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ホームアンテナFTの利用に係る規約 
 

ソフトバンク株式会社 
 

第1章 総 則 
 

第1条（規約の適用） 

本規約は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）がフェムトセル小型基地局（第

2条（定義）第2号で定義します。）を設置するにあたり遵守していただく事項等について定め

ます。 

ホームアンテナFT（以下「本サービス」といいます。）は、3G通信サービス（第2条（定義）

第1号で定義します。）の電波状況改善を目的として、お客さまの電波改善希望場所に当社の

フェムトセル小型基地局を設置するものです。 

2 当社は、当社 Web サイトに変更後の本規約を予め掲載し、公表することにより本規約を

変更することがあります。その場合には、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。 
 

第2条（定義） 

本規約で使用する用語の定義は以下の通りとします。なお本規約に定義のない用語は、当社

3G通信サービス契約約款で定義するものとします。 

(1)「3G 通信サービス」とは、3G 通信網を使用して当社又は当社の指定する特定役務提供

事業者（本規約では「SB パートナーズ株式会社」を指します。）が提供する電気通信サー

ビスをいいます。 

(2)「フェムトセル小型基地局」とは、フェムトセル機器をBBサービスと接続して3G通信

網と伝送交換することにより極小の3G通信サービスエリアを作り出す基地局をいいます。 

(3)「フェムトセル機器」とは、フェムトセル小型基地局を構成し、3G通信サービスの電波

を発する機能を有する当社が貸与した機器をいいます。 

(4)「小型基地局設備」とは、以下の機器を総称します。 

・フェムトセル機器 

・フェムトセル機器が3G通信網と伝送交換する際に接続するBBサービス 

・フェムトセル機器がBBサービスに接続する際に使用する当社が貸与した接続機器 

(5)「フェムトセル機器等」とは、以下の機器を総称します。 

・フェムトセル機器 

・フェムトセル機器がBBサービスに接続する際に使用する接続機器のうち、当社がお

客さまに貸与する接続機器（専用ADSLモデム、光BBユニット、LANケーブル等） 

(6)「BBサービス」とは、ADSL、光通信等によるブロードバンド回線をいい、回線終端装

置を含みます。 

(7)「回線終端装置」とは、ブロードバンド回線の終端場所に設置されるADSLモデム等の

機器をいいます。 

(8)「専用ADSL」とは、別表記載の推奨ブロードバンド提供事業者が当社に提供する、フェ

ムトセル小型基地局専用のBBサービスをいいます。 

(9)「アナログ回線」とは、別表記載の指定アナログ回線をいいます。 

(10)「利用契約」とは、本規約に基づきお客さまと当社との間に締結される契約をいいます。 

(11)「お客さま」とは、当社に利用契約を申し込んだ方及び当社と利用契約を締結した方を

いいます。 

(12)「設置工事」とは、フェムトセル機器等を設置（設定を含みます。）し電源を入れる作業

をいいます。 

(13)「撤去工事」とは、利用契約が終了した場合に、フェムトセル機器等を撤去する作業を

いいます。 

(14)「工事等」とは、電波状況及び設置場所の調査、フェムトセル機器の設置工事、撤去工

事、再設定並びにフェムトセル機器の保守、改良、交換その他必要となる作業をいいます。 

(15)「工事施工会社」とは、当社より依頼を受け、フェムトセル機器の工事等を行う会社・

団体をいいます。 

(16)「設置場所」とは、お客さまが当社に、フェムトセル機器等を設置する旨届け出た住所

をいいます。 
 

第2章 利用契約の成立等 
 

第3条（利用契約の申込み） 

お客さまは、専用端末での申込みその他当社所定の方法により申込みを行うものとします。な

お法人のお客さまが申し込む場合は、当社が求める書類の提出を要するものとします。 

2 お客さまは、以下の各号のいずれかに該当する場合に申込みできます。また、第1号また

は第2号に基づき申し込む場合は、対象となる3G通信サービスにかかる契約（以下、「申

込時3G契約」といいます。）を当社に届け出るものとします。 

(1) 個人名義で3G通信サービス（3Gプリペイドサービスを除きます。）を契約しているお

客さま 

(2) 法人名義で3G通信サービス（3Gプリペイドサービスを除きます。）を契約しているお

客さま。なお設置場所は、事業用建物だけでなく、役員及び従業員の自宅など居住を目的と

した建物でも構いません。 

(3) 3G通信サービス（3Gプリペイドサービスを除きます。）を契約していない法人のお客さ

ま。ただし設置場所が、居住以外を目的とした建物の屋内であり、当社が定める基準以上の

3G通信サービスの利用が見込める場合に限ります。 

3 お客さまは、以下の各号の条件をすべて満たす場合に申込みできます。 

(1) 前項第1号及び第2号のお客さまが、申込時3G契約について、本サービスの利用契約

を未だ締結していないこと。 

(2) 前項第1号及び第2号のお客さまが、申込時3G契約について、本サービス以外の電波

状況改善を目的とする契約を当社と締結していないこと。 

(3) 前項第1号の場合、お客さまが満20歳以上であること、又は満12歳以上満20歳未満

でありかつ当社の求める書類を提出すること。 

(4) お客さまが、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられた場合は、

その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること、

及びお客さまが無線局の免許又は登録の取消しを受けた場合は、その取消しの日から 2 年

を経過していること。 

4 お客さまは、本サービスを申し込む場合、当社規約「ホームアンテナFTの運用管理に関

する規約」に同意するものとします。 
 

第4条（設置場所等の条件） 

フェムトセル機器等の設置場所は、以下の各号の条件をすべて満たすことが必要です。 

(1) 土地に定着した建物の中であること。 

(2) 医療施設/医療福祉施設又は引火性物質取扱施設の中に設置する場合は、お客さまは予め

以下の事項に同意していること。また、お客さまが当該施設の管理者（以下「施設管理者」

といいます。）でない場合は、お客さま自らの責任で施設管理者に以下の事項を説明して、

施設管理者の同意を得ていること。なお、お客さまと施設管理者の間の同意の有無及び内

容に関しては、当社ではなくお客さまが一切の責任を負うものとします。 

<医療施設/医療福祉施設の場合> 

・お客さま（以下、本号においては施設管理者を含みます）は、当該施設内のフェムト

セル小型基地局を設置する場所をマークや標識で明示するなどの方法により自らの

責任と判断において指定し、当該施設内での携帯電話使用可能エリア及び使用禁止エ

リアを当該施設の関係者及び利用者に周知するほか、当該施設内の携帯電話の使用に

ついて責任をもって管理すること。 

・お客さまは、当該施設内での携帯電話及びフェムトセル小型基地局の電波が医療機器

に及ぼすリスクについて「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引

き（電波環境協議会）」等により理解していること、及び当該リスクについてはお客さ

まが責任を負い、当社に対しては責任を問わないこと。 

<引火性物質取り扱い施設の場合> 

・お客さまは、当該施設内での関係者及び利用者による携帯電話の利用可否を判断した

うえで、当該施設内の危険物への引火その他火災等の恐れがない場所をフェムトセル

小型基地局の設置場所として自らの責任と判断において指定し、関係者及び利用者に

対し適切な管理及び指示を行うこと。 

・お客さまは、当該施設内にフェムトセル小型基地局を設置することによる引火その他

火災等のリスクについて責任を負い、当社に対しては責任を問わないこと。 

(3) 当社が工事等のために立ち入ることが困難な場所でないこと。 

(4) フェムトセル機器等の設置工事を行うことが可能な場所であること（フェムトセル機器

等を BBサービスに接続できる場所であること、フェムトセル機器等に電源供給が可能な

ことを含みます。） 

(5) 設置場所となる建物にお客さま以外に所有者その他利害関係人がある場合、お客さまが

予め当該利害関係人から、設置工事につき同意を得ていること。 

(6) 高温多湿等によりフェムトセル機器の動作に影響を及ぼすおそれがないこと。 

(7) 3G通信サービスの電波状況改善が必要であり、かつフェムトセル機器が電波状況改善に

有効な場所であること。 

(8) フェムトセル機器等の設置により他のお客さまの通信に影響を及ぼすおそれがないこと。 

(9) 設置場所に、フェムトセル機器が設置されていないこと。 

(10) 設置場所に、フェムトセル機器以外の電波状況改善を目的とした当社提供機器が設置さ

れていないこと。 

(11) 法令上の規制を満たすこと。 

(12) 以上各号のほか当社が別途定める条件を満たすこと。 
 

第5条（BBサービスの条件） 

設置場所においてBB サービスが開通している場合は、当該BB サービスは、以下の各号の

条件をすべて満たすことが必要です。 

(1) BBサービスを提供するブロードバンド事業者が、フェムトセル機器の接続を許可するこ

と。 

(2) BB サービスを提供するブロードバンド事業者の他のサービス等に支障をきたさないこ

と、及びそのおそれがないこと。 

(3) BBサービスが開通された住所が、設置場所と同一であること。 

(4) BB サービスに接続された回線終端装置又は同装置に接続されたHUB やルーターのイ

ーサネットポートに空きポートがあること。 

(5) BBサービスの通信速度、パケットロス、通信遅延その他の事項が当社所定の基準を満た

すこと。 

(6) 以上各号のほか当社が別途定める条件を満たすこと。 

2 設置場所において利用可能なBB サービスが開通していない場合、専用ADSL の開通が

必要です。専用ADSLの開通には、以下の各号の条件をすべて満たすことが必要です。 

(1) 設置場所においてアナログ回線が開通されていること。 

(2) 前号のアナログ回線又は電話ケーブルに専用ADSLを重畳できること。 

(3) 前号の専用ADSLの通信速度、パケットロス、通信遅延その他の事項が当社所定の基準

を満たすこと。 

(4) 以上各号のほか当社が別途定める条件を満たすこと。 

3 第1項のBBサービスがお客さま名義で開通されている場合、お客さまは当社規約「ホー

ムアンテナFTに係る通信回線利用等に関する規約」に同意するものとします。またお客さ

まは、BBサービスが定額制サービスでない場合、フェムトセル小型基地局経由の通信もBB

サービス通信量に加算され、ブロードバンド事業者からの料金請求の対象となることに同

意するものとします。 

4 第1項のBBサービスが第三者名義で開通されている場合、お客さまは当該第三者より前

項の同意を得るものとします。 

5 第2項第1号のアナログ回線がお客さま名義で開通されている場合、お客さまは当社規約

「ソフトバンクモバイル事業利用回線のADSL重畳に係る規約」に同意するものとします。 

6 第2項第1号のアナログ回線が第三者名義で開通されている場合、お客さまは当該第三者

より前項の同意を得るものとします。 
 

第6条（利用契約の承諾） 

当社は、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承諾しないことがありま

す。 

(1) 申込みが第3条（利用契約の申込み）から第5条（BBサービスの条件）までの条件を

満たさない場合、又は満たさないおそれがある場合 

(2) 申込みの際の届出事項又は提出書類に、虚偽の記載、誤記、記載漏れ又は不提出等の不

備がある場合 

(3) お客さまが当社又は特定役務提供事業者が提供するサービスに係る債務の支払を遅延し

ている場合、又は遅延するおそれがある場合 

(4) お客さまが過去に当社若しくは特定役務提供事業者が提供するサービスに係る契約に違

反したことがある場合、又は現に違反している場合 

(5) 申込みを承諾することが、当社に技術上又は業務上著しい支障がある場合 

(6) 以上各号のほか当社が申込みを承諾することが適当でない場合 
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2 前項にかかわらず、申込みが第3条（利用契約の申込み）第3項第2号及び第4条（設置

場所等の条件）第10号の一方若しくは双方のみを満たさず、他の条件をすべて満たしてい

る場合は、お客さまが利用契約成立後相当期間内に電波状況改善を目的とする既存の契約

を解約することを条件に、当社は申込みを承諾することができるものとします。この場合、

お客さまは当該条件を遵守するものとします。 

3 前二項にかかわらず、申込みが第3条（利用契約の申込み）第3項第2号及び第4条（設

置場所等の条件）第10号の一方若しくは双方のみを満たさず、他の条件をすべて満たして

いるとき、既存の契約がホームアンテナFT（4GLTE）サービスの場合は、当社は申込みを

承諾することができるものとします。この場合、お客さまは当該条件を遵守するものとしま

す。 

 
 

第7条（利用契約の成立） 

利用契約は、当社がお客さまの申込みを承諾した時に成立します。 

2 当社は、必要と判断した場合には、本人確認書類等申込みに際しての届出事項を証する書

類等の提示を求めることができるものとします。 
 

第3章 設置工事等 
 

第8条（設置場所への立ち入り等） 

当社は、予めお客さま又は設置場所における同居者若しくは管理者の了承を得た上で、工事等

のため設置場所に立ち入ることができるものとします。 

2 お客さまは、合理的な理由がない限り、当社の立入りを了承し、設置場所の同居者及び管

理者に了承させるものとします。また、合理的な理由があった場合においても、法令上緊急

に立ち入る必要がある場合には、当社の指示に従っていただくものとします。 
 

第8条の2（設置工事及び費用） 

お客さまは、当社がフェムトセル機器等を設置場所に発送してから相当期間内に、設置工事を

行わなければならないものとします。ただし以下の各号のいずれかの場合は、設置工事は当社

が行います。 

(1) 設置場所に開通しているBBサービスが別表記載の推奨BBサービス以外の場合 

(2) 当社による設置工事が必要と当社が判断する場合 

(3) （削除） 

2 お客さまは、当社の設置工事に立ち会わない場合、お客さまが指定する立会人を立ち会わ

せるものとします。お客さまは、立会人に、設置工事が完了したことを確認する権限を与え

るものとします。 

3 （削除） 

4  設置場所が離島又は山間部の場合、お客さまに交通費をご負担いただくことがあります。

その場合、当該交通費は工事施工会社に直接お支払ください。 

5 当社が行う設置工事は、フェムトセル機器等を設置し電源を入れ、フェムトセル機器に電

波を発射させるために必要最小限の、当社所定の作業までとします。当社は、固定用具によ

るフェムトセル機器等の固定、固定具等を利用した配線固定、モール等による配線処理等を

行わないものとします。 

6 第1項第1号の場合、当社は、前項の設置工事に加え、フェムトセル機器を柱又は壁面等

にワイヤーコード等の固定用具により固定するものとします。 
 

第9条（運用者の届出、運用者への説明等） 

当社は、フェムトセル小型基地局の設置場所住所を、無線局の免許申請又は開設届出のため総

務省に届け出るものとします。 

2 当社は、電波法第70条の8に基づき、お客さまをフェムトセル小型基地局の運用者とし

て総務大臣に届け出ます（総務大臣に運用者として届け出られた方を以下「運用者」といい

ます。）。届出に際しては、以下の事項を届け出ます。 

(1) 氏名（法人の場合は名称）、住所及び電話番号その他連絡先 

(2) 法人の場合は代表者名及び代表者役職 

(3) 法人の場合は担当者名、担当者所属部署及び担当者役職 

3 お客さまが法人の場合、お客さまは、前項第3号の担当者に対し、当社規約「ホームアンテ

ナ FT の運用管理に関する規約」に規定するフェムトセル小型基地局に関する遵守事項及

び禁止事項、並びに違反した場合に科されうる罰則の内容を予め説明するものとします。 

4 お客さまは、フェムトセル小型基地局の運用を第三者に行わせようとする場合、当該第三

者に対し、当社規約「ホームアンテナFTの運用管理に関する規約」に規定するフェムトセ

ル小型基地局に関する遵守事項及び禁止事項、並びに違反した場合に科されうる罰則の内

容を予め説明した上で、当該第三者から、当社規約「ホームアンテナFTの運用管理に関す

る規約」につき同意を得るものとします。 

5 前項の場合、お客さまは、運用者を当該第三者に変更したい旨を当社に届け出るものとし

ます。当社は、運用者を当該第三者に変更する旨を総務大臣に届け出ます。 
 

第4章 本サービスの提供 
 

第10条（フェムトセル小型基地局経由の通信における制限事項） 

フェムトセル小型基地局経由での3G通信サービスには以下の制限事項があります。 

(1) 3G通信サービスのうち一部利用できないサービスがあること。 

(2) フェムトセル小型基地局対応携帯電話機以外の携帯電話機では、全部又は一部のサービ

スを利用できないこと。 

(3) 通信中に移動し、フェムトセル小型基地局の電波圏外となった場合、当該通信は切断さ

れること。 

(4) 同時に利用できる3G通信サービスの回線数に上限があること。 

(5) フェムトセル小型基地局からの電波がお客さまの設置場所の屋外に届いている場合、屋

外にいる第三者が当該フェムトセル小型基地局経由で 3G 通信サービスを利用する場合が

あること。 

(6) BBサービスを変更（サービスタイプの変更を含みます。）するとフェムトセル小型基地

局経由での3G通信サービスの利用ができなくなる場合があること。 

(7) BBサービスが停止（契約の解約及び解除、障害、設備メンテナンス、IP情報等の設定

情報の変更等による停止を含みます。）又は遅延した場合、通信が停止又は遅延すること。 

(8) 周囲の電波状況の変化により通信ができなくなる場合があること。 
 

第10条の2（フェムトセル機器等の保守） 

当社は、フェムトセル機器等を保守、改良又は交換することができるものとします。 
 

第10条の3（削除） 
 

第10条の4（本サービス提供の中止等） 

当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまに告知の上、本サービスの提供を一

時停止若しくは中止することができるものとします。ただし、緊急の場合は、告知は不要とし

ます。 

(1) お客さまが、利用契約成立時において第6条（利用契約の承諾）第1項各号のいずれか

に該当していたことが判明した場合 

(2) お客さまが第3条（利用契約の申込み）第2項第1号の個人又は第2号の法人として利

用契約を締結した場合、申込時3G契約が終了（解約、強制解約、名義変更（譲渡・承継）、

携帯電話番号ポータビリティの実施による他社（特定役務提供事業者を含みます。）への転

出など終了理由の如何にかかわりません。）したとき。 

(3) お客さまが第3条（利用契約の申込み）第2項第3号の法人として利用契約を締結した

場合、フェムトセル小型基地局経由での 3G 通信サービスの利用が当社所定の基準に満た

ないとき。 

(4) 当社規約「ホームアンテナFT の運用管理に関する規約」に基づき当社と運用者との間

で締結された契約が終了する場合。ただし後任の運用者がいるときはこの限りではありま

せん。 

(5) 前三号のほか、お客さまが、利用契約成立後、第6条（利用契約の承諾）第1項各号の

いずれかに該当する場合 

(6) お客さまが、第10条の2（フェムトセル機器等の保守）に基づく当社によるフェムトセ

ル機器等の保守、改良又は交換を拒んだ場合 

(7) お客さまが、フェムトセル機器等を設置場所住所以外に移動するなど第 12 条（禁止事

項）で禁止する行為を行った場合 

(8) 前二号に定めるほか、お客さまが本規約に違反した場合 

(9) 当社規約「ホームアンテナFT の運用管理に関する規約」に従ってフェムトセル機器等

が運用及び管理されない場合、その他本規約で引用する規約が遵守されない場合 

(10) 以上各号のほか第19条（利用契約の解除）に定める解除事由のいずれかに該当する場

合 

(11) フェムトセル機器等の移動、保守、改良又は交換等をする場合 

(12) フェムトセル機器等以外の電気通信設備の設置、移動、保守、改良、交換又は撤去等の

ために必要な場合 

(13) 以上各号のほか、当社が本サービスの提供を一時停止若しくは中止することが必要であ

ると合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合 
 

第5章 当事者の責務等 
 

第11条（お客さまの義務） 

お客さまは、当社の指示に従い善良な管理者の注意義務をもって、小型基地局設備を運用及び

管理し並びにお客さま以外の運用者に運用及び管理させ、フェムトセル小型基地局経由の通

信の品質を維持するものとします。 

2 フェムトセル機器等の運用にかかる電気代等はお客さまの負担となります。 

3 お客さまは、フェムトセル機器等又はBBサービスに障害が発生した場合、速やかに当社

に通知するものとします。 

4 お客さまは、フェムトセル小型基地局経由の3G通信サービスの利用者に対し、同サービ

スの制限事項その他重要な告知事項（当該事項に変更があった場合はその変更内容）を説明

するものとします。 

5 お客さまは、電波法その他関係法令を遵守するものとします。 

6 （削除） 

7  （削除） 
 

第12条（禁止事項） 

お客さまは、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 

(1) フェムトセル小型基地局経由で行われる通信等の機密漏洩等をすること。 

(2) 小型基地局設備の接続構成及び設定を変更し、フェムトセル小型基地局の近辺に造作す

ることその他の方法により、フェムトセル小型基地局経由の通信の品質を劣化させること。 

(3) フェムトセル機器等の譲渡、転貸、担保設定その他一切の処分をすること。フェムトセ

ル機器等（搭載されているソフトウェアを含みます。）を滅失（紛失、盗難等を含みます。）、

毀損（シール添付、削切、着色等の著しい汚損、分解、改変等を含みます。）すること。 

(4)フェムトセル機器等以外の小型基地局設備を毀損し、フェムトセル小型基地局経由の通信

の品質を劣化させること。 

(5) フェムトセル機器等を設置場所住所以外に移動させること、及びフェムトセル機器等を

日本国外に持ち出すこと。 

(6) フェムトセル機器等を電波状況改善の目的以外で利用すること、フェムトセル機器等を

当社が指定する機器以外に接続すること。 

(7) 当社の事前同意なく小型基地局設備の電源を長時間 OFF にすること、及び当社の事前

同意なくフェムトセル機器の電源のOFF/ON等を行うこと。 

(8) 当社がお客さまに開示した秘密情報（フェムトセル機器等に設定する ID 及びパスワー

ド等）を、第三者に開示すること。 

2 お客さまは、前項各号に該当する行為のほか、フェムトセル機器に係る一切の操作を第三

者（運用者を除きます。）に行わせてはならないものとします。 

3 お客さまが、前二項に違反した場合、電波法、有線電気通信法等の法令に基づき懲役又は

罰金に処せられることがあります。 
 

第13条（損害賠償） 

お客さまが、本規約に違反する行為を行い当社に損害が発生した場合、当社はお客さまにその

賠償を請求することができるものとします。 
 

第14条（責任の範囲） 

当社は、利用契約に起因して（フェムトセル機器等の使用、滅失、毀損及び復旧の遅延に起因

する場合、並びに工事等に起因する場合を含みます。）お客さまに生じた損害（設置場所とな

る建物及び当該建物にある家財を含みます。）については、当社に故意又は重過失がある場合

を除き、責任を負わないものとします。 

2  前項にかかわらず、お客さまと当社との間の利用契約が消費者契約法に定める消費者契約

となる場合、当社は、当社の過失（重過失を除きます。）による債務不履行責任または不法行

為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わ

ず、通常生ずべき損害の範囲内で損害賠償責任を負うものとします。 

3 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由によりお客さまが被った損害について、当



 - 3 - 

社が債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合を除き、賠償する責任を負わないものとし

ます。 

(1) 地震、洪水、火災等の天災、停電その他不可抗力な原因よる場合 

(2) 当社以外の者がフェムトセル機器等を不適切に使用し又は管理したことによる場合 

(3) 当社が本規約及び本規約で引用する当社規約に基づき権利を行使し義務を履行したこと

による場合 

(4) お客さまが本規約及び本規約で引用する当社規約に基づく義務を履行しなかった場合 

(5) 第10条（フェムトセル小型基地局経由の通信における制限事項）による場合 
 

第6章 料金等 
 

第15条（利用料金） 

本サービスの利用に係る料金は発生いたしません。ただし当社は、お客さまに3ヶ月前に告知

することにより、本サービスの利用料金を有料とし又は金額変更することができるものとし

ます。 

2 利用契約で別途定める場合を除き、お客さまと当社は、利用契約が定める義務の履行費用

を各自負担するものとし、名目や内容の如何を問わず、利用契約に関連する対価を相手方に

請求できないものとします。 
 

第16条（支払方法） 

当社は、お客さまに対して、本サービスの利用料金（前条第1項但書により発生する場合に限

ります。）、違約金及び修理費（第21条第2項で定義します。）並びにこれにかかる消費税及

び地方消費税相当額（以下「料金等」といいます。）を、当社所定の方法により請求すること

とします。 

2 お客さまは、請求書記載の支払期限、支払方法等にて料金等を支払うものとします。 

3 お客さまが第3条（利用契約の申込み）第2項第1号及び第2号に該当する場合、当社

は、3G通信サービス料金の請求方法に準じて料金等を請求する場合があります。この場合

当該お客さまは、3G通信サービス料金の支払期限及び支払方法等に準じて料金等を支払う

ものとします。当該お客さまがお支払になった金員は、3G通信サービス料金に優先して料

金等に充当されます。 

4 前項の場合において、お客さまが特定役務提供事業者の契約者である場合は、当社は当該

特定役務提供事業者に料金等の請求及び回収を委託することがあります。 
３ 

 

第17条（延滞利息） 

お客さまは、料金等を期限までにお支払いいただけない場合、期限の翌日を起算日として支払

日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に支払うも

のとします。 
 

第7章 利用契約の終了等 
 

第18条（利用契約の解約、本サービスの廃止） 

お客さまは、当社所定の方法により当社に申し入れることにより、利用契約を解約することが

できます。 

2 当社は、3 ヶ月前までに当社所定の方法によりお客さまに告知することにより、本サービ

スの全部又は一部を廃止することができるものとします。 
 

第19条（利用契約の解除等） 

当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、催告なしに利用契約を解除する

ことができるものとします。 

(1) お客さまが、利用契約成立時において第6条（利用契約の承諾）第1項各号のいずれか

に該当していたことが判明した場合 

(2) お客さまが第3条（利用契約の申込み）第2項第1号の個人又は第2号の法人として利

用契約を締結した場合で、申込時3G契約が終了したとき（解約、強制解約、名義変更（譲

渡・承継）、携帯電話番号ポータビリティの実施による他社（特定役務提供事業者を含みま

す。）への転出など終了理由の如何にかかわりません。）。 

(3) お客さまが第3条（利用契約の申込み）第2項第2号の法人として利用契約を締結した

場合であり、かつ設置場所がお客さまの役員又は従業員の居住を目的とした建物の場合で、

お客さまが第22条第2項の通知を当社にしたとき。 

(4) お客さまが第3条（利用契約の申込み）第2項第3号の法人として利用契約を締結した

場合、フェムトセル小型基地局経由での 3G 通信サービスの利用が当社所定の基準に満た

ないとき。 

(5) 当社規約「ホームアンテナFT の運用管理に関する規約」に基づき当社と運用者との間

で締結された契約が終了する場合。ただし後任の運用者がいるときはこの限りではありま

せん。 

(6) 前四号のほか、お客さまが、利用契約成立後、第6条（利用契約の承諾）第1項各号の

いずれかに該当する場合 

(7) お客さまが、第10条の2（フェムトセル機器等の保守）に基づく当社によるフェムトセ

ル機器等の保守、改良又は交換を拒んだ場合 

(8) お客さまが、フェムトセル機器等を設置場所住所以外に移動するなど第 12 条（禁止事

項）で禁止する行為を行った場合 

(9) 前二号に定めるほか、お客さまが本規約に違反した場合 

(10) 当社規約「ホームアンテナFTの運用管理に関する規約」に従ってフェムトセル機器等

が運用及び管理されない場合、その他本規約で引用する規約が遵守されない場合 

(11) 当社が工事等のためにお客さまに連絡を発した場合、相当期間内に、お客さまと連絡が

取れないとき又は工事等予定日が確定しないとき。当社が利用状況確認のためお客さまに

連絡を発した場合、相当期間内に、お客さまと連絡が取れないとき。 

(12) お客さまが、強制執行、仮差押等の保全処分を受けた場合 

(13) お客さまが、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始

又はその他の法的倒産手続開始を申立て、又は申立てられた場合 

(14) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活

動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当することが判明した場合 

2 BBサービスが解除、契約変更等（BBサービスについて、契約住所変更又はフェムトセル

小型基地局設置基準を満たさないサービスへサービス変更された場合を含みます。）された

場合、利用契約は終了するものとします。 

3 （削除） 

4 （削除） 

5 （削除） 

6 フェムトセル機器等送付後、一定期間以上フェムトセル機器等が設置されない場合及び、

一定期間以上電波が停波された場合、利用契約は終了するものとします。ただし、お客さま

より、届け出があり当社が承諾した場合を除きます。 
 

第20条（撤去工事等） 

お客さまは、利用契約が終了した場合、フェムトセル機器等を速やかに当社に返却するものと

します。 

2 第8条の2（設置工事及び費用）第1項から第4項を、撤去工事の場合に準用します。 

3 当社が行う撤去工事は、フェムトセル機器等の撤去（設置工事時にフェムトセル機器を固

定した場合は固定用具の撤去も含みます。）までとし、その他の原状回復は行わないものと

します。 

4 （削除） 
 

第21条（フェムトセル機器の滅失、紛失、盗難及び修理等） 

フェムトセル機器等の滅失、紛失、盗難等の事由によりフェムトセル機器等の返却が不可能な

場合、お客さまが前条第1項に反し、利用契約終了後一定期間が経ってもフェムトセル機器等

が当社に返却されない場合又は、第12条第1項第3号、第5号、もしくは第6号のいずれか

に該当する行為を行った場合、当社は、お客さまに対し、別表「違約金」に定める金額を請求

できるものとし、お客さまは当社が別途定める方法にて当該金額を支払うものとします。 

2 フェムトセル機器等又は回線終端装置が、お客さまの責めに帰すべき事由により故障、破

損等した場合、当社は、お客さまの費用負担にて修理等を行うものとします。なお、修理等

の負担金額（以下「修理費」といいます。）は、実費にて請求するものとし、「違約金」に定

める金額を上限とします。お客さまは当社が別途定める方法にて当該金額を支払うものと

します。 
 

第8章 雑 則 
 

第22条（届出事項の変更） 

お客さまは、利用契約に関連して当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社

所定の方法により変更内容を当社に届け出るものとします。ただし、利用契約成立時に届け出

ていた設置場所その他当社所定の事項は変更できないものとします。 

2 第3条第2項第2号のお客さまが、お客さまの役員又は従業員の居住を目的とした建物を

設置場所として利用契約を締結した場合、当該役員が退任し又は当該従業員が退職したと

きは、お客さまは当社に当該役員の退任又は当該従業員の退職があった旨を通知するもの

とします。 

3 当社は、必要と判断した場合には、本人確認書類等変更内容を証する書類等の提示を求め

ることができるものとします。 
 

第23条（通知） 

当社は、利用契約に関してお客さまに通知する必要がある場合には、お客さまが当社に届け出

た住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先に対して、書面送付、電話又はメール等の

方法で通知するものとします。 

2 前項の通知は、通常その到達すべきときにお客さまに到達したものとみなします。 
 

第24条（パーソナルデータの取り扱い） 

当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、そ

の目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。 

2. 当社は、前項のほか、以下の目的の遂行に必要な範囲において、お客さまのパーソナルデ

ータを自ら利用し、又は共同利用するものとします。 

(1) 工事等のために必要なご連絡、訪問 

(2) 無線局の免許申請又は開設届出及び、運用者変更届けのための総務省への情報提出 

(3) BB サービスの契約情報確認のために必要なお客さまご契約のブロードバンド事業者へ

の契約情報確認 

(4) フェムトセル小型基地局の保守や障害対応等のためのお客さまご契約のブロードバンド

事業者への情報提供 

(5) お客さまからのお問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続のご案内や情

報の提供等のお客さまサポート 

(6) 本サービスの利用料金（第15条第1項但書により発生する場合に限ります。）及び違約

金の請求 

(7) お客さまサービス向上に寄与する情報の提供 

(8) フェムトセル小型基地局の保守や障害対応等のサポート業務 

(9) その他フェムトセル小型基地局の設置及び運用管理に必要な業務 

3 当社は、BBサービス又はアナログ回線が第三者名義で開通されている場合、当該第三者

から、フェムトセル小型基地局の設置に関する問い合わせがあった場合、当該問い合わせ

への対応を目的として、お客さまのフェムトセル小型基地局の設置状況を当該第三者にお

知らせする場合があります。 

4 当社は、第9条第2項に定める運用者の登録を目的として、お客さまの氏名（法人の場

合は名称、代表者名及び代表者役職）、住所、電話番号、連絡先（法人の場合のみ担当者所

属部署、担当者役職名、及び担当者名）等の情報を総務省に提出いたします。 

5 当社は、フェムトセル機器等の設置を目的として、BBサービスを提供する事業者に以下

の情報を提供します。 

(1) BBサービスの契約者情報（契約者氏名、BBサービス設置場所等） 

(2) フェムトセル機器等の設置又は撤去に関する情報 

(3) 利用契約におけるお客さま情報（当社におけるお客さま管理番号等） 

(4) フェムトセル機器等の保守や障害対応等のための必要な情報 

6 パーソナルデータの取り扱いに関して、本規約の内容と「プライバシーポリシー」の内容

に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。 
 

第25条（権利義務の譲渡等） 

（削除） 

2 お客さまは、利用契約上の権利若しくは義務又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡、担

保設定その他の処分をすることはできないものとします。 
 

第26条（存続条項） 

第13条（損害賠償）、第14条（責任の範囲）、第17条（延滞利息）、第20条（撤去工事及び

費用）、第21条（フェムトセル機器の滅失、紛失、盗難及び修理等）、第27条（準拠法）及び

第28条（合意管轄）は、利用契約終了後においても効力を有するものとします。 
 

第27条（準拠法） 

利用契約に関する準拠法は、日本法とします。 
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第28条（合意管轄） 

利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 

（2010年5月10日制定）  （2014年3月13日改定） 

（2010年5月20日改定）        （2014年7月24日改定）     

（2010年7月1日改定）          (2014年10月15日改定)      

（2010年10月27日改定）        (2015年2月3日改定)      

（2010年12月20日改定）          (2015年4月1日改定)          

（2011年3月1日改定）         (2015年7月1日改定）        

（2011年3月15日改定）        (2016年8月24日改定）         

（2011年6月27日改定）        (2016年12月2日改定） 

（2011年11月16日改定）        (2017年7月31日改定） 

（2012年1月25日改定）        (2017年12月6日改定） 

（2012年10月24日改定）        (2019年2月4日改定） 

（2013年1月30日改定）   (2019年12月10日改定） 

（2013年3月13日改定）        (2021年11月1日改定） 

（2013年7月10日改定）        (2022年4月12日改定） 

（2013年11月13日改定）       (2023年4月18日改定） 

 

 

 

別 表 

 

1．指定アナログ回線事業者及び指定アナログ回線 

指定アナログ回線事業者 指定アナログ回線 

東日本電信電話株式会社 
加入電話 

加入電話・ライトプラン 

西日本電信電話株式会社 
加入電話 

加入電話・ライトプラン 

ソフトバンク株式会社 おとくライン 

 

 

2．BBサービス 

 

2－1．推奨BBサービス 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

 

推奨ブロ

ードバン

ド回線事

業者 

東日本電

信電話株

式会社 

推奨光サ

ービス 

フレッツ 光ネク

スト 

ファミリータイプ 

ファミリー・ハイスピードタイプ 

マンションタイプ 

マンション・ハイスピードタイプ 

ギガファミリー・スマートタイプ 

ギガマンション・スマートタイプ 

ファミリー・ギガラインタイプ 

マンション・ギガラインタイプ 

Bフレッツ 

ハイパーファミリータイプ 

マンションタイプ 

ニューファミリータイプ 

西日本電

信電話株

式会社 

フレッツ 光ネク

スト 

ファミリータイプ 

ファミリー・ハイスピードタイプ 

ファミリー・スーパーハイスピー

ドタイプ 隼 

マンションタイプ 

マンション・ハイスピードタイプ 

マンション・スーパーハイスピー

ドタイプ 隼 

光コラボ

レーショ

ンモデル

事業者 

光コラボレーシ

ョンモデル 
（サービス名

は、光コラボレ

ーションモデル

事業者ごとに定

められるものと

します。） 

ファミリータイプ 

ファミリー・ハイスピードタイプ 

ファミリー・スーパーハイスピー

ドタイプ 隼 

マンションタイプ 

マンション・ハイスピードタイプ 

マンション・スーパーハイスピー

ドタイプ 隼 

ギガファミリー・スマートタイプ 

ギガマンション・スマートタイプ 

ファミリー・ギガラインタイプ 
マンション・ギガラインタイプ 

推奨ブロ

ードバン

ド提供事

業者 

ソフトバ

ンク株式

会社 

推 奨

ADSL

サービ

ス 

Yahoo! BB 

ADSL 

通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

おとくラインタイプ 

Yahoo! BB ホワ

イトプラン 

通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

Yahoo! BB 

SOHO 

通常タイプ 

おとくラインタイプ 

SoftBank ブロ

ードバンド

ADSL 

通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

SoftBank ブロ

ードバンドステ

ッププラン 

通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

 

 

 

2－2．セッション追加A型事業者及びサービス 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

中部テレコミ

ュニケーショ

ン株式会社 

コミュファ光 

コミュファプラス 

コミュファ 

アクセスコミュファプラス 

アクセスコミュファ 

オールコミュファ・マンション 

ホーム 

マンション 

株 式 会 社

STNet 
ピカラ光ねっと 

ホーム（タイプⅠ)【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅡ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1Gプラン】 

ホーム（タイプⅡ）【1Gプラン】 

マンション・オール光タイプ（1～7戸）

【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（8～15戸）

【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（16戸以上）

【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（1～7戸）

【1Gプラン】 

マンション・オール光タイプ（8～15戸）

【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（16戸以上）

【1G プラン】 

ホーム（タイプⅠ）（北条・松前）【100M

プラン】 

ホーム（タイプⅡ）（北条・松前）【100M

プラン】 

ホーム（タイプⅠ）（北条・松前）【1Gプ

ラン】 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

株 式 会 社

STNet 

ピカラ光ねっと 

ホーム（タイプⅡ）（北条・松前）【1Gプ

ラン】 

マンション・オール光タイプ（1～7戸）

（北条・松前）【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（8～15戸）

（北条・松前）【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（16戸以上）

（北条・松前）【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（1～7戸）

（北条・松前）【1Gプラン】 

マンション・オール光タイプ（8～15戸）

（北条・松前）【1Gプラン】 

マンション・オール光タイプ（16戸以上）

（北条・松前）【1Gプラン】 

ホーム（東温）【1Gプラン】 

ピカラ光らいと 
ー 

（北条・松前） 

ピカラKCB光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅡ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1Gプラン】 

ホーム（タイプⅡ）【1Gプラン】 

マンション・オール光タイプ（1～7戸）
【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（8～15戸）
【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（16戸以上）

【100Mプラン】 

マンション・オール光タイプ（1～7戸）
【1Gプラン】 

マンション・オール光タイプ（8～15戸）
【1Gプラン】 

マンション・オール光タイプ（16戸以上）

【1Gプラン】 

ピカラKCB光らいと ー 

ピカラキューテレビ光ねっと 

ホーム【100Mプラン】 

ホーム【1Gプラン】 

マンション（1～7戸）【100Mプラン】 

マンション（8～15戸）【100Mプラン】 
マンション（16戸以上）【100Mプラン】 

マンション（1～7戸）【1Gプラン】 

マンション（8～15戸）【1Gプラン】 

マンション（16戸以上）【1Gプラン】 

ピカラキューテレビ光らいと ー 

ピカラＩCK光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1Gプラン】 

マンション（1～7戸） 



 - 5 - 

マンション（8～15戸） 

マンション（16戸以上） 

ピカラＩCK光らいと ー 

ピカラよさこい光ねっと 
ホーム（タイプⅠ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1Gプラン】 

ピカラよさこい光らいと ー 

ピカラMCB光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラMCB光らいと ー 

ピカラKBC光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラKBC光らいと 
ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

ピカラ石井CATV光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1Gプラン】 

マンション（1～7戸） 

マンション（8～15戸） 

マンション（16戸以上） 

ピカラ石井CATV光らいと 
ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

ピカラエーアイ光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅡ）【1Gプラン】 

マンション（1～7戸） 

マンション（8～15戸） 

マンション（16戸以上） 

ピカラエーアイ光らいと 
ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

ピカラおえ光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラおえ光らいと ー 

ピカラテレビあなん光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1Gプラン】 

マンション（1～7戸） 

マンション（8～15戸） 

マンション（16戸以上） 

ピカラテレビあなん光らいと 
ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

株 式 会 社

STNet 

ピカラMＴC光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 
ピカラMＴC光らいと ー 
ピカラUCAT光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラCVC光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100Mプラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1Gプラン】 
マンション（1～7戸）【100Mプラン】 

マンション（8～15戸）【100Mプラン】 
マンション（16戸以上）【100Mプラン】 
マンション（1～7戸）【1Gプラン】 

マンション（8～15戸）【1Gプラン】 

マンション（16戸以上）【1Gプラン】 
ピカラCVC光らいと ー 
ピカラ西予光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラゆすはら光ねっと 【100Mプラン】 

ピカラ海部光ねっと 【100Mプラン】 

ピカラ東かがわ光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラ日高光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラ中芸光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラ香南光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラ八西光ねっと 【100Mプラン】【1Gプラン】 

ピカラswan光ねっと 【1Gプラン】 

ピカラswan光らいと ー 

ピカラ東阿波光ねっと 【1Gプラン】 

ピカラ東阿波光らいと ー 

ピカラなか光ねっと 【1Gプラン】 

ピカラ中土佐光ねっと 【1Gプラン】 

ピカラ中土佐光らいと ー 

株 式 会 社

QTnet BBIQ 

ホームタイプ 

マンションタイプ 

マンションタイプ[棟内LAN方式] 

マンション[ダイレクト]タイプ 

オフィスタイプ 

※株式会社QTnetは、2013年1月30日より、セッション追加A型事業者へ変更となりまし

た。もっとも、2013年1月29日以前に、株式会社QTnetのBBサービスを利用するフェム

トセル小型基地局の設置に関する利用契約を当社と締結された契約者の方及び当社がホーム

アンテナFTを提案した方につきましては、引き続き従前通りのBBサービスの利用を前提と

した利用契約となります。 

 

 

2－3．セッション追加B型事業者及びサービス 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

株式会社 

オプテージ 
eo光ネット 

ホームタイプ 

メゾンタイプ 

マンションタイプ（プライベートプランを除く） 

 

 

3．（削除） 

 

 

4．違約金（利用規約違反による） 

機器 金額 

フェムトセル

機器等 

フェムトセル機器 26,000円（課税対象外） 

光BBユニット 18,000円（課税対象外） 

専用ADSLモデム 16,000円（課税対象外） 

 


