
コール・インテリジェンスサービス契約約款

第１章　総則

第１条（約款の適用）適用）

楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「コミュニケーションズ株式会社（以下「株式会社（以下「当社」といいます。）は、このコール・インテリといいます。）は、この適用）コール・インテリ

ジェンスサービス契約約款（以下「約款」といいます。）は、このコール・インテリといいます。）を定め、これによりコール・インテリ定め、これによりコール・インテリめ、これによりコール・インテリコール・インテリ

ジェンスサービスを定め、これによりコール・インテリ提供します。します。

第２条（約款の適用）変更）

当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料くこの適用）約款を定め、これによりコール・インテリ変更することがありコール・インテリます。この適用）場合には、料には、料

金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）提供します。条件は、変更後の約款によります。は、変更後の約款によります。の適用）約款によりコール・インテリます。

２　当社は、契約変更を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うことがありコール・インテリます。

第３条（用語の定義）の適用）定め、これによりコール・インテリ義）

本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）用語の定義）はそれぞれ次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）意味で使用します｡で使用します｡使用します｡

用語の定義） 用語の定義）の適用）意味で使用します｡

1　電気通信設備 電気通信を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うための適用）機械、器具、線路その他の電気的設備その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）電気的設備

2　電気通信サービス 電気通信設備を定め、これによりコール・インテリ使用して契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）通信を定め、これによりコール・インテリ媒介すること、その他電気通信すること、その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。電気通信

設備を定め、これによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）通信の適用）使用に供します。すること

3　通信 おおむね３キロヘルツの適用）帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通の適用）音声その他の音響を、電気通信回線を通その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）音響を、電気通信回線を通を定め、これによりコール・インテリ、電気通信回線を定め、これによりコール・インテリ通

じて送り、又は受ける通信りコール・インテリ、又は受ける通信は受ける通信ける通信

4　契約 当社からコール・インコール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリ受ける通信けるための適用）契約

5　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料 当社と契約を定め、これによりコール・インテリ締結している者している者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料

6　コール・インテリ

ジェンスサービス

（１）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）利用する電話番号(当社が指定め、これによりコール・インテリした番号に限ります。以りコール・インテリます。以

下同じとしますじとします)への適用）通信を定め、これによりコール・インテリ、一旦、当社の適用）電気通信設備に終端させさせ

た後の約款によります。、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が指定め、これによりコール・インテリする電話番号に再発信するサービスで使用します｡あって、当

社が設定め、これによりコール・インテリする料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。等を契約者に課金することができる電気通信サービを定め、これによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に課金その他の提供条件は、変更後の約款によります。することがで使用します｡きる電気通信サービ

ス

（２）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）利用する電話番号への適用）着信記録を管理・分析したデータを定め、これによりコール・インテリ管理・分析したデータしたデータ

を定め、これによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に提供します。するもの適用）

7　コール・インテリ

ジェンスサービス取

扱所

（１）コール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事する業務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う当社の適用）事

業所

（２）当社の適用）委託によりコール・インテリジェンスサービスに関する契によりコール・インテリコール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事する契

約事務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）事業所

8　協定め、これによりコール・インテリ事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料 当社と相互接続協定め、これによりコール・インテリ（電気通信事業法の規定に基づき当社が当社以外のの適用）規定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづき当社が当社以外のの適用）

電気通信事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料との適用）間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいで使用します｡電気通信設備の適用）接続に関する業務を行う当社の事し締結している者した協定め、これによりコール・インテリを定め、これによりコール・インテリいい

ます。以下同じとしますじとします。）を定め、これによりコール・インテリ締結している者している電気通信事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料（事業法の規定に基づき当社が当社以外のの適用）

規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ登録を管理・分析したデータを定め、これによりコール・インテリ受ける通信けた者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に又は受ける通信は届出をした者をいいます。以下同じとを定め、これによりコール・インテリした者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリいいます。以下同じとしますじと

します。）

9　消費税相当額 消費税法の規定に基づき当社が当社以外の（昭和63年法の規定に基づき当社が当社以外の律第108号）及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ同じとします法の規定に基づき当社が当社以外のに関する業務を行う当社の事する法の規定に基づき当社が当社以外の令の規定に基づの適用）規定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづ
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き課税される消費税の適用）額並びに地方税法（昭和び同法に関する法令の規定に基づに地方税法の規定に基づき当社が当社以外の（昭和25年法の規定に基づき当社が当社以外の律第226号）及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ

同じとします法の規定に基づき当社が当社以外のに関する業務を行う当社の事する法の規定に基づき当社が当社以外の令の規定に基づの適用）規定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづき課税される地方消費税の適用）額

第２章 契約

第４条（契約の適用）種別等を契約者に課金することができる電気通信サービ）

コール・インテリジェンスサービスには、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）契約がありコール・インテリます。

（１）コール・インテリジェンスサービス契約（パッケージプラン）

（２）コール・インテリジェンスサービス契約（通常料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラン）

２　前項において、契約種別の変更はできません。において、契約種別の適用）変更はで使用します｡きません。

３　コール・インテリジェンスサービスの適用）サービス品目等を契約者に課金することができる電気通信サービは料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に定め、これによりコール・インテリめます。

第１款　コール・インテリジェンスサービス契約（パッケージプラン）係る契約る契約

第５条（契約の適用）申込み）み）

契約の適用）申込み）みを定め、これによりコール・インテリするときは、当社所定め、これによりコール・インテリの適用）申込み）書を、契約事務を行うコール・インテリジェンスを定め、これによりコール・インテリ、契約事務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うコール・インテリジェンス

サービス取扱所に提出をした者をいいます。以下同じとして頂きます。きます。

第６条（契約申込み）みの適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料）

当社は、契約の適用）申込み）みがあったときは、受ける通信け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経たけた順序に従って、必要な審査・手続きを経たに従って、必要な審査・手続きを経たって、必要な審査・手続きを経たな審査・手続きを経た審査・手続きを定め、これによりコール・インテリ経たた

後の約款によります。に承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料するもの適用）とし、当社がこの適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。った時点で契約が成立するものとします。で使用します｡契約が成立するものとします。するもの適用）とします。

２　当社は、前項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリにかかわらコール・インず、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）いずれかに該当するときは、提供します。するコール・イン

テリジェンスサービスの適用）範囲を制限、またはその契約の申込みを承諾または保留する場合があを定め、これによりコール・インテリ制限ります。以、またはその適用）契約の適用）申込み）みを定め、これによりコール・インテリ承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料または保留する場合があする場合には、料があ

りコール・インテリ、申込み）者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料はこれを定め、これによりコール・インテリ了承するもの適用）とします。

 (１)利用申込み）みにあたりコール・インテリ、申告事項において、契約種別の変更はできません。に虚偽記載、誤記の適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。、手続き上の不備があったときの適用）不備があったとき

（２)申込み）みの適用）時点で契約が成立するものとします。で使用します｡約款違反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはや料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。未納・滞納等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ、契約の適用）不承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ現に受け、またはに受ける通信け、または

過去に受けた事が判明したときに受ける通信けた事が判明したときしたとき

 (３) 利用申込み）みを定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が、第37条（反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第の適用）排除）第1項において、契約種別の変更はできません。に定め、これによりコール・インテリめる者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料で使用します｡あるとき

（４）その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。、コール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事する当社の適用）業務を行う当社の事の適用）遂行うことがあります。上の不備があったとき著しい支障がしい支障がが

あるとき

第７条（最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい）

コール・インテリジェンスサービスについては、最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいがありコール・インテリます。

２　最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に定め、これによりコール・インテリめます。

３　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、前項において、契約種別の変更はできません。の適用）最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、に契約の適用）解除があった場合には、料は、当社が定め、これによりコール・インテリめる期日までに、まで使用します｡に、

残余の期間に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。の適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいに対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。する利用料に相当する額を定め、これによりコール・インテリ一括して支払っていただきます。して支払っていただきます。っていただきます。

　ただし、最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、の適用）コール・インテリジェンスサービスの適用）品目の適用）変更があった場合には、料で使用します｡、

変更の適用）前の適用）利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいを定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。む利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいが最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいを定め、これによりコール・インテリ超える場合は除きます。える場合には、料は除きます。

第８条（サービス品目の適用）変更）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、当社所定め、これによりコール・インテリの適用）方法の規定に基づき当社が当社以外のによりコール・インテリ変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、がで使用します｡きるもの適用）とし、かかる変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、があった場合には、料、
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当社は契約の適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）規定め、これによりコール・インテリに準じて取り扱います｡じて取りコール・インテリ扱います｡

第２款　コール・インテリジェンスサービス契約（通常料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラン）係る契約る契約

第８条の適用）２（契約の適用）申込み）み）

契約の適用）申込み）みを定め、これによりコール・インテリするときは、当社所定め、これによりコール・インテリの適用）申込み）書を、契約事務を行うコール・インテリジェンスを定め、これによりコール・インテリ、契約事務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うコール・インテリジェンス

サービス取扱所に提出をした者をいいます。以下同じとして頂きます。きます。

第８条の適用）３（契約申込み）みの適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料）

当社は、契約の適用）申込み）みがあったときは、受ける通信け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経たけた順序に従って、必要な審査・手続きを経たに従って、必要な審査・手続きを経たって、必要な審査・手続きを経たな審査・手続きを経た審査・手続きを定め、これによりコール・インテリ経たた

後の約款によります。に承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料するもの適用）とし、当社がこの適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。った時点で契約が成立するものとします。で使用します｡契約が成立するものとします。するもの適用）とします。

２　当社は、前項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリにかかわらコール・インず、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）いずれかに該当するときは、提供します。するコール・イン

テリジェンスサービスの適用）範囲を制限、またはその契約の申込みを承諾または保留する場合があを定め、これによりコール・インテリ制限ります。以、またはその適用）契約の適用）申込み）みの適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ拒否または保留する場または保留する場合があする場

合には、料がありコール・インテリ、申込み）者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料はこれを定め、これによりコール・インテリ了承するもの適用）とします。

(１)利用申込み）みにあたりコール・インテリ、申告事項において、契約種別の変更はできません。に虚偽記載、誤記の適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。、手続き上の不備があったときの適用）不備があったとき

(２)申込み）みの適用）時点で契約が成立するものとします。で使用します｡約款違反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはや料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。未納・滞納等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ、契約の適用）不承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ現に受け、またはに受ける通信け、または過

去に受けた事が判明したときに受ける通信けた事が判明したときしたとき

(３) 利用申込み）みを定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が、第37条（反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第の適用）排除）第1項において、契約種別の変更はできません。に定め、これによりコール・インテリめる者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料で使用します｡あるとき

(４)その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。、コール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事する当社の適用）業務を行う当社の事の適用）遂行うことがあります。上の不備があったとき著しい支障がしい支障ががあ

るとき

第８条の適用）４（サービス品目の適用）変更）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、当社所定め、これによりコール・インテリの適用）方法の規定に基づき当社が当社以外のによりコール・インテリ変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、がで使用します｡きるもの適用）とし、かかる変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、があった場合には、料、

当社は契約の適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）規定め、これによりコール・インテリに準じて取り扱います｡じて取りコール・インテリ扱います｡

第３款　共通する契約事項において、契約種別の変更はできません。

第９条（利用権の譲渡等の禁止）の適用）譲渡等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）禁止）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、コール・インテリジェンスサービスに係る契約る利用権の譲渡等の禁止）の適用）全部または一部を第三者に譲渡または一部または一部を第三者に譲渡を定め、これによりコール・インテリ第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に譲渡

し、または担保に供します。することはで使用します｡きな審査・手続きを経たいもの適用）とします。

第９条の適用）２（債権の譲渡等の禁止）の適用）譲渡）

当社は、本規約の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たすることとな審査・手続きを経たった料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事に係る契約る

当社債権の譲渡等の禁止）の適用）全部または一部を第三者に譲渡又は受ける通信は一部または一部を第三者に譲渡を定め、これによりコール・インテリ第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に譲渡することがありコール・インテリ、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料はその適用）旨を予め承諾するものとを定め、これによりコール・インテリ予め承諾するものとめ承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料するもの適用）と

します。 

２　第1項において、契約種別の変更はできません。に定め、これによりコール・インテリめる第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「モバイル株式会社とします。

第10条（地位の承継）の適用）承継）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、相続又は受ける通信は合には、料併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続すによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）地位の承継）の適用）承継があったときは、相続人又は受ける通信は合には、料併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続す後の約款によります。存続す

る法の規定に基づき当社が当社以外の人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは合には、料併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続すによりコール・インテリ設立するものとします。された法の規定に基づき当社が当社以外の人は、これを定め、これによりコール・インテリ証明したときする書を、契約事務を行うコール・インテリジェンス類を添えて、コール・インを定め、これによりコール・インテリ添えて、コール・インえて、コール・インテリ

ジェンスサービス取扱所に通知していただきます。していただきます。
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２　前項において、契約種別の変更はできません。の適用）場合には、料に、地位の承継）を定め、これによりコール・インテリ承継した者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が２人以上の不備があったときあるときは、その適用）うち１人を定め、これによりコール・インテリ当社に対する代表に定めます。

者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料として定め、これによりコール・インテリめ、これを定め、これによりコール・インテリ通知していただきます。していただきます。これを定め、これによりコール・インテリ変更したときも同じとします様とします。とします。

３　第２項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリによる代表に定めます。者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）通知していただきます。があるまで使用します｡の適用）間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい、当社は、その適用）地位の承継）を定め、これによりコール・インテリ承継した者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）うちの適用）

1人を定め、これによりコール・インテリ代表に定めます。者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料として取りコール・インテリ扱います。

第11条（契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料からコール・インの適用）通知していただきます。）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、第５条（契約の適用）申込み）み）の適用）申込み）書を、契約事務を行うコール・インテリジェンスの適用）記載内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所について変更があったときは、当社所

定め、これによりコール・インテリの適用）方法の規定に基づき当社が当社以外のによりコール・インテリ遅滞な審査・手続きを経たく当社に通知していただきます。するもの適用）とします。

２　前項において、契約種別の変更はできません。の適用）通知していただきます。が無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料い場合には、料、従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）住所・社名・代表に定めます。者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料等を契約者に課金することができる電気通信サービに宛てた郵便物等は発信から３日後にてた郵便物等を契約者に課金することができる電気通信サービは発信からコール・イン３日までに、後の約款によります。に

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に到着したもの適用）とみな審査・手続きを経たします。

３　第１項において、契約種別の変更はできません。の適用）通知していただきます。があったときは、当社は、その適用）通知していただきます。の適用）あった事実を証明する書類の提示を求めを定め、これによりコール・インテリ証明したときする書を、契約事務を行うコール・インテリジェンス類を添えて、コール・インの適用）提示を求めを定め、これによりコール・インテリ求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、め

ることがありコール・インテリます。

第12条（契約者が行う契約の解除）が行う契約の解除）行う契約の解除）う契約の解除）契約の解除）解除）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、契約を定め、これによりコール・インテリ解除しようとするときは、その適用）ことを定め、これによりコール・インテリあらコール・インかじめコール・インテリジェンス

サービス取扱所に書を、契約事務を行うコール・インテリジェンス面により通知していただきます。所定によりコール・インテリ通知していただきます。していただきます。所定め、これによりコール・インテリの適用）通知していただきます。が無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料いために発生した料金は契した料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。は契

約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）負担とします。

第13条（当社が行うことがあります。う契約の適用）解除）

当社は、第16条(提供します。停止)の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリコール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリ停止され

た契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が、な審査・手続きを経たおその適用）事実を証明する書類の提示を求めを定め、これによりコール・インテリ解消しな審査・手続きを経たい場合には、料は、その適用）契約を定め、これによりコール・インテリ解除することがありコール・インテリます｡

２　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）いずれかに該当する事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にが発生した料金は契したときは、何らの通知催告を要せず、即時にらコール・インの適用）通知していただきます。催告を定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たせず、即時に

本契約を定め、これによりコール・インテリ解除することがで使用します｡きるもの適用）とします。

（１）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事について、支払っていただきます。期日までに、を定め、これによりコール・インテリ経た過してもな審査・手続きを経たお支払っていただきます。わな審査・手続きを経たいとき

（２）第27条（保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。）に規定め、これによりコール・インテリする保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ預け入れなかったときけ入れなかったときれな審査・手続きを経たかったとき

（３）差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を定め、これによりコール・インテリ受ける通信けたとき

（４）民事再生した料金は契、会社更生した料金は契手続の適用）開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再を定め、これによりコール・インテリ申し立するものとします。てらコール・インれ、または自ら民事再らコール・イン民事再

生した料金は契、会社更生した料金は契手続の適用）開始もしくは破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再の適用）申し立するものとします。てを定め、これによりコール・インテリしたとき

（５）監督官庁から営業停止もしくは営業許可の取り消し処分を受け、または営業を廃止したからコール・イン営業停止もしくは営業許可の取り消し処分を受け、または営業を廃止したの適用）取りコール・インテリ消し処分を定め、これによりコール・インテリ受ける通信け、または営業を定め、これによりコール・インテリ廃止した

と　　　　き

（６）振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払い停止りコール・インテリ出をした者をいいます。以下同じとしまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払い停止き受ける通信けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払い停止または小切手につき、不渡りコール・インテリ処分を定め、これによりコール・インテリ受ける通信ける等を契約者に課金することができる電気通信サービ支払っていただきます。い停止

状　態になったときにな審査・手続きを経たったとき

（７）合には、料併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続すによらコール・インず解散したときしたとき

（８）その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。資産もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再、信用、および同法に関する法令の規定に基づ支払っていただきます。能力の排除）第等を契約者に課金することができる電気通信サービに重大な変更を生じまたはその虞があると認めらな審査・手続きを経た変更を定め、これによりコール・インテリ生した料金は契じまたはその適用）虞があると認めらがあると認めらめらコール・イン

れる相当の適用）事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にがあるとき

３　当社は、第１項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ、その適用）契約を定め、これによりコール・インテリ解除しようとするときは、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に事前に通知していただきます。し

ます。

第14条（その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）提供します。条件は、変更後の約款によります。）

コール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事するその適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）提供します。条件は、変更後の約款によります。については、別記に定め、これによりコール・インテリめるとこ

ろによりコール・インテリます。
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第３章 提供します。の適用）中止等を契約者に課金することができる電気通信サービ

第15条（提供します。中止）

当社は、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）いずれかに該当するときは、コール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリ一時的

に中止することがありコール・インテリます｡

(１)当社の適用）電気通信設備の適用）保守上の不備があったときまたは工事上の不備があったときや料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはむを定め、これによりコール・インテリ得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料な審査・手続きを経たいとき

(２)第19条（通信利用の適用）制限ります。以）の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ、通信利用を定め、これによりコール・インテリ中止するとき

２　当社は、前項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリコール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリ中止するときは、あ

らコール・インかじめその適用）ことを定め、これによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に通知していただきます。します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありや料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはむを定め、これによりコール・インテリ得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料な審査・手続きを経たい場合には、料は、この適用）限ります。以りコール・インテリで使用します｡ありコール・インテリ

ません。

第16条（提供します。停止）

当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）いずれかに該当するときは、その適用）コール・インテリジェンスサービスの適用）

提供します。を定め、これによりコール・インテリ停止することがありコール・インテリます。

（１）第33条（契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）義務を行う当社の事）または別記３の適用）規定め、これによりコール・インテリに違反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはしたとき

（２）この適用）約款に違反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはする行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社ので使用します｡あって、コール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事する当社の適用）

業務を行う当社の事の適用）遂行うことがあります。又は受ける通信は当社の適用）電気通信設備に著しい支障がしい障が害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ及び同法に関する法令の規定に基づぼし、又は受ける通信は及び同法に関する法令の規定に基づぼすおそれがある行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社のを定め、これによりコール・インテリ

したとき

２　当社は、前項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリコール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。停止を定め、これによりコール・インテリするときは、あ

らコール・インかじめその適用）理由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時に、提供します。停止を定め、これによりコール・インテリする日までに、及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいを定め、これによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に通知していただきます。します。

ただし、や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはむを定め、これによりコール・インテリ得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料な審査・手続きを経たい場合には、料は、この適用）限ります。以りコール・インテリで使用します｡ありコール・インテリません。

第17条（接続休止）

相互接続協定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづく相互接続の適用）一時停止若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは相互接続協定め、これによりコール・インテリの適用）解除又は受ける通信は協定め、これによりコール・インテリ事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料におけ

る電気通信事業の適用）休止の適用）場合には、料は、その適用）協定め、これによりコール・インテリ事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）電気通信設備に係る契約る他の提供条件は、変更後の約款によります。社相互接続通信（協定め、これによりコール・インテリ

事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）電気通信設備に係る契約る通信を定め、これによりコール・インテリいいます。以下同じとしますじとします。）を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うことはで使用します｡きません。

２　前項において、契約種別の変更はできません。の適用）場合には、料に、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が他の提供条件は、変更後の約款によります。社相互接続通信を定め、これによりコール・インテリ全く利用することがで使用します｡きな審査・手続きを経たくな審査・手続きを経たったときは、当

社はコール・インテリジェンスサービスの適用）接続休止（当社の適用）コール・インテリジェンスサービ

スを定め、これによりコール・インテリ利用して行うことがあります。う通信と他の提供条件は、変更後の約款によります。社相互接続通信との適用）接続を定め、これによりコール・インテリ休止することを定め、これによりコール・インテリいいます。以下同じとしますじとし

ます。）を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。います。

　　ただし、その適用）コール・インテリジェンスサービスについて、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料からコール・イン契約の適用）解除の適用）通知していただきます。が

あったときは、この適用）限ります。以りコール・インテリで使用します｡ありコール・インテリません。

３　当社は、前項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリコール・インテリジェンスサービスの適用）接続休止を定め、これによりコール・インテリするときは、あ

らコール・インかじめ、その適用）ことを定め、これによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に通知していただきます。します。

４　第２項において、契約種別の変更はできません。に規定め、これによりコール・インテリする接続休止の適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは、その適用）接続休止を定め、これによりコール・インテリした日までに、からコール・イン起算して１年間（当社は、して１年間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい（当社は、

接続休止の適用）解消見込み）みを定め、これによりコール・インテリ勘案し、この期間を短縮する場合があります。）とし、その接続休止し、この適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいを定め、これによりコール・インテリ短縮する場合があります。）とし、その接続休止する場合には、料がありコール・インテリます。）とし、その適用）接続休止

の適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいを定め、これによりコール・インテリ経た過した日までに、において、その適用）契約は解除されたもの適用）として取りコール・インテリ扱います。

第４章　通信

第18条（相互接続通信）

相互接続通信は、当社が相互接続協定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづき定め、これによりコール・インテリめた通話に限ります。以りコール・インテリ行うことがあります。うことがで使用します｡きるもの適用）としま
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す。

第19条（通信利用の適用）制限ります。以）

当社は、通信が著しい支障がしくふくそうし、通信の適用）全部または一部を第三者に譲渡を定め、これによりコール・インテリ接続することがで使用します｡きな審査・手続きを経たくな審査・手続きを経たったときは、天コミュニケーションズ株式会社（以下「災

事変その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）非常事態になったときが発生した料金は契し、又は受ける通信は発生した料金は契するおそれがある場合には、料の適用）災害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をの適用）予め承諾するものと防若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは救援、交

通、通信若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは電力の排除）第等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）供します。給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及びの適用）確保又は受ける通信は秩序に従って、必要な審査・手続きを経たの適用）維持のために必要な事項を内容とする通信及びの適用）ために必要な審査・手続きを経たな審査・手続きを経た事項において、契約種別の変更はできません。を定め、これによりコール・インテリ内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所とする通信及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ

公共の適用）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、次に掲げる機関の適用）ため緊急やむを得ない場合は、この限りでありを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たする事項において、契約種別の変更はできません。を定め、これによりコール・インテリ内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所とする通信を定め、これによりコール・インテリ優先的に取りコール・インテリ扱うため、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡に掲げる機関げる機関する業務を行う当社の事

で使用します｡利用している電気通信サービス等を契約者に課金することができる電気通信サービ（当社がそれらコール・インの適用）機関する業務を行う当社の事との適用）協議により定めたものに限りまによりコール・インテリ定め、これによりコール・インテリめたもの適用）に限ります。以りコール・インテリま

す。）以外のの適用）もの適用）による通信の適用）利用を定め、これによりコール・インテリ中止する措置（特定め、これによりコール・インテリの適用）地域の音声その他の音響を、電気通信回線を通への適用）通信を定め、これによりコール・インテリ中止する措置を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。み

ます。）を定め、これによりコール・インテリとることがありコール・インテリます。

機関する業務を行う当社の事名

気象機関する業務を行う当社の事

水防機関する業務を行う当社の事

消防機関する業務を行う当社の事

災害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を救助機関する業務を行う当社の事

警察機関する業務を行う当社の事（海上の不備があったとき保安機関する業務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます。以下同じとしますじとします。）

防衛機関する業務を行う当社の事

輸送り、又は受ける通信の適用）確保に直接関する業務を行う当社の事係る契約がある機関する業務を行う当社の事

通信の適用）確保に直接関する業務を行う当社の事係る契約がある機関する業務を行う当社の事

電力の排除）第の適用）供します。給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及びの適用）確保に直接関する業務を行う当社の事係る契約がある機関する業務を行う当社の事

ガスの適用）供します。給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及びの適用）確保に直接関する業務を行う当社の事係る契約がある機関する業務を行う当社の事

水道の供給の確保に直接関係がある機関の適用）供します。給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及びの適用）確保に直接関する業務を行う当社の事係る契約がある機関する業務を行う当社の事

選挙管理機関する業務を行う当社の事

別記４に定め、これによりコール・インテリめる基づき当社が当社以外の準じて取り扱います｡に該当する新聞社、放送り、又は受ける通信事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ通信社の適用）機関する業務を行う当社の事

預け入れなかったとき貯金その他の提供条件は、変更後の約款によります。業務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う金その他の提供条件は、変更後の約款によります。融機関する業務を行う当社の事

国又は受ける通信は地方公共団体の機関の適用）機関する業務を行う当社の事

２　コール・インテリジェンスサービスに係る契約る通信が著しい支障がしくふくそうしたときは、通信が相手方

に着信しな審査・手続きを経たいことがありコール・インテリます。

第20条（通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）制限ります。以）

前条の適用）規定め、これによりコール・インテリによる場合には、料の適用）ほか、当社は、通信が著しい支障がしくふくそうするときは、通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい又は受ける通信は特定め、これによりコール・インテリ

の適用）地域の音声その他の音響を、電気通信回線を通への適用）通信の適用）利用を定め、これによりコール・インテリ制限ります。以することがありコール・インテリます。

第21条（通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）測定め、これによりコール・インテリ等を契約者に課金することができる電気通信サービ）

通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）測定め、これによりコール・インテリ等を契約者に課金することができる電気通信サービについては、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。　第１表に定めます。　第２　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）適用　２－３通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ

含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）に定め、これによりコール・インテリめます。

第５章　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。等を契約者に課金することができる電気通信サービ

第22条（料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。等を契約者に課金することができる電気通信サービに関する業務を行う当社の事する費用）

当社が提供します。するコール・インテリジェンスサービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする初期費用、基づき当社が当社以外の
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本料、通知していただきます。料および同法に関する法令の規定に基づ通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）とします。

第23条（初期費用の適用）支払っていただきます。義務を行う当社の事）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、契約の適用）申込み）みの適用）承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ受ける通信けたときは、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする初期費用の適用）支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たしま

す。

第24条（基づき当社が当社以外の本料の適用）支払っていただきます。義務を行う当社の事）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、その適用）契約に基づき当社が当社以外のづいてコール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリ開始した日までに、からコール・イン起

算して１年間（当社は、して契約の適用）解除があった日までに、の適用）前日までに、まで使用します｡の適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい（提供します。を定め、これによりコール・インテリ開始した日までに、と解除又は受ける通信は廃止があった日までに、が

同じとします一の適用）日までに、で使用します｡ある場合には、料は、１日までに、間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいとします。）について、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする基づき当社が当社以外の本料の適用）支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たし

ます。

２　前項において、契約種別の変更はできません。の適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいにおいて、利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときが生した料金は契じたときの適用）基づき当社が当社以外の本料の適用）支払っていただきます。いは、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡によりコール・インテリます。

（１）提供します。停止があったときは、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、その適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい中の適用）基づき当社が当社以外の本料の適用）支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たします。

（２）前号の適用）規定め、これによりコール・インテリによるほか、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする場合には、料を定め、これによりコール・インテリ除き、期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい中の適用）基づき当社が当社以外の本料の適用）支

払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たします。

区　別 支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たしな審査・手続きを経たい料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

１　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）責めによらない理由により、電めによらコール・インな審査・手続きを経たい理由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にによりコール・インテリ、電

気通信設備に著しい支障がしい支障がが生した料金は契じ、全く利用

で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときと同じとします程度の状態となる場合をの適用）状態になったときとな審査・手続きを経たる場合には、料を定め、これによりコール・インテリ

含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます。以下この適用）表に定めます。において同じとしますじとしま

す。）が生した料金は契じた場合には、料（２欄、３欄又は受ける通信は４欄

に該当する場合には、料を定め、これによりコール・インテリ除きます。）にその適用）こと

を定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、からコール・イン起算して１年間（当社は、して、24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい

以上の不備があったときその適用）状態になったときが連続したとき

その適用）ことを定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、以後の約款によります。の適用）利用で使用します｡き

な審査・手続きを経たかった時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい（24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）倍数である部分に限で使用します｡ある部または一部を第三者に譲渡分に限ります。以

りコール・インテリます。）について、24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいごとに日までに、数である部分に限を定め、これによりコール・インテリ計

算して１年間（当社は、し、その適用）日までに、数である部分に限に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。するその適用）基づき当社が当社以外の本料

２　当社の適用）故意又は受ける通信は重大な変更を生じまたはその虞があると認めらな審査・手続きを経た過失によりまったによりコール・インテリまった

く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときが生した料金は契じたとき

その適用）ことを定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、以後の約款によります。の適用）利用で使用します｡き

な審査・手続きを経たかった時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいについて、その適用）時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいに対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。する

その適用）基づき当社が当社以外の本料

３　サービス種類を添えて、コール・インの適用）変更等を契約者に課金することができる電気通信サービに伴って、利用でって、利用で使用します｡

きな審査・手続きを経たい期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいが生した料金は契じたとき

利用で使用します｡きな審査・手続きを経たくな審査・手続きを経たった日までに、からコール・イン起算して１年間（当社は、して利用で使用します｡き

る状態になったときとした日までに、の適用）前日までに、まで使用します｡の適用）日までに、数である部分に限に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。する

その適用）基づき当社が当社以外の本料

４　コール・インテリジェンスサービスの適用）接

続休止を定め、これによりコール・インテリしたとき

接続休止を定め、これによりコール・インテリした日までに、からコール・イン起算して１年間（当社は、し、再び同法に関する法令の規定に基づ利用で使用します｡き

る状態になったときとした日までに、の適用）前日までに、まで使用します｡の適用）日までに、数である部分に限に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。する

その適用）基づき当社が当社以外の本料

３　第１項において、契約種別の変更はできません。の適用）期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいにおいて、他の提供条件は、変更後の約款によります。社相互接続通信を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うことがで使用します｡きな審査・手続きを経たいことによりコール・インテリコール・インテ

リジェンスサービスを定め、これによりコール・インテリ利用することがで使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときが生した料金は契じたときの適用）基づき当社が当社以外の本料の適用）支払っていただきます。いは、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡によ

りコール・インテリます。

（１）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）場合には、料を定め、これによりコール・インテリ除き、他の提供条件は、変更後の約款によります。社相互接続通信を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うことがで使用します｡きな審査・手続きを経たいため、全く利用で使用します｡

きな審査・手続きを経たかった期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい中の適用）基づき当社が当社以外の本料の適用）支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たします。

区　別 支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たしな審査・手続きを経たい料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

１　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）責めによらない理由により、電めによらコール・インな審査・手続きを経たい理由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にによりコール・インテリ、他の提供条件は、変更後の約款によります。

社相互接続通信を定め、これによりコール・インテリ全く行うことがあります。うことがで使用します｡きな審査・手続きを経たい

その適用）ことを定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、以後の約款によります。の適用）利用で使用します｡き

な審査・手続きを経たかった時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい（24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）倍数である部分に限で使用します｡ある部または一部を第三者に譲渡分に限ります。以
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状態になったとき（全ての適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。社相互接続通信に著しい支障がしい支

障がが生した料金は契じ、全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときと同じとします程度の状態となる場合を

の適用）状態になったときとな審査・手続きを経たる場合には、料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます。以下この適用）表に定めます。

において同じとしますじとします。）が生した料金は契じたため、

全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たくな審査・手続きを経たった場合には、料に、その適用）こと

を定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、からコール・イン起算して１年間（当社は、して、24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい

以上の不備があったときその適用）状態になったときが連続したとき

りコール・インテリます。）について、24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいごとに日までに、数である部分に限を定め、これによりコール・インテリ計

算して１年間（当社は、し、その適用）日までに、数である部分に限に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。するその適用）基づき当社が当社以外の本料

２　当社の適用）故意又は受ける通信は重大な変更を生じまたはその虞があると認めらな審査・手続きを経た過失によりまったによりコール・インテリ他の提供条件は、変更後の約款によります。社相

互接続通信を定め、これによりコール・インテリ全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときが生した料金は契じ

たとき

その適用）ことを定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、以後の約款によります。の適用）利用で使用します｡き

な審査・手続きを経たかった時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいについて、その適用）時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいに対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。する

その適用）基づき当社が当社以外の本料

４　当社は、支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たしな審査・手続きを経たいこととされた基づき当社が当社以外の本料が既に支払われているときは、その料金を返に支払っていただきます。われているときは、その適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ返

還します。します。

第25条（通信料の適用）支払っていただきます。義務を行う当社の事）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）通信について、当社が測定め、これによりコール・インテリした通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいと料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ

含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）の適用）規定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづいて算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリした通信料の適用）支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たします。

２　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、通信料について、当社の適用）機器の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ正しく算定することができなかったしく算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリすることがで使用します｡きな審査・手続きを経たかった

場合には、料は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。　第１表に定めます。　第２　２－３備考クに規定するところにより算定した料金額の支払クに規定するところにより算定した料金額の支払に規定め、これによりコール・インテリするところによりコール・インテリ算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリした料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額の適用）支払っていただきます。

いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たします。この適用）場合には、料において、特別の適用）事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参があるときは、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料と協議により定めたものに限りまし、その適用）事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参を定め、これによりコール・インテリ参

酌するものとします。するもの適用）とします。

第26条（料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）計算して１年間（当社は、方法の規定に基づき当社が当社以外の等を契約者に課金することができる電気通信サービ）

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）計算して１年間（当社は、方法の規定に基づき当社が当社以外の並びに地方税法（昭和び同法に関する法令の規定に基づに料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。に関する業務を行う当社の事する費用の適用）支払っていただきます。方法の規定に基づき当社が当社以外のは、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。通則に定め、これによりコール・インテリめるところによりコール・インテリます

第27条（保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。）

当社は、コール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。の適用）条件は、変更後の約款によります。として、保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ預け入れなかったときけ入れなかったときれていただ

くことがありコール・インテリます。ただし、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が、国の適用）機関する業務を行う当社の事、地方公共団体の機関その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。当社が別に定め、これによりコール・インテリめる者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料で使用します｡あ

る場合には、料には、この適用）限ります。以りコール・インテリで使用します｡ありコール・インテリません。

２　保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）額は、月間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）予め承諾するものと想料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）額に応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。じて当社が別に定め、これによりコール・インテリめる額とします。

３　保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。については、無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料利息とします。とします。

４　当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料がこの適用）約款の適用）規定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづき当社に支払っていただきます。うべき金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額を定め、これによりコール・インテリ支払っていただきます。期日までに、まで使用します｡に支払っていただきます。わず

又は受ける通信は支払っていただきます。わな審査・手続きを経たいおそれがあるときは、保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリその適用）支払っていただきます。うべき金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額に充当することがありコール・インテリます

５　当社は、契約の適用）解除等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ預け入れなかったときけ入れなかったときれた事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にが解消した場合には、料には、保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリその適用）契

約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に返還します。します。この適用）場合には、料において、その適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料がこの適用）約款の適用）規定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづき当社に支払っていただきます。うべ

き金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額があるときは、返還します。する保証金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリその適用）支払っていただきます。うべき金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額に充当します。

第28条（割増金その他の提供条件は、変更後の約款によります。）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。コール・インテリジェンスサービスの適用）利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。等を契約者に課金することができる電気通信サービに関する業務を行う当社の事する費用の適用）支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ

不法の規定に基づき当社が当社以外のに免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額としまれた場合には、料は、その適用）免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額としまれた額の適用）ほか、その適用）免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額としまれた額（消費税相当額を定め、これによりコール・インテリ加算して１年間（当社は、しな審査・手続きを経たい額としま

す。）の適用）２倍に相当する額に消費税相当額を定め、これによりコール・インテリ加算して１年間（当社は、した額を定め、これによりコール・インテリ割増金その他の提供条件は、変更後の約款によります。として当社が定め、これによりコール・インテリめる方法の規定に基づき当社が当社以外のによりコール・インテリ

支払っていただきます。っていただきます。

‐8‐



第29条（延滞利息とします。）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事（延滞利息とします。を定め、これによりコール・インテリ除きます。以下この適用）条において同じとしますじとします。）に

ついて当社が定め、これによりコール・インテリめる支払っていただきます。期日までに、を定め、これによりコール・インテリ経た過してもな審査・手続きを経たお支払っていただきます。いがな審査・手続きを経たい場合には、料には、支払っていただきます。期日までに、の適用）翌日までに、からコール・イン支払っていただきます。

いの適用）日までに、の適用）前日までに、まで使用します｡の適用）日までに、数である部分に限について、年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定の適用）割合には、料で使用します｡計算して１年間（当社は、して得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料た額を定め、これによりコール・インテリ延滞利息とします。として当社が定め、これによりコール・インテリ

める方法の規定に基づき当社が当社以外のによりコール・インテリ支払っていただきます。っていただきます。

ただし、支払っていただきます。期日までに、の適用）翌日までに、からコール・イン起算して１年間（当社は、して10日までに、以内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、に支払っていただきます。いがあった場合には、料は、この適用）限ります。以りコール・インテリで使用します｡ありコール・インテリませ

ん。

第６章　責めによらない理由により、電任の制限の適用）制限ります。以

第30条（責めによらない理由により、電任の制限の適用）制限ります。以）

当社は、コール・インテリジェンスサービスを定め、これによりコール・インテリ提供します。すべき場合には、料において、当社又は受ける通信は協定め、これによりコール・インテリ事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料

の適用）責めによらない理由により、電めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、そのコール・インすべき事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にによりコール・インテリその適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリしな審査・手続きを経たかったときは、その適用）コール・インテリジェンスサー

ビスが全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったとき（その適用）契約に係る契約る電気通信設備による全ての適用）通信に著しい支障がしい支障がが生した料金は契

じ、全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときと同じとします程度の状態となる場合をの適用）状態になったときとな審査・手続きを経たる場合には、料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます。以下この適用）条において同じとしますじとし

ます。）にあることを定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、からコール・イン起算して１年間（当社は、して、24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい以上の不備があったときその適用）状態になったときが連続したときに限ります。以

りコール・インテリ、その適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ賠償します。します。

ただし、協定め、これによりコール・インテリ事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が協定め、これによりコール・インテリ事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）契約約款等を契約者に課金することができる電気通信サービに定め、これによりコール・インテリめるところによりコール・インテリその適用）損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ賠償します。する場合には、料

この適用）限ります。以りコール・インテリで使用します｡ありコール・インテリません。

２　前項において、契約種別の変更はできません。の適用）場合には、料において、当社は、コール・インテリジェンスサービスが全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったとき

にあることを定め、これによりコール・インテリ当社が知していただきます。った時刻から起算して、以後の約款によります。の適用）その適用）状態になったときが連続した時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい（24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）倍数である部分に限で使用します｡ある部または一部を第三者に譲渡分に限ります。以

りコール・インテリます。）について、24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいごとに日までに、数である部分に限を定め、これによりコール・インテリ計算して１年間（当社は、し、その適用）日までに、数である部分に限に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。するその適用）コール・インテリ

ジェンスサービスに係る契約る次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）合には、料計額を定め、これによりコール・インテリ発生した料金は契した損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をとみな審査・手続きを経たし、その適用）額に限ります。以って賠償します。しま

す。

（１）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする基づき当社が当社以外の本料に規定め、これによりコール・インテリする料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

（２）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）に規定め、これによりコール・インテリする料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。（コール・インテリジェ

ンスサービスを定め、これによりコール・インテリ全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときが連続した期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）初日までに、の適用）属する料金月（料金表通則にする料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月（料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。通則に

規定め、これによりコール・インテリする料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月を定め、これによりコール・インテリいいます。）の適用）前６料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）１日までに、当たりコール・インテリの適用）平均の通信に関する料金（前６の適用）通信に関する業務を行う当社の事する料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。（前６

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）を定め、これによりコール・インテリ把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）な審査・手続きを経た場合には、料には、当社が別に定め、これによりコール・インテリめる方法の規定に基づき当社が当社以外のによりコール・インテリ算して１年間（当社は、出をした者をいいます。以下同じとした額）

によりコール・インテリ算して１年間（当社は、出をした者をいいます。以下同じとします｡）

３　当社の適用）故意又は受ける通信は重大な変更を生じまたはその虞があると認めらな審査・手続きを経た過失によりまったによりコール・インテリコール・インテリジェンスサービスの適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリしな審査・手続きを経たかったと

きは、前２項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリは適用しません。

（注１）本条第２項において、契約種別の変更はできません。第２号に規定め、これによりコール・インテリする当社が別に定め、これによりコール・インテリめる方法の規定に基づき当社が当社以外のによりコール・インテリ算して１年間（当社は、出をした者をいいます。以下同じとした額は、原則として、

コール・インテリジェンスサービスを定め、これによりコール・インテリ全く利用で使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったときが生した料金は契じた日までに、前の適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）が把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）で使用します｡き

る期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいい内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、における１日までに、当たりコール・インテリの適用）平均の通信に関する料金（前６の適用）通信に関する業務を行う当社の事する料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。とします。

（注２）本条第２項において、契約種別の変更はできません。の適用）場合には、料において、日までに、数である部分に限に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。する料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額の適用）算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリにあたっては、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。通則の適用）

規定め、これによりコール・インテリに準じて取り扱います｡じて取りコール・インテリ扱います。

第31条（損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を賠償します。）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が、この適用）約款に反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはして当社に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を（直接的な審査・手続きを経た損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をに限ります。以るもの適用）とします。）を定め、これによりコール・インテリ与えた場合えた場合には、料

当社はその適用）損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を額を定め、これによりコール・インテリ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、で使用します｡きるもの適用）とします。
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第７章　雑則

第32条（承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）限ります。以界）

当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。コール・インテリジェンスサービスの適用）利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料からコール・インその適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、があった

場合には、料に、その適用）請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、を定め、これによりコール・インテリ承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料することが技術的に困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）な審査・手続きを経たとき又は受ける通信は保守することが著しい支障がしく困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）で使用します｡ある等を契約者に課金することができる電気通信サービ

当社の適用）業務を行う当社の事の適用）遂行うことがあります。上の不備があったとき支障ががあるときは、その適用）請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、を定め、これによりコール・インテリ承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料しな審査・手続きを経たいことがありコール・インテリます。この適用）場合には、料は、そ

の適用）理由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にを定め、これによりコール・インテリその適用）請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、を定め、これによりコール・インテリした者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に通知していただきます。します。

ただし、この適用）約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。の適用）定め、これによりコール・インテリめがある場合には、料は、その適用）定め、これによりコール・インテリめるところによりコール・インテリます。

第33条（契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）義務を行う当社の事）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）ことを定め、これによりコール・インテリ守っていただきます。

（１）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、コール・インテリジェンスサービスの適用）利用によりコール・インテリ、他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料、第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に損

害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ与えた場合えた場合には、料、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料自ら民事再身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。の適用）責めによらない理由により、電任の制限と費用において、解決する義務を負うものとします。する義務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ負うもの適用）とします。

（２）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、本約款にて明したとき示を求め的に定め、これによりコール・インテリめる場合には、料を定め、これによりコール・インテリ除き、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が当社の適用）サービスを定め、これによりコール・インテリ通じて発

信する情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報、および同法に関する法令の規定に基づ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料による当社の適用）サービスの適用）利用につき一切の適用）責めによらない理由により、電任の制限を定め、これによりコール・インテリ負うもの適用）とし、

他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料、第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料および同法に関する法令の規定に基づ当社に何らの通知催告を要せず、即時に等を契約者に課金することができる電気通信サービ迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。を定め、これによりコール・インテリかけず、かつ損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ与えた場合えな審査・手続きを経たいもの適用）とします。

（３）当社の適用）サービスの適用）利用に関する業務を行う当社の事連して、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料、第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料または当社に対して損

害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ与えた場合えた場合には、料、あるいは契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料と他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料または第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料との適用）間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいで使用します｡紛争が生じた場合、かが生した料金は契じた場合には、料、か

かる契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は自ら民事再己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、の適用）費用と責めによらない理由により、電任の制限で使用します｡かかる損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ賠償します。またはかかる紛争が生じた場合、かを定め、これによりコール・インテリ解決する義務を負うものとします。するもの適用）とし、

当社に何らの通知催告を要せず、即時に等を契約者に課金することができる電気通信サービ迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。を定め、これによりコール・インテリかけず、かつ損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をを定め、これによりコール・インテリ与えた場合えな審査・手続きを経たいもの適用）とします。

（４）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が当該電気通信役務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ自ら民事再らコール・インの適用）電気通信事業の適用）用に供します。する場合には、料、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は当社に対

し契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が当該電気通信役務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ自ら民事再らコール・インの適用）電気通信事業の適用）用に供します。すること及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ電気通信番号使用

計画の認定状況について当社の求めに応じて申告するものとします。の適用）認めら定め、これによりコール・インテリ状況について当社の求めに応じて申告するものとします。について当社の適用）求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、めに応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。じて申告するもの適用）とします。

（５）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が当該電気通信役務を行う当社の事を定め、これによりコール・インテリ自ら民事再らコール・インの適用）電気通信事業の適用）用に供します。する場合には、料、番号の適用）使用に関する業務を行う当社の事す

る条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ遵守するもの適用）とします。

　２　別記３に定め、これによりコール・インテリめるコール・インテリジェンスサービスにおける禁止事項において、契約種別の変更はできません。

　３　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、当社が提供します。するコール・インテリジェンスデータ（第３条の適用）表に定めます。6欄(2)の適用）データ

を定め、これによりコール・インテリいいます。）を定め、これによりコール・インテリ閲覧するための契約者識別符号等及び暗証符号を管理する責任を負うものとするための適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料識別符号等を契約者に課金することができる電気通信サービ及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ暗証符号を定め、これによりコール・インテリ管理する責めによらない理由により、電任の制限を定め、これによりコール・インテリ負うもの適用）と

し、その適用）内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所を定め、これによりコール・インテリみだりコール・インテリに第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に知していただきます。らコール・インせてはな審査・手続きを経たりコール・インテリません。　

第34条（閲覧するための契約者識別符号等及び暗証符号を管理する責任を負うものと）

この適用）約款において、当社が別に定め、これによりコール・インテリめることとしている事項において、契約種別の変更はできません。については、当社は閲覧するための契約者識別符号等及び暗証符号を管理する責任を負うものとに供します。します

第35条（合には、料意管轄裁判所）

本契約の適用）準じて取り扱います｡拠法の規定に基づき当社が当社以外のは日までに、本法の規定に基づき当社が当社以外のとし、本契約に関する業務を行う当社の事連する一切の適用）紛争が生じた場合、かについては、東京簡易裁判所及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ

東京地方裁判所を定め、これによりコール・インテリ第一審の適用）専属する料金月（料金表通則に的な審査・手続きを経た合には、料意管轄裁判所とします。

第36条（会社名等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）取扱い）

当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）名称等を契約者に課金することができる電気通信サービ（広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社とのく一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社とのに公表に定めます。されている会社名等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報に限ります。以りコール・インテリます。）当社との適用）

契約の適用）有無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料、及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ当社との適用）取引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払い停止状況について当社の求めに応じて申告するものとします。に係る契約る情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報等を契約者に課金することができる電気通信サービ、当社及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「グループ株式会社とその適用）会社法の規定に基づき当社が当社以外の

で使用します｡定め、これによりコール・インテリめる子会社等を契約者に課金することができる電気通信サービ、及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ会社計算して１年間（当社は、規則に定め、これによりコール・インテリめる関する業務を行う当社の事連会社（総称して以下、「当社等を契約者に課金することができる電気通信サービ」といいます。）は、このコール・インテリといいま
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す。）と以下の適用）目的の適用）ために情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報を定め、これによりコール・インテリ共有し、取扱うもの適用）とします。

（１）法の規定に基づき当社が当社以外の令の規定に基づで使用します｡許容について変更があったときは、当社所されている範囲を制限、またはその契約の申込みを承諾または保留する場合があ及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ手段の定めがある場合は、その定めるところによります。で使用します｡当社等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）提供します。する商品若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくはサービス及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づキャ

ンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサー等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）インセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサーに係る契約る情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報発信又は受ける通信は当社等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）商品や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはサー

ビス紹介すること、その他電気通信等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）営業、広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社との告並びに地方税法（昭和び同法に関する法令の規定に基づに販売を申し立てられ、または自ら民事再促進活動を行うためを定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うため

（２）当社等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）既に支払われているときは、その料金を返存の適用）サービスの適用）品質向上の不備があったときや料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または新規サービスの適用）研究開発等を契約者に課金することができる電気通信サービを定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うため

（３）当社等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）サービスに関する業務を行う当社の事する分析したデータを定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。い、その適用）データを定め、これによりコール・インテリマーケティング等を契約者に課金することができる電気通信サービに活用するため

第37条（反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第の適用）排除）

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、現に受け、または在、暴力の排除）第団、暴力の排除）第団員、暴力の排除）第団準じて取り扱います｡構成員、暴力の排除）第団関する業務を行う当社の事係る契約企業、総会屋、社会運動を行うため等を契約者に課金することができる電気通信サービ

標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者ゴロまたは特殊知していただきます。能暴力の排除）第集団等を契約者に課金することができる電気通信サービ、その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。これに準じて取り扱います｡ずる者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料(以下、「反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第」といいます。）は、このコール・インテリという)の適用）

いずれで使用します｡もな審査・手続きを経たく、また、反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第が経た営に実を証明する書類の提示を求め質的に関する業務を行う当社の事与えた場合している法の規定に基づき当社が当社以外の人等を契約者に課金することができる電気通信サービに属する料金月（料金表通則にする者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料で使用します｡はな審査・手続きを経たい

ことを定め、これによりコール・インテリ表に定めます。明したときし、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。にわたっても該当しな審査・手続きを経たいことを定め、これによりコール・インテリ確約するもの適用）とします。

２　当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料又は受ける通信は利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）各号の適用）いずれかに該当する場合には、料、何らの通知催告を要せず、即時にらコール・インの適用）通知していただきます。催告を定め、これによりコール・インテリするこ

とな審査・手続きを経たく直ちにサービスの適用）提供します。を定め、これによりコール・インテリ中止し、契約を定め、これによりコール・インテリ解除することがで使用します｡き、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に生した料金は契じたいかな審査・手続きを経たる

損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をの適用）賠償します。も行うことがあります。わな審査・手続きを経たいもの適用）とします。

（１）反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第に該当すると認めらめらコール・インれるとき

（２）経た営に反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第が実を証明する書類の提示を求め質的に関する業務を行う当社の事与えた場合していると認めらめらコール・インれるとき

（３）反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第を定め、これによりコール・インテリ利用していると認めらめらコール・インれるとき

（４）反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第に対して資金その他の提供条件は、変更後の約款によります。等を契約者に課金することができる電気通信サービを定め、これによりコール・インテリ提供します。し、または便宜を供与するなどの関与をしているとを定め、これによりコール・インテリ供します。与えた場合するな審査・手続きを経たどの適用）関する業務を行う当社の事与えた場合を定め、これによりコール・インテリしていると

認めらめらコール・インれるとき

（５）役員もしくは経た営に実を証明する書類の提示を求め質的に関する業務を行う当社の事与えた場合している者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または社会的勢力の排除）第と社会的に非難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）されるべき

関する業務を行う当社の事係る契約を定め、これによりコール・インテリ有しているとき

（６）自ら民事再らコール・インまたは第三者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ利用して、暴力の排除）第的な審査・手続きを経た要な審査・手続きを経た求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の、法の規定に基づき当社が当社以外の的な審査・手続きを経た責めによらない理由により、電任の制限を定め、これによりコール・インテリ超える場合は除きます。えた不当な審査・手続きを経た要な審査・手続きを経た求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

脅迫的な審査・手続きを経た言動を行うため、暴力の排除）第および同法に関する法令の規定に基づ風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これの適用）流布・偽計・威力の排除）第を定め、これによりコール・インテリ用いた信用棄損・業務を行う当社の事妨害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をその適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。これ

らコール・インに準じて取り扱います｡ずる行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社のに及び同法に関する法令の規定に基づんだとき

第38条（定め、これによりコール・インテリめの適用）な審査・手続きを経たい事項において、契約種別の変更はできません。）

当社及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は本約款の適用）サービスについて、誠意と責めによらない理由により、電任の制限を定め、これによりコール・インテリもって迅速且つ安全・確実に契約つ安全・確実を証明する書類の提示を求めに契約

を定め、これによりコール・インテリ履行うことがあります。しな審査・手続きを経たければな審査・手続きを経たらコール・インな審査・手続きを経たい。

２　当社及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、本約款の適用）業務を行う当社の事の適用）遂行うことがあります。が両者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）誠意ある協力の排除）第の適用）上の不備があったときに成りコール・インテリ立するものとします。つこと確認めらす

る。

３　本約款に疑義が生した料金は契じた場合には、料、当社及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際に協議により定めたものに限りまを定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。うもの適用）とし、課題が生じた際が生した料金は契じた際

には、協力の排除）第して解決する義務を負うものとします。にあたるもの適用）とする。

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。

通則

（料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額の適用）表に定めます。示を求め）

１　コール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事する料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額の適用）表に定めます。示を求めは税別額（消費税相当額を定め、これによりコール・インテリ加算して１年間（当社は、し

な審査・手続きを経たい額を定め、これによりコール・インテリいいます。以下同じとしますじとします。）を定め、これによりコール・インテリ表に定めます。示を求めします。

　（料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）計算して１年間（当社は、方法の規定に基づき当社が当社以外の等を契約者に課金することができる電気通信サービ）

２　当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料がその適用）契約に基づき当社が当社以外のづき支払っていただきます。う料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。は料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月（１の適用）暦月の適用）起算して１年間（当社は、日までに、（当社が契約ご

とに定め、これによりコール・インテリめる毎暦月の適用）一定め、これによりコール・インテリの適用）日までに、を定め、これによりコール・インテリいいます。）からコール・イン次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）暦月の適用）起算して１年間（当社は、日までに、の適用）前日までに、まで使用します｡の適用）間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいを定め、これによりコール・インテリいいます
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以下同じとしますじとします。）に従って、必要な審査・手続きを経たって計算して１年間（当社は、します。

ただし、当社が必要な審査・手続きを経たと認めらめるときは、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月によらコール・インず随時に計算して１年間（当社は、します。

（日までに、割りコール・インテリ計算して１年間（当社は、）

３　当社は、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）場合には、料には、月額で使用します｡定め、これによりコール・インテリめる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。（以下「月額料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。」といいます。）は、このコール・インテリ）を定め、これによりコール・インテリその適用）利用日までに、数である部分に限に応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。じて日までに、

割りコール・インテリ計算して１年間（当社は、します。

（１）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）初日までに、以外のの適用）日までに、にサービスを定め、これによりコール・インテリ開始した場合には、料。

（２）第24条（基づき当社が当社以外の本料の適用）支払っていただきます。義務を行う当社の事）第２項において、契約種別の変更はできません。第２号の適用）表に定めます。及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ同じとします条第３項において、契約種別の変更はできません。第１号の適用）表に定めます。の適用）規定め、これによりコール・インテリに該当す

るとき。

（３）２の適用）規定め、これによりコール・インテリに基づき当社が当社以外のづく起算して１年間（当社は、日までに、の適用）変更があったとき。

（４）約款の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリこの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に定め、これによりコール・インテリめる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）支払っていただきます。いを定め、これによりコール・インテリ要な審査・手続きを経たするもの適用）とされている額は、こ

の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に定め、これによりコール・インテリめる税別額に消費税を定め、これによりコール・インテリ加算して１年間（当社は、した額とします。

４　３の適用）規定め、これによりコール・インテリによる月額料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）日までに、割は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）日までに、数である部分に限によりコール・インテリ算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリします。この適用）場合には、料、第24条第２

項において、契約種別の変更はできません。第２号の適用）表に定めます。の適用）１欄及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ同じとします条第３項において、契約種別の変更はできません。第１号の適用）表に定めます。に規定め、これによりコール・インテリする料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリに当たっては、その適用）日までに、数である部分に限

計算して１年間（当社は、の適用）単位の承継）とな審査・手続きを経たる24時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいを定め、これによりコール・インテリその適用）開始時刻から起算して、が属する料金月（料金表通則にする暦日までに、とみな審査・手続きを経たします。

　（端させ数である部分に限処理）

５　当社は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。計算して１年間（当社は、方法の規定に基づき当社が当社以外の等を契約者に課金することができる電気通信サービにおいて、その適用）計算して１年間（当社は、結している者果に１円未満の端数が生じた場合は、その端に１円未満の端数が生じた場合は、その端の適用）端させ数である部分に限が生した料金は契じた場合には、料は、その適用）端させ

数である部分に限を定め、これによりコール・インテリ切りコール・インテリ捨てます。てます。

　（料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）支払っていただきます。い）

６　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ工事に関する業務を行う当社の事する費用について、当社が定め、これによりコール・インテリめる期日までに、まで使用します｡に、当社が指定め、これによりコール・インテリする

金その他の提供条件は、変更後の約款によります。融機関する業務を行う当社の事等を契約者に課金することができる電気通信サービにおいて支払っていただきます。っていただきます。また、振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払い停止込み）手数である部分に限料は振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払い停止込み）人の適用）負担とします。

７　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ工事に関する業務を行う当社の事する費用について支払っていただきます。期日までに、の適用）到来にわたっても該当しないことを確約するものとします。する順序に従って、必要な審査・手続きを経たに従って、必要な審査・手続きを経たって支払っていただきます。ってい

ただきます。

　（前受ける通信金その他の提供条件は、変更後の約款によります。）

８　当社は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。又は受ける通信は工事に関する業務を行う当社の事する費用について、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が希望する場合には、当社が別に定めする場合には、料には、当社が別に定め、これによりコール・インテリめ

る条件は、変更後の約款によります。に従って、必要な審査・手続きを経たって、あらコール・インかじめ前受ける通信金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ預け入れなかったときかることがありコール・インテリます。

（注）８に規定め、これによりコール・インテリする当社が別に定め、これによりコール・インテリめる条件は、変更後の約款によります。は、前受ける通信金その他の提供条件は、変更後の約款によります。には利息とします。を定め、これによりコール・インテリ付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経たさな審査・手続きを経たいことを定め、これによりコール・インテリ条件は、変更後の約款によります。として預け入れなかったとき

かることとします。
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第１表に定めます。　コール・インテリジェンスサービス契約（パッケージプラン）

第１　　サービス品目

コール・インテリジェンスサービス契約（パッケージプラン）の適用）サービス品目

１－１　効果に１円未満の端数が生じた場合は、その端測定め、これによりコール・インテリ型

　ア)５番号プラン　
タイプ 内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所

１ 0037-6XX(12桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ５番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

２ 050-55XX(11桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ５番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプタイプ１又は受ける通信は２の適用）いずれかを定め、これによりコール・インテリ選択するものとし、タイプするもの適用）とし、タイプ 1の適用）電話番号とタイプ
２の適用）電話番号の適用）両者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ同じとします時に利用するで使用します｡きることはで使用します｡きません。

イ）１０番号プラン番号プラン
タイプ 内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所

１ 0037-6XX(12桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ10番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

２ 050-55XX(11桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ10番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプタイプ１又は受ける通信は２の適用）いずれかを定め、これによりコール・インテリ選択するものとし、タイプするもの適用）とし、タイプ 1の適用）電話番号とタイプ
２の適用）電話番号の適用）両者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ同じとします時に利用するで使用します｡きることはで使用します｡きません。

ウ）２０番号プラン番号プラン
タイプ 内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所

１ 0037-6XX(12桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ20番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

２ 050-55XX(11桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ20番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプタイプ１又は受ける通信は２の適用）いずれかを定め、これによりコール・インテリ選択するものとし、タイプするもの適用）とし、タイプ 1の適用）電話番号とタイプ
２の適用）電話番号の適用）両者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ同じとします時に利用するで使用します｡きることはで使用します｡きません。

第２　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）適用
ア　コール・インテリジェンスサービスについての適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。は２－１、２－２及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ２－３

を定め、これによりコール・インテリ適用します。
イ　コール・インテリジェンスサービスの適用）最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは６ヶ月間とします。　月間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいとします。　
ウ　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月途中におけるサービス品目の適用）変更時の適用）取扱いについては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）とおりコール・インテリとし
ます。

変更が発生した料金は契した料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月は変更前の適用）サービス品目の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用し、翌料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月からコール・イン変
更後の約款によります。の適用）サービス品目に料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用します。

　　
２－１　初期費用

１の適用）サービス品目ごとに
　

サービス品目
料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

登録を管理・分析したデータ費用

５番号プラン 　　10,000円（税込み）11,000円）

１０番号プラン番号プラン     20,000円（税込み）22,000円）

２０番号プラン番号プラン 　　30,000円（税込み）33,000円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプサービス品目の適用）変更、電話番号の適用）変更等を契約者に課金することができる電気通信サービが発生した料金は契した場合には、料にも適用します。
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　　２－２　基づき当社が当社以外の本料
　１の適用）サービス品目ごとに月額

　
サービス品目

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額
システムに係る情報発信又は当社等の商品やサー利用料

５番号プラン 　　13,000円（税込み）14,300円）

１０番号プラン番号プラン     15,000円（税込み）16,500円）

２０番号プラン番号プラン 　　28,000円（税込み）30,800円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプ料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。　通則３に基づき当社が当社以外のづき、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）初日までに、以外のの適用）日までに、にサービスを定め、これによりコール・インテリ提供します。開始した場
合には、料は、日までに、割計算して１年間（当社は、します。料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）末日までに、以外のの適用）日までに、にサービスを定め、これによりコール・インテリ終了した場合には、料は、日までに、
割りコール・インテリ計算して１年間（当社は、を定め、これによりコール・インテリしません。

　２－３　通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）

　 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

固定め、これによりコール・インテリ電話に着信する場合には、料（60秒までごとに次の額）まで使用します｡ごとに次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）額）

　発信端させ末設備 タイプ１ タイプ２

固定め、これによりコール・インテリ電話 15円（税込み）16.5円） 10円（税込み）11円）

携帯電話
又は受ける通信は公衆電話

30円（税込み）33円） 10円（税込み）11円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払
　ア　本表に定めます。の適用）通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）は、各サービス品目に共通して適用します。
イ　固定め、これによりコール・インテリ電話は、電気通信番号規則第９条第１号又は受ける通信は第 10条第２号に規定め、これによりコール・インテリする電気通

信番号よりコール・インテリ識別される電気通信設備とします。
ウ　携帯電話は、無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料線設備規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 18号）第３条第１

項において、契約種別の変更はできません。第１号に規定め、これによりコール・インテリする携帯無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料線通信を定め、これによりコール・インテリ提供します。する電気通信設備で使用します｡あって、電気通信番
号規則第９条第３号に規定め、これによりコール・インテリする電気通信番号によりコール・インテリ識別されるもの適用）とします。

エ　ＰＨＳは、は、電波法の規定に基づき当社が当社以外の施行うことがあります。規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 14号）第６条第４
項において、契約種別の変更はできません。第６号に規定め、これによりコール・インテリするＰＨＳは、の適用）陸上の不備があったとき移動を行うため局との間で行われる無線通信を提供する電との適用）間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいで使用します｡行うことがあります。われる無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料線通信を定め、これによりコール・インテリ提供します。する電
気通信設備で使用します｡あって、電気通信番号規則第９条第３号に規定め、これによりコール・インテリする電気通信番号に
よりコール・インテリ識別されるもの適用）とします。

オ　公衆電話は、東日までに、本電信電話株式会社及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ西日までに、本電信電話株式会社が設置する公
衆電話設備又は受ける通信はディジタル公衆電話設備とします。　

カ　タイプ１（0037-6XXの適用）12桁)、タイプ２（050-55XXの適用）11桁)に接続で使用します｡きる発信端させ
末設備には制限ります。以がありコール・インテリます。
当社はそれを定め、これによりコール・インテリホームに係る情報発信又は当社等の商品やサーベージまたは契約の適用）申込み）書を、契約事務を行うコール・インテリジェンス等を契約者に課金することができる電気通信サービに定め、これによりコール・インテリめます。

キ　通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）測定め、これによりコール・インテリ等を契約者に課金することができる電気通信サービ

(ア)通信料に係る契約る通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは、接続先との適用）通信が確立するものとします。したことを定め、これによりコール・インテリ当社が識別した時

刻から起算して、からコール・イン起算して１年間（当社は、し、利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料からコール・インの適用）通信終了の適用）信号を定め、これによりコール・インテリ受ける通信け、その適用）通信を定め、これによりコール・インテリで使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったとき

にした時刻から起算して、まで使用します｡の適用）経た過時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいとし、当社の適用）機器によりコール・インテリ測定め、これによりコール・インテリします。

（イ）当社の適用）設置した電気通信設備の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービ、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に係る契約る利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）責めによらない理由により、電任の制限によらコール・インな審査・手続きを経た

い事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にによりコール・インテリ、接続を定め、これによりコール・インテリ打ち切ったときは、上欄に規定する秒数に満たない端数ち切ったときは、上の不備があったとき欄に規定め、これによりコール・インテリする秒までごとに次の額）数である部分に限に満の端数が生じた場合は、その端たな審査・手続きを経たい端させ数である部分に限

の適用）通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは、（ア）の適用）通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいに含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みません。
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クに規定するところにより算定した料金額の支払　当社の適用）機器の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ正しく算定することができなかったしく算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリすることがで使用します｡きな審査・手続きを経たかった場合には、料の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）取扱
い

　　　（ア）過去に受けた事が判明したとき１か月以上の不備があったときの適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）を定め、これによりコール・インテリ把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）することがで使用します｡きる場合には、料

　　　　　　機器の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ正しく算定することができなかったしく算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリすることがで使用します｡きな審査・手続きを経たかった日までに、前の適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）が把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）で使用します｡

きる各料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月(最大な変更を生じまたはその虞があると認めら６ヶ月間とします。　月間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいとします。)における１日までに、平均の通信に関する料金（前６の適用）利用料が最低と

な審査・手続きを経たる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額に、算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリで使用します｡きな審査・手続きを経たかった期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）日までに、数である部分に限を定め、これによりコール・インテリ乗じて得た額じて得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料た額

　　　（イ）過去に受けた事が判明したとき１か月間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）を定め、これによりコール・インテリ把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）することがで使用します｡きな審査・手続きを経たい場合には、料

　　　　　機器の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ正しく算定することができなかったしく算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリすることがで使用します｡きな審査・手続きを経たかった日までに、前の適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）が把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）
で使用します｡きる期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいにおける１日までに、平均の通信に関する料金（前６の適用）利用料又は受ける通信は故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）回復後の約款によります。の適用）７日までに、間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいにおけ
る１日までに、平均の通信に関する料金（前６の適用）利用料の適用）うち低いほうの適用）値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額に、算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリで使用します｡きな審査・手続きを経たかった期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）日までに、数である部分に限
を定め、これによりコール・インテリ乗じて得た額じて得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料た額
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第２表に定めます。　コール・インテリジェンスサービス契約（通常料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラン）

第１　　サービス品目

コール・インテリジェンスサービス契約（通常料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラン）の適用）サービス品目

１－１　効果に１円未満の端数が生じた場合は、その端測定め、これによりコール・インテリ型の適用）サービス品目
タイプ 内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所

１ 0120-(10桁)の適用）電話番号を定め、これによりコール・インテリ利用するもの適用）

２ 0800-(11桁)の適用）電話番号を定め、これによりコール・インテリ利用するもの適用）

３ 0037-6XXからコール・イン始まる電話番号を定め、これによりコール・インテリ利用するもの適用）

４ 050-(11桁)の適用）電話番号を定め、これによりコール・インテリ利用するもの適用）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払　タイプ３及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ４に接続で使用します｡きる発信端させ末設備には制限ります。以がありコール・インテリます。
当社はそれを定め、これによりコール・インテリホームに係る情報発信又は当社等の商品やサーページまたは契約の適用）申込み）書を、契約事務を行うコール・インテリジェンス等を契約者に課金することができる電気通信サービに定め、これによりコール・インテリめます。

第２　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）適用
ア　２－１、２－２、２－３及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ２－４を定め、これによりコール・インテリ適用します。
イ　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月途中におけるサービス品目の適用）変更時の適用）取扱いについては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）とおりコール・インテリとし
ます。

変更が発生した料金は契した料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月は変更前の適用）サービス品目の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用し、翌料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月からコール・イン変
更後の約款によります。の適用）サービス品目に料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用します。

２－１　初期費用

項において、契約種別の変更はできません。目 タイプ 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

登録を管理・分析したデータ費用 １からコール・イン４ 1 の適用）契約ごとに　300,000 円（税込み） 330,000
円）

番号発行うことがあります。費用

１
１の適用）電話番号ごとに　500円（税込み）550円）

２

３
0円

４

２－２　基づき当社が当社以外の本料
月額

項において、契約種別の変更はできません。目 タイプ 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

システムに係る情報発信又は当社等の商品やサー利用料 １からコール・イン４ 1の適用）契約ごとに　100,000円（税込み）110,000円）

番号基づき当社が当社以外の本料

１ １の適用）電話番号ごとに　800円（税込み）880円）

２ １の適用）電話番号ごとに　500円（税込み）550円）

３ １の適用）電話番号ごとに　150円（税込み）165円）

４ １の適用）電話番号ごとに　200円（税込み）220円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払
ア　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。　通則３に基づき当社が当社以外のづき、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）初日までに、以外のの適用）日までに、にサービスを定め、これによりコール・インテリ提供します。開始した場

合には、料は、日までに、割計算して１年間（当社は、します。
但し番号基本料については、料金表　通則３（日割り計算）を適用しません。し番号基づき当社が当社以外の本料については、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。　通則３（日までに、割りコール・インテリ計算して１年間（当社は、）を定め、これによりコール・インテリ適用しません。
料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）初日までに、以外のの適用）日までに、にサービス利用した場合には、料又は受ける通信は月末以外のの適用）日までに、にサービスを定め、これによりコール・インテリ
終了の適用）場合には、料で使用します｡も、本表に定めます。の適用）基づき当社が当社以外の本料を定め、これによりコール・インテリ適用します。

イ　サービス品目(タイプ)の適用）変更及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ電話番号の適用）変更の適用）場合には、料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます。
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　２－３　通信料

　　（１）タイプ１～３に適用するもの適用）　

　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

着信端させ末設備（60秒までごとに次の額）まで使用します｡ごとに次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）額）

　発信端させ末設備 固定め、これによりコール・インテリ電話 携帯電話

固定め、これによりコール・インテリ電話 20円（税込み）22円） 33円（税込み）36.3円）

携帯電話
又は受ける通信は公衆電話

30円（税込み）33円） 44円（税込み）48.4円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払　
コール・インテリジェンスサービス契約（パッケージプラン）２－３　通信料の適用）備考クに規定するところにより算定した料金額の支払
欄と同じとします一内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所を定め、これによりコール・インテリ適用します。

　（２）タイプ４に適用するもの適用）　

　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

着信端させ末設備（60秒までごとに次の額）まで使用します｡ごとに次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）額）

　発信端させ末設備 固定め、これによりコール・インテリ電話 携帯電話

固定め、これによりコール・インテリ電話 10円（税込み）11円） 20円（税込み）22円）

携帯電話
又は受ける通信は公衆電話

10円（税込み）11円） 20円（税込み）22円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払　
コール・インテリジェンスサービス契約（パッケージプラン）２－３　通信料の適用）備考クに規定するところにより算定した料金額の支払
欄と同じとします一内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所を定め、これによりコール・インテリ適用します。
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第３表に定めます。　付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た加機能利用料

第１　　付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た加機能の適用）種類を添えて、コール・イン

種類を添えて、コール・イン 内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所

メール通知していただきます。機能 （ア）発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料からコール・インの適用）着信に関する業務を行う当社の事する情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報（発信日までに、時、発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料番号
等を契約者に課金することができる電気通信サービ）を定め、これによりコール・インテリ予め承諾するものとめ登録を管理・分析したデータされた電子メールアドレスへ通知していただきます。するサービ
ス

（イ）通知していただきます。を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う場合には、料は、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が以下からコール・イン選択するものとし、タイプ
（１）すべての適用）着信：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプ着信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。答したもの（以下「応答呼」したもの適用）（以下「応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。答したもの（以下「応答呼」呼」といいます。）は、このコール・インテリ

といいます。）、着信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。答したもの（以下「応答呼」しな審査・手続きを経たかったもの適用）（通話中を定め、これによりコール・インテリ
含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。み、以下「不応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。答したもの（以下「応答呼」呼」といいます。）は、このコール・インテリといいます。）

（２）応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。答したもの（以下「応答呼」呼
（３）不応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。答したもの（以下「応答呼」呼

（ウ）発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料番号を定め、これによりコール・インテリ非通知していただきます。としている場合には、料には、発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料
番号の適用）記載が無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料い電子メールの適用）通知していただきます。がされます

SMS通知していただきます。機能 （ア）発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料番号が携帯電話または PHSで使用します｡あった場合には、料、予め承諾するものとめ設定め、これによりコール・インテリ
した内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所に従って、必要な審査・手続きを経たい、発信端させ末に対して SMSを定め、これによりコール・インテリ送り、又は受ける通信信するサービス

（イ）以下の適用）プランからコール・イン選択するものとし、タイプ
（１）ライト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサープラン
（２）スタンダードプラン

（ウ）SMSの適用）発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料としての適用）専用電話番号が１つ必要な審査・手続きを経たとな審査・手続きを経たりコール・インテリます
API連携機能 （ア）コール・インテリジェンスサービスと外の部または一部を第三者に譲渡システムに係る情報発信又は当社等の商品やサーを定め、これによりコール・インテリ API

にて呼び同法に関する法令の規定に基づ出をした者をいいます。以下同じとすことによりコール・インテリ、通話履歴取得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または番号設定め、これによりコール・インテリ情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報を定め、これによりコール・インテリ
シームに係る情報発信又は当社等の商品やサーレスに連携で使用します｡きるサービス

通話録を管理・分析したデータ音 （ア）コール・インテリジェンスサービス経た由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にの適用）通話を定め、これによりコール・インテリ録を管理・分析したデータ音で使用します｡き
るサービス

（イ）録を管理・分析したデータ音は、片側（着信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料側の適用）み）の適用）録を管理・分析したデータ音と、両側（着信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料側
および同法に関する法令の規定に基づ発信者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料側）の適用）録を管理・分析したデータ音が予め承諾するものとめ選択するものとし、タイプで使用します｡きます。

（ウ）当機能には、この適用）約款に定め、これによりコール・インテリめる契約が必要な審査・手続きを経たとな審査・手続きを経たりコール・インテリます。
（エ）当機能は、当社が別に定め、これによりコール・インテリめる楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「クに規定するところにより算定した料金額の支払ラウドサービスを定め、これによりコール・インテリ利用

することがで使用します｡きます。ただし、「楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「クに規定するところにより算定した料金額の支払ラウド（IaaS）利用
規約」といいます。）は、このコール・インテリに定め、これによりコール・インテリめる契約の適用）締結している者が必要な審査・手続きを経たとな審査・手続きを経たりコール・インテリます。楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「クに規定するところにより算定した料金額の支払ラウド
サービスを定め、これによりコール・インテリ利用する場合には、料にの適用）み、当社が提供します。する検索機能を定め、これによりコール・インテリ
利用いただけます。

（オ）当機能の適用）利用の適用）ために、当社が指定め、これによりコール・インテリする電話番号を定め、これによりコール・インテリ利用い
ただく必要な審査・手続きを経たがありコール・インテリます。

通話録を管理・分析したデータ音 WEB通知していただきます。 （ア）通話録を管理・分析したデータ音機能を定め、これによりコール・インテリ利用しているこの適用）約款の適用）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が、通話の適用）
切断のたびに契約者自身に通話履歴情報の通知を行う機能での適用）たび同法に関する法令の規定に基づに契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料自ら民事再身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。に通話履歴情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報の適用）通知していただきます。を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う機能で使用します｡
す。

広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社との告連動を行うため機能 （ア）コール・インテリジェンスサービス経た由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にの適用）通話履歴と各種
マーケティングツール等を契約者に課金することができる電気通信サービを定め、これによりコール・インテリ連携させる機能

（イ）この適用）連携機能を定め、これによりコール・インテリ利用する指定め、これによりコール・インテリされた電話番号数である部分に限（セッショ
ン数である部分に限）に応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。じて利用料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。が発生した料金は契します。

第２　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）適用
ア　２－１、２－２、２－３及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ２－４を定め、これによりコール・インテリ適用します。ただし、２－１は楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「クに規定するところにより算定した料金額の支払ラウ
ドを定め、これによりコール・インテリ利用する場合には、料において、検索機能を定め、これによりコール・インテリ付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た加する場合には、料にの適用）み適用します。

イ　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月途中におけるサービス品目の適用）変更時の適用）取扱いについては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）とおりコール・インテリとし
ます。

変更が発生した料金は契した料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月は変更前の適用）サービス品目の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用し、翌料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月からコール・イン変更後の約款によります。
の適用）サービス品目に料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用します。

２－１　初期費用
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種類を添えて、コール・イン 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

メール通知していただきます。機能 0円

SMS通知していただきます。機能（ライト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサープラン） １の適用）契約ごとに　5,000円（税込み）5,500円）

SMS通知していただきます。機能（スタンダードプラン） １の適用）契約ごとに　50,000円（税込み）55,000
円）

API連携機能 １の適用）契約ごとに　100,000円（税込み）110,000

円）

通話録を管理・分析したデータ音楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「クに規定するところにより算定した料金額の支払ラウド検索機能 1の適用）契約ごとに　5,000円（税込み）5,500円）

広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社との告連動を行うため機能 １の適用）契約ごとに　100,000円（税込み）110,000

円）

２－２　基づき当社が当社以外の本料

種類を添えて、コール・イン 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額月額

メール通知していただきます。機能 １の適用）契約ごとに　1,000円（税込み）1,100円）

SMS通知していただきます。機能（ライト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサープラン） １の適用）契約ごとに　2,000円（税込み）2,200円）
※

SMS通知していただきます。機能（スタンダードプラン） １の適用）契約ごとに　30,000円（税込み）33,000
円）

API連携機能 １の適用）契約ごとに　20,000円（税込み）22,000円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払
※　２－３に定め、これによりコール・インテリめる通知していただきます。料を定め、これによりコール・インテリ100通知していただきます。分含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます。

　２－３　通知していただきます。料

１回の適用）通知していただきます。にかかる利用料
種類を添えて、コール・イン 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

メール通知していただきます。機能 10円（税込み）11円）

SMS通知していただきます。機能（ライト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサープラン） 20円（税込み）22円）

SMS通知していただきます。機能（スタンダードプラン） 15円（税込み）16.5円）

　２－４　通信料

通話録を管理・分析したデータ音にかかる利用料
種類を添えて、コール・イン 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

通話録を管理・分析したデータ音※
3.0円（税込み）3.3円）/分

通話録を管理・分析したデータ音 WEB通知していただきます。 2.0円（税込み）2.2円）/通

※通話毎に、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額を定め、これによりコール・インテリ算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリします。1分毎に記載の適用）金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額を定め、これによりコール・インテリ適用します。

　２－５　セッション数である部分に限に応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。じた料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社との告連動を行うため機能を定め、これによりコール・インテリ利用する電話番号数である部分に限に応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。じた利用料
種類を添えて、コール・イン 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社との告連動を行うため機能 1,500セッションまで使用します｡ 50,000円（税込み）55,000円）

1,501セッション以上の不備があったとき
30,000円（税込み）33,000円）/

1,500セッションごと
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別記

１　当社の適用）維持のために必要な事項を内容とする通信及び責めによらない理由により、電任の制限

当社は、当社の適用）設置した電気通信設備を定め、これによりコール・インテリ事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令の規定に基づ第30

号）に適合には、料するよう維持のために必要な事項を内容とする通信及びします。

２　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に係る契約る情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報の適用）利用

（１）当社はプライバシーポリシーに定め、これによりコール・インテリめるところによりコール・インテリ、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に係る契約る情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報（申込み）時又は受ける通信はコー

ル・インテリジェンスサービスの適用）提供します。中に、当社が契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に関する業務を行う当社の事して取得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料する氏名、住所、電

話番号及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料識別番号等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）全ての適用）個人情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報を定め、これによりコール・インテリいいます。以下同じとしますじとします。）を定め、これによりコール・インテリ次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡に定め、これによりコール・インテリ

める目的の適用）遂行うことがあります。に必要な審査・手続きを経たな審査・手続きを経た範囲を制限、またはその契約の申込みを承諾または保留する場合があにおいて、利用します。

ア　契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料からコール・インの適用）問い合わせへの対応（本人性の確認）い合には、料わせへの適用）対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。（本人性の確認）の適用）確認めら）

イ　当社サービスの適用）利用に係る契約る手続き又は受ける通信は提供します。条件は、変更後の約款によります。の適用）変更等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）案し、この期間を短縮する場合があります。）とし、その接続休止内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、に係る契約る業務を行う当社の事

ウ　課金その他の提供条件は、変更後の約款によります。計算して１年間（当社は、に係る契約る業務を行う当社の事

エ　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、に係る契約る業務を行う当社の事

オ　提供します。停止及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ契約解除に係る契約る業務を行う当社の事

カ　工事、保守又は受ける通信は障が害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。な審査・手続きを経たどの適用）取扱業務を行う当社の事

キ　当社サービスの適用）改善又は受ける通信は新たな審査・手続きを経たサービスの適用）開発に係る契約る業務を行う当社の事

クに規定するところにより算定した料金額の支払　当社サービス又は受ける通信は契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に有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、次に掲げる機関な審査・手続きを経た他の提供条件は、変更後の約款によります。社サービス・製品等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）通知していただきます。、販売を申し立てられ、または自ら民事再推奨、アンケート等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサー

調査及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ景品等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）送り、又は受ける通信付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経たに係る契約る業務を行う当社の事

ケ　市場調査及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づその適用）分析したデータに係る契約る業務を行う当社の事

コ　その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。当社の適用）営業に関する業務を行う当社の事する通知していただきます。

（２）当社が別に定め、これによりコール・インテリめる共同じとします利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料と共同じとします利用（個人情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報保護に関する法律（平成に関する業務を行う当社の事する法の規定に基づき当社が当社以外の律（平成15年5月30日までに、

法の規定に基づき当社が当社以外の律第57号。以下同じとしますじとします）第23条第４項において、契約種別の変更はできません。に定め、これによりコール・インテリめるもの適用）を定め、これによりコール・インテリいいます。）を定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。う場合には、料にお

いては、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に係る契約る情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報を定め、これによりコール・インテリ（１）の適用）ア～コに定め、これによりコール・インテリめる目的の適用）遂行うことがあります。に必要な審査・手続きを経たな審査・手続きを経た範囲を制限、またはその契約の申込みを承諾または保留する場合があにおいて利用

します。

（３）当社の適用）情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報セキュリティ全社管理責めによらない理由により、電任の制限者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、当該契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に係る契約る個人情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報についての適用）責めによらない理由により、電任の制限を定め、これによりコール・インテリ

有するもの適用）とします。　

（４）契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は（１）～（３）に定め、これによりコール・インテリめるところによりコール・インテリ当社が契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に係る契約る情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報を定め、これによりコール・インテリ利用することに

同じとします意していただきます。

　（注）プライバシーポリシーとは、総務を行う当社の事省の適用）定め、これによりコール・インテリめる「電気通信事業における個人情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報保護に関する法律（平成に関する業務を行う当社の事

するガイドライン（平成29年総務を行う当社の事省告示を求め第152号。以下同じとしますじとします）第14条に定め、これによりコール・インテリめるとこ

ろによりコール・インテリ、当社が定め、これによりコール・インテリめる当該電気通信事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が個人情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報保護に関する法律（平成を定め、これによりコール・インテリ推進する上の不備があったときで使用します｡の適用）考クに規定するところにより算定した料金額の支払え方や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または方

針をいいます。を定め、これによりコール・インテリいいます。

当社は同じとしますポリシーを定め、これによりコール・インテリホームに係る情報発信又は当社等の商品やサーページにおいて公表に定めます。します。

３　コール・インテリジェンスサービスにおける禁止事項において、契約種別の変更はできません。　

契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、以下の適用）行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社のを定め、これによりコール・インテリ行うことがあります。わな審査・手続きを経たいもの適用）とします。

（１）他の提供条件は、変更後の約款によります。人の適用）知していただきます。的財産もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再権の譲渡等の禁止）（特許権の譲渡等の禁止）、実を証明する書類の提示を求め用新案し、この期間を短縮する場合があります。）とし、その接続休止、著しい支障が作権の譲渡等の禁止）、意匠権の譲渡等の禁止）、商標権の譲渡等の禁止）等を契約者に課金することができる電気通信サービ）その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）権の譲渡等の禁止）利を定め、これによりコール・インテリ侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を

する行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の又は受ける通信は侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をするおそれの適用）ある行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

（２）他の提供条件は、変更後の約款によります。人の適用）財産もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再、プライバシー若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは肖像権の譲渡等の禁止）を定め、これによりコール・インテリ侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をする行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の又は受ける通信は侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をするおそれの適用）ある行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

（３）他の提供条件は、変更後の約款によります。人を定め、これによりコール・インテリ誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為し、又は受ける通信はその適用）名誉若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは信用を定め、これによりコール・インテリ毀損する行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の
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（４）（詐欺、業務を行う当社の事妨害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用））犯罪行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の又は受ける通信はこれを定め、これによりコール・インテリ誘発若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは扇動を行うためする行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

（５）無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料限ります。以連鎖講（ネズ株式会社（以下「ミ講）を定め、これによりコール・インテリ開設し、又は受ける通信はこれを定め、これによりコール・インテリ勧誘する行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

（６）コール・インテリジェンスサービスによりコール・インテリ利用しうる情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報を定め、これによりコール・インテリ改ざんし、又は受ける通信は消去に受けた事が判明したときする行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

（７）当社若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは他の提供条件は、変更後の約款によります。人の適用）電気通信設備の適用）利用若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、コール・インしくは運営に支障がを定め、これによりコール・インテリ与えた場合える、又は受ける通信は与えた場合えるおそれ

の適用）ある行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

(８)　その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。、公序に従って、必要な審査・手続きを経た良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為に違反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはし、又は受ける通信は他の提供条件は、変更後の約款によります。人の適用）権の譲渡等の禁止）利を定め、これによりコール・インテリ著しい支障がしく侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をすると当社が判断のたびに契約者自身に通話履歴情報の通知を行う機能でした行うことがあります。為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の

４　新聞社等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）基づき当社が当社以外の準じて取り扱います｡

区　分 基づき当社が当社以外の　　準じて取り扱います｡

１　新聞社 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）基づき当社が当社以外の準じて取り扱います｡の適用）すべてを定め、これによりコール・インテリ備えた日までに、刊新聞紙を発行する新聞社を定め、これによりコール・インテリ発行うことがあります。する新聞社

（１）政治、経た済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することその適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。公共的な審査・手続きを経た事項において、契約種別の変更はできません。を定め、これによりコール・インテリ報道の供給の確保に直接関係がある機関し、又は受ける通信は論議により定めたものに限りますること

を定め、これによりコール・インテリ目的として、あまねく発売を申し立てられ、または自ら民事再されること。

（２）発行うことがあります。部または一部を第三者に譲渡数である部分に限が１の適用）題が生じた際号について、8,000部または一部を第三者に譲渡以上の不備があったときで使用します｡あること。

２　放送り、又は受ける通信事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料 電波法の規定に基づき当社が当社以外の（昭和25年法の規定に基づき当社が当社以外の律第131号）の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ放送り、又は受ける通信局との間で行われる無線通信を提供する電の適用）免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額としま許を定め、これによりコール・インテリ受ける通信けた者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料

３　通信社 新聞社又は受ける通信は放送り、又は受ける通信事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料にニュース（１欄の適用）基づき当社が当社以外の準じて取り扱います｡の適用）すべてを定め、これによりコール・インテリ備えた日までに、刊新聞

紙を発行する新聞社に掲げる機関載し、又は受ける通信は放送り、又は受ける通信事業者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料が放送り、又は受ける通信を定め、これによりコール・インテリするための適用）ニュース又は受ける通信は情があるときは、契約者と協議し、その事情を参報（広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。）当社との告

を定め、これによりコール・インテリ除きます｡）を定め、これによりコール・インテリいいます。）を定め、これによりコール・インテリ供します。給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及びすることを定め、これによりコール・インテリ主な目的とする通信社な審査・手続きを経た目的とする通信社

５　通話録を管理・分析したデータ音機能の適用）提供します。に関する業務を行う当社の事する免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額としま責めによらない理由により、電事項において、契約種別の変更はできません。

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。に定め、これによりコール・インテリめる通話録を管理・分析したデータ音機能を定め、これによりコール・インテリ利用するときには、本約款に定め、これによりコール・インテリめる責めによらない理由により、電任の制限の適用）制限ります。以に加え、以下

の適用）各号についての適用）免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額としま責めによらない理由により、電事項において、契約種別の変更はできません。を定め、これによりコール・インテリ規定め、これによりコール・インテリするもの適用）とし、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は予め承諾するものとめこれを定め、これによりコール・インテリ了承するもの適用）とします。

（１）通話録を管理・分析したデータ音サービスを定め、これによりコール・インテリ利用して録を管理・分析したデータ音された内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所又は受ける通信は録を管理・分析したデータ音した結している者果に１円未満の端数が生じた場合は、その端による契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）業務を行う当社の事への適用）影

響を、電気通信回線を通に関する業務を行う当社の事する一切の適用）保証及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ責めによらない理由により、電任の制限

（２）録を管理・分析したデータ音データ（音声その他の音響を、電気通信回線を通ファイル）を定め、これによりコール・インテリ受ける通信信する契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）設備の適用）故障が、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）設備と当社を定め、これによりコール・インテリ接続

する専用線等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）故障が、又は受ける通信は当社の適用）通話録を管理・分析したデータ音装置その適用）他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）設備の適用）故障がによって通話録を管理・分析したデータ音機能を定め、これによりコール・インテリ

提供します。で使用します｡きな審査・手続きを経たかった場合には、料の適用）結している者果に１円未満の端数が生じた場合は、その端による契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）業務を行う当社の事への適用）影響を、電気通信回線を通に関する業務を行う当社の事する一切の適用）保証及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ責めによらない理由により、電任の制限

（３）当社が別に定め、これによりコール・インテリめる楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「クに規定するところにより算定した料金額の支払ラウド（IaaS）利用規約に定め、これによりコール・インテリめる楽天コミュニケーションズ株式会社（以下「クに規定するところにより算定した料金額の支払ラウドの適用）OSや料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、またはミドルウェ

アの適用）バージョンアップ、パッチ適用等に伴い、検索機能が利用できなくなった場合の一切の適用等を契約者に課金することができる電気通信サービに伴って、利用でい、検索機能が利用で使用します｡きな審査・手続きを経たくな審査・手続きを経たった場合には、料の適用）一切の適用）

保証及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ責めによらない理由により、電任の制限
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附　則

（実施期日）

この適用）約款は、2011 年7 月20日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実施期日）

この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2011年8月31日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2012年6月26日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（経た過措置）

２　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施前に支払っていただきます。い又は受ける通信は支払っていただきます。わな審査・手続きを経たければな審査・手続きを経たらコール・インな審査・手続きを経たかった電気通信サービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）

他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事については、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2013年1月23日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（経た過措置）

２　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施の適用）際現に受け、またはに、改正しく算定することができなかった前の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリコール・インサイト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサーサービス契約を定め、これによりコール・インテリしてい

る者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料は、この適用）改正しく算定することができなかった実を証明する書類の提示を求め施の適用）日までに、において、コール・インサイト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサーサービス契約（パックに規定するところにより算定した料金額の支払料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラ

ン）を定め、これによりコール・インテリ適用したもの適用）とみな審査・手続きを経たして取りコール・インテリ扱います。

３　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施前に支払っていただきます。い又は受ける通信は支払っていただきます。わな審査・手続きを経たければな審査・手続きを経たらコール・インな審査・手続きを経たかった電気通信サービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）

他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事については、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2014年4月１日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（経た過措置）

２　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施日までに、よりコール・インテリ前からコール・イン継続して提供します。しているもの適用）で使用します｡あって、2014年4月30 日までに、まで使用します｡の適用）

間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいに料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）末日までに、が到来にわたっても該当しないことを確約するものとします。する電気通信サービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。については、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします

３　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施前にその適用）事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にが生した料金は契じた電気通信サービスに関する業務を行う当社の事する損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を賠償します。の適用）取扱いについ

ては、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします。

４ こ の適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施前に支払っていただきます。い又は受ける通信は支払っていただきます。わな審査・手続きを経たければな審査・手続きを経たらコール・インな審査・手続きを経たかった電気通信サービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）

他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事については、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2012年10月16日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（経た過措置）

２　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施前に支払っていただきます。い又は受ける通信は支払っていただきます。わな審査・手続きを経たければな審査・手続きを経たらコール・インな審査・手続きを経たかった電気通信サービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）

他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事については、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2014年10月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（経た過措置）

２　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施前に支払っていただきます。い又は受ける通信は支払っていただきます。わな審査・手続きを経たければな審査・手続きを経たらコール・インな審査・手続きを経たかった電気通信サービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）
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他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事については、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2016年10月11日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（契約に関する業務を行う当社の事する経た過措置）

２　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施の適用）際現に受け、またはに、改正しく算定することができなかった前の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡表に定めます。の適用）左欄の適用）契約約款に基づき当社が当社以外のづき締結している者された

契約は、この適用）改正しく算定することができなかった実を証明する書類の提示を求め施の適用）日までに、において、それぞれこの適用）約款の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ当社が締結している者した同じとします表に定めます。の適用）

右欄の適用）契約に移行うことがあります。したもの適用）とします。

コール・インサイト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサーサービス利用契約約款 コール・インテリジェンスサービス契約約款

　コール・インサイト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサーサービス契約

（パックに規定するところにより算定した料金額の支払料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラン）

　コール・インサイト等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサーサービス契約

（通常料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラン）

　コール・インテリジェンスサービス契約

（パッケージプラン）

　コール・インテリジェンスサービス契約

（通常料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。プラン）

（実施期日）

この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2017年6月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実施期日）

この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2017年6月23日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2018年1月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（経た過措置）

２　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施の適用）前に、本約款に定め、これによりコール・インテリめるサービスの適用）締結している者を定め、これによりコール・インテリした者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料については、第36条（会

社名等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）取扱い）については、適用しな審査・手続きを経たいもの適用）とします。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2018年2月14日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2018年4月23日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2018年12月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2019年3月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2019年7月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）
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１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2020年1月15日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2020年12月31日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2021年4月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（経た過措置）

３ 附則2016年10月11日までに、改定め、これによりコール・インテリの適用）第２項において、契約種別の変更はできません。の適用）規定め、これによりコール・インテリによりコール・インテリ移行うことがあります。したコール・インテリジェンスサービス

契約約款について適用する料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。は、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）（１）からコール・イン（４）に規定め、これによりコール・インテリする５０番号プラン番号パックに規定するところにより算定した料金額の支払に係る契約る

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額を定め、これによりコール・インテリ適用します。

　 （１）５０番号プラン番号パックに規定するところにより算定した料金額の支払

タイプ 内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、容について変更があったときは、当社所

１ 0037-6XX(12桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ10番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

２ 050-55XX(11桁)の適用）異なる電話番号を５番号まで利用できるものな審査・手続きを経たる電話番号を定め、これによりコール・インテリ10番号まで使用します｡利用で使用します｡きるもの適用）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプタイプ１又は受ける通信は２の適用）いずれかを定め、これによりコール・インテリ選択するものとし、タイプするもの適用）とし、タイプ 1の適用）電話番号とタイプ
２の適用）電話番号の適用）両者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料を定め、これによりコール・インテリ同じとします時に利用するで使用します｡きることはで使用します｡きません。

（２）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）適用

ア　最低利用期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは６ヶ月間とします。　月間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいとします。　
イ　料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月途中におけるサービス品目の適用）変更時の適用）取扱いについては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）とおりコール・インテリとし
ます。

変更が発生した料金は契した料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月は変更前の適用）サービス品目の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用し、翌料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月からコール・イン変
更後の約款によります。の適用）サービス品目に料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。を定め、これによりコール・インテリ適用します。

（３）月額基づき当社が当社以外の本料
料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

25,000円（税込み）27,500円）

備考クに規定するところにより算定した料金額の支払：タイプ１又は２のいずれかを選択するものとし、タイプ料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。表に定めます。　通則３に基づき当社が当社以外のづき、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）初日までに、以外のの適用）日までに、にサービスを定め、これによりコール・インテリ提供します。開始した場
合には、料は、日までに、割計算して１年間（当社は、します。料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月の適用）末日までに、以外のの適用）日までに、にサービスを定め、これによりコール・インテリ終了した場合には、料は、日までに、
割りコール・インテリ計算して１年間（当社は、を定め、これによりコール・インテリしません。

（４）通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）
　 料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。額

固定め、これによりコール・インテリ電話に着信する場合には、料（60秒までごとに次の額）まで使用します｡ごとに次の用語はそれぞれ次の意味で使用します｡の適用）額）

　発信端させ末設備 タイプ１ タイプ２

固定め、これによりコール・インテリ電話 15円（税込み）16.5円） 10円（税込み）11円）

携帯電話、ＰＨＳは、
又は受ける通信は公衆電話

30円（税込み）33円） 10円（税込み）11円）
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備考クに規定するところにより算定した料金額の支払
　ア　本表に定めます。の適用）通信料（測定め、これによりコール・インテリ料を定め、これによりコール・インテリ含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みます）は、各サービス品目に共通して適用します。
イ　固定め、これによりコール・インテリ電話は、電気通信番号規則第９条第１号又は受ける通信は第 10条第２号に規定め、これによりコール・インテリする電気通

信番号よりコール・インテリ識別される電気通信設備とします。
ウ　携帯電話は、無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料線設備規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 18号）第３条第１

項において、契約種別の変更はできません。第１号に規定め、これによりコール・インテリする携帯無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料線通信を定め、これによりコール・インテリ提供します。する電気通信設備で使用します｡あって、電気通信番
号規則第９条第３号に規定め、これによりコール・インテリする電気通信番号によりコール・インテリ識別されるもの適用）とします。

エ　ＰＨＳは、は、電波法の規定に基づき当社が当社以外の施行うことがあります。規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 14号）第６条第４
項において、契約種別の変更はできません。第６号に規定め、これによりコール・インテリするＰＨＳは、の適用）陸上の不備があったとき移動を行うため局との間で行われる無線通信を提供する電との適用）間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいで使用します｡行うことがあります。われる無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料線通信を定め、これによりコール・インテリ提供します。する電
気通信設備で使用します｡あって、電気通信番号規則第９条第３号に規定め、これによりコール・インテリする電気通信番号に
よりコール・インテリ識別されるもの適用）とします。

オ　公衆電話は、東日までに、本電信電話株式会社及び同法に関する法令の規定に基づび同法に関する法令の規定に基づ西日までに、本電信電話株式会社が設置する公
衆電話設備又は受ける通信はディジタル公衆電話設備とします。　

カ　タイプ１（0037-6XXの適用）12桁)、タイプ２（050-55XXの適用）11桁)に接続で使用します｡きる発信端させ
末設備には制限ります。以がありコール・インテリます。
当社はそれを定め、これによりコール・インテリホームに係る情報発信又は当社等の商品やサーページまたは契約の適用）申込み）書を、契約事務を行うコール・インテリジェンス等を契約者に課金することができる電気通信サービに定め、これによりコール・インテリめます。

キ　通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）測定め、これによりコール・インテリ等を契約者に課金することができる電気通信サービ

(ア)通信料に係る契約る通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは、接続先との適用）通信が確立するものとします。したことを定め、これによりコール・インテリ当社が識別した時

刻から起算して、からコール・イン起算して１年間（当社は、し、利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料からコール・インの適用）通信終了の適用）信号を定め、これによりコール・インテリ受ける通信け、その適用）通信を定め、これによりコール・インテリで使用します｡きな審査・手続きを経たい状態になったとき

にした時刻から起算して、まで使用します｡の適用）経た過時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいとし、当社の適用）機器によりコール・インテリ測定め、これによりコール・インテリします。

（イ）当社の適用）設置した電気通信設備の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービ、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料に係る契約る利用者の承諾を得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料の適用）責めによらない理由により、電任の制限によらコール・インな審査・手続きを経た

い事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時にによりコール・インテリ、接続を定め、これによりコール・インテリ打ち切ったときは、上欄に規定する秒数に満たない端数ち切ったときは、上の不備があったとき欄に規定め、これによりコール・インテリする秒までごとに次の額）数である部分に限に満の端数が生じた場合は、その端たな審査・手続きを経たい端させ数である部分に限

の適用）通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいは、（ア）の適用）通信時間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいに含む利用期間が最低利用期間を超える場合は除きます。みません。

クに規定するところにより算定した料金額の支払　当社の適用）機器の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ正しく算定することができなかったしく算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリすることがで使用します｡きな審査・手続きを経たかった場合には、料の適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）取扱
い

　　　（ア）過去に受けた事が判明したとき１か月以上の不備があったときの適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）を定め、これによりコール・インテリ把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）することがで使用します｡きる場合には、料

　　　　　　機器の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ正しく算定することができなかったしく算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリすることがで使用します｡きな審査・手続きを経たかった日までに、前の適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）が把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）で使用します｡

きる各料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。月(最大な変更を生じまたはその虞があると認めら６ヶ月間とします。　月間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいとします。)における１日までに、平均の通信に関する料金（前６の適用）利用料が最低と

な審査・手続きを経たる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額に、算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリで使用します｡きな審査・手続きを経たかった期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）日までに、数である部分に限を定め、これによりコール・インテリ乗じて得た額じて得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料た額

　　　（イ）過去に受けた事が判明したとき１か月間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）を定め、これによりコール・インテリ把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）することがで使用します｡きな審査・手続きを経たい場合には、料

　　　　　機器の適用）故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービによりコール・インテリ正しく算定することができなかったしく算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリすることがで使用します｡きな審査・手続きを経たかった日までに、前の適用）実を証明する書類の提示を求め績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）が把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）
で使用します｡きる期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいにおける１日までに、平均の通信に関する料金（前６の適用）利用料又は受ける通信は故障が等を契約者に課金することができる電気通信サービの適用）回復後の約款によります。の適用）７日までに、間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいにおけ
る１日までに、平均の通信に関する料金（前６の適用）利用料の適用）うち低いほうの適用）値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額に、算して１年間（当社は、定め、これによりコール・インテリで使用します｡きな審査・手続きを経たかった期間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいの適用）日までに、数である部分に限
を定め、これによりコール・インテリ乗じて得た額じて得ること無くこの約款を変更することがあります。この場合には、料た額

４　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリ実を証明する書類の提示を求め施前に支払っていただきます。い又は受ける通信は支払っていただきます。わな審査・手続きを経たければな審査・手続きを経たらコール・インな審査・手続きを経たかった電気通信サービスの適用）料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その適用）

他の提供条件は、変更後の約款によります。の適用）債務を行う当社の事については、な審査・手続きを経たお従って、必要な審査・手続きを経た前の適用）とおりコール・インテリとします。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2022年4月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。

（実を証明する書類の提示を求め施期日までに、）

１　この適用）改正しく算定することができなかった規定め、これによりコール・インテリは、2023年1月1日までに、からコール・イン実を証明する書類の提示を求め施します。
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