重要事項説明（必読）
「電気通信事業法第 26 条（提供条件の説明）」に基づき、本サービスについてご説明いたします。下記は重要事項
ですので、十分ご理解いただいた上でお申し込みください。

サービス提供者：LINE モバイル株式会社
お問い合わせ先
LINE モバイル カスタマーセンター（受付時間：10:00〜19:00、年中無休）
お問い合わせ先電話番号：0120-142-275
ウェブページ：http://mobile.line.me/support/contact/

本サービスの内容
サービス名称：LINE モバイル
サービス種類：NTT ドコモ回線を使用したデータ通信及び通話サービス
サービス概要：本サービスは、NTT ドコモの LTE 及び 3G ネットワークを利用した音声通話/データ通信の SIM カードを
提供します。

 通信速度について
 LINE モバイルの通信速度は、高速通信時は下り最大 375Mbps、上り最大 50Mbps となり、低速通信時は

最大 200kbps となります。お客様がご利用されるエリア及び端末によって、最大通信速度は異なります。
 本サービスは、ベストエフォート型サービスのため、通信速度を保証するものではありません。お客様の端末環境

含む通信設備やネットワークの混雑状況等により、規格上の最大速度に対して実効速度が著しく低下すること
があります。

 通信速度の制限について
 動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行わ

れる通信等により、一定期間内の通信量が一定の基準を超過した場合において、お客様に事前に通知するこ
となく、速度や通信量を制限することがあります。

 サービス提供エリアについて
 利用可能エリアは NTT ドコモの LTE 及び 3G の利用可能エリアに準じます。
 サービス提供エリア内であっても、建物の中、地下若しくはトンネルなど電波の届きにくいところ、又は屋外でも電

波の弱いところではご利用いただけない場合があります。

1

 緊急通報について
 本サービスは、音声通話 SIM では緊急通報（110 番や 119 番など）ができますが、データ SIM 及びデータ

SIM（SMS 付き）では、緊急通報はできません。

 フィルタリングアプリについて
 18 歳未満の方が利用者となる場合、保護者からの申出がない限り、フィルタリングサービスの利用が法律上義

務付けられています。
 当社が提供するフィルタリングサービスをご利用される場合、登録されたメールアドレス宛に送付する案内に従っ

て、デジタルアーツ社が提供する i-フィルターをインストールし、有効にしてください。
※ 保護者には、18 歳未満の方のインターネットの利用状況を把握・管理するよう努力することが法律上義務
付けられています。
※ 18 歳未満の方のインターネットの利用にあたっては、健全な成長を著しく阻害する違法又は有害な情報の
閲覧等のリスクがあります。フィルタリングサービスの利用は、かかるリスクの軽減に有効な手段となります。
※ フィルタリングサービスの利用は上記リスクを完全に除去するものではありません。保護者による利用状況の
把握・管理が必要となります。
※ i-フィルター以外のフィルタリングサービスをご利用される場合、保護者の責任において、当該フィルタリングサ
ービスを有効にしてください。
※ i-フィルターのご利用には、別途提示する「i-フィルター for マルチデバイス 利用規約」に同意いただく必要
があります。
※ フィルタリングサービスの説明に関しては、「MVNO スマートフォン安心安全ガイド」もご覧ください。

 サービスお申込みの注意事項
 お申込みは必ずご契約者本人が行ってください。18 歳未満の方又は法人名義の方はご契約できません。ご契

約者が 18 歳以上 20 歳未満の場合、親権者の同意が必要となります。
 LINE モバイルの契約は、LINE モバイルウェブサイト又は店頭から行うことができます。郵送又は FAX などでの

契約は承っていません。なお、既に LINE モバイルをご利用中のお客様が追加で回線をご契約いただく場合は、
LINE モバイルウェブサイト内のマイページ（以下「マイページ」といいます。）からお申し込みできます。
 LINE モバイルでは、1 世帯あたりの契約数を５契約までとさせていただいております。なお、解約された契約につ

いても、一定期間は１世帯あたりの契約上限数として算定されます。
 本サービスでは、sp モードや docomo.ne.jp のメールアドレスなど NTT ドコモが提供するサービスを利用するこ

とはできません。
 本サービスでのメールアドレスの提供はありません。既にお持ちのメールアドレスや Gmail 等のフリーメールアドレス

をご利用ください。
 LINE モバイルウェブサイトからお申込みを行う場合、本サービスは、発送当日に発送完了を通知し、利用開始

の開通処理を行います。開通処理前に SIM カードがお手元に到着する場合があります。MNP 転入の場合は、
SIM カード到着後にお客様の電話番号切替えのお申込みをもって直ちに利用開始の開通処理を行います。な
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お、お客様からのお申込みにより電話番号の切替日を指定することはできませんのでご了承ください。お客様か
らの申込みがない場合、SIM カード到着の翌々日以降に順次、自動的に番号切替え及び開通処理が実施さ
れます。
 LINE モバイルウェブサイトから申込を行う場合、本サービスの利用開始日（MNP 転入の場合は除きます。）

は、SIM カード発送日の 2 日後（発送日当日は含みません。）となります。ただし、MNP 転入における本サー
ビスの利用開始日は、電話番号切替日の翌日となります。
 店頭で申込みを行う場合、お客様の店頭でのお申込み完了をもって直ちに店頭にて利用開始の開通処理を

行います。
 店頭で申込みを行う場合、本サービスの利用開始日（MNP 転入の場合も含みます。）は、店頭での開通処

理が完了した日の翌日となります。
 お申込み多数の場合などには、発送に遅れが生じる場合があります。
 本サービスをお申込みの際は、必ず「LINE モバイル サービス利用規約」に同意の上、お申し込みください。
 本人確認のため、運転免許証・日本国パスポート・健康保険証などの本人確認書類が必要です。詳しくは、こ

ちら（http://mobile.line.me/support/document/）をご覧ください。
 LINE モバイルのご登録情報は、本人確認書類と同じお名前・ご住所・生年月日などをご入力ください。お申込

み内容の不備により、本サービスお申込み手続後にもサービスを提供できない場合があります。
 お申込み手続と本人確認が完了次第、SIM カードを本人確認書類に記載のご住所宛に「転送不可」にて発

送します。
※お申込み内容の確認状況により、発送までにお時間がかかる場合があります。
 お申込み手続完了後、利用開始日以前のお客様都合によるキャンセルはできません。
 契約者と利用者が異なる場合、契約者が通話明細等の利用者のプライバシーその他の権利に関連するサービ

スを利用するにあたって、利用者の同意が必要となります。

 データ SIM 及びデータ SIM（SMS 付き）について
 データ SIM はデータ通信専用です。音声機能は付帯しません。国際ローミングには非対応です。
 データ SIM（SMS 付き）は、データ通信及び SMS がご利用いただけるサービスタイプです。音声機能は付帯

しません。国際ローミングには非対応です。

 音声通話 SIM について
 国際ローミング利用時に、データ通信は利用できません。
 音声通話 SIM は、月額基本利用料とは別に SMS 送信料、通話料が従量制にて発生します。

 端末セットについて
 端末の提供条件については、お支払回数に応じて、「LINE モバイル 端末購入規約」又は「LINE モバイル 割

賦購入規約」に準じます。
 端末セットをお申込みの場合、端末代金のお支払方法は、一括払い又は分割払い（24 回）をお選びいただ

けます。
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 お申込み完了後に、ご購入希望商品の在庫を先着順で確保いたします。在庫数によってはご購入いただくこと

ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
 端末は、お申込み手続と本人確認が完了次第、SIM カードとともに本人確認書類に記載のご住所宛に「転

送不可」にて発送します。
 商品の交換又は返品は受け付けないものとします。端末の保証については、端末毎の端末製造事業者の保

証規定又は海外製端末に限り当社が別途規定する保証規定に従います。別段の定めがない限り、当社は端
末の保証について一切の責任を負いません。

 オプションサービスについて
留守番電話・割込通話
 留守番電話又は割込通話のご利用には、音声通話 SIM カードごとのお申込みが必要です。
 留守番電話又は割込通話は、利用開始後もお申込みいただけます。留守番電話のみ又は割込通話のみの

解約も可能です。
通話明細
 通話明細はマイページにてご確認いただけます。各月の通話明細は、通話利用した月の翌々月より確認（過

去 6 ヶ月分の参照が可能）できます。
 月額利用料金（月額 100 円）は、利用開始日が属する月は無料で、利用開始日が属する月の翌月より

発生します。ただし、利用開始日が属する月に解約された場合、１ヶ月分の月額利用料金が発生します。な
お、主契約と同時にお申し込みされる場合、料金が割引される場合があります。
端末保証サービス
 端末保証サービスは、「LINE モバイル 端末購入規約」又は「LINE モバイル 割賦購入規約」に基づき購入さ

れた通信端末について、偶発的破損又は自然故障が発生した場合に、当該端末を修理又は交換端末と交
換できるサービスをいいます。保証対象は端末本体部分のみであり、SIM カード、電池パック、電源コード、取
扱説明書、その他の付属品は対象外となります。端末保証サービスの利用条件は、「LINE モバイル 端末保
証規約」に準じます。
 月額利用料金（月額 450 円）に加えて、端末交換又は修理の際には、端末交換・修理代金（1 回目：

5,000 円、2 回目：8,000 円）が必要となります。また、保証サービス利用申込後にお客様の都合により申
込が取り消されるなどの場合にキャンセル手数料（3,000 円）又は故障端末が当社に送付されないなどの場
合に違約金（40,000 円）の支払いが発生する場合があります。
 保証対象期間の終了日は保証開始月から 3 年後の同月末日までです。保証対象期間経過後は、自動解

約となります。本サービスが解約となる場合、オプションサービスである端末保証サービスも解約となります。
持込端末保証サービス
 持込端末保証サービスは、当社以外の者より購入した通信端末に偶発的破損又は自然故障が発生した場

合に、当該端末を修理又は交換端末と交換できるサービスをいいます。保証対象は端末本体部分のみであり、
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SIM カード、電池パック、電源コード、取扱説明書、その他の付属品は対象外となります。持込端末保証サー
ビスの利用条件は、「LINE モバイル 持込端末保証規約」に準じます。
 月額利用料金（月額 500 円）に加えて、端末交換又は修理のご利用に際して、端末交換・修理代金（1

回目：4,000 円、2 回目：8,000 円）が必要となります。また、保証サービス利用申込後にお客様の都合
により申込が取り消されるなどの場合にキャンセル手数料（3,000 円）又は貸出機が当社に返却されないな
どの場合に違約金（40,000 円）の支払いが発生する場合があります。
 端 末 交 換 又 は修 理 の ご 利用 に 際 し て、 通 信 端 末 の修 理 代 金 又 は交 換 端 末の 代 金 が 保 証 上 限額

（50,000 円）を超過する場合、保証上限額を超過した金額についての支払いが必要となります。
 自然故障の場合における保証対象期間の終了日は、各端末メーカーの発売月から 3 年後の同月末日までで

す。偶発的破損の場合における保証対象期間の終了日は、持込端末保証契約の終了日までです。本サービ
スが解約となる場合、オプションサービスである持込端末保証サービスも解約となります。
10 分電話かけ放題
 10 分電話かけ放題は、「いつでも電話」アプリを利用しての発信又は通話先電話番号の前に「0035-45」を

付加して発信した場合に、１音声通話あたり 10 分以内の日本国内間の通話料金が無料となるサービスです。
10 分電話かけ放題の利用条件は、「音声通話サービス特約」に準じます。
 月額利用料金（月額 880 円）は利用開始日が属する月より発生します。月の途中のお申込みの場合も、

月額利用料金が満額発生します。
 10 分を超える通話については、10 円/30 秒の通話料金が別途発生します。

LINE MUSIC オプション
 LINE MUSIC オプションは、LINEMUSIC 株式会社が有料で提供するサブスクリプションサービスの利用権の

付与等に係るサービスです。利用条件は、「LINE MUSIC オプション特約」に準じます。
 月額利用料金（月額 750 円）は、利用開始日が属する月は無料で、利用開始日が属する月の翌月より

発生します。ただし、利用開始日が属する月に解約された場合、１ヶ月分の月額利用料金（750 円・税抜）
が発生します。なお、主契約と同時にお申し込みされる場合、料金が割引される場合があります。

 カウントフリーについて
 カウントフリー機能とは、当社が規定する特定のデータ通信をデータ通信利用容量のカウント対象外とする機能を

いいます。当社は、カウントフリー機能に係る業務を MVNE（仮想移動体サービス提供者）に委託しており、
MVNE は、カウントフリー機能の実現のために必要最低限のデータ（IP アドレス、ポート番号、パケット内容のうち
ヘッダの一部（テキスト、動画、画像等のデータ内容含まない部分））を機械的及び自動的に識別することで、
カウントフリー対象を識別しております。

 SMS のご利用について
 SMS は、データ SIM（SMS 付き）又は音声通話 SIM でご利用可能です。
 SMS のご利用は、月額基本利用料とは別に SMS 送信料が従量制にて発生します。SMS 送信料は、利用

開始月から発生します。
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 SMS 送信料は、送信文字数により異なります。端末又はアプリによっては全角最大 670 文字（半角英数字

のみの場合は 1530 文字）までの文字メッセージを送受信できます。全角 71 文字（半角英数字のみの場合
は 161 文字）以上の文字メッセージを送信した場合、端末又はアプリによってはメッセージが分割されて届く場
合があります。1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字（半角英数字のみの場合は 160 文字）以内の
場合 200 回未満となります。

 サービスのご利用に必要なもの
 SIM カード単品をお申込みの場合、LTE に対応し、技術基準に適合した（技適マークの付いた）端末が必

要となります。
 「動作確認済み端末一覧」より当社で動作確認を行った端末をご確認いただけます。

 モバイルナンバーポータビリティ（MNP）について
音声通話 SIM カードは、MNP による転入又は転出を行うことができます。
MNP 転入について
 MNP 転出手続きを転出元の事業者で行っていただく必要があります。
 MNP 予約番号の有効期限の残日数が、有効期限当日を含め 10 日以上残っている必要があります。残日

数が 10 日未満の場合は、MNP 予約番号の再発行を行ってください。
 MNP 転入の際は、ご利用中の携帯電話会社に登録されているご契約者情報、LINE モバイルへの登録情報、

本人確認書類に記載された情報は、すべてが一致している必要があります。
 MNP 転入の際、KDDI（au）やソフトバンクモバイルの端末については、通信方式の違いや SIM ロックを解除

できないことから利用できないケースが多く、当社での動作確認は行っておりません。詳しくはご利用中の携帯電
話会社の販売店又はカスタマーセンターまでお問い合わせください。
 LINE モバイルウェブサイトから申込を行う場合、お申込み後、SIM カードが届いた翌々日以降、順次電話番

号の切替えが自動的に行われ、切替作業が完了次第、LINE モバイルのご利用が可能となります。また、SIM
カードが到着後、電話番号の切り替えを翌々日以前にご希望されるお客様は、マイページよりお手続ください。
なお、SIM カードの切替日は指定できませんのでご注意ください。
 店頭で申込を行う場合、お申込み当日に電話番号の切替えが行われ、切替作業が完了次第、LINE モバイ

ルのご利用が可能となります。
 電話番号切替えの申込みから電話番号が切り替わるまでの時間は、LINE モバイルウェブサイトから申込みを

行う場合は数分から１時間以内、店頭で申込みを行う場合は店頭での混雑具合にもよりますが 1 時間程度
かかります。切替手続開始後、ご利用中の携帯電話会社の SIM カードは使えなくなり、新しい SIM カードが開
通されます。
 商品の受け取りが行われなかった場合は、LINE モバイルの契約を解除させていただく場合がございます。利用を

ご希望の場合、MNP 予約番号の再発行後に改めてお申込みいただく必要があります。なお、再度のご契約は、
契約解除後の翌月 10 日以降から可能となります。
 一部の仮想移動体通信事業者からの MNP 転入の場合、利用開始月に一部機能制約があることをご了承く

ださい。
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 お申込み受付後、お客様都合によるお手続のキャンセルは行えませんので、ご注意ください。

MNP 転出について
 お客様が、当社に対し MNP 転出を通知した場合は、本サービスの解約を通知したものとみなされます。本サー

ビスの解約日は、MNP 転出手続きの完了日とします。解約月の月額基本利用料は全額発生します。また、
MNP 転出手数料 3,000 円（税抜）が別途かかります。MNP 転出完了後、MNP 転出手数料をご請求さ
せていただきます。
 転出先の事業者によって、本サービスからの MNP 転出ができない場合があります。
 MNP 転出のお申し込み翌日以降、登録されたメールアドレス宛に転出用の MNP 予約番号をお知らせいたし

ます。
 当社から MNP 転出した場合、当社への再度の MNP 転入は一定期間行えませんので、ご注意ください。

ご利用料金について
 本サービスの料金及びその他の費用（料金等）として、初期費用（登録事務手数料及び SIM カード発行

手数料）、月額基本利用料、ユニバーサルサービス料などを請求させていただきます。データ量の追加やオプシ
ョンサービス等の付加機能サービスを使用する場合には、サービスごとの利用料を請求させていただきます。また、
契約終了の際には、SIM カード損害金を請求させていただく場合がございます。料金等の詳細については、別
紙をご参照ください。
 月額基本利用料及びユニバーサルサービス料は、利用開始日の属する月の末日まで無料で、利用開始日の

翌月 1 日より発生します。ただし、利用開始日以降、LINE モバイルの契約を利用開始日の属する月に解約さ
れた場合、1 ヶ月分の月額基本利用料及びユニバーサルサービス料が発生します。
 通話料や SMS 送信料等の従量料金は翌々月に請求します。一部料金については更に遅れての請求となる

場合があります。
 お支払いはクレジットカード、LINE Pay カード又は LINE Pay 決済（LINE Pay アカウントにクレジットカードが

登録されている場合に限ります。）となります。なお、契約者が当社から端末を割賦購入する場合、LINE
Pay カード又は LINE Pay 決済によるお支払いはできません。
 クレジットカードでのお支払いの場合、ご契約者名義と同一名義のクレジットカードのみご利用いただけます。ご

利用可能なクレジットカードは、5 大国際ブランド（Visa、MasterCard、JCB、AMEX、Diners）のほか、日
本国内の各種クレジットカード会社発行のクレジットカードになります。なお、デビットカードはご利用いただけませ
ん。
 国際電話や国際ローミングには以下の利用停止目安額を設定しています。利用停止目安額の変更はできま

せん。なお、サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。ま
た本制限額を超過して利用された場合、その事由によらず当該利用により発生した料金の減免はいたしませ
ん。


国際電話（20,000 円）



国際ローミング（50,000 円）
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 お客様の通話料金が、平均的なユーザーの利用実績又はお客様の利用実績と比較して著しく高額となってい

ることが確認された場合、当社はお客様に対してご利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりそ
の確認ができない場合、当社は、ご利用の回線を当月の月末まで停止することがあります。

キャンペーンについて
 開催中のキャンペーン内容については、「LINE モバイルウェブサイト」及び「LINE MOBILE 公式ブログ」をご覧く

ださい。
 LINE モバイルで開催するキャンペーンは予告なく変更又は終了する場合がございます。
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契約内容の変更又は解約について
 利用開始日以降、内容の変更又は解約はマイページより行ってください。マイページによるお手続には、ログイン

ID 及びパスワードが必要となります。
 お申込み後のサービスタイプの変更（例えば、データ SIM から音声通話 SIM への変更、データ SIM からデータ

SIM（SMS 付き）への変更又は音声通話 SIM からデータ SIM への変更など）はできません。
 解約は、当社が解約申込みを受領した月の末日にその効力を生じます。ただし、月末日にお申込みの場合、

解約日が翌月末になる場合があります。MNP 転出における解約は、MNP 転出完了日にその効力を生じます。
解約申込日にかかわらず、解約月の料金の日割りはいたしません。
 本サービスは初期契約解除制度の対象外のサービスです。音声通話 SIM をご利用の場合、利用開始日から

起算し、利用開始日の翌月から 12 ヶ月目の末日（末日を含みます。）までの期間（以下「最低利用期間」
といいます。）に、本サービスの解約又は MNP 転出をする場合（通知日ではなく解約の効力発生日を基準と
します。）には別紙記載の解約手数料が発生します。データ SIM 及びデータ SIM（SMS 付き）には、最低
利用期間はありません。MNP 転出の場合は MNP 転出手数料が別途かかります。料金等の詳細については、
別紙をご参照ください。
 本サービスを解約後であっても、回線処理の状況により SMS 送信や音声通話などの機能がご利用可能な場

合があります。当該機能のご利用が確認できた場合は、サービス解約日にかかわらず、当該利用に起因する料
金を請求します。
 本サービスの解約後は、SIM カードは下記住所宛に送料自己負担にてご返却ください。

〒277-0834
千葉県柏市松ヶ崎新田字水神前 13-1
ロジポート北柏 501 LINE モバイル株式会社 返却窓口
 ご返却いただけなかった場合、又はご返却いただいた SIM カードに破損や切断などの異常が見つかった場合は、

SIM カード損害金を請求させていただく場合があります。

※本重要事項説明の記載内容は 2018 年 2 月 1 日時点のものです。
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別紙
1. 適用
本別紙に記載する料金額は、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本
サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。なお、オプションサービス料金その他の料金につきましては、下記の
料金表に定めるとおりとします。
2. カウントフリー対象サービス
(1) LINE フリー
LINE フリーでは、コミュニケーションアプリ「LINE」のご利用（下表 1 記載のご利用に限ります。）に伴い発生する
データ量が、カウントフリーの対象となります。
【表 1】「LINE」の利用におけるカウントフリー対象表
テキスト及び音声メッセージの送受信
トーク機能のご利用

スタンプ・画像・動画・その他ファイルの送受信
無料通話・ビデオ通話

タイムライン機能のご利用

画面表示・投稿（画像・動画含みます。）

ニュース機能のご利用

「ニュースタブ」画面の表示（画像・動画含みます。）
スタンプ・着せ替えのダウンロード

その他のご利用

アカウント設定に関わるご利用
友だち一覧画面の表示・友だち追加
「その他」画面の表示

※下記のサービスのご利用に伴い発生するデータ通信量は、カウントフリーの対象外となります。
① 外部リンクへの接続（LINE アプリ内で友だちから共有された又はタイムライン／ニュースタブ上で表示されたリ
ンク先のウェブサイトなどへの接続を指します。）
② LINE アプリ内で LINE トーク画面等に配信されるライブストリーミング動画（LINE LIVE 機能）のご利用
③ LINE 株式会社が提供する「LINE」アプリ以外のアプリサービス及びウェブサービスのご利用
(2) コミュニケーションフリー
コミュニケーションフリーでは、LINE フリーのカウントフリーに加えて、「Twitter」、「Facebook」及び「Instagram」
のご利用（下表 2 記載のご利用に限ります。）に伴い発生するデータ通信量が、カウントフリーの対象となりま
す。
【表 2】「Twitter」、「Facebook」及び「Instagram」の利用におけるカウントフリー対象表
タイムライン画面の表示・投稿（画像・動画含みます。）
Twitter

「ホーム」「ニュース」「通知」の画面表示
メッセージ機能のご利用
プロフィールの編集
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タイムライン／ニュースフィード画面の表示・投稿（画像・動画含みます。）
Facebook

「リクエスト」「お知らせ」「その他」の画面表示
プロフィールの編集
タイムラインの画面表示・投稿（画像・動画含みます。）
ストーリーの画面表示・投稿（画像・動画含みます。）

Instagram

検索画面での検索・検索結果表示（画像・動画含みます。）
アクティビティの画面表示
ダイレクトメッセージのご利用
プロフィールの編集

※下記のサービスのご利用に伴い発生するデータ通信量は、カウントフリーの対象外となります。
① 外部リンクへの接続
② Facebook Live（Facebook 上でのライブストリーミング動画）及び Facebook が提供する Messenger
のご利用
③ Twitter のライブストリーミング動画（Periscope）のご利用
(3) MUSIC＋
MUSIC＋では、コミュニケーションフリーのカウントフリーに加えて、「LINE MUSIC」のご利用（下表 3 記載のご
利用に限ります。）に伴い発生するデータ通信量が、カウントフリーの対象となります。
【表 3】「LINE MUSIC」の利用におけるカウントフリー対象表
LINE
MUSIC

「ホーム」「カテゴリ」「検索」「マイミュージック」の各画面表示・ご利用
音楽・音声の視聴
オフライン再生のための音源保存（楽曲のダウンロード）

※楽曲の視聴及びダウンロードのご利用については、音楽が快適にご利用いただける範囲で独立の速度設定をさせ
ていただいております。楽曲の視聴及びダウンロードをご利用中でも、他の通信も安定してご利用いただけます。
※「LINE MUSIC」におけるストリーミング音量設定の推奨は「音質-中」以下です。「音質-高」で長時間ご利用いた
だいた場合、帯域を長時間占有する他のお客様の迷惑となる利用と判断し、通信を制限する場合があります。
【その他留意事項】


上記のカウントフリー対象サービスについては、アプリケーションでのご利用のみならず Web ブラウザでのご利用につ
いてもカウントフリー対象となります。アプリケーションでのご利用については、公式アプリのみカウントフリー対象とな
ります。



上記においてカウントフリー対象とご案内しているデータであっても、Wi-Fi など LINE モバイル以外のネットワークで
のアプリケーションのご利用中に、当該別のネットワークから LINE モバイルへ切替えがなされた場合や、アプリケー
ションの更新に伴う識別子の変更などの理由により、カウントフリーの対象外として認識される場合があります。



上記のカウントフリー対象となる「動画」は、それぞれのアプリの機能から投稿されたものが対象となります。外部サ
イトを埋め込む方法により再生される動画（YouTube など）については、カウントフリーの対象外となります。
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「LINE フリー」、「コミュニケーションフリー」又は「MUSIC＋」のいずれのプランであっても、LINE モバイルウェブサイ
ト内のマイページ（以下「マイページ」といいます。）への接続はカウントフリー対象となります。



カウントフリー機能の利用により、他のお客様のご迷惑となるような、大容量のデータの継続的な送受信などを行
った場合に、一時的に通信を制限する場合があります。



上記カウントフリー対象サービスの範囲は、今後、変更又は追加されることがあります。変更又は追加された後の
カウントフリー対象サービスの範囲は、既にご契約いただいたお客様にも適用されます。



「カウントフリー」は NTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

3. プラン変更
同一のサービスタイプ内でのプラン変更（例えば、LINE フリーのデータ SIM（SMS 付き）１GB からコミュニケーショ
ンフリーのデータ SIM（SMS 付き）３GB への変更又は LINE フリーの音声通話 SIM１GB からコミュニケーションフ
リーの音声通話 SIM３GB への変更など）をすることが可能です。変更後のプランは、お申し込みいただいた日の属す
る月の翌月 1 日からのご利用となります。月末日のお申込みの場合、翌々月の適用となる場合があります。
4. 料金額
(1) 初期費用（税抜）
登録事務手数料 ※１※２※3
SIM カード発行手数料

3,000 円
400 円

※1 当社のエントリーパッケージを購入し本サービスを申し込む場合、お申込みの際にパッケージ内に記載のエントリ
ーコードを入力することで登録事務手数料の支払いを要しません。なお、エントリーコードには有効期限があり、
また一度お申込みが完了したエントリーコードは再利用できません。
※2 店頭販売においてパッケージ購入料をお支払いいただいた場合、登録事務手数料を別途お支払いいただく必
要はありません。
※3 マイページから追加で回線をお申し込みいただいた場合、又は、招待 URL（本サービスに係る契約を当社との
間で締結されている他のお客様が自らのマイページにおいて発行した URL をいいます。）を経由して申し込みい
ただく場合、登録事務手数料は以下のとおりとなります。なお、記載している登録事務手数料は、1 回線あたり
の金額です。
・音声通話 SIM：無料
登録事務手数料

・データ SIM（SMS つき）：500 円
・データ SIM：1000 円

(2) LINE フリー 月額基本利用料
データ SIM（税抜）
1GB

500 円/月
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データ SIM（SMS 付き）（税抜）
1GB

620 円/月

音声通話 SIM（税抜）
1GB

1,200 円/月

(3) コミュニケーションフリー 月額基本利用料
データ SIM（SMS 付き）（税抜）
3GB

1,110 円/月

5GB

1,640 円/月

7GB

2,300 円/月

10GB

2,640 円/月

音声通話 SIM（税抜）
3GB

1,690 円/月

5GB

2,220 円/月

7GB

2,880 円/月

10GB

3,220 円/月

(4) MUSIC+ 月額基本利用料
データ SIM（SMS 付き）（税抜）
3GB

1,810 円/月

5GB

2,140 円/月

7GB

2,700 円/月

10GB

2,940 円/月
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音声通話 SIM（税抜）
3GB

2,390 円/月

5GB

2,720 円/月

7GB

3,280 円/月

10GB

3,520 円/月

(5) その他の料金（税抜）

データ量の追加 0.5GB ※１

500 円

データ量の追加１GB ※１

1,000 円

データ量の追加３GB ※１

3,000 円

SIM サイズ変更手数料

3,000 円

SIM カード再発行手数料

3,000 円

SIM カード損害金

3,000 円

MNP 転出手数料

3,000 円

解約手数料 ※2

9,800 円
・音声通話 SIM：2 円/月

ユニバーサルサービス料 ※3

・データ SIM（SMS つき）：2 円/月
・データ SIM：無料

※1 追加データ量の利用の有効期限は、データ量の追加を行った日の属する月の翌月末日となります。追加データ
量は、データプレゼントの対象外となります。
※2 音声通話 SIM の契約を、最低利用期間内に解約又は MNP 転出をした場合の費用です。
※3 ユニバーサルサービス料は SIM カード 1 枚ごとに発生します。ユニバーサルサービス料は、一般社団法人電気通
信事業者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じて料金が変更される場
合があります。
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(6) データプレゼント
データプレゼントとは、当該料金月に付与された通信量を、本サービスを利用している他のお客様に付与及び他のお
客様から授受する機能をいいます。データプレゼントは、無料で本サービスに自動的に付帯されます。他のお客様から
授受した通信量の利用については、授受した日に属する月の末日が有効期限となります。
(7) フィルタリングアプリ
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成 20 年法律第 79 号）第
17 条に基づき、18 歳未満の方が利用者となる場合、保護者が不要の申出をしない限り、フィルタリングの利用が義
務付けられています。当社は、フィルタリングアプリとしてデジタルアーツ社が提供する i-フィルターを無料で提供しており
ますが、ご利用の場合は当社が指定する方法でのお申込みが必要となります。
(8) LINE ポイント付与
契約者は、本サービスの月額基本利用料（税別）100 円当たり 1 ポイントの LINE ポイント（算出された LINE ポ
イント数に端数が発生する場合は四捨五入します。）が LINE 株式会社から付与されます。LINE ポイント付与は、
毎月１日時点でご利用されているプランに対して毎月 10 日前後に付与されます。LINE ポイント付与には、LINE 株
式会社が提供するアプリ「LINE」への登録及び契約者 ID 連携が必要となります。また、LINE ポイントの取得及びご
利用条件については、LINE 株式会社の「LINE ポイント利用規約」が適用されます。
5. オプションサービス（税抜）
留守番電話

300 円/月

割込通話

200 円/月

通話明細 ※1

100 円/月

端末保証サービス ※2

450 円/月

持込端末保証サービス ※2

500 円/月

10 分電話かけ放題 ※3

880 円/月

LINE MUSIC オプション ※4

750 円/月

※1 通話明細はマイページにてご確認いただけます。各月の通話明細は、通話利用した月の翌々月より確認（過
去 6 ヶ月分の参照が可能）できます。主契約の締結後にお申し込みの場合、申込月は無料で、申込月の翌
月より月額料金が発生します。ただし、申込月に解約された場合、１ヶ月分の月額料金が発生します。主契
約と同時にお申し込みの場合、申込月及びその翌月は無料で、申込月の翌々月より月額料金が発生します。
※2 端末保証サービス及び持込端末保証サービスは、当社又は当社指定のシステムに登録された通信端末に偶
発的破損又は自然故障が発生した場合に、当該端末を修理又は交換端末と交換できるサービスをいいます。
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「LINE モバイル 端末購入規約」又は「LINE モバイル 割賦購入規約」に基づき購入された通信端末について
は端末保証サービスがご利用でき、他社で購入された通信端末については持込端末保証サービスがご利用い
ただけます。ご利用に際しては、上記の月額利用料金に加えて、端末交換・修理代金などの規約に定めるその
他料金が発生します。ご利用条件の詳細については、「LINE モバイル 端末保証サービス規約」及び「LINE モ
バイル 持込端末保証サービス規約」をご確認ください。
※3 10 分電話かけ放題は、「いつでも電話」アプリを利用しての発信又は通話先電話番号の前に「0035-45」を
付加して発信した場合に、１音声通話あたり 10 分以内の日本国内間の通話料金が無料となるサービスをい
います。10 分を超える通話については 10 円/30 秒(税抜)の通話料金が別途発生します。ご利用条件の詳
細については、「音声通話サービス特約」をご確認ください。
※4 LINE MUSIC オプションは、LINEMUSIC 株式会社が有料で提供するサブスクリプションサービスの利用権の
付与等に係るサービスをいいます。ご利用条件の詳細については、「LINE MUSIC オプション特約」をご確認くだ
さい。
6. 通話料/SMS 利用料（税抜）
通話料 ※1※2

20 円/30 秒

「いつでも電話」通話料※3

10 円/30 秒

SMS 送信料（国内） ※4

3〜30 円/通

SMS 送信料（国際） ※4※5
SMS 受信料

50〜500 円/通
無料

※1 国際通話及び国際ローミング利用の場合には、NTT ドコモが Xi サービス契約約款及び国際電話サービス契約
約款にて定める料金と同額の通話料金が発生します。
※2 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、別料金が発生します。
※3 「いつでも電話」アプリを利用しての発信又は通話先電話番号の前に「0035-45」を付加して発信した場合に
は、日本国内の通話料が 10 円/30 秒（税抜）で利用できます。「いつでも電話」は、本サービス（音声通話
SIM ご利用の場合に限ります。）に自動的に付帯されます。ご利用条件の詳細については、「音声通話サービ
ス特約」をご確認ください。
※4 SMS の 1 回あたり送信料金（送信通数）は送信文字数に応じて変わります。
※5 データ SIM（SMS 付き）の場合、海外で送受信することはできません。
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