
1/5接続サービス個別規約
条 項

1

2

1

第1条

（適用）

5

第2条

（接続サービス）

前項の接続サービスを利用することを条件に、以下のオプションサービスを提供します。

また、オプションサービスが追加される場合は、当社が運営するWebページその他の媒

体で通知するものとし、その対応時期についても同様とします。

現行規約

本規約は、株式会社ＮＴＴぷらら（以下「当社」という）が定める、「ぷらら法人標準

規約」（以下「標準規約」という）における個別規約（以下「本個別規約」という）と

して発効します。

本個別規約は、当社が会員に提供するインターネット接続サービス （以下「接続サー

ビス」という）の提供条件を定めるものです。

当社は次の各号に該当する場合は、会員へ当社が適切と判断した方法にて公表又は

通知することにより、本利用規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降

はこれらが適用されるものとします。

　（1）本利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき

　（2）本利用規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更

後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なもので

あるとき

接続サービスとは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以

下「NTT 東日本/西日本」という）あるいはその他の電気通信事業者が提供する電

気通信サービスに対応し、主としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行い

ます。対応する電気通信サービスは、当社が運営するWeb ページその他の媒体で通

知するものとし、その対応時期についても同様とします。また、各電気通信サービスは、

会員の責任と費用によって準備されるものとします。

2022年7月1日より有効の新規約

（削除）

本個別規約は、株式会社NTTドコモ（以下「当社」という）が定める、「ぷらら法人標

準規約」（以下「標準規約」という）において、会員に提供するインターネット接続サー

ビス（以下「接続サービス」の提供条件を定める個別規約（以下「本個別規約」とい

う）として発効します。

当社は次の各号に該当する場合は、会員へ当社が適切と判断した方法にて公表又は

通知することにより、本個別規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降

はこれらが適用されるものとします。

　（1）本個別規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき

　（2）本個別規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更

後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なもので

あるとき

接続サービスとは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以

下「NTT 東日本/西日本」という）あるいはその他の電気通信事業者が提供する電

気通信サービスに対応し、主としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行い

ます。対応する電気通信サービスは、5項に示します。また、各電気通信サービスは、会

員の責任と費用によって準備されるものとします。

以下に定める種別の接続サービスおよびオプションサービスを提供します。また、接続

サービスおよびオプションサービスの種別を追加する場合は、当社が運営するWebペー

ジその他の媒体で通知するものとし、その対応時期についても同様とします。
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条 項 現行規約 2022年7月1日より有効の新規約

申込条件

IPoEのみ対応

コース

フレッツ光対応

コース

フレッツ・ADSL

対応コース

フレッツ・ISDN

対応コース

メールアドレスの

発行

5

第2条

（接続サービス）

接続サービス

【IPoEのみ】フレッツ光クロス動的

【IPoEのみ】フレッツ光固定１

ファミリータイプ　（動的/固定）

マンションタイプ　（動的/固定）

ビジネスタイプ　（動的/固定）

プライオタイプ　（動的/固定）

ギガらくWi-Fi対応（メール有/無）

スマート光ビジネスWi-Fi対応（メール有/無）

ADSLタイプ　（動的/固定）

ビジネスタイプ　（動的/固定）

ISDNタイプ　（動的/固定）

オプションサービス 条件 オプションサービス

標準規約への

同意

メールアドレスの

発行

メール メールメールアドレスを用いた行為により、当社が提供する

サービスのいずれかに支障が出たまたは支障が生ず

るおそれがある場合は、当該行為を会員が行ったか

否かに関わらず、当社は利用されたメールアドレスに

ついて適宜必要な措置を行うことができるものとしま

す。

提供条件

・メールアドレスを用いた行為により、当社が提供す

るサービスのいずれかに支障が出たまたは支障が生

ずるおそれがある場合は、当該行為を会員が行った

か否かに関わらず、当社は利用されたメールアドレス

について適宜必要な措置を行うことができるものとし

ます。

・メール利用時、下記機能を利用できるものとしま

す。

　・迷惑メール振り分けサービス

　・転送サービス

　・自動応答サービス

　・ブラウザメール
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迷惑メール振り

分けサービス

転送サービス

自動応答サービ

ス

1

2

初期料金 月額料金

0円 3,000円

5,000円 8,000円

第4条

（料金）

料金表 1 接続サービス（全て税抜料金で表記）

接続サービスの利用料金額及び支払い方法は、標準規約第13 条、14 条に従い、

その具体的な方法については同規約第7 条に定める方法で通知されるものとします。

5

第2条

（接続サービス）

メールアドレスの

発行

メール メールメールアドレスを用いた行為により、当社が提供する

サービスのいずれかに支障が出たまたは支障が生ず

るおそれがある場合は、当該行為を会員が行ったか

否かに関わらず、当社は利用されたメールアドレスに

ついて適宜必要な措置を行うことができるものとしま

す。

IPoEのみ対応

コース

接続サービス

【IPoEのみ】フレッツ光クロス動的

【IPoEのみ】フレッツ光固定１

接続サービス（全て税抜料金で表記）

センドメール株式会社（本社：東京都、以下「セ

ンドメール（株）」という）及びクラウドマーク社

（Cloudmark Inc. 本社：米国）との業務提

携によるものです。機能が適切に動作しないことによ

るメールの紛失、事故及び誤用等に起因する会員

の損害につき補償を行いません。また迷惑メールフィ

ルタが適切に動作しないことにより会員に生じた損

害について、責任を負いません。

・機能が適切に動作しないことによるメールの紛失、

事故及び誤用等に起因する会員の損害につき補

償を行いません。また適切に動作しないことにより会

員に生じた損害について、責任を負いません。

接続サービスの利用料金額は標準規約第12条（利用料金等）及び第14条（料

金の計算）に従い、料金表に定めるとおりとします。

支払い方法は、標準規約第 13 条（請求及び支払い）に定めるとおりとします。

申込制でIP接続（IPoE方式）機能を提供しま

す。VPN 機器など、ご利用に IPv6 対応設定が

必要な場合があります（VPN 機器などの設定は

当社サポート対象外となります）。また、IPv6 未

対応サービスへの IPv4 over IPv6 接続にあた

り、IP アドレス共有による利用可能なポート番号・

ポート数等の制限にご留意ください。外部へのサー

バー公開や Web カメラ、及び一部のソフトウェアや

オンラインゲーム等がご利用いただけない場合があり

ます。

IP接続（IPoE方式）
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動的IP 0円 1,800円

固定IP1 5,000円 4,500円

固定IP8 10,000円 16,000円

固定IP16 10,000円 26,000円

動的IP 0円 1,800円

固定IP1 5,000円 4,000円

固定IP8 10,000円 16,000円

固定IP16 10,000円 26,000円

動的IP 0円 36,000円

固定IP1 5,000円 72,000円

固定IP8 10,000円 96,000円

固定IP16 10,000円 110,000円

固定IP32 10,000円 138,000円

固定IP64 10,000円 166,000円

動的IP 0円 6,800円

固定IP1 5,000円 15,000円

固定IP8 10,000円 32,000円

固定IP16 10,000円 48,000円

動的IP 0円 36,000円

固定IP1 5,000円 72,000円

固定IP8 10,000円 96,000円

固定IP16 10,000円 110,000円

固定IP32 10,000円 138,000円

固定IP64 10,000円 166,000円

メール有 0円 780円

メール無 0円 700円

料金表 1

マンションタイプ

ビジネスタイプ

プライオタイプ

（プライオ1）

プライオタイプ

（プライオ10）

ギガらくWi-Fi対

応コース

フレッツ光対応

コース

ファミリータイプ
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メール有 0円 780円

メール無 0円 700円

動的IP 0円 1,800円

固定IP1 5,000円 3,500円

固定IP8 10,000円 10,000円

固定IP16 10,000円 17,800円

動的IP 0円 2,000円

固定IP1 5,000円 3,500円

固定IP8 10,000円 10,000円

固定IP16 10,000円 17,800円

動的IP 0円 1,800円

固定IP1 5,000円 3,500円

固定IP8 10,000円 6,000円

初期料金 月額料金

メールアドレス 0円 200円

ネットバリアベー

シック

0円 0円

IP接続（IPoE

方式）

0円 0円

料金表

2

1

オプションサービス（全て税抜料金で表記）

ADSLタイプ

ビジネスタイプ

フレッツ・ADSL

対応コース

スマート光ビジネ

スWi-Fi対応

コース

フレッツ光対応

コース

1接続サービスにつき1メール無

料。2メールより月額料金を課

金。

無料オプション

無料オプション

フレッツ・ISDN

対応コース

ISDNタイプ

オプションサービス（全て税抜料金で表記）

オプションサービス


