
笠岡放送株式会社 

ゆめふぉん契約約款 新旧対照表(2021年 4月 1日版) 

(下線は変更部分) 

変更前(2019年 5月 21日版) 変更後(2021年 4月 1日版) 

第 1章 総則 

第 1条（約款の適用） 

4 ゆめふぉん契約（以下「本契約」といいます。）

は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成

し、他の合意に優先して適用されます。 

 

 

第 2条（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、本約款が変更された後の本サービスの利用に

係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によ

ります。 

2 当社は、変更後の本約款の内容を当社ウェブサイ

ト上（http://home.kcv.ne.jp/）に掲載する方法で

告知するものとします。 

 

 

第 3条（用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味

で使用します。 

用語 用語の意味 

本申込 本サービスの利用の申

込 

  

個人情報 契約者の個人情報 

 

 

第 4条（最低利用期間） 

本サービスの音声通話機能付き SIMカードの最低利

用期間は、ゆめふぉん月額基本料金の課金開始日よ

り 1年間とします。 

 

第 1章 総則 

第 1条（約款の適用） 

4 ゆめふぉん契約（以下「本契約」といいます）は、

当社と本契約を締結する者（以下「契約者」といい

ます）間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意

に優先して適用されるものとします。 

 

第 2条（約款の改定） 

当社は、本約款を改定することがあるものとしま

す。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の

約款によるものとします。 

 

2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の

内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト

上（http://home.kcv.ne.jp/）に掲載する方法で告

知するものとします。 

 

第 3条（用語の定義） 

本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意

味で使用するものとします。 

用語 用語の意味 

本申込 本サービスの申し込み 

利用者 本サービスを利用する

者 

個人情報 申込者、契約者及び利

用者の個人情報 

 

第 4条（最低利用期間） 

本サービスの音声通話機能付き SIMカードの最低利

用期間は、ゆめふぉん月額基本料（以下「月額基本

料」といいます）の課金開始日より 1年間とするも

のとします。 



第 5条（サービスの提供区域） 

1 本サービスの提供区域は、IIJが提供する「IIJmio

高速モバイル/Dサービス」の提供区域に準ずるもの

とします。本サービスを利用した通信は、通信回線

に接続されている端末機器が同提供区域内に存在

する場合に限り、行うことができます。 

 

 

第 6条（権利の譲渡等） 

1 本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権

利の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力

を生じません。この承認を受けようとするときは、

当社が定める所定の方法による申請が必要です。 

 

3 当社は、第 1項の申請があったときは、これを承

諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該

当する場合には、当該申請を承認しないことがあり

ます。 

4 本サービスの提供を受ける権利の譲渡があった

ときは、譲受人は、別段の定めがある場合を除いて、

契約者の有していた一切の権利及び義務（譲渡があ

った日以前の料金その他の債務を除きます。）を承

継します。 

 

第 2章 申込及び承諾等 

第 8条（申込） 

 

第 9条（申込の承諾等） 

1 当社は、本申込があったときは、これを承諾する

ものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する

場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 

 

4 当社は、同一の契約者が同時に利用することので

きる本サービスの契約数の上限を定めることがで

きるものとします。この場合において、当該上限を

超えて本サービスの利用の申込があったときは、当

第 5条（サービスの提供区域） 

本サービスの提供区域（以下「提供区域」といいま

す）は、IIJが提供する「IIJmio高速モバイル/Dサ

ービス」の提供区域に準じるものとします。本サー

ビスを利用した通信は、通信回線に接続されている

端末機器が同提供区域内に存在する場合に限り、行

うことが出来るものとします。 

 

第 6条（権利の譲渡等） 

本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利

の譲渡は、当社の承諾を受けなければ、その効力を

生じないものとします。当該承諾を受けようとする

場合、当社が定める所定の方法による申請が必要な

ものとします。 

3 当社は、第 1項の申請があった場合、これを承諾

するものとします。但し、次に掲げる事由に該当す

ると当社が判断した場合、当該申請を承諾しないこ

とがあるものとします。 

4 本サービスの提供を受ける権利の譲渡があった

場合、譲受人は、別段の定めがある場合を除き、契

約者の有していた一切の権利及び義務（譲渡があっ

た日以前の料金その他の債務を含みます）を承継す

るものとします。 

 

第 2章 本申込及び承諾等 

第 8条（本申込） 

 

第 9条（本申込の承諾等） 

当社は、本申込があった場合、これを承諾するもの

とします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社

が判断した場合、当該本申込を承諾しないことがあ

るものとします。 

4 当社は、同一の契約者が同時に利用することの出

来る本サービスの契約数の上限（以下「契約上限数」

といいます）を定めることが出来るものとします。

契約上限数を超えて本申込があった場合、当社は、



社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しな

いものとします。 

 

第 10条（初期契約解除） 

1 契約者は、本サービスの利用開始日もしくは契約

書面受領日のどちらか遅い日を含め 8日間は、契約

者が書面で当社へ通知することにより本契約の解

除（以下「初期契約解除」といいます。）が出来る

ものとします。初期契約解除は、第 4条（最低利用

期間）は適用されず、解除の通知を行った日（以下

「通知日」といいます。）に解除の効力が生じます。

ただし、初期費用、基本料、付加機能料金、通話料

金、SMS送信料は請求できるものとします。基本料、

付加機能料金は日割り計算されます。 

 

 

 

2 初期契約解除があった日に MNPの転入処理が完了

している場合は、別途 MNP転出のお申し出が必要と

なります。この場合、MNP転出費用が必要となりま

す。 

3 本契約とともに端末購入の分割での支払い方法

を選択された場合は、個品割賦購入契約も通知日に

契約解除となります。ただし、端末をお渡ししてい

る場合は、一括支払いでの精算となり商品の返品は

出来ません。 

 

第 11条（サービス利用の要件等） 

2 当社は、本サービスの利用条件を以下に定めるも

のとします。 

(6) 契約者は、当社が貸与する機器につき、次の事

項を遵守するものとします。 

 

(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、

遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 

 

当該契約上限数を超える部分にかかる本申込を承

諾しないものとします。 

 

第 10条（初期契約解除） 

契約者は、本サービスの利用開始日（当該サービス

の利用が可能となる日として当社が指定する日を

いいます、以下「利用開始日」といいます）又は契

約書面受領日のどちらか遅い日を含め 8日間は、契

約者が書面で当社へ通知することにより本契約の

解除（以下「初期契約解除」といいます）が出来る

ものとします。初期契約解除は、第 4条（最低利用

期間）は適用されず、解除の通知を行った日（以下

「通知日」といいます）に解除の効力が生じるもの

とします。但し、初期費用、月額基本料、付加機能

料金、通話料金、SMS送信料は当社が契約者に請求

出来るものとします。なお、月額基本料、付加機能

料金は日割り計算されるものとします。 

2 初期契約解除があった日に MNPの転入処理が完了

している場合、契約者から当社へ別途 MNP転出の申

し出と MNP転出費用が必要なものとします。 

 

3 本契約とともに端末購入の分割での支払い方法

を選択された場合、個品割賦購入契約も通知日に契

約解除となるものとします。但し、当社から契約者

へ端末を渡している場合、一括支払いでの精算とな

り商品の返品は出来ないものとします。 

 

第 11条（サービス利用の要件等） 

2 当社は、本サービスの利用条件を以下に定めるも

のとします。 

(6) 契約者は、当社が貸与する機器（以下「貸与機

器」といいます）につき、次に掲げる事項を遵守す

るものとします。 

(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当すると当社が

判断した場合、遅滞なく貸与機器を当社に返還する

ものとします。 



(14) 当社から提供される音声通話機能の仕様が、

契約者は、当社提供の音声通話機能について、ドコ

モが提供する類似サービスと必ずしも同一の仕様

ではないことについて、あらかじめ同意するものと

します。 

(17) MNPによる転出には、以下の制限があります。 

 

ⅲ本契約の契約者が当社へ対し MNP予約番号の発行

を請求することができるものとします。当社が定め

る所定の方法により、当該請求の内容について通知

するものとします。当該請求から当該通知までに

は、本サービスのシステムの都合上日数を要するこ

とを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。 

 

第 14条（個人の契約上の地位の引継） 

1 契約者が死亡したときは、当該契約者に係る本契

約は終了します。ただし、当該契約者（以下この項

において「元契約者」といいます。）の相続人（相

続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人）は、

相続開始の日から 2週間を経過する日までに当社に

対し申出をすることにより、引き続き元契約者の契

約に係る本サービスの提供を受けることができま

す。当該申出があったときは、当該相続人は、元契

約者の契約上の地位（元契約者の契約上の債務を含

みます。）を引き継ぐものとします。 

3 当社は、本約款または本サービスに基づき生じた

すべての債権について、弁護士、弁護士法人その他

当社が指定した第三者（以下「債権譲渡先」といい

ます。）に譲渡する場合があります。この場合、契

約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく

承諾するものとします。 

4 前項の場合において、当該債務譲渡の請求及び回

収に用いるため、契約者は、当社が債務譲渡先に対

し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請

求及び回収を行うために必要な情報を提供するこ

とを承諾するものとします。 

(14) 契約者は、当社から提供される音声通話機能

とドコモの提供する類似サービスが必ずしも同一

の仕様ではないことにあらかじめ同意するものと

します。 

 

(17) MNPによる転出には、以下の制限があるものと

します。 

ⅲ契約者が当社へ MNP予約番号の発行を請求するこ

とが出来るものとします。当社が定める所定の方法

により当該 MNP予約番号を当社から契約者に通知す

るものとします。当該請求から当該通知までに本サ

ービスのシステムの都合上日数を要することに契

約者はあらかじめ同意するものとします。 

 

第 14条（個人の契約上の地位の引継） 

契約者が死亡した場合、本契約は終了するものとし

ます。但し、当該契約者（以下この項において「元

契約者」といいます）の相続人（相続人が複数ある

ときは、最初に申し出た相続人）が、相続開始の日

から 2週間を経過する日までに当社へ申し出をする

ことにより、引き続き元契約者の契約にかかる本サ

ービスの提供を受けることが出来るものとします。

当該申し出があった場合、当該相続人は、元契約者

の契約上の地位（元契約者の契約上の債務を含みま

す）を引き継ぐものとします。 

3 当社は、本約款又は本サービスに基づき生じたす

べての債権について弁護士、弁護士法人その他当社

が指定した第三者（以下「債権譲渡先」といいます）

に譲渡する場合があるものとします。この場合、契

約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめこれに同

意するものとします。 

4 前項の場合、当該債務譲渡の請求及び回収に用い

るため、契約者は、当社が債務譲渡先に契約者の氏

名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行

うために必要な情報を提供することにあらかじめ

同意するものとします。 



第 16条（提供の中止） 

1 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービ

スの提供を中止することがあります。 

 

 

第 17条（提供の停止等） 

1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するとき

は、当該契約者による本サービスの利用について、

その全部若しくは一部の提供を停止しまたはその

利用を制限することがあります。 

 

第 5章 契約の解除 

第 19条（当社の解除） 

1 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を

解除することがあります。 

 

 

第 20条（契約者の解除） 

1 契約者は、当社に対し、各契約毎に当社が定める

所定の方法で通知をすることにより、本契約を解除

することができます。 

 

 

第 6章 料金等 

第 21条（契約者の支払義務等） 

1 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、

第 24条（利用不能の場合における料金の調定）及

び別途料金表の規定により算出した本サービスに

係る各種費用及び手数料並びに初期費用及び月額

料金を支払うものとします。 

3 月額料金は、課金開始日から本サービスを提供し

た最後の日が属する月の末日までの期間について

発生します。この場合において、第 17条（提供の

停止等）の規定により本サービスの提供の停止また

は利用の制限がなされた場合における当該停止等

の期間は、本サービスに係る月額料金の額の算出に

第 16条（提供の中止） 

当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断し

た場合、本サービスの提供を中止することがあるも

のとします。 

 

第 17条（提供の停止等） 

当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社

が判断した場合、当該契約者による本サービスの利

用の全部若しくは一部の提供を停止又は制限する

ことがあるものとします。 

 

第 5章 契約の解除 

第 19条（当社の解除） 

当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断し

た場合、本契約を解除することがあるものとしま

す。 

 

第 20条（契約者の解除） 

契約者は、各契約毎に当社が定める所定の方法で当

社へ通知をすることにより、本契約を解除すること

が出来るものとします。但し、次に掲げる条件があ

るものとします。 

 

第 6章 料金等 

第 21条（契約者の支払義務等） 

契約者は、当社に第 24条（利用不能の場合におけ

る料金の調定）及び別途料金表の規定により算出し

た本サービスにかかる各種費用及び手数料並びに

初期費用及び月額基本料等（以下「月額基本料等」

といいます）を支払うものとします。 

3 月額基本料等は、当社が課金を開始した日（以下

「課金開始日」といいます）から本サービスを提供

した最後の日が属する月の末日までの期間につい

て発生するものとし、第 17条（提供の停止等）の

規定により本サービスの提供の停止又は利用の制

限がなされた場合における当該停止等の期間は、本



おいては、本サービスの提供があったものとして取

り扱うものとします。 

 

4契約者は、その契約に基づいて当社が本サービス

の提供を開始した日（付加機能または SIMカードの

提供については、その提供を開始した日）から起算

して、契約の解除若しくは停止があった日の属する

月の末日までの期間について（付加機能または SIM

カードの廃止についても同様）、当社が提供する本

サービスの態様に応じて別途料金表に規定する利

用料または使用料等の支払を要します。 

5 利用料等の支払単位は月毎とします。 

 

6 別途料金表の定めに従い、利用料等を当社が定め

る期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替

するものとします。 

7 契約者は、月の途中に本サービスの種類、種別、

品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを

承諾したとき、当該本サービスの、当月の利用料等

に関しては、変更前の利用料等を適用するものとし

ます。 

8 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が

既に支払われているときは、その料金を返還しま

す。 

9 契約者は、本サービスを開始した後、本サービス

の種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、

種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を

行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登

録（変更）手数料の支払を要します。ただし、その

手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、

この限りではありません。この場合、既にその料金

が支払われているときは、当社は、その料金を返還

します。 

 

 

第 22条（料金の適用） 

サービスにかかる月額基本料等の額の算出におい

ては、本サービスの提供があったものとして取り扱

うものとします。 

4契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの

提供を開始した日（付加機能又は SIMカードの提供

を開始した日）から起算して、本契約の解除若しく

は停止があった日の属する月の末日までの期間に

ついて（付加機能又は SIMカードの廃止についても

同様）当社が提供する本サービスの態様に応じて別

途料金表に規定する利用料又は使用料等の当社へ

の支払いを要するものとします。 

5 月額基本料等の支払単位は月毎とするものとし

ます。 

6 別途料金表の定めに従い、月額基本料等を当社が

定める期日に当社の指定金融機関の契約者の口座

から自動振替するものとします。 

7 契約者が、月の途中に本サービスの種類、種別、

品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを

承諾した場合、当該変更等した月の月額基本料等

は、変更等以前の月額基本料等を適用するものとし

ます。 

8 当社は、支払いを要しないこととされた月額基本

料等が既に支払われている場合、当該料金を契約者

へ返還するものとします。 

9 契約者が、本サービスの開始後、当社へ本サービ

スの種類、種別、品目等の変更及び付加機能の種類、

種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を

行い、当社が当該請求を承諾した場合、契約者から

当社へ当該請求の手続きに関する費用の支払いを

要するものとします。但し、当該請求の手続きの着

手前に当該請求の取り消しがあった場合、この限り

ではないものとします。なお、既に当該費用が契約

者から当社へ支払われている場合、当社は、当該費

用を契約者へ返還するものとします。 

 

第 22条（料金の適用） 



1 本サービスの料金は、基本料金、付加機能料金、

手数料、解除調定金とし、別途料金表に定めるとこ

ろによります。 

2 課金開始日または第 20条（契約者の解除）第 2

項若しくは第 3項の規定により本契約が解除された

日の属する月の月額料金の額は、当該月における本

サービスを提供した期間に対応する当該サービス

に係る料金の額とします。 

 

第 23条（料金の調定） 

1 音声通話機能付き SIMカードの本契約がその最低

利用期間が経過する前に解除された場合（第 20条

（契約者の解除）第 2項または第 3項の規定により

解除された場合を除きます。）の本サービスの料金

の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額

とします。 

2 解除調定金 

(1) 契約者は、音声通話機能付き SIMカードの利用

が終了した場合、次号に定める方法により算出した

解除調定金を支払うものとします。 

(2) 解除調定金の額は、次の計算式により算出した

額とします。 

（12か月－利用月数（利用開始日の属する月を 0と

起算します））×1,000円（税抜価格） 

 

第 24条（利用不能の場合における料金の調定） 

1 当社は、当社の責に帰すべき事由により本サービ

スが全く利用し得ない状態（全く利用し得ない状態

と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。）

が生じた場合において、当社が当該状態の生じたこ

とを知った時から連続して 24時間以上の期間（以

下「利用不能時間」といいます。）当該状態が継続

したときは、契約者に対し、その請求に基づき、利

用不能時間を 24で除した数（小数点以下の端数は

切り捨てます。）に月額料金の 30分の 1を乗じて算

出した額を、月額料金から減額します。なお、付加

本サービスの料金は、月額基本料、付加機能料金、

手数料及び解除調定金とし、別途料金表に定めると

ころによるものとします。 

2 課金開始日又は第 20条（契約者の解除）第 2項

若しくは第 3項の規定により本契約が解除された日

の属する月の月額基本料の額は、当該月における本

サービスを提供した期間に対応する当該サービス

にかかる料金の額とするものとします。 

 

第 23条（料金の調定） 

音声通話機能付き SIMカードの本契約がその最低利

用期間が経過する前に解除された場合（第 20条（契

約者の解除）第 2項又は第 3項の規定により解除さ

れた場合を除きます）、契約者は当社へ解除調停金

を支払うものとします。 

 

2 解除調定金 

 

 

 

 (1) 解除調定金の額は、次の計算式により算出し

た額とするものとします。 

（12ヵ月－利用月数（利用開始日の属する月を 0と

起算します））×1,000円（税込 1,100円） 

 

第 24条（利用不能の場合における料金の調定） 

当社は、当社の責に帰すべき事由により本サービス

が全く利用し得ない状態（全く利用し得ない状態と

同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。）

が生じた場合でかつ、当社が当該状態の生じたこと

を知った時から連続して 24時間以上の期間（以下

「利用不能時間」といいます）当該状態が継続した

場合、契約者の請求に基づき、利用不能時間を 24

で除した数（小数点以下の端数は切り捨てます）に

月額基本料の 30分の 1を乗じて算出した額を月額

基本料から減額するものとします。なお、付加機能



機能料金は減額しないものとします。 

2 契約者が前項の請求をし得ることとなった日か

ら 3か月を経過する日までに当該請求をしなかった

ときは、契約者は、その権利を失うものとします。 

3 前項の定めにかかわらず、本サービスが全く利用

できない状態の発生が貸与機器の故障によるもの

である場合、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰

すべき事由により生じたものであるか否かにかか

わらず、第 1項の減額規定は適用されず、料金の減

額及び返金は行われません。 

 

第 25条（料金等の請求方法） 

当社は、契約者に対し、毎月、月額料金を請求しま

す。 

 

第 26条（料金等の支払方法） 

契約者は、当社に対し、本サービスの料金を、当社

が指定する日までに、当社が指定する方法により支

払うものとします。 

 

第 27条（割増金） 

本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、

当社に対しその免れた金額の 2倍に相当する金額

（以下「割増金」といいます。）を支払うものとし

ます。 

 

第 28条（遅延損害金） 

1 契約者は、本サービスの料金の支払を怠ったとき

は、次項に定める方法により算出した額の遅延損害

金を支払うものとします。ただし、当該料金がその

支払うべきこととされた日の翌日から 10日以内に

支払われたときは、この限りではありません。 

2 遅延損害金の額は、未払料金額に対する年 14.6

パーセントの割合により算出した額とします。 

 

 

料金は減額しないものとします。 

2 契約者が前項の請求をし得ることとなった日か

ら 3ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかった

場合、契約者は、当該権利を失うものとします。 

3 前項の定めにかかわらず、本サービスが全く利用

出来ない状態の発生が使用機器の故障によるもの

である場合、当該使用機器の故障が当社の責めに帰

すべき事由により生じたものである場合を除き、第

1項の減額規定は適用されず、料金の減額及び返金

は行われないものとします。 

 

第 25条（料金等の請求方法） 

当社は、契約者に毎月、月額基本料等を請求するも

のとします。 

 

第 26条（料金等の支払方法） 

契約者は、当社月額基本料等を当社が指定する日ま

でに、当社が指定する方法により支払うものとしま

す。 

 

第 27条（割増金） 

月額基本料等の支払いを不法に免れた契約者は、当

社にその免れた金額の 2倍に相当する金額（以下「割

増金」といいます）を支払うものとします。 

 

 

第 28条（遅延損害金） 

契約者は、月額基本料等の支払いを怠った場合、次

項に定める方法により算出した額の遅延損害金を

支払うものとします。但し、当該料金がその支払う

べきこととされた日の翌日から 10日以内に当社へ

支払われた場合、この限りではないものとします。 

2 遅延損害金の額は、当該支払いを怠った金額に対

する年 14.6パーセントの割合により算出した額と

するものとします。 

 



第 36条（専属的合意管轄裁判所） 

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、岡山

地方裁判所を当社と契約者の第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

 

第 40条（SIMカードの貸与） 

3 当社は、送付先情報として指定された場所におい

て当社の指定する方法により SIMカードを引渡しま

す。 

 

第 42条（通信速度） 

当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の

最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約

者及び利用者が使用する端末機器（以下、「使用機

器」といいます。）、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、契約者はあら

かじめ承諾するものとします。 

 

第 43条（PINロックとその解除等） 

2 PINロック解除コード（PUK）の発行には、当社に

対する発行依頼手続きが必要です。発行依頼から

PINロック解除コード（PUK）が実際に発行されるま

で、数日掛かる場合があります。 

 

3 PINロック解除コード（PUK）の入力を 10回連続

して間違えた場合、SIM無効化されます。この場合、

SIMカードの再発行が必要となり、別途料金表に定

める SIMカード再発行費用の支払を要します。 

 

4 前項の SIMカード再発行とお届けまでには数日を

要し、その間、同一携帯電話番号での発着信はでき

ません。 

 

 

第 44条（端末機器） 

3 当社は、当社ウェブサイト上に当社もしくは IIJ

第 36条（合意管轄裁判所） 

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社

の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者の

第一審の合意管轄裁判所とするものとします。 

 

第 40条（SIMカードの貸与） 

3 当社は、送付先情報として指定された場所に当社

の指定する方法により契約者へ SIMカードを渡すも

のとします。 

 

第 42条（通信速度） 

当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の

最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約

者及び利用者が使用する端末機器（以下、「使用機

器」といいます）、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に契約者はあら

かじめ同意するものとします。 

 

第 43条（PINロックとその解除等） 

2 PINロック解除コード（PUK）の発行には、契約者

から当社に対する発行依頼手続きが必要なものと

します。当該手続きから PINロック解除コード（PUK）

が実際に発行されるまでに数日掛かる場合がある

ものとします。 

3 PINロック解除コード（PUK）の入力を 10回連続

して間違えた場合、SIM無効化されるものとします。

この場合、SIMカードの再発行が必要となり契約者

は当社へ別途料金表に定める SIMカード再発行費用

の支払いを要するものとします。 

4 前項の SIMカード再発行と当社から契約者へ SIM

カードを渡すまでには数日を要し、その間、同一携

帯電話番号での発着信等の通信は出来ないものと

します。 

 

第 44条（端末機器） 

3 当社は、当社ウェブサイト上に当社又は IIJによ



により動作確認が実施された端末機器の製造会社、

型式等の情報の一覧を掲載するものとします。動作

確認がされた端末であっても、OSのアップデートや

設定等により動作しないことがあることを、契約者

はあらかじめ承諾するものとします。 

 

第 45条（SIMカードに係る契約者の義務） 

2 契約者は、SIMカードを紛失（盗難による紛失を

含みます）、故障または破損した場合、音声通話機

能付き SIMカードの場合に限り、当社が定める方法

により再発行を受けるものとします。この場合、契

約者は、別途料金表で定める SIMカード再発行費用

を支払うものとします。ただし、当該 SIMカードの

故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による

場合は、無償で交換します。 

 

 

第 46条（サイバー攻撃への対処） 

2 前項の対処を実施する場合（以下、「当該対処」

といいます。）に、契約者及び利用者は以下の事項

を事前に承諾するものとする。 

 

笠岡放送株式会社 ゆめふぉん料金表 

1 表記説明 

(1) 特記事項なき料金は、１台（単位）あたりの月

額料金です。 

(2) 税抜表記です。 

 

2 基本料金 

(1) ゆめふぉん月額基本料金（音声通話機能付き

SIMカード） 

料金プラン名 基本料金（月額） 

シンプルプラン 

 

1,580円 

1GBプラン 

 

1,780円 

り動作確認が実施された端末機器の製造会社、型式

等の情報の一覧を掲載するものとします。動作確認

がされた端末であっても、OSのアップデートや設定

等により動作しないことがあることに契約者はあ

らかじめ同意するものとします。 

 

第 45条（SIMカードにかかる契約者の義務） 

2 契約者は、SIMカードを紛失（盗難による紛失を

含みます）、故障又は破損した場合でかつ、音声通

話機能付き SIMカードの場合に限り、契約者から当

社へ当社が定める方法により再発行依頼を受ける

ものとし、契約者は、別途料金表で定める SIMカー

ド再発行費用を当社へ支払うものとします。但し、

当該 SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰

すべき事由による場合、無償で交換するものとしま

す。 

 

第 46条（サイバー攻撃への対処） 

2 前項の対処を実施する場合（以下「当該対処」と

いいます）、契約者及び利用者は次に掲げる事項を

事前に同意するものとします。 

 

笠岡放送株式会社 ゆめふぉん料金表 

1 表記説明 

(1) 特記事項なき料金は、１契約（単位）あたりの

月額料金です。 

 

 

2 月額基本料 

(1) 月額基本料（音声通話機能付き SIMカード） 

 

料金プラン名 月額基本料 

シンプルプラン 1,580円 

(税込 1,738円) 

1GBプラン 1,780円 

(税込 1,958円) 



3GBプラン 

 

2,180円 

7GBプラン 

 

2,980円 

12GBプラン 

 

3,980円 

 

(2) ゆめふぉん月額基本料金（SMS機能付き SIMカ

ード） 

料金プラン名 基本料金（月額） 

シンプルプラン 

 

950円 

 

1GBプラン 

 

1,150円 

 

3GBプラン 

 

1,550円 

 

7GBプラン 

 

2,350円 

 

12GBプラン 

 

3,350円 

 

(3) ゆめふぉん月額基本料金（データ通信専用 SIM

カード） 

料金プラン名 基本料金（月額） 

シンプルプラン 

 

800円 

 

1GBプラン 

 

1,000円 

 

3GBプラン 

 

1,400円 

 

7GBプラン 

 

2,200円 

 

12GBプラン 

 

3,200円 

※ゆめふぉんのご契約者住所にて、ご契約者又はご

契約者と同一世帯の方が光テレビをご契約中かつ

3GBプラン 2,180円 

(税込 2,398円) 

7GBプラン 

 

2,980円 

(税込 3,278円) 

12GBプラン 3,980円 

(税込 4,378円) 

 

(2) 月額基本料（SMS機能付き SIMカード） 

 

料金プラン名 月額基本料 

シンプルプラン 950円 

(税込 1,045円) 

1GBプラン 1,150円 

(税込 1,265円) 

3GBプラン 1,550円 

(税込 1,705円) 

7GBプラン 

 

2,350円 

(税込 2,585円) 

12GBプラン 3,350円 

(税込 3,685円) 

 

(3) 月額基本料（データ通信専用 SIMカード） 

 

料金プラン名 月額基本料 

シンプルプラン 800円 

(税込 880円) 

1GBプラン 1,000円 

(税込 1,100円) 

3GBプラン 1,400円 

(税込 1,540円) 

7GBプラン 

 

2,200円 

(税込 2,420円) 

12GBプラン 3,200円 

(税込 3,520円) 

※契約者の住所にて契約者又は契約者と同一世帯

の者が光テレビを契約中かつ光テレビの利用料金



光テレビのご利用料金をお支払い頂いている場合

はゆめふぉん月額基本料金から 100円(月額)を値引

きします。値引き条件が成立した日の属する月の翌

月より適用となります。値引き条件を満たさなくな

った日の属する月の翌月より非適用となります。な

お、上記条件が成立していることの確認のためご契

約者に対し書類の提出を求めることがあります。ま

た、上記条件を満たさなくなった場合、ご契約者は

当社に対し速やかに通知しなければなりません。 

※ゆめふぉんのご契約者住所にて、ご契約者又はご

契約者と同一世帯の方が光ネットをご契約中かつ

光ネットのご利用料金をお支払い頂いている場合

はゆめふぉん月額基本料金から 100円(月額)を値引

きします。値引き条件が成立した日の属する月の翌

月より適用となります。値引き条件を満たさなくな

った日の属する月の翌月より非適用となります。な

お、上記条件が成立していることの確認のためご契

約者に対し書類の提出を求めることがあります。ま

た、上記条件を満たさなくなった場合、ご契約者は

当社に対し速やかに通知しなければなりません。 

※ゆめふぉんの基本料金は、当社が契約者の指定し

た送付先に SIMカードを発送した日の翌日から発生

します。 

※ゆめふぉんの利用終了に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。 

※すべての料金プランにおいて、バンドルクーポン

を利用することができます。当該バンドルクーポン

は、当社が各月初日に契約者に割り当てるものと

し、その有効期間はその月の翌月末日までとしま

す。 

※本契約の解除の日の属する月の月額料金の額は、

上記基本料金の表中において月額料金の額として

定める金額とします。 

※SIMカードの利用の終了に係る日の属する月の基

を支払っている場合、月額基本料から 100円(税込 

110円)を値引きするものとします。値引き条件が成

立した日の属する月の翌月より適用するものとし

ます。値引き条件を満たさなくなった日の属する月

の翌月より非適用となるものとします。なお、当社

は、上記条件の確認のため契約者に書類の提出を求

めることがあるものとします。また、上記条件を満

たさなくなった場合、契約者は当社に速やかに通知

しなければならないものとします。 

※契約者の住所にて契約者又は契約者と同一世帯

の者が光ネットを契約中かつ光ネットの利用料金

を支払っている場合、月額基本料から 100円(税込 

110円)を値引きするものとします。値引き条件が成

立した日の属する月の翌月より適用するものとし

ます。値引き条件を満たさなくなった日の属する月

の翌月より非適用となるものとします。なお、上記

条件の確認のため契約者に書類の提出を求めるこ

とがあるものとします。また、上記条件を満たさな

くなった場合、契約者は当社に速やかに通知しなけ

ればならないものとします。 

※月額基本料は、当社が契約者の指定した送付先に

SIMカードを発送した日の翌日から発生するものと

します。 

※ゆめふぉんの利用終了にかかる日の属する月の

月額基本料の額は、当該日が歴月のいずれの日であ

るかにかかわらず、上記表中の月額基本料の額とし

て定める金額とするものとします。 

※すべての料金プランにおいて、バンドルクーポン

を利用することが出来るものとします。当該バンド

ルクーポンは、当社が各月初日に契約者に割り当て

るものとし、当該バンドルクーポンの有効期間はそ

の月の翌月末日までとするものとします。 

※本契約の解除の日の属する月の月額基本料の額

は、上記月額基本料の表中において月額基本料の額

として定める金額とするものとします。 

※SIMカードの利用の終了にかかる日の属する月の



本料金（月額）の額は、当該日が暦月のいずれの日

であるかにかかわらず、上記基本料金の表中におい

て料金の額として定める金額とします。 

※バンドルクーポンを使い切った状態で、3日間あ

たりの通信容量が 366MBを超えた場合、予告なく通

信速度を制限する場合があります。 

 

(4) ゆめふぉん通話料（音声通話機能付き SIMカー

ドのみ） 

項目 料金 

通話料金（国内） 

 

20円/30秒 

デジタル通話料金 

（国内） 

36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

おいて国際通話料とし

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

ミング利用料として定

められた額と同額 ※

非課税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月額基本料の額は、当該日が暦月のいずれの日であ

るかにかかわらず、上記月額基本料の表中において

料金の額として定める金額とするものとします。 

※バンドルクーポンを使い切った状態で、3日間あ

たりの通信容量が 366MBを超えた場合、予告なく通

信速度を制限する場合があるものとします。 

 

(4) ゆめふぉん通話料（音声通話機能付き SIMカー

ドのみ） 

項目 料金 

通話料金（国内） 20円(税込 22円) 

/30秒 

デジタル通話料金 

（国内） 

36円(税込 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

おいて国際通話料とし

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

ミング利用料として定

められた額と同額 ※

非課税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) ゆめふぉん SMS送受信料（音声通話機能付き SIM

カードと SMS機能付き SIMカードのみ） 

SMS 

送信料金 

国内への

送信 

70文字 

（半角英

数字のみ

の場合 1

～160文

字）まで 

3円 

 

国外への

送信 

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 料金、通話料金（国内）、通話料金（国際）

及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び

国際ローミングの利用に応じて、基本料金（月額）、

留守番電話利用料（月額）及び割り込み電話着信利

用料（月額）とは別に支払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・64kb/s 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。 

※音声通話機能付き SIMカードと SMS機能付き SIM

カードの利用の終了にかかわらず、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、当該削除日

または当該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。 

(5) ゆめふぉん SMS送受信料（音声通話機能付き SIM

カードと SMS機能付き SIMカードのみ） 

SMS 

送信料金 

国内への

送信 

70文字 

(半角英数

字のみの

場合 1～

160文字）

まで 

3円 

(税込 3.3

円) 

国外への

送信 

70文字 

(半角英数

字のみの

場合 1～

160文字）

まで  

※非課税 

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 料金、通話料（国内）、通話料（国際）及び

国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際

ローミングの利用に応じて、月額基本料、留守番電

話利用料（月額）及び割り込み電話着信利用料（月

額）とは別に支払いを要する料金として定めるもの

とします。 

※通話料（国内）及び通話料（国際）のうち、テレ

ビ電話・64kb/s データ通信等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るものと

します。 

※音声通話機能付き SIMカードと SMS機能付き SIM

カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音

声通話機能の利用が可能な場合があるものとしま

す。当該機能の利用が確認された場合、当該削除日

又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該

利用にかかる料金を請求するものとします。 



※通話料金（国内）及び通話料金（国際）は、基本

料金（月額）より 1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、1か月以上

遅れて請求が行われる場合があります。 

 

(6) 追加クーポン利用料金 

追加容量 料金 

1GBにつき 500円 

 

(7) 付加機能料金（音声通話機能付き SIMカードの

み） 

項目 料金 

留守番電話利用料（月

額） 

300円/1電話番号 

割り込み電話着信利用

料（月額） 

200円/1電話番号 

 

(9) その他の料金 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※通話料（国内）及び通話料（国際）は、月額基本

料より 1ヵ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 1ヵ月以上遅れて請求が

行われる場合があるものとします。 

 

(6) 追加クーポン利用料金 

追加容量 料金 

1GBにつき 500円(税込 550円) 

 

(7) 付加機能料金（音声通話機能付き SIMカードの

み） 

項目 料金 

留守番電話利用料（月

額） 

300円(税込 330円) 

/1電話番号 

割り込み電話着信利用

料（月額） 

200円(税込 220円) 

/1電話番号 

 

(9) その他の料金 

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、

当社はドコモが定める 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

を当社は請求するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内容 料金 内容 

初期費用 3,000円 

 

 

新規契約 

SIMカード再

発行費用 

3,000円 紛失・故障・

盗難等に伴う

再発行 

SIMカードサ

イズ変更費用 

3,000円 利用端末変更

に伴う SIMサ

イズ変更 

機種変更費用 2,000円 

 

 

利用端末の機

種変更 

MNP転出費用 3,000円 

 

 

他社への MNP

転出 

解約費用 3,000円 

 

 

契約解除 

 

(10) 請求月 

 

 

※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 

ゆめふぉん基本料 翌月 

ゆめふぉん通話料 翌々月 

ユニバーサルサービス

料 

翌月 

付加機能料金 翌月 

追加クーポン 翌月 

手数料 翌月 

解除調定金 当社が解約日を確認し

た日の翌月 
 

内容 料金 内容 

初期費用 3,000円 

(税込 3,300

円) 

新規契約 

SIMカード再

発行費用 

3,000円 

(税込 3,300

円) 

紛失・故障・

盗難等に伴う

再発行 

SIMカードサ

イズ変更費用 

3,000円 

(税込 3,300

円) 

利用端末変更

に伴う SIMサ

イズ変更 

機種変更費用 2,000円 

(税込 2,200

円) 

利用端末の機

種変更 

MNP転出費用 1,000円 

(税込 1,100

円) 

他社への MNP

転出 

解約費用 3,000円 

(税込 3,300

円) 

契約解除 

 

(10) 請求月 

※各種料金と請求月の関係は、下記の通りとなるも

のとします。 

項目 

 

 

当月料金の請求月 

月額基本料 翌々月 

ゆめふぉん通話料 翌々月 

ユニバーサルサービス

料 

翌々月 

付加機能料金 翌々月 

追加クーポン 翌々月 

手数料 翌々月 

解除調定金 当社が解約日を確認し

た日の翌々月 
 

その他文言の統一と見直しを行いました。 


