま
す。
(2) 留守番電話にご加入の場合、本サービスの携帯電話から留守番電話センター宛ての国内通話は
無料となります。
1

2

国内通話無料対象外

(1) 国際ローミング通話料、国際電話通話料、ソフトバンク衛星電話サービス通話料、0180、0570
等から始まる他社が料金設定している電話番号への通話料、番号案内（104）の通話料、国際転
送電話サービスの通話料は、国内通話無料の対象外です。
(2) その他当社が指定する下記の電話番号（他社が提供する電話サービスの利用にあたり接続する
電話番号）への通話も、国内通話無料の対象外となります。
（国内通話無料対象外となる当社が指定する電話番号の表示）
03-4570-9613

03-4570-9614

03-4570-9615

03-4579-8247

03-4579-8249

03-6110-2001

03-6110-2002

03-6110-2003

03-6110-2004

03-6110-2101

03-6110-2102

03-6110-2103

03-6110-2104

03-6110-2201

03-6110-2801

03-6110-2802

03-6110-2803

03-6110-2804

03-6110-4144

03-6110-5197

03-6110-5198

050-5864-2343

050-5864-2344

050-5864-2345

050-5864-2346

050-5864-2347

050-5864-2355

050-5864-2359

(3) 当社又はソフトバンクが、本サービス契約者が行う通信について、次の行為に該当すると判断
した場合、当該行為に供される携帯電話レンタル端末について、国内通話無料の対象外となりま
す。
① 本サービス契約者（本サービス契約者から携帯電話レンタル端末の貸与を受けた者
を含みます。
）以外の者の用に供され、それが業として行われる場合又は他人の通信
を媒介する場合
② 一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に、長時間又は多数の通信を、
一定期間継続する場合
③ 通信による直接収入を得る目的で利用する等、通話以外の目的で利用する場合
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国内通話無料対象外の通話について発生する料金
2

(1) 国際ローミング通話料、国際電話通話料については、通信回線を接続する渡航先や事業者、又
は、通話を行う相手の渡航先により異なりますので、ソフトバンクが提供している下記のホーム
ページから事前にご確認下さい。
https://www.softbank.jp/mobile/service/global/
(2) ソフトバンク衛星電話宛への通話料については、195 円/30 秒（課税対象外）となります。
(3) テレドーム（0180）番号への通話料については、事前に（0180）番号を利用されている事業
社へお問い合わせ下さい。なお、ご参考までに一例を以下に示します。
＜（0180）の通話料金の例＞
昼間 AM8:00～PM7:00 130 円/14 秒（消費税別）
夜間 PM7:00～PM11:00

120 円/15 秒（消費税別）

深夜・早朝 PM11:00～AM8:00 120 円/16 秒（消費税別）
(4)

ナビダイヤル等（0570）番号への通話料については、発信者のみが負担する方式や、受信者
と発信者で通話料を通話ごとに分担して負担する方式等、ナビダイヤル等のサービスを利用する
事業社が個別に料金設定しておりますが、具体的な料金内容については、ナビダイヤルの冒頭ア
ナウンス等でご確認下さい。

(5) 番号案内（104）への通話料については、その利用回数（案内回数）に応じて、1 回あたり 200
円（消費税別）の通話料が発生します。
(6)

2(2)の「その他当社が指定する下記の電話番号」への通話料については、20 円/30 秒（消費
税別）の通話料が発生します。

(7)

2(3)①乃至③のいずれかに該当する場合の通話料については、20 円/30 秒（消費税別）の通
話料が発生します。

■SMS 送信料について
SMS（ショートメッセージサービス）を利用したメール送受信の料金は、次の表記載のとおりで
す。

送信料 ※3
プラン名

ソフトバンク

ソフトバンク以外の

携帯電話宛

携帯電話会社宛

※1、※2

※2
3

受信料 ※3

通話定額データ定額
パック（5GB）
通話定額データ定額
パック（20GB）

3 円/通

無料

（消費税別）

3 円/通

無料

（消費税別）

無料
無料

※1 ソフトバンクのみまもりカメラ宛の SMS 送信には、SMS 送信料(3 円/通)（消費税別）が発
生します。
※2 送信メールの宛先が携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利用してソフトバンクからソフ
トバンク以外の携帯電話会社へ乗換えをしていた場合、「ソフトバンク以外の携帯電話会社宛」
の送信料が適用されますので、ご注意ください。
※3 国際サービス利用の際は、通信回線を接続する渡航先や事業者、又は、通話を行う相手の渡航
先により SMS 送受信に係る料金の有無・金額が異なりますので、ソフトバンクが提供している
下記のホームページから事前にご確認下さい。
https://www.softbank.jp/mobile/service/global/
■ユニバーサルサービス料について
ユニバーサルサービス制度の開始に伴い、「ユニバーサルサービス料」の負担をお願いしていま
す。本サービス 1 回線あたり 3 円（消費税別）となります。
■オプションサービス料について
本サービスにおけるオプションサービスの名称、料金及びサービス内容は、次の表記載のとおり
です。
オプション名
補償サービス

留守番電話

割込通話

グループ通話

料金
700 円/月
（消費税別）
300 円/月
（消費税別）
200 円/月
（消費税別）
200 円/月
（消費税別）

サービス内容
携帯電話レンタル端末が壊れた際の当社の補償サービスです。
補償サービスの詳細については、補償規約をご参照ください。
留守番電話サービスとなります。伝言を 100 件まで、最大 1 週間お
預かりできるサービスです。
通話中に別の相手から電話がかかってきた際に、先に通話していた
相手を保留し、後でかかってきた相手に切り替えて通話できるサー
ビスです。
通話中に別の方に電話をかけることで複数（最大 6 人）と会話ができ
るサービスです。
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ナンバーブロック

100 円/月
（消費税別）

迷惑電話を拒否設定できる迷惑電話防止サービスです。
Wi-Fi に対応したゲーム機やパソコンを自宅や外出先でインターネ

テザリング
（データ定額パック
（20GB）用）

ットに接続できるサービスです。
1,000 円/月

※本オプションは、「通話定額基本料データ定額パック（20GB）」

（消費税別）

プラン専用のオプションです。「通話定額基本料データ定額パック
（5GB）」プランについては、無料で本サービス（テザリング）を利用
していただくことができます。

■本サービスの契約期間・自動更新と解約違約金について
本サービス利用契約の契約期間は、本サービス契約者の登録完了日（本サービスの利用契約の締
結日）から 2 年間です。
本サービスの契約期間の最終日の属する月の前月 1 日から同最終日までに本サービス契約者から
当社に対する当社所定の書面による解約手続が完了しない場合、本サービスは従前と同一の利用条
件にて 2 年間の自動更新となります。なお、本サービス利用契約は、解約申込書が当社に到着し、
当社にて解約手続が完了した日をもって解約となります。
本サービス契約者が契約期間（更新後の契約期間を含みます。）の途中で本サービス利用契約を
解約する場合、解約違約金として 20,000 円（消費税別）をお支払いいただきます。但し、本サー
ビス契約者が本サービス利用契約の自動更新後、更新前の契約期間の最終日の属する月の末日まで
に、更新後の本サービス利用契約を解約した場合は、解約違約金をお支払いいただく必要はござい
ません。
■ご契約時費用について
本サービスの利用契約の締結にあたり、お申込回線 1 回線あたり契約事務手数料 3,000 円（消費
税別）をお支払いいただきます。同手数料は、本サービスの利用契約の締結後の最初のお支払月に
月額基本料金等と併せてご請求させていただきます。
以上
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