
電気通信事業者届出番号 A-22-11178 

 

movinoline 重要事項説明書 

 

１．ご契約にあたって                                      

1, movinoline（以下「本サービス」といいます）は、株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ＮＴＴド

コモ」といいます） の Xi/FOMAサービスを利用したＭＶＮＯサービスです。 

2, 本サービスの提供エリアは、ＮＴＴドコモの Xi/FOMAサービス対応エリアに準じます。 

   提供エリアについては、ＮＴＴドコモのホームページ（https://www.nttdocomo.co.jp）に

てご確認ください。 

3, 本サービスのご利用契約は、本重要事項説明書及びＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

（以下「ＮＴＴコミュニケーションズ」といいます）の定める「ＩＰ通信網サービス契約約

款」（以下「ＩＰ通信網サービス契約約款」といいます）に基づき、お客様からの

movinolineサービス契約申込書を当社が承認することで成立するものとします。また、本

重要事項説明書は「ＩＰ通信網サービス契約約款」に優先して適用されるものとします。 

4, 本サービスのご利用には、当社の提供する通信回線一括管理サービス「モビーノスター」

（以下「モビーノスター」といいます） のご利用契約が必須となります。 

5, ご契約時に記入（または入力）いただいた電話番号・電子メールアドレス宛てに当社よりご 

連絡させて頂くことがございますが、お客様とご連絡がつかない場合は、本サービスの利用 

を停止させて頂くことがあります。 

6, ご契約内容（名義・住所・連絡先等）に虚偽があった場合、信販会社の与信が有効でない場

合等、当社独自の審査基準により、お申込みをお断りする場合があります。 

7,  通信サービス及び事業者間の取引に係わるものはクーリングオフの対象となりません。 

 

２．サービス内容について                                      

1,  movinolineは 6種類のサービスです。 

 

・月次容量コース 

コース名称 通信速度 通信容量 

月次 日次 

3GBコース 受信時最大 375Mbps 

送信時最大 50Mbps 

3GB/月 

(超過時、月末まで最大

300kbpsへ制限) 

0.5GB/日 

(超過時、当日終了まで

最大 300kbpsへ制限) 

7GBコース 受信時最大 375Mbps 

送信時最大 50Mbps 

7GB/月 

(超過時、月末まで最大

300kbpsへ制限) 

0.5GB/日 

(超過時、当日終了まで

最大 300kbpsへ制限) 

3GBコース＋サポート

930（※） 

受信時最大 375Mbps 

送信時最大 50Mbps 

3GB/月 

(超過時、月末まで最大

300kbpsへ制限) 

0.5GB/日 

(超過時、当日終了まで

最大 300kbpsへ制限) 

7GBコース＋サポート 受信時最大 375Mbps 7GB/月 0.5GB/日 

https://www.nttdocomo.co.jp/
https://www.nttdocomo.co.jp/


930（※） 送信時最大 50Mbps (超過時、月末まで最大

300kbpsへ制限) 

(超過時、当日終了まで

最大 300kbpsへ制限) 

（※）サポート 930では、当社が指定する Wi-Fiルータをお客様にご購入いただきます（販売 

価格 0 円）。ご購入いただきました Wi-Fi ルータは、メーカーの保証の範囲内で保証致します。 

 

・速度限定コース・データ量 従量料金コース 

コース名称 通信速度 通信容量 

月次 日次 

200kbpsコース 送受信時最大 200kbps 0.5GB/月 

(超過時、月末まで最大 100kbpsへ制限) 

なし 

30MBコース 受信時最大 375Mbps 

送信時最大 50Mbps 

無料通信分 30MB/月 

(30MB超過時、128byte 毎に 0.01円) 

なし 

2, ベストエフォート方式を採用している為、通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であ

り、実際の通信速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の

端末等により通信速度が異なります。 

3, ネットワークに一定の期間内に大量の通信を行い、通信設備等に負荷を与えた場合、利用を

停止または通信速度を制限させて頂くことがあります。 

4, 電波を使用している為、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所

や、サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビルなどの高層階で見晴らしの

良い場所であってもご利用いただけない場合があります。利用中に電波状態の悪いところへ

移動する場合は、通信が切れる場合があります。なお、電波が強い場合で、移動せずに使用

している場合でも通信が切れる場合があります。 

5, 電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示されている電波状況につ

いては目安としてご利用下さい。 

6,  ネットワーク工事等により、通信が切断されることがあり、インターネットへの接続を常時

保障・確保するサービスではありません。 

7,  ネットワークの混雑状況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがありま

す。また、特にご利用の多いお客様（当日を含む直近 3日間のデータ通信料が約 1GB以上）

は、それ以外のお客様と比べて通信が遅くなることがあります。 

 

３．料金等について                                       

1, 定額プラン                               （税抜） 

回線 
容量 

(速度) 

初期費用 
月額基本使用料 ISP使用料 

登録事務手数料 

LTE/3G 

200kbps ¥3,000 ¥800 ¥0 

3GB ¥3,000 ¥2,500 ¥0 

7GB ¥3,000 ¥3,500 ¥0 

3GB+サポート 930 ¥3,000 ¥3,430 ¥0 

7GB+サポート 930 ¥3,000 ¥4,430 ¥0 

 



 

 

2, 従量プラン                               （税抜） 

回線 容量 
初期費用 

月額基本使用料 ISP使用料 
登録事務手数料 

LTE/3G 30MB ¥3,000 

¥500 

(30MB超過時、128byte毎

に 0.01円) 

¥0 

 

3, 月途中でのご契約及びご解約の場合、基本使用料はご利用日数分の日割額となります。 

4, 最低利用期間（24ケ月）内に解約される場合には、基本使用料×残余期間の違約金を一括

でお支払頂きます。 

5, 最低利用期間は、提供開始日から提供開始日の属する月を 1ヶ月目とする 24ヶ月目の末日

までとします。 

6, 本サービスの標準開通期間（お申込みから開通までの期間）は 14営業日ですが、大量回線

をお申込みの場合はこの限りではありません。 

7,  SIMカードを紛失された場合、SIMカード再発行費用として 2,000 円（税抜）が必要となり

ます。また、SIM カードの再発行には、2週間程度必要となります。 

8,  月額基本使用料の他にユニバーサルサービス料が必要となります。 

   http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/ 

9,  端末紛失等による利用停止期間中についても料金は発生致します。 

10, 料金改定の際には、当社のホームページにおいて告知致します。 

 

４．料金のご請求・お支払いについて                           

1,  本サービスの料金は、モビーノスターの支払条件に準じて、毎月 1日から月末までのご利用

分を翌月にご請求させて頂きます。但し、オプションサービスをご利用の場合は、オプショ

ンサービス料金のみ翌々月に本サービスの料金と併せてご請求させて頂きます。 

2,  当社指定の支払期日までにお支払いが確認できない場合は、年 14.6％の割合による遅延損

害金を請求させていただく他、利用停止をさせて頂くことがあります。また、利用停止期間

中の本サービス利用料等の料金につきましては、請求をさせて頂きます。 

3,  契約内容により信販会社からのご請求になる場合もございます。 

 

５．ご契約の変更・解約について                             

1, ご契約の変更について 

  お客様のご契約内容を変更する場合は、movinolineサポートセンターへご連絡下さい。住

所・連絡先に変更があった際には、必ずご連絡頂きますようお願い致します。 

2, ご契約の解約について 

（1）本サービスを解約する際は、当社の定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定す

る場所に届けて頂きます。 

（2）解約希望日の「10営業日前」までに解約のお申込みが必要となります。大量回線の解約

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/


のお申込みの場合はこの限りではありません。 

（3）本サービスで提供する SIMカードはレンタル品ですので、本サービスを解約する場合

は、SIMカードを当社に返却して頂きます。 

（4）端末についてはお客様の購入状況により対応が異なりますので、適宜ご指定をさせて頂

きます。 

 

６．認証 ID・パスワードについて                             

 お客様の認証 ID・パスワードは、本サービスの開通の際にご案内する「ご利用内容の案内」

でお知らせ致します。 

 

７．IPアドレスについて                                 

IPアドレス（IPｖ4） 

（1）お客様が接続認証される都度、グローバル IPアドレスを割り当てます。 

（2）オプションで固定 IPアドレスを 1個割り当てることも可能です。 

（3）他サービスとの間で IPアドレスの継続利用は出来ません。 

  

８．オプションサービス                                 

1, ショートメッセージサービス（SMS） 

（1）SMSプランから SMSなしプラン間の変更は出来ません。ご契約の解約／新規での対応と

なります。最低利用期間内に既存回線を解約し、新たに回線を新設する場合には、解約す

る回線に対して規定通りの違約金が発生致します。 

（2）月額利用料（税抜）は、月額基本使用料に加え、「100円（税抜）+SMS通信料」が発生致

します。 

 

2, 固定 IPアドレスサービス 

（1） 固定 IPと動的 IPプラン間の変更は出来ません。ご契約の解約／新設での対応となりま

す。最低利用期間以内に既存回線を解約し、新たに回線を新設する場合には、解約する回

線に対して規定通りの違約金が発生致します。 

（2）共通 ID・パスワードをご利用の場合は、固定 IPはご利用出来ません。 

（3）月額利用料は、定額通信料に加え 800円（税抜）が発生します。 

 

3, APN設定サービス 

  端末への APN登録設定をご希望される場合、1台当たり 500円（税抜）の料金が発生致します。 

 

９．データシェアについて                               

 30MBコースにおいて定額料金分に満たない回線のパケットをパケット超過した回線に割り当

てることが可能です。但し異なるプラン間でのデータシェアは出来ません。 

 

１０．利用停止・利用中止・契約の解除について                      

1, 利用停止  



お客様が本サービスの料金その他の債務をお支払い頂けないとき、契約者の義務規定に違反し

たとき等、本重要事項説明書及び「ＩＰ通信網サービス契約約款」の規定に反する行為があっ

た場合に当社が定める期間、サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。 

2, 利用中止 

次の場合には、本サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。この場合、あら

かじめそのことをお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありま

せん。 

  (1) 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 

  (2)「ＩＰ通信網サービス契約約款」第 26条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用

を中止するとき 

3, 契約の解除 

 お客様が次のいずれかに該当する場合、当社は契約を解除することがあります。なお、最低利 

用期間（24ヶ月間）内に解除となった場合は、基本使用料×残余期間の違約金を一括でお支払 

頂きます。 

（1）料金その他の債務について、支払期限を経過してもなおお支払いいただけないとき  

（2）本サービスのご利用契約における契約者の義務の規定に違反したとき 

 

 

１１．損害賠償について                                 

 当社は、当社の原因により本サービスを提供しなかった場合、当社が知った時刻から起算し

て、２４時間以上その状態が連続したときに限り、お客様の損害を賠償します。損害賠償の額

は、サービスが利用できなかった状態を当社が知った時刻以降２４時間ごとに日数を計算し、

その日数に対応する本サービスの料金の合計額に限って損害を賠償します。 但し、お客様側

に故意・重過失がある場合には上記規定を適用しないものとします。国際ローミングサービス

の国際パケット通信料、およびSMS通信料については、対象外となります。 

 

１２．個人情報の利用目的について                             

届け出ていただいたお客様の個人情報については、以下の目的に利用いたします。  

（1）ご利用料金（ご請求・お支払等）に関する業務 

（2）契約審査等に関する業務  

（3）通信機器等の販売に関する業務  

（4）お客様相談対応に関する業務  

（5）アフターサービスに関する業務  

（6）オプションサービス追加・変更に関する業務  

（7）本サービス休止に関する業務 

（8）現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務  

（9）アンケート調査に関する業務  

（10）利用促進を目的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務  

（11）新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務  

（12）サービス提供に関する施設、機器、ソフトウェアの開発、運用、管理に関する業務  



（13）商品の不具合、システムの障害、サービスに係る事故発生時の調査対応に関する業務  

（14）その他、本重要事項説明書及び「ＩＰ通信網サービス契約約款」等に定める目的  

 

１３．契約約款・重要事項説明書について                          

1, 本重要事項説明書の内容変更に関するお知らせは、当社ホームページに掲載致します。 

  URL：http://www.t-gaia.co.jp/bbsl/ 

2, 「ＩＰ通信網サービス契約約款」及び当該契約約款の改訂に関するお知らせは、ＮＴＴコミ

ュニケーションズのホームページに掲載致します。  

  URL：http://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html 

 

１４．その他                                       

1, 当社は、本サービスの内容をお客様に予告することなく変更することがあります。 

2, 本重要事項説明書に記載している金額は税抜です。 

3,  当社が販売する端末については、メーカー保証の範囲内で保証致します。 

 

１５．サービス提供会社・お問い合わせ先                          

  本サービス及び端末に関するお問合せ先 

  株式会社ティーガイア movinolineサポートセンター 

  03-3526-4158 

  受付時間：24時間 365日（年中無休） 

以上 

 

2014年 6月 1日 

2015年 1月 15日改訂 

2016年 7月 1日改訂 

2017年 9月 1日改訂 
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別紙 

movinoline 国際ローミングに関するご案内 

 

 

 

1, ご利用に関する注意点                              

（1）お客様は、本サービスで提供するアプリケーション及びアプリケーションに使用されて

いる技術 (以下、「アプリケーション等」といいます)を、直接的であれ間接的であれ、

海外に輸出もしくは持ち出す場合 又は日本国の非居住者に譲渡、貸与もしくは提供する

場合は、外為法等及び米国輸出管理規則を遵守するものとし、適正な政府の許可を取得す

る等の適切な手続を行うものとします。 

（2）お客様は、アプリケーション等を、外為法等に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常

兵器等の開発、 製造、使用のために利用しないものとします。 

 

2, ご利用条件                                   

（1）国際ローミングサービスのご利用には、回線毎にお申し込みが必要です。 

（2）国際ローミングサービス利用時のIPアドレスはすべて動的IPとなります。 

（3）固定IP1のサービスで 国際ローミングオプションをお申し込みの場合、国内通信は固定

IP、国際ローミングは動的IPとなります。 

（4）国際ローミングご利用時は、端末の設定でPDPタイプをIPにする必要があります。IP接続

ではクライアント（DTE）認証タイプをPAPにあわせる必要があります。認証タイプがアン

マッチの場合は接続拒否となりますのでご注意ください。 

（5）端末の機種により国際ローミングの対応可否が異なりますので、あらかじめご確認くだ

さい。 

（6）お客様が日本国内でご利用されているSIMカードにPINコードを設定している場合は、渡

航先で端末をご利用される際にもPINコードの入力が必要です。 

（7）ＮＴＴドコモが提供するSMSによる各種通知が届くことがあります。通知される内容、連

絡先等については、異なる場合があります。  

（8）LTE通信の国際ローミングはできません。変更方法は、「接続ガイド」を参照くだ 

  さい。 

（9）国際ローミング事業者は、以下ＮＴＴコミュニケーションズのホームページにてご確認

ください。 

    国際ローミング事業者一覧 

     URL： http://origin-phoenix-dr.www.ntt.com/bra_v/data/fee_roaming.html 

 

 

○ご利用いただくことができる地域等について 

（1）サービス対応エリアは、ＮＴＴドコモの国際ローミングサービス：WORLD WING に 

http://origin-phoenix-dr.www.ntt.com/bra_v/data/fee_roaming.html
http://origin-phoenix-dr.www.ntt.com/bra_v/data/fee_roaming.html


  準じているため下記をご確認ください。 

 ＮＴＴドコモ MVNOサービスをご利用される方へ 

 URL:https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/index.html 

      →「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」 

 （2）渡航先の国および地域により、ご利用可能な端末が異なります。以下のＨＰをご 

       確認ください。  

 国際ローミング対応端末一覧 

      URL：http://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business

/mobile/mobileone.html 

  （3）渡航先の通信事業者のサービスエリア内であっても電波の届かない場所、その他 

ネットワーク障害などの通信事業者の通信事情等により、本サービスをご利用で 

きない場合があります。この場合であっても、当社は一切の責任を負いません。  

 

○定額対象事業者（国際ローミング定額を利用したパケット通信を行う場合）について    

（1）国際ローミング定額の対象国・地域であれば全ての通信事業者が適用対象となり 

     ます。定額対象事業者は、下記をご確認ください。  

      ＮＴＴドコモ 海外パケ・ホーダイ 

 URL：https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/kaipake/ 

 →「対応エリア・通話料・通信料を調べる」 

対象事業者は予告なく変更される場合があります。 

  （2）国境付近等では、隣接する国・地域の通信事業者に接続されることがあり、接続 

    先の通信事業者が国際ローミング定額適用対象の国・地域の通信事業者でない場 

合、ご利用されるパケット通信が 国際ローミング定額の適用を受けず、料金が高 

額となる可能性があります。 

  （3）国際ローミング定額適用対象外の国・地域との国境付近に滞在する場合は、国際 

    ローミング定額対象の国・地域の通信事業者を「手動（マニュアル）」で設定さ 

れることをおすすめします。  

  （4）定額対象事業者の場合、ご利用端末の接続ソフトのネットワークの設定画面上に 

    表示される定額対象事業者名は、機種や現地の事情により、同一事業者でも異な 

る名称や、5桁あるいは6桁の事業者コードで表示されます。 

 定額対象事業者以外の事業者についても、機種や現地事業者の事情により5桁ある  

 いは6桁の事業者 コードで表示される場合があります。 

  （5）定額対象事業者のPC等画面上に表示される事業者名（事業者コード）は、下記を 

        ご確認ください。  

  NTTドコモ 特定事業者を利用したパケット通信料 

       URL：https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/charge/world_wing/web/tokutei.html 

  →「特定事業者を利用したパケット通信料へ」＋を押してデータ通信の特定事業 

           者の一覧の「ご利用のケータイでの表示名」をご確認ください。  

       全ての定額対象事業者のPC画面上での事業者名は掲載されておりません。 

      ご利用の機種や現地の事情により、一覧に無い名称で表示される場合がありま 

https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/index.html
https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/index.html
http://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/mobile/mobileone.html
http://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/mobile/mobileone.html
http://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/mobile/mobileone.html
http://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/mobile/mobileone.html
https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/kaipake/
https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/kaipake/
https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/charge/world_wing/web/tokutei.html
https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/charge/world_wing/web/tokutei.html


          す。  

  （6）渡航先で「手動（マニュアル）」で海外通信事業者の設定を行った場合、その 

     事業者のサービス提供エリア外では通信ができなくなります。日本へ帰国した 

場合は、必ず通信事業者の設定を「自動（オート）」に切り替えてください。 

  （7）渡航先の通信事情等により、対象事業者を利用できない場合があります。 

     ネットワークの混雑状況によって通信が遅くなることや接続しづらくなること 

         があります。 

    （8）特にご利用の多いお客様は、それ以外のお客様と比べて通信が遅くなることや 

         接続しづらくなることがあります。一定時間内に著しく大量な通信があった場 

合、または接続時間が長時間にわたる通信があった場合は、その通信が中断さ 

れたり、それ以降、一定時間接続できなくなることがあります。  

 

3, 通信料について                                  

（1）国際ローミング中のデータ通信料は月額利用料金には含まれず従量制となりま 

す。 

（2）通信料が非常に高額になる場合がありますので、ご利用にあたっては十分ご注意 

   ください。 

（3）一部の渡航先の通信事業者によっては、通信事情などにより、発信時に相手につながら

ない場合であっても通信料が発生することがあります。  

（4）一部の国および地域については、当該国および地域の通信事業者以外の通信事業者を通

じて本サービスをご利用いただくことができる場合があります。この場合、お客様の端末

のネットワーク設定が「自動（オート）」に設定されている場合には、ネットワーク側で

自動的に選択された通信事業者のネットワークをご利用いただくこととなり、本サービス

のご利用による通信と認識され、ご利用になった通信事業者向けに設定された本サービス

の通信料が適用されます。特定の通信事業者をご利用になりたい場合には、ネットワーク

設定を「手動（マニュアル）」でご利用になりたい事業者に変更してください。  

（5）一部の日本沿岸地域または海上などでは、当社以外の通信事業者のネットワークを通じ

て本サービスをご利用いただくことが可能な場合があります。この場合、お客様の端末の

ネットワーク設定が「自動（オート）」に設定されている場合には、ネットワーク側で自

動的に選択された通信事業者を利用した通信と認識されご利用になった通信事業者向けに

設定された本サービスの通信料が適用されます。特定の通信事業者をご利用になりたい場

合には、ネットワーク設定を「手動（マニュアル）」でご利用になりたい事業者に変更し

てください。 

(6) SIMカードを紛失した場合速やかに利用中断の手続きをとってください。第三者の不正利

用による高額請求被害が発生しています。その際の通信料もお客様のご負担となりますので

ご注意ください。 

 

4, 利用停止目安額について                              

国際ローミングサービスでは、月間利用額の累積額が一定以上になったときに利用を停止する

目安になる額（利用停止目安額）を、回線毎にお申し込みの際に指定いただきます。パケット



通信開始から1時間毎に料金算定を行い、利用停止目安額へ反映いたします。反映時に利用停

止目安額を超えていた場合は通信中であっても切断させていただく場合がありますので、ご注

意ください。 

お客様の月間利用累積額が利用停止目安額を超えたことを確認したときは、当該月の末日まで

本サービスのご利用を停止します。この場合、その利用停止の解除が月末を過ぎることがあり

ます。 

利用停止目安額は渡航前に余裕を見込んだ金額の設定をお願いします。渡航中に利用停止目安

額に達しご利用出来なくなった場合、利用停止目安額の変更を当社でも受け付けております

が、数営業日～12営業日程度かかる場合がございます。 

 お客様の月間利用累積額が利用停止目安額を超えた場合であっても、お客様には利用限度額を

超えた部分を含めた月間利用累積額全額を、お支払いいただきます。 

 利用停止目安額の設定は、お客様のご利用を一定額内で停止することを目的として利用するこ

とはできません。 

 高額利用に関する情報に基づき本サービスの利用を停止した場合は、お客様からのお申し出に

より、当社にてお客様ご本人の利用であることを確認したときに限り、利用停止目安額の変更

を行うことで本サービスの利用停止を解除します。 

 

以上 

 

2014年6月1日 

2017年 9月 1日改訂 


