
笠岡放送株式会社 

ゆめふぉん通話料半額契約約款 新旧対照表(2021年 4月 1日版) 

(下線は変更部分) 

変更前(2018年 4月 15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） 

1 笠岡放送株式会社（以下「当社」といいます。）

は、国際電気通信連合憲章（平成 7年条約第 2号）、

国際電気通信連合条約（平成 7年条約第 3号）、条

約附属国際電気通信規則（平成 2年 6月郵政省告示

第 408号）又は電気通信事業法（昭和 59年法律第

86号。以下「事業法」といいます。）に基づき、ゆ

めふぉん通話料半額契約約款（以下「本約款」とい

います。）を定め、これにより電話サービス網を使

用して行う電気通信サービスであるゆめふぉん通

話料半額サービス（以下「本サービス」といいます。）

（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。 

 

 

 

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

場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款

によります。 

2 当社は、変更後の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） 

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 用語の意味 

基本契約 当社のゆめふぉんサー

ビス契約 

第 1章 総則 

第 1条（約款の適用） 

笠岡放送株式会社（以下「当社」といいます）は、

国際電気通信連合憲章（平成 7年条約第 2号）、国

際電気通信連合条約（平成 7年条約第 3号）、条約

附属国際電気通信規則（平成 2年 6月郵政省告示第

408号）又は電気通信事業法（昭和 59年法律第 86

号。以下「事業法」といいます）に基づき、ゆめふ

ぉん通話料半額契約約款（以下「本約款」といいま

す）を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス

（以下「基本サービス」といいます）のオプション

契約である電話サービス網を使用して行う電気通

信サービスであるゆめふぉん通話料半額サービス

（以下「本サービス」といいます）（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）を提供するものとします。 

 

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 

基本契約 基本サービスの提供を

受ける契約 



  

 

本契約 当社から本サービスの

提供を受けるための契

約 

  

  

本契約者 当社と本契約を締結し

ている者 

 

第 4章 契約 

第 7条（本サービス契約申込の承諾） 

1 当社は、本契約の申込があったときは、基本契約

の申込を承諾した場合に限り、本契約の申込を承諾

します。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、

本契約の申込を承諾しないことがあります。 

(3) 本契約の申込をした者（以下、この条では、「申

込者」といいます。）が、本サービスの料金の支払

いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

 

第 9条（本契約者が行う本契約の解除） 

1 本契約者が、当社が指定する方法により基本契約

を解除する場合、本契約についても解除の申出があ

ったものとみなします。本サービスのシステムの都

合上、基本契約の解除された日から、本契約の解除

が完了するまでに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 5章 利用中止及び利用停止 

第 13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。 

 

 

第 14条（利用停止） 

基本契約申込 基本サービスの申し込

み 

本契約 本サービスの提供を受

ける契約 

 

本申込 本サービスの申し込み 

申込者 本申込をする者 

契約者 当社と本契約を締結し

ている者 

 

第 4章 契約 

第 7条（本申込の承諾） 

当社は、本申込があった場合、基本契約申込を承諾

した場合に限り、本申込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、本申込を承諾しないことがあるものとしま

す。 

(3) 申込者が、本サービスの料金の支払いを現に怠

り、又は怠るおそれがあるとき。 

 

 

第 9条（契約者が行う本契約の解除） 

契約者が、当社が指定する方法により基本契約を解

除する場合、本契約についても解除の申し出があっ

たものとみなすものとします。本サービスのシステ

ムの都合上、基本契約の解除された日から本契約の

解除が完了するまでに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 5章 利用中止及び利用停止 

第 13条（利用中止） 

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、本サービスの利用を中止することがあるも

のとします。 

 

第 14条（利用停止） 



1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するとき

は、6ヵ月以内で当社が定める期間（本サービスの

料金その他の債務（本約款及び第 1表 料金の規定

により、支払いを要することとなった本サービスの

料金、割増金等の料金以外の債務をいいます。以下

この項において同じとします。）を支払わないとき

は、当該料金その他の債務が支払われるまでの間）、

本サービスの一部又は全部の利用を停止すること

があります。 

 

第 37条（専属的同意管轄裁判所） 

1 契約者らは、本約款または本サービスに関する紛

争は、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とすることに同意するものとします。 

 

料金表 

通則 

1 （料金額の表示） 

本契約に係る料金額の表示は税別額（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。）

を表示します。 

 

2 （利用料等の設定） 

 

3 （料金の計算方法等） 

 

4 （料金月の起算日の変更） 

 

5 （端数処理） 

 

6 （料金等の支払い） 

 

7 （消費税相当額の加算） 

第 21条（利用料の支払義務）の規定その他本約款

の料金表に定める料金の額は、この料金表に規定す

る税別額に消費税を加算した額とします。 

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、6ヵ月以内で当社が定める期間（本

サービスの料金その他の債務（本約款及び第 1表 料

金の規定により、支払いを要することとなった本サ

ービスの料金、割増金等の料金以外の債務をいいま

す。以下この項において同じとします。）を支払わ

ないときは、当該料金その他の債務が支払われるま

での間）、本サービスの一部又は全部の利用を停止

することがあるものとします。 

 

第 37条（同意管轄裁判所） 

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と

の第一審の合意管轄裁判所とするものとします。 

 

料金表 

通則 

 

 

 

 

 

1（利用料等の設定） 

 

2（料金の計算方法等） 

 

3（料金月の起算日の変更） 

 

4（端数処理） 

 

5（料金等の支払い） 

 

 

 

 

 



その他文言の統一と見直しを行いました。 

ただし、外国への通信に係る料金については、この

限りでありません。 

8 （料金等の臨時減免） 

 

第 1表 料金 

第 1 利用料 

1 本サービス契約に係るもの 

1－1 適用 

(1)料金プラン等 

ア 本サービスには、以下の料金プランがあります。 

 

料金プラン 内容 

30秒 10円 2 料金額 2－1に定めるもの

とします。 

 

第 2 料金額 

2－1 30秒 10円プランに係るもの 

(1) 利用料 

ア 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はＰ

ＨＳ設備への通信に係るもの 

区分 料金額（税別） 

利用料 30秒までごとに 10円 

 

 

イ ワイドスター通信サービスを提供する電気通信

設備からの通信に係るもの 

区分 料金額（税別） 

利用料 30秒までごとに 30円 

 
 

 

 

6（料金等の臨時減免） 

 

第 1表 料金 

第 1 利用料 

1 本サービス契約にかかるもの 

1－1 適用 

(1)料金プラン等 

ア 本サービスには、以下の料金プランがあるもの

とします。 

料金プラン 内容 

30秒 10円 

（税込 11円） 

2 料金額 2－1に定めるもの

とします。 

 

第 2 料金額 

2－1 30秒 10円プランにかかるもの 

(1) 利用料 

ア 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はＰ

ＨＳ設備への通信にかかるもの 

区分 料金額 

利用料 30秒までごとに 10円 

（税込 11円） 

 

イ ワイドスター通信サービスを提供する電気通信

設備からの通信にかかるもの 

区分 料金額 

利用料 30秒までごとに 30円 

（税込 33円） 
 


