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第1章 総則
第1条 本約款の目的
1 株式会社静岡新聞社(以下､｢当社｣といいます｡)は､＠Sひかり(以下､｢本サービス｣といいます｡)を提供するにあたり､＠S
ひかり契約約款(以下､｢本約款｣といいます｡)を定め､＠Sひかりを提供します｡
2 ＠Sひかり契約者(以下｢契約者｣)は､本約款を誠実に遵守するものとします｡
3 本サービスは当社が西日本電信電話株式会社(以下､｢NTT西｣といいます｡)が提供する光コラボレーションモデルを活用
し､当社が本サービスの契約者に対し､光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです｡
4 当社が実施する本サービスが設定される場合は､その定めによります｡
5 本サービスの提供条件について､本約款に定めのある場合を除き､NTT西の｢IP通信網サービス契約約款｣によります｡
第2条 約款の公表･変更
1 当社は､本約款を変更する場合がございます｡
2 本約款の変更､本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は､以下のいずれかの方法で行うも
のとします｡
(１)

当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上(http://www.at-s.com/)に掲載することによって行います｡

(２)

その他､当社が適切と判断する方法で行います｡

第3条 用語の定義
1 本約款においては､次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡
用語
1

＠Sひかり

用語の意味
IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービス

(本サービス)
2

＠Sひかり契約

当社から＠Sひかりの提供をうける為の契約

3

申込者

本サービス利用契約の申し込みをした者

4

契約者

当社と本サービス利用契約を締結した者

5

契約者回線

本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場
所との間に設置される電気通信回線

6

回線終端装置

契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備
を除きます｡)

7

端末設備

電気通信回線設備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
場所が他の部分の設置場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます｡)ま
たは同一の建物内にあるもの

8

自営端末設備

契約者が設置する端末設備

9

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

10

特定事業者

NTT西

11

技術基準等

端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続
の技術的条件

12

消費税相当額

消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基づ
き課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)およ
び同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額

13

転用

NTT西とﾌﾚｯﾂ光回線の利用契約を締結している者が､利用契約締結先を当社
へ変更をすること

14

転用手続

転用による本サービスの申込手続

15

転用契約者

契約者のうち転用手続による契約者

16

転用日

転用により契約締結先が当社に変更された日

第2章 契約
第4条 サービスの種類
1 本サービスはベストエフォートサービスです｡
2 本サービスは､NTT西の提供条件と契約者の利用形態により､別に定める区分があり､提供するサービスの詳細は別に定め
ます｡
3 本サービスはNTT西または当社の設備およびサービス提供の都合により､必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサ
ービスを提供できない場合があります｡
第5条 契約の種類
1 本サービスはNTT西の提供する光コラボレーションを活用したIP通信網サービスを提供します｡
2 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません｡
第6条 契約の締結
1 本サービス契約は､利用希望者が本約款に同意した上で､本サービス申込をし､当社が当該申込者を契約者として登録し
た時点をもって成立するものとします｡
2 サービス開始日は､以下の通りとし､当社はサービス開始日を契約者に通知するものとします｡
(1) 新規契約者の場合､当社の依頼によりNTT西が実施する回線工事完了後､当社が別途定める日｡
(2) 転用契約者の場合､転用手続後当社が別途定める日｡
(3) 本サービスの最低利用期間は２年で途中解約の場合は20,000円(免税)の解約金の請求となります。
(4) 新生活応援キャンペーン（平成30年1月15日~平成30年4月30日までにお申し込みを完了）の契約者の場合の最
低利用期間は３年で途中解約の場合は以下の解約金の請求となります。
利用期間

１年以内

２年以内

３年以内

解約金

40,000円（免税）

30,000円（免税）

20,000円（免税）

第7条 契約の単位
1 当社は､1つの＠Sひかり回線につき､別紙2料金に規定する1つの＠Sひかり契約を締結します｡
第8条 契約者回線の終端

1 本サービスの終端は､NTT西がIP通信網サービス契約約款第9 条で定める条件の終端とします｡
第9条 本サービスの提供区域
1 本サービスはNTT西のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域に提供します｡
2 前項1の定めによらず､当社が提供不可と判断した場合､本サービスを提供しない場合があります｡
第10条 契約の利用申込
1 本サービス申込は､本約款の内容を承諾した上で､以下各号に定める方法にて行うものとします｡
(1) 当社が指定する申込方法による申込｡
(2) 当社の本サービス取扱コールセンタに対する電話申込｡
2 当社は､以下に定める時点で申込があったものとみなします｡
(1) 申込方法および本サービス取扱コールセンタを利用した申込を行った場合は､本サービスの申込者の当該申込が完了し
た時点｡
3 本サービスを新規申し込みする場合､本サービスの申し込み者は当社が別途指定する方法にて当社が契約申込の記載内
容を確認するための本人性確認書類を提出するものとします｡ただし､当社が別に定める方法により確認する場合はこの限り
ではありません｡
4 本サービスを転用により契約する場合､転用前のNTT西との本サービスの申込者の契約情報が､NTT西から当社に通知さ
れることに予め了承するものとします｡
第11条 契約申し込みの承諾
1 当社は､本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは､第2条｢約款の変更｣に基づき契約申込者に通知します｡
2 当社は､次の各号の一に該当する場合には､本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります｡
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が､その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならな
い場合｡
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき｡
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り､または怠るお
それがあるとき｡
(4) 第45条｢利用に係る契約者の義務｣の定めに違反するおそれがあるとき｡
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき｡
第12条 契約の変更
1 契約者は､当社が別に定めるところにより､本サービスの品目の変更の請求をすることができます｡
2 当社は前項の請求があったときは､第11条｢契約申し込みの承諾｣の定めに準じて取り扱います｡
第13条 転用
1 NTT西のIP通信網サービスのうちNTT西が定める種類の回線は､本サービスに移行すること(以下､「転用」といいます)がで
きます｡
2 当社で転用が完了した場合､転用前のNTT西のIP通信網サービスに復旧することはできません｡

3 本サービスからNTT西を含む他の事業者のサービスに転用することはできません｡
4 NTT西のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合､当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきま
す｡
5 転用に際し､IP通信網サービス契約者はNTT西が指定する方法で､NTT西に転用承諾を得るものとします｡
6 転用承諾手続きについて､IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議については､当社は一切の責任を負いませ
ん｡
第14条 収容本サービス取扱局
1 契約者回線の取扱局交換設備は､契約者回線の終端のある場所が本サービス区域内であるとき､その本サービス区域内
の本サービス取扱局であって､NTT西が指定する収容本サービス取扱局に収容します｡
2 当社は､電気通信設備を修理または復旧する場合のほか､技術上または本サービスに関する業務の遂行上やむを得ない
理由があるときは､前項の収容本サービス取扱局を変更することがあります｡
第15条 契約者の氏名等の変更
1 契約者は､その氏名､連絡先電話番号､メールアドレス､その他の当社が指定する事項に変更があったときは､当社に対し､
速やかに当該変更の内容について通知するものとします｡
2 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合､契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公
的証明書の提出が必要となる場合があります｡
第16条 契約者の地位の承継
1 相続または法人の合併もしくは分割により､契約者の地位の承継があったときは､相続人または契約者の地位を承継した
法人は､当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて､当社に届け出ていただきます｡
2 前項の場合に､地位を承継した者が2人以上あるときは､そのうちの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｡
3 当社は､前項の定め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人を代表者として取り扱います｡
第17条 権利の譲渡等禁止
1 契約者は､当社の承諾なく､契約者として有する権利の第三者への譲渡､使用許諾､売却または契約者として有する権利
に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします｡
第18条 契約者回線等番号
1 契約者回線等番号は､NTT西のIP通信網サービス契約約款第1条第1項､第2項の定めるところにより､1の契約者回線
等ごとに割り当てます｡
2 契約者回線等番号は､NTT西および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は､契約者回線等
番号を変更することがあります｡
3 前項の規定により､契約者回線等番号を変更する場合には､あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します｡
第19条 契約者が行う本サービス利用契約の解除

1 契約者は､あらかじめ当社に通知して､本サービス利用契約を解除することができます｡
第20条 当社が行う本サービス利用契約の解除
1 当社は､次の場合には､本サービス利用契約を解除することがあります｡
(1) 当社が別に定める契約者回線等について､他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え
(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます｡以下同じとします｡)を行う
ことができないとき｡
(2) 契約者の名義変更､地位の承継があったとき｡
(3) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき｡
(4) 契約者の死亡について当社に届出があり､当社がその事実を確認したとき｡
2 当社は､契約者において､破産､民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは､
本サービス利用契約を解除することがあります｡
3 当社は､前3項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは､あらかじめ契約者に通知します｡ただし､緊急や
むを得ない場合は､この限りではありません｡
4 本条第1項および第2項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも､当社は
一切責任を負わないものとし､契約者はこれを承諾します｡
5 本条第1項および第2項の解除にあたり､契約者の所有または占有する敷地､家屋または構築物等の復旧に要する費用
は､契約者に負担していただきます｡
6 本条第1項および第2項の定めにより､本サービス利用契約を解除された場合でも､契約者は､別紙2料金表に定める工事
費の支払いを要します｡
第 21 条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置
1 当社は､当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は､本サービス契約を解約
することがあります｡
2 当社は､前項の規定により､本サービス契約を解約しようとするときは､予め契約者に通知します｡
第22条 契約取消等
1 契約者は､以下の事由に該当する場合､本サービス申込後､本サービスの工事日の3 日前(以下｢契約取消期限｣といい
ます｡)までに､本サービス取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより本サービス契約の取消を行うことができます｡なお､
契約取消期限を過ぎた後は､本サービス契約を取消すことはできません｡
(1) 本サービス工事にあたり設備等の事由により本サービスの敷設が困難な場合｡
(2) その他､当社がやむを得ないと判断する場合｡
第23条 転用取消等
1 契約者は､転用手続後､NTT西が実施する本サービスの工事日または転用日の3 日前(以下｢転用取消期限｣といいま
す｡)までに､本サービス取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます｡なお､転用
取消期限を過ぎた後は､転用手続を取消すことはできません｡

第24条 電気通信設備に係る工事
1 本サービスの電気通信設備に係る工事は､当社がNTT西に依頼しNTT西の工事会社が実施します｡
第3章 端末設備の貸与等
第25条 端末設備の貸与
1 当社は､本サービスの提供に必要となる端末設備を貸与します｡
2 転用契約者は､転用前にNTT西より貸与されていた電気通信設備をそのまま本サービスにおいても継続利用するものとし
ます｡ただし､転用前に利用していた光回線の品目等変更を転用と同時に行う場合はこの限りではありません｡
第26条 端末設備の返却
1 契約者は､本サービス契約解約後､当社より貸与されている端末設備を当社指定場所まで速やかに返却するものとします｡
端末設備の返却が確認できない場合､当社またはNTT西より契約者に督促(書状､電話などを含みます｡)を行います｡最終
的に未返却の場合､契約者は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします｡
第4章 利用中止等
第27条 利用中止
1 当社は､次の場合には､本サービスの利用を中止することがあります｡
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき｡
(2) 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき｡
2 当社は､前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは､あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知しま
す｡ただし､緊急やむを得ない場合は､この限りではありません｡
第5章 利用停止
第28条 利用停止
当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、1ヶ月以内で当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止すること
があります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過
してもなお支払わないとき。
(3)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線また
は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(5)その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、前項の規定によりの利用停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 ただし、前項第1号により
本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第６章 通信
第29条 通信利用の制限等

1 当社は､天災､事変その他の非常事態が発生し､または発生するおそれがあるときは､災害の予防もしくは救援､交通､通信
もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信およ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､契約者回線等の利用を制限することがあります｡
2 通信が著しく輻輳したときは､通信が相手先に着信しないことがあります｡
3 前各項の定めによる場合のほか､当社は､通信が著しく輻輳するときは､通信時間または特定の地域の通信の利用を制限
することがあります｡
4 当社は､1の通信について､その通信時間が一定時間を超えるとき､またはその通信容量が一定容量を超えるときは､その通
信を制限､もしくは切断することがあります｡
5 当社は､契約者間の利用の公平を確保し､本サービスを円滑に提供するため､動画再生やﾌｧｲﾙ交換(P2P)ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ等､
帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります｡
6 契約者は当社に対し､通信時間等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｡
7 当社は､本条に定める通信時間等の制限のため､通信にかかる情報の収集､分析および蓄積を行うことがあります｡
第6章 料金等
第30条 料金および工事等に関する費用
1 当社が提供する本サービス料金は､利用料金､手続きに関する料金等とし､別紙2料金に定めるところによります｡
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は､工事費とし､別紙2料金に定めるところによります｡
3 当社が貸与した端末設備を紛失､破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損
害金は､別紙2料金に定めるところによります｡
第31条 利用料金等の支払い義務
1 契約者は､当社が本サービスの提供を開始した日から起算して､本サービス利用契約の終了日までの期間について､別紙2
料金に定める利用料金の支払いを要します｡
2 契約者は､次の場合を除き､本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます｡
区別

支払いを要しない料金

契約者の責めによらない理由により､本サービスを

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間

全く利用できない状態が生じた場合に､そのことを

の倍数である部分に限ります)について､24時間ごとに日数を計算

当社が知った時刻から起算して､24時間以上そ

し､その日数に対応する本サービスについての利用料金｡

の状態が継続したとき｡
当社の故意または重大な過失により本サービスを

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について､

全く利用できない状態が生じたとき｡

その時間に対応するその本サービスについての料金｡

3 当社は､支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは､その料金を返還します｡
第32条 工事費の支払い義務
1 契約者は､契約の申込みまたは工事を要する請求をし､その承諾を受けたときは､契約者は､料金表に定める工事費の支
払いを要します｡ただし､工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下､この条において｢解除等｣とい
います｡)があった場合は､この限りではありません｡この場合､既にその工事費が支払われているときは､当社は､その工事費を返
還します｡

2 工事の着手後に解除等があった場合は､前項の定めにかかわらず､契約者は､別紙2料金に定める工事費を支払っていた
だきます｡
第33条 手続きに関する料金の支払義務
1 契約者は､本サービスに係る手続きを要する請求をし､その承諾を受けたときは､別紙2料金に定める手続きに関する料金
を支払っていただきます｡
第34条 転用時のNTT西と契約者における工事費残債
1 当社は､本サービス契約の成立前にNTT西と締結されたﾌﾚｯﾂ契約におけるﾌﾚｯﾂ光回線に係るあらゆる工事費(開通工事
費用､移転工事費用､品目変更工事費等をいうがこれに限らず､工事費の名目を問わない｡)について､本サービス契約の成
立時点において､NTT西との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対し､NTT西より通知された工事費残債
をNTT西に代わり転用契約者に請求するものとします｡
第35条 月額料金および利用料の額等
1 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は､別紙2料金に定めるところによります｡
第36条 延滞利息
1 契約者は､料金その他の債務(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期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします｡)
で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます｡
第37条 債権の譲渡および譲受
1 契約者は､月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡す
ることをあらかじめ承認するものとします｡この場合､当社は､契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとし
ます｡
2 契約者は､本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります｡以下この条において同じとします｡)
の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け､当社が請求することをあらかじめ承
認するものとします｡この場合､本サービスを提供する事業者および当社は､契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を
省略するものとします｡
3 前項の場合において､当社は､譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います｡
4 契約者は､契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき
(料金その他の債務に係る債権について､本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は､その事業
者に支払わないときとします｡)は､当社がその料金の支払いがない旨等を､当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合が
あることについて､同意していただきます｡
第7章 保守
第38条 契約者の維持責任
1 契約者は､その契約者回線等に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するように

維持するものとします｡
第39条 契約者の切分責任
1 契約者は､自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合､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､その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ､当社に修理の
請求をするものとします｡
2 当社は､当社が依頼しNTT西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は､NTT西に修理の依頼を行いま
す｡NTT西は本サービス取扱局において試験を行い､その結果を契約者に通知します｡
3 NTT西は､前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において､契約者の請求によりNTT西
の係員を派遣した結果､故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは､契約者がその派遣費用に消
費税相当額を加算した額を支払うものとします｡
第8章 損害賠償
第40条 責任の制限
1 当社は､本サービスを提供すべき場合において､当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは､その本サービ
スが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によ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､この条において同じとします｡)にあることを当社が知った時刻から起算して､24時間
以上その状態が連続したときに限り､契約者の料金減額請求に応じます｡
2 前項の場合において､当社は､本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続し
た時間(24時間の倍数である部分に限ります｡)について､24時間ごとに日数を計算し､その日数に対応するその本サービスに
係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし､その額に限って賠償します｡
3 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは､前2項の定めは適用しません｡
第41条 免責
1 当社は､本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置､撤去､修理または復旧の工事に当たって､契約者に関する
土地､建物その他の工作物等に損害を与えた場合に､それが当社の責めによらない理由によるものであるときは､その損害を賠
償しません｡
第42条 通信速度の非保証
1 本サービスはベストエフォートサービスです｡当社は､本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません｡契約者は､当
社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり､接続状況､契約者が保有する情報通信機器､ネットワーク環境､そ
の他の理由により変化するものであることを了承するものとします｡
第9章 雑則
第 43 条 サービスの種類
1 本サービスのサービス種別は､別紙1に定める通りとします｡
第44条 自己責任の原則

1 契約者は､自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為およびその結果について､責任を負います｡第53条｢サービスの
変更または廃止｣に記載する当社の権限は､当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません｡
2 契約者は､本サービスの利用に伴い､第三者から問合せ等があった場合は､自己の責任と費用をもって処理解決するものと
します｡
3 契約者は､本約款に違反し､もしくは本サービスの利用に伴い故意または過失により､当社または第三者に対して損害を与
えた場合､自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします｡
4 契約者は､電気通信設備を亡失し､または毀損したときは､当社もしくはNTT西が指定する期日までにその補充､修繕その
他の工事等に必要な費用を支払うものとします｡
第45条 反社会的勢力に対する表明保証
1 契約者は､本サービス利用契約締結時および締結後において､自らが暴力団または暴力団関係企業･団体その他反社会
的勢力(以下､総称して｢反社会的勢力｣という｡)ではないこと､反社会的勢力の支配･影響を受けていないことを表明し､保
証するものとします｡
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合､当社はなんら催告することなくサービス利用契約
を解除することができるものとします｡
(1) 反社会的勢力に属していること｡
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること｡
(3) 反社会的勢力を利用していること｡
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し､または便宜を供与するなどの関与をしていること｡
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること｡
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し､詐術､暴力的行為､または脅迫的言辞を用いたこと｡
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は､当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし､自らに生じた
損害の賠償を当社に求めることはできないものとします｡
第46条 利用に係る契約者の義務
1 契約者は､本サービスに関して､以下の行為を自ら行い､または第三者に行わせてはならないものとします｡
(1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し､取り外し､変更し､分解し､もしくは破壊し､またはその
契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為｡ただし､天災､事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護
する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続も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｡なお､この場合は速やかに本サービス取扱所に通知するものとします｡
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為｡
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて､当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の
機械､付加物品等を取り付ける行為｡
(4) 本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ､音声､画像､映像､ソフトウェア､その他の物品やデータ等(以下､総称
して｢データ等｣といいます｡)を､著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて､複製､出版､公表､譲渡､公衆送信､改変
その他の態様で利用する行為｡
(5) 当社もしくはNTT西または第三者の著作権､商標権等の知的財産権を侵害する行為､または侵害するおそれのある行
為｡

(6) 当社もしくはNTT西または第三者の財産､プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為､または侵害するおそれのある行
為｡
(7) 当社もしくはNTT西または第三者を差別もしくは誹謗中傷し､またはこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為｡
(8) 詐欺等の犯罪行為に関連し､もしくは犯罪行為をそそのかす行為や容易にさせる行為またはそれらのおそれのある行為｡
(9) わいせつ､児童ポルノまたは児童虐待を内容とした画像､文書等を送信または表示する行為､その他風俗営業等の規制
および適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為またはそのおそれのある行為｡
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)およびこれに類似するものを開設し､またはこれらを勧誘する行為｡
(11) 本サービスの利用によりアクセス可能となる当社もしくはNTT西または第三者の情報を改ざん､消去する行為｡
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為｡
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し､または第三者が受信可能な状態におく行為｡
(14) 第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を､ダイヤルQ2や国際電話等の通常の電話回
線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し､または送信する行為｡(例:ダイヤルQ2 に接
続されるように設定されたexe等のプログラムを設置する行為等)
(15) 第三者に対し､無断で広告･宣伝･勧誘等の電子ﾒｰﾙを送信する行為または嫌悪感を抱かせるおそれのある電子ﾒｰﾙ
を送信する行為｡第三者が拒絶しているのにかかわらず､正当な理由なく繰り返し電子ﾒｰﾙを送信する行為｡第三者のﾒｰﾙ受
信を妨害する行為｡連鎖的なﾒｰﾙ転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為｡
(16) 当社もしくはNTT西または第三者の通信設備､コンピュータ､その他の機器およびソフトウェアに無権限でアクセスし､また
はその利用もしくは運営に支障を与える行為または与えるおそれのある行為｡(例:ポートスキャン､不正アクセス等)
(17) 当社およびNTT西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為｡
(18) 本人の同意を得ることなく､または詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為｡
(19) 事業用に本サービスを利用している場合において､消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行
為｡
(20) 法令に基づき監督官庁等への届出､許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に､当該手続を履行せず､そ
の他当該法令に違反する､または違反するおそれのある行為｡
(21) 上記各号の他､法令､本約款または公序良俗に違反(売春､暴力､残虐行為等)する行為､本サービスの運営を妨害
する行為､当社もしくはNTT西の信用を毀損し､もしくは当社もしくはNTT西の財産権を侵害する行為､その他第三者もしくは
当社もしくはNTT西に不利益を与える行為｡
(22) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます｡)に関連するデータ等へリンクを
張る行為｡
2 前項に掲げた行為の他､当社およびコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き､本サービスに関して､以下の行為を自
ら行い､または第三者に行わせてはならないものとします｡
(1) 商業活動､営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用を行う行為｡
(2) 選挙の事前運動､選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為｡
(3) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース､メーリングリスト､チャット等も含みます｡)において､その管理者の意向に反す
る内容の､または態様で宣伝その他の書き込みをする行為｡
第47条 契約者に係る情報の通知等
1 契約者は､当社がNTT西にその契約者の契約者の氏名､回線の設置場所住所､書類等の送付先住所､通信履歴等本

サービスを提供するために必要な情報を通知することについて､同意するものとします｡
2 契約者は､協定事業者(その契約者が本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります｡)または特定
事業者から請求があったときは､NTT西がその契約者の氏名､住所および通信履歴等を､その協定事業者または特定事業者
に通知する場合があることについて､同意するものとします｡
3 契約者は､NTT西が通信履歴等の契約者に関する情報を､NTT西の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知
する場合があることについて､同意するものとします｡
4 契約者は､当社が第36条｢債権の譲渡および譲受｣の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合におい
て､当社がその契約者の氏名､住所および契約者回線等番号等､料金の請求に必要となる情報､料金の回収に必要となる
情報を請求事業者に通知する場合があることについて､同意するものとします｡
5 契約者は､当社が第36条｢債権の譲渡および譲受｣の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において､請求
事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて､同意する
ものとします｡
第48条 NTT西からの通知
1 契約者は､当社が､料金または工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は､協定事業者からNTT西に通知され
たその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて､承諾するものとしま
す｡
第49条 契約者に係る情報の利用
1 当社は､契約者に係る氏名もしくは名称､契約者連絡先電話番号､住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を､
当社または当社が指定する事業者(以下､｢指定事業者｣といいます｡)のサービスに係る契約の申し込み､契約の締結､工事､
料金の適用または料金の請求､その他､当社､指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者
に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます｡)で利用します｡
第50条 契約者回線等の設置場所の提供等
1 契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については､契約者からの契約者回線等および端末
設備の設置場所の提供等については､次のとおりとします｡
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます｡)または建物内において､当社が契約者回線等およ
び端末設備を設置するために必要な場所は､その契約者から提供していただきます｡
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は､契約者から提供していただくことがあり
ます｡
(3) 契約者は､契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます｡)または建物内において､当社の電気通
信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは､自己の負担によりその設備を設置していただ
きます｡
第51条 技術的事項
1 本サービスの基本的な技術的事項は､別表に定めるものとします｡

第52条 付加機能
1 当社は､契約者から請求があったときは本約款に基づき､付加機能を提供します｡ただし､付加機能の提供が技術的に困
難なときまたは保守することが著しく困難である等､当社の業務の遂行上支障があるときは､その付加機能を提供できないこと
があります｡
第53条 本サービスに付随するサービス
1 当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下､｢付随サービス｣といいま
す｡)を利用する契約者は､本サービス利用契約が終了した後も､付随サービスの提供を受けることを希望する場合､付随サー
ビスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします｡
第54条 サービスの変更または廃止
1 当社は､当社または特定事業者の事由等により､本サービスの全部､または一部を変更または廃止することがあります｡
2 当社は､前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは､事前に契約者に告知します｡
3 本条の規定による本サービスの全部､または一部を変更または廃止について､契約者の利用に何らかの不利益が生じた場
合であっても､その一切の責任を負わないものとします｡
第55条 通信の秘密
1 当社は､電気通信事業法第4条に基づき､契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします｡
2 当社は､契約者の本サービス利用記録の集計､分析を行い､統計資料を作成し､新規本サービスの開発等の業務の遂行
のために利用､処理することがあります｡また､当社は､統計資料を業務提携先等に提供することがあります｡
第56条 個人情報の第三者への開示等
1 申込者または利用者は､別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え､次の場合についての個人情報の取扱いに同
意するものとします｡
(1) 当社が､申込者または利用者から､氏名､住所等､当社がサービスを提供するために必要な情報をNTT西および当社の
業務を委託している者へ提供すること｡
(2) 協定事業者(音声IP契約約款第3条19欄に規定するものをいいます｡ただし､利用者と他社相互接続通信(協定事業
者の電気通信設備に係る通信をいいます｡)に係る契約を締結しているものに限ります｡)から請求があった場合における､NTT
西がその協定事業者への､利用者の氏名､住所および通信履歴等の情報の開示をすること｡
(3)相互接続通信に係る契約を締結している場合であって､利用者がその相互接続通信を行う場合におけるNTT西が､その
相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開
示をすること｡
(4) 利用者が､契約者回線等から､NTT西が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合
における､NTT西がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの､通信があった日時､その通信に係る発信電話
番号等､通信の着信に係る契約者回線番号､録音されたﾒｯｾｰｼﾞその他料金表に定める内容の電子ﾒｰﾙによる開示をするこ
と｡
(5) NTT西の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示を
すること｡

(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行
う場合における､NTT西がその着信先の機関への当社または当社が提供するサービスの利用者の契約者回線番号､氏名ま
たは名称および利用回線に係る終端の場所の開示をすること｡
(7) 判決､決定､命令その他の司法上または行政上の要請､要求または命令によりその情報の開示が要求された場合におけ
る､その請求元機関への開示をすること｡

附則
本約款は平成29年2月1日より効力を有するものとします｡

別紙1 本サービスにおいて定める事項
本サービスの種類
1 ＠Sひかり
通信速度
種別種類

内容

100M

最大100Mbpsまでの符号伝送が可能なもの

200M

同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大200Mbpsまでの符号伝送が可能なもの

1G

最大概ね1Gbpsまでの符号伝送が可能なもの

(注)200Mのものについて､当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって､収容＠Sひかりサービス取扱所
から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は､最大概ね1Gbpsまでとなります｡
接続方式
種類

内容

光配線方式

取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において､最大1Gbps までの符号伝送が可
能な方式を利用しているもののうち､同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を 1 回線
ごとに異なる場所とすることが可能なもの

LAN 配線方式

取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において､最大100Mbps までの符号伝送が
可能な方式を利用しているもの

VDSL 方式

光配線方式､LAN 配線方式以外のもの

＠Sひかりインターネット接続サービス
当社は＠Sひかりサービス契約者にインターネット接続サービス（以下、「本接続サービス」といいます。）を以下のとおり提
供いたします｡
1 インターネット接続サービスは､当社がNTTぷらら株式会社(以下､｢ぷらら｣といいます｡)およびエキサイト株式会社(以下､
｢excite｣といいます｡)との契約を通して､本接続サービス契約者に対し､ぷららおよびexciteの電気通信設備を利用してイ
ンターネットプロトコルによる相互通信を提供し､かつ､動的にｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸIP ｱﾄﾞﾚｽを割り当てる､当社が定める仕様の
電気通信サービスです｡
(1) 提供方法
＠Sひかりを利用回線とする場合に限り､本接続サービスを提供します｡申込者からの本接続サービスの申込みにより提供し､
契約者が本接続サービスを解約したい場合は､当社に申し出ることとします｡
(2) 月額料金
別紙2料金の＠Sひかり月額料金に＠Sひかりインターネット接続サービスの料金は含まれません｡
2 契約者に割り当てられるインターネットネットワークIPアドレスは動的なものであり､また当該インターネットネットワークIPアド
レス以外のインターネットネットワークIPアドレスにて本接続サービスを利用することはできません｡
3 契約者が＠Sひかり契約約款第45条｢利用に係る契約者の義務｣に違反するような活動もしくはその疑いが検知された
場合､本接続サービスを一部制限または停止することがあります｡
4 本接続サービスの提供は､当社からの依頼に基づき､ぷららおよびexciteにて行うことを契約者は承諾します｡
5 当社は､以下に掲げる事由があるときは､何らの責任も負うことなく､本接続サービスの提供を中断することがあります｡

(1) 当社またはぷららおよびexciteの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき｡
(2) 当社またはぷららおよびexciteが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき｡
本接続サービスにおける基本的な技術的事項
接続方法

物理的条件

回線終端装置の接続仕様

有線

8 ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｰｺﾈｸﾀ

IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 または IEEE802.3u

(ISO 標準 IS8877 準拠)

100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準
拠

別紙2 料金
第1条 料金の計算方法等
1 本サービスの料金および工事に関する費用は､この本サービス料金に定めるほか､当社が別に定めるところによります｡
2 当社は､契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日)当社が本サービス利
用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期間をいいます(以下同じとします)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ます｡
3 当社は､当社の業務の遂行上やむを得ない場合は､前項に定める料金月の起算日を変更することがあります｡
4 サービス開始日の属する月および解約月の月額料金は､日割り計算にてご請求いたします｡
第2条 端数処理
1 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｡
第3条 料金等の支払い
1 契約者は､料金および工事に関する費用について､当社が指定する期日までに､当社が指定する方法で､支払期日の到
来する順序に従って支払うものとします｡
第4条 消費税相当額の加算
1 本約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は､この料金表
に定める額に消費税相当額を加算した額とします｡
※1 本条において､この料金表に定める額とされているものは､税別価格(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)によるものとします｡
※2 本約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については､消費税相当額込に定める額
に基づき計算した額と異なる場合があります｡
第5条 料金等の臨時減免
1 当社は､災害が発生し､または発生するおそれがあるときは､本約款の定めにかかわらず､臨時に､その料金または工事に関
する費用を減免することがあります｡
＠Sひかりサービス利用料金
ご契約時には初期費用として契約事務手数料および開通工事費をご負担いただきます｡また本サービスをご契約いただい
ている期間中は､月額料金をご請求いたします(本サービスの利用を開始した月の月額料金は日割り計算でのご請求にな
ります)｡
※料金その他お客様の債務について支払期限を経過してもお客様からお支払いただけない場合､本サービスを解約するこ
とがございます｡
【初期費用一覧】
(1) ＠S ひかり 契約事務手数料
新規申込の場合 新規手数料 800 円(税別)

転用申込の場合 転用手数料 3,000 円(税別)
(2) ＠S ひかり 開通工事費
担当者が工事のために訪問し､光回線の配線工事と機器設定を行う場合
ファミリータイプの場合の基本工事費は 18,000 円(税別)、 マンションタイプの場合の基本工事費は 16,200 円(税別)
担当者が工事のために訪問し､光回線の機器設定のみを行う場合 7,600 円(税別)
担当者が訪問しない場合(NTT 西日本の施設内における開通工事のみ行う場合) 2,000 円(税別)
※金額は代表的な例でとなり､工事内容により異なる場合があります｡特殊な工事､土･日曜日､祝日､年末年始に工事を行
う場合などには､別途追加の工事費をご請求いたします｡
※開通工事費のお支払の分割プランは以下のようになります。分割プランの最低利用期間は３年となります。
ファミリータイプの場合月々500 円（税別）マンションタイプの場合月々450 円（税別）
分割プランの最低利用期間は３年で途中解約の場合は 20,000 円(税別)の解約金の請求となります。
【月額料金一覧】
戸建プラン
＠S ひかり 4,550 円 (税別)
マンションタイプ
@ひかりマンション 3,250 円 (税別)
ライトプラン(従量課金タイプ)
＠S ひかりライトプラン 2,880 円~4,920 円(税別)
※月額料金にはインターネット接続サービスの料金は含まれません｡
※任意加入となる各種付帯サービスの｢＠S ひかり電話｣､｢ルーター機器のおよび無線 LAN カード｣の料金はそれぞれ含まれ
ておりません｡また静岡新聞社が提供する付帯サービスの料金も同様に含まれておりません｡
＠S インターネット接続サービス利用料
月額利用料金 600 円(税別)(利用料金､ﾕｰｻﾞ ID 登録料など)
【割引キャンペーン】
[キャンペーン期間割引]
対象条件 以下の条件をいずれも満たしている場合に､手数料および月額料金に割引を適用します｡
条件① ｢＠S ひかり｣に平成 30 年 12 月 28 日までにお申し込みを完了ししていること｡
条件② ｢キャンペーン｣に当社が定める方法でお申込みを完了していること｡
その他ご注意事項 ＠S モバイルセット割引と併用して適用することが可能です｡
■手数料
割引金額 新規申込の場合
転用申込の場合
■月額料金（割引後金額）
戸建プラン

800 円(税別)
無料

＠S ひかり 3,990 円 (税別)
マンションタイプ
@ひかりマンション 2,950 円 (税別)
■契約途中解約金
本サービスの最低利用期間は２年で途中解約の場合は 20,000 円(税別)の解約金の請求となります。
※月額料金にはインターネット接続サービスの料金は含まれません｡
※任意加入となる各種付帯サービスの｢＠S ひかり電話｣､｢ルーター機器のおよび無線 LAN カード｣の料金はそれぞれ含まれ
ておりません｡また当社が提供する付帯サービスの料金も同様に含まれておりません｡
[割引キャンペーンモバイルセットプラン]
対象条件 以下の条件をいずれも満たしている場合に､月額料金から割引を適用します｡
条件① ＠S ひかりを割引適用月の月初時点で､ご契約中であること
条件② ｢＠S モバイル｣の当社が定めるプランにご契約中であること
条件③ ＠S モバイルセット割引に当社が定める方法でお申し込みを完了していること｡
■＠S モバイルセット割対象プラン（割引後金額）
戸建プラン
＠S ひかり 3,840 円 (税別)
マンションタイプ
@ひかりマンション 2,800 円 (税別)
※月額料金にはインターネット接続サービスの料金は含まれません｡
※任意加入となる各種付帯サービスの｢＠S ひかり電話｣､｢ルーター機器のおよび無線 LAN カード｣の料金はそれぞれ含まれ
ておりません｡また当社が提供する付帯サービスの料金も同様に含まれておりません｡
ご注意事項:都合により､本キャンペーンを終了または変更を行う場合があります｡
[新生活応援サポート期間割引]
対象条件 以下の条件をいずれも満たしている場合に､手数料および月額料金に割引を適用します｡
条件① ｢＠S ひかり｣に平成 30 年 1 月 15 日~平成 30 年 4 月 30 日までにお申し込みを完了していること｡
条件② ｢キャンペーン｣に当社が定める方法でお申込みを完了していること｡
その他ご注意事項 ＠S モバイルセット割引と併用して適用することが可能です｡
■手数料・＠S ひかり開通工事費
割引金額 新規申込の場合
転用申込の場合

無料
無料

■月額料金（割引後金額）
〇新規で＠S ひかり回線をお申込みプラン
新規戸建プラン（新規＠S ひかり回線、インターネット接続サービス、ウィルス対策３ライセンス）

＠S ひかり 4,690 円 (税別)
新規マンションタイプ（新規＠S ひかり回線、インターネット接続サービス、ウィルス対策３ライセンス）
@ひかりマンション 3,650 円 (税別)
契約途中解約金
本キャンペーン契約者の場合の最低利用期間は３年で途中解約の場合は以下の解約金の請求となります。
利用期間

１年以内

２年以内

３年以内

解約金

40,000円（税別）

30,000円（税別）

20,000円（税別）

〇転用で＠S ひかり回線をお申込みプラン
転用戸建プラン（転用＠S ひかり回線、インターネット接続サービス、ウィルス対策１ライセンス）
＠S ひかり 4,290 円 (税別)
転用マンションタイプ（転用＠S ひかり回線、インターネット接続サービス、ウィルス対策１ライセンス）
@ひかりマンション 3,250 円 (税別)
契約途中解約金
本サービスの最低利用期間は２年で途中解約の場合は 20,000 円(税別)の解約金の請求となります。
※任意加入となる各種付帯サービスの｢＠S ひかり電話｣､｢ルーター機器のおよび無線 LAN カード｣の料金はそれぞれ
含まれておりません｡また当社が提供する付帯サービスの料金も同様に含まれておりません｡
2 割増工事費
(1) 土日祝日に工事を実施する場合､｢土日祝日加算工事費:3,000 円(税別)｣を加算した金額の請求となります｡
(2) 夜間時間帯(17:00~22:00)および年末年始(12 月29 日~1 月3 日は8:30~22:00)に工事を実施する場合､
工事費の合計額から1,000 円(税別)を差し引いて1.3 倍した額に､1,000 円(税別)を加算した金額の請求となります｡
(3) 深夜時間帯(22:00~翌日8:30)に工事を実施する場合､工事費の合計額から1,000 円(税別)を差し引いて1.6
倍した額に､1,000 円(税別)を加算した金額の請求となります｡
(4) 工事費(基本工事費は除く)の合計額が29,000 円(税別)を超える場合は29,000 円(税別)までごとに､｢加算
額:3,500 円(税別)｣が発生します
(5) 工事担当者がお伺いする､またはお伺いしないについては､当社およびNTT西にて判定します｡
(6) 担当者がお伺いする工事において､工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合､
契約者に対し工事費を請求する場合があります｡
(7) 無派遣で工事が可能な場合であって､契約者の要望等により担当者がお伺いする場合､別途工事費が発生する場合
があります｡
(8) 契約者の設備状況により､工事費が変更となる場合があります｡

＠Sひかり電話契約約款
平成29年2月1日版
株式会社 静岡新聞社

第1条 契約約款の適用
1 株式会社静岡新聞社(以下､｢当社｣といいます｡)は､この＠Sひかり電話契約約款(以下｢本約款｣といいます｡)を定め､
＠Sひかり契約約款と本約款により､光コラボ事業者である当社が西日本電信電話株式会社(以下､｢NTT西｣といいます｡)
の音声利用IP通信網サービス契約約款(以下､｢音声IP契約約款｣といいます｡)の第2種サービスを用いた電気通信サービス
(以下､｢＠Sひかり電話｣といいます｡ただし､当社が本約款以外の契約約款を定め､それにより提供するものを除きます｡)を提
供します｡ただし､別段の合意がある場合は､その合意に基づく料金その他の提供条件によります｡
第2条 契約約款の変更
1 当社は､本約款を変更することがあります｡この場合には､＠Sひかり電話の提供条件は､変更後の規約によります｡
第3条 契約内容
1 当社は､音声 IP 契約約款に定める次の音声 IP 通信網サービスを当社が＠S ひかり電話として提供します｡この場合､音
声 IP 契約約款の｢当社｣は｢株式会社静岡新聞社｣､｢音声利用 IP 通信網サービス｣は｢＠S ひかり電話｣と読み替えます｡
音声 IP 契約約款における規定
第 2 種サービスのメニュー1-1 のもの
第 2 種サービスのメニュー1-2 のもの
2 ＠Sひかり契約約款の定めと音声IP契約約款の定めが､相違または矛盾する場合は､＠Sひかり契約約款の定めが優先し
て適用されるものとします｡
3 本約款の定めと音声IP契約約款の定めが､相違または矛盾する場合は､本約款の定めが優先して適用されるものとしま
す｡
第4条 対象回線
1 本約款の定めが適用される回線は､前項に定める提供サービスにおいて､当社が＠Sひかり契約約款で規定する方法に従
って利用者が申し込みを行い､当社がその申し込みを承諾した回線とします｡
第5条 提供条件等
1 当社は､＠Sひかり契約約款に規定する＠Sひかりを利用回線とする場合に限り､本約款に規定する＠Sひかり電話を提供
します｡
2 音声IP契約約款第19条の12(第2種契約に係る利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします｡
3 音声IP契約約款第57条(附帯サービス)の利用権に関する事項の証明および支払証明書の発行は提供いたしません｡
4 音声IP契約約款料金表第1表料金第1類第2の1(3)(複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料
の適用)は適用せず､複数の付加機能を同時に利用している場合であっても､それぞれの付加機能の料金額を適用します｡
5 音声IP契約約款料金表第1表料金第2類第2の1適用(9)(選択制による通信料金の月極割引の適用)のうち､通信料
別表1(県内通信および県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引)､および通信料別表3(映像通信に係る特定契約
者回線番号への通信料金の月極割引)は適用しません｡
6 音声IP契約約款附則に定める料金および工事に関する費用に係る割引に関する規定については､そのいずれも適用しな
いものとします｡(音声IP契約約款が変更されることにより新たに設定または変更される割引に関する規定も含みます｡)
7 IP契約約款附則に定める利用料金および工事に関する費用に係る割引に関する規定については､そのいずれも適用しな

いものとします｡(IP契約約款が変更されることにより新たに設定または変更される割引に関する規定も含みます｡)
8 本約款に定める事項以外については､音声IP契約約款の定めが適用されるものとします｡
第6条 提供料金
1 当社は､本約款の第1条に規定する＠Sひかり電話については､音声IP契約約款料金表に定める料金に代えて､次に定め
る額を適用します｡なお､各種書類等の発行に関する手数料等は､＠Sひかり契約約款によります｡
2 料金については下記をご参照ください｡
月額･通話料金･工事費:http://www.at-s.com/hikari/
第7条 個人情報の第三者への開示等
1 申込者または利用者は､別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え､次の場合についての個人情報の取扱いに同
意するものとします｡
(1) 当社が､申込者または利用者から､氏名､住所等､当社がサービスを提供するために必要な情報をNTT西および当社の
業務を委託している者へ提供すること｡
(2) 協定事業者(音声IP契約約款第3条19欄に規定するものをいいます｡ただし､利用者と他社相互接続通信(協定事業
者の電気通信設備に係る通信をいいます｡)に係る契約を締結しているものに限ります｡)から請求があった場合における､NTT
西がその協定事業者への､利用者の氏名､住所および通信履歴等の情報の開示をすること｡
(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって､利用者がその相互接続通信を行う場合におけるNTT西が､そ
の相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の
開示をすること｡
(4) 利用者が､契約者回線等から､NTT西が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合に
おける､NTT西がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの､通信があった日時､その通信に係る発信電話
番号等､通信の着信に係る契約者回線番号､録音されたﾒｯｾｰｼﾞその他料金表に定める内容の電子ﾒｰﾙによる開示をするこ
と｡
(5) NTT西の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示を
すること｡
(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行
う場合における､NTT西がその着信先の機関への甲または甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号､氏名または名
称および利用回線に係る終端の場所の開示をすること｡
(7) 判決､決定､命令その他の司法上または行政上の要請､要求または命令によりその情報の開示が要求された場合におけ
る､その請求元機関への開示をすること｡
附則
本約款は平成 29 年 2 月 1 日より効力を有するものとします｡

