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ネクストパワーやまと株式会社 やまとモバイル 

Ⅰ 総則 

 

１ 適用 

ネクストパワーやまと株式会社（以下「弊社」といいます。）は，このやまとモバイル契

約約款（以下「約款」といいます。）を定め，やまとモバイルサービス（以下「やまとモ

バイル」）を提供します。 

利用者が本サービスを利用するには，本約款のほか，重要事項書類，各サービスの利用規

約，利用条件等に同意するものとします。 

 

２ 約款の変更等 

（１）弊社は，この約款を変更することがあります。この場合には，料金その他の提供条

件は，変更後の約款によります。 

（２）弊社は，この約款の変更を行う場合，ホームページなどにて利用者に通知します。

ただし弊社が必要と認めた場合は，別の提示手段を用いることがあります。 

 

３ 用語の定義 

次の言葉は，この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）電気通信サービス 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること，その他電気通信設備を他人の

通信の用に供すること。 

（２）やまとモバイル 

特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを使用して弊社が提供する電気通

信サービス。 

（３）ＳＩＭカード 

電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって，やまとモバイル通

信サービスの提供のために，弊社がやまとモバイル契約者に貸与するもの。 

（４）端末機器 

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６  年総務省令第１５号）第３

条で定める種類の端末設備の機器。 

（５）ワイヤレスデータ通信サービス 

無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うサービス。 

（６）回線交換サービス 

データ転送の際，回線交換機を用いて利用者同士を直通の回線で接続するサービ

ス。 

（７）付加機能サービス 

ワイヤレスデータ通信サービスおよび回線交換サービスに伴って利用するサービス

であり，別表に定めるもの。 

（８）ＭＮＰ（携帯電話番号ポータビリティ） 

電話番号を変更することなく，携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更す

ること。 

（９）呼 

加入電話等の利用者が，通信を目的として通信設備を一時占有すること。 
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（１０）通信のふくそう 

通信要求過多により，通信が成立しにくくなる現象。 

（１１）自動電話ダイヤリングシステム 

コンピュータが自動で電話をかけ，応答があったときだけつなぎ，応答がない場

合は切断し,次の顧客に自動的に発信するシステム。 

（１２）ユニバーサルサービス料 

電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充て

るために，基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則により算出さ

れた額に基づいて，弊社が定める料金です。 

（１３）消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税，および地方税法の規定により課される地

方消費税に相当する金額をいいます。 

（１４）クーポン 

クーポンとは，そもそも金券のように切り離しできる券を意味しますが，通信で

は，契約に応じて配布される高速通信が可能なデータ量を示します。 

（１５）電話リレーサービス 

聴覚や発話に困難がある方とそれ以外の方（個人だけでなく企業や自治体，医療

機関，緊急通報受理機関 などを含みます）を，通訳オペレータが手話・文字と

音声とを通訳することにより，２４時間３６５日，電話で双方向につなぐサービ

スです。 

（１６）電話リレーサービス制度 

電話リレーサービスを提供するために必要な費用を，電話会社全体で応分に負担

する制度です。 

（１７）電話リレーサービス料 

電話会社が負担する１電話番号当たりの負担額（番号単価）は，電話リレーサー

ビス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって，１年に１回料金

の見直しが行われるため，その内容に応じてお客さまにお支払いいただく料金が

変更される場合があります。 

（１８）危険ＳＭＳ 

実在する宅配便事業者，金融機関又はインターネット通販事業者などを装い，口

座情報やアカウント情報などの個人情報の窃取または金銭の詐取などの不正行為

の実施を目的として，不正なアプリのインストール，Ｗｅｂサイトへのアクセス

または電話を行うように誘導するＵＲＬまたは電話番号が含まれるメッセージを

いいます。 

（１９）危険ＳＭＳ拒否設定 

危険ＳＭＳと判定されたメッセージの受信を自動的に拒否することをいいます。 

（２０）マルチカットＳＩＭ 

任意のサイズにカットでき，「標準 SIM」，「microSIM」，「nanoSIM」の 3 サイズに

対応します。ご利用端末の SIM サイズをご確認のうえ，切り目に沿ってカットし

てください。 
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Ⅱ 契約について 

 

４ 契約申込みの方法 

（１）契約のお申し込みをするときは，弊社所定の方法によりお申し込みを行うものとし

ます。 

（２）お申し込みは，満１８歳以上の成年者に限ります。 

 

５ 契約者の氏名などの変更の届け出 

（１）契約者は，氏名・名称・メールアドレス・住所もしくは居所又は請求書の送付先に

変更があったときは，そのことを速やかに通知していただきます。 

（２）弊社は，その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

 

６ 契約申込みの承諾 

（１）弊社は，やまとモバイル契約のお申し込みがあったときは，受け付けた順序に従っ

て承諾します。 

（２）契約は，弊社が承諾した時点をもって成立するものとします。 

（３）弊社は，次の場合には，そのお申し込みを承諾しないことがあります。 

イ 申込者が，契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき 

ロ 申し込まれた内容に，虚偽又は不実の内容があるとき 

ハ 弊社において本人確認ができないとき 

ニ 申込者が，約款類における利用停止事由，契約解除事由に該当するとき 

ホ 申込者が個人名義で弊社と締結している契約数の合計が，６以上であるとき 

へ 法人の場合，従業員数を越えるお申し込みであるとき 

ト その他，弊社が契約者としてふさわしくないと判断したとき 

 

７ サービス提供開始時期 

（１）弊社は，やまとモバイルおよび付加機能サービスについては，前条により契約が成立

し，弊社がこれに基づき送付した当該契約者が注文した端末機器，またはＳＩＭ カ

ードを当該契約者が受領した日を，やまとモバイルのサービス提供開始日とし，当該

提供開始日を含む月を提供開始月とします。 

（２）弊社が，出荷前の端末機器の設定を行う場合は，設定を行った日をやまとモバイルの

サービス提供開始日とし，当該提供開始日を含む月を提供開始月とします。 

（３）前項の規定にかかわらず，当該契約が回線交換サービスの提供を内容とするものであ

り，第１７条に基づきＭＮＰが適用される場合，当該契約者が回線切替を申し込み，

手続が完了した日をサービス提供開始日とし，当該提供開始日を含む月を提供開始月

とします。 

 

８ 通信サービス契約に基づく権利の譲渡 

（１）通信サービス利用権の譲渡は，弊社の書面による承認を受けなければ，その効力を生
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じません。 

（２）通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは，当事者が連署した弊社所

定の書面により弊社に請求していただきます。 

（３）弊社は前項の規定により通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは，次の

場合を除いて，これを承認します。 

イ 通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

ロ 通信サービス利用権を譲り受けようとする者が，料金その他の債務について，支

払いを現に怠り，または怠るおそれがあるとき。 

ハ 通信サービス利用権を譲り受けようとする者が，第１８条（回線交換サービスの

禁止行為）または第１９条（その他禁止行為）の規定のいずれかに該当し，通信

サービスの利用を停止されている，又は通信サービス契約の解除を受けたことが

あるとき。 

ニ 通信サービス利用権を譲り受けようとする者が，譲渡の承認の請求にあたり虚偽

の内容を記載した書面を提出したとき。 

ホ 通信サービス利用権を譲り受けようとする者が，第１８条（回線交換サービスの

禁止行為）または第１９条（その他禁止行為）の規定に違反するおそれがあると

弊社が判断したとき。 

ヘ その他弊社の通信サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。 

（４）通信サービス利用権の譲渡があったときは，譲受人は契約プランやオプション条件を

継承します。条件変更は譲渡承認した翌月以降から可能となります。 

（５）通信サービス利用権の譲渡は，既契約時の端末代金のお支払が完済されていない場合，

残債を一括でお支払いいただきます。入金確認できない場合，譲渡承認請求の受付が

できません。 

（６）通信サービス利用権の譲渡は，譲渡手続き費用が発生します。本費用は譲受者へ毎月

のご請求で，ご利用料金と合わせてご請求させていただきます。 

（７）通信サービス利用権の譲渡承認後，譲渡者へ請求承認月分と請求承認前月利用分の請

求明細は郵送でお知らせします。この 2カ月間は郵送での請求明細発行費用（１１０

円税込）が発生します。また，この期間の通話明細は発行されません。 

（８）通信サービス利用権の譲渡承認後，端末・ＳＩＭカードのお引き渡しは，当事者間で

行ってください。万が一事故や損害等が発生しましても弊社は一切の責任を負わない

ものとします。 

（９）通信サービス利用権の譲渡承認後，お客さまページのご利用は次の通りとなります。 

イ 譲渡者は承認請求を承認した月までご利用可能です。譲受者は承認請求を承認し

た月の翌月より利用可能となります。 

ロ 譲受者へのお客さまページログインパスワード等の案内につきましては，承認請

求した翌月に郵送します。 

（１０）通信サービス利用権の譲渡承認申請のお手続きの受付は，やまとモバイルサポート

センターのみとなります。 
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９ 契約内容の変更 

（１）契約を変更される場合は，お客さまページからお申し込みいただくか，弊社お客さま

センターまでご連絡ください。また，書面でのお申し込みが必要になる場合がありま

すので，専用フォームに必要事項をご記入の上，弊社までご返送願います。弊社受領

日をもって受付となります。 

（２）ＳＩＭタイプの変更はできません。ご利用中のＳＩＭタイプを変更したい場合は，一

度解約を行い，再度変更したいタイプのＳＩＭを選択いただき，お申し込みください。 

（３）各種プラン変更は弊社で受付した月の翌月１日から新プランが適用となります。ただ

し，「１０分かけ放題」サービスをお申し込みの場合，弊社で受付した日から適用開

始されます。 

（４）変更申込は弊社で受理してからおよそ１～３営業日後に成立します。お申し込みのタ

イミングで翌月処理になる場合もありますので，時間に余裕をもってお申し込みくだ

さい。翌月処理となった場合，翌月分の月額費用，音声通話料およびＳＭＳの利用料

等を支払うものとします。 

 

 

Ⅲ 利用の制限等 

 

１０ 通信区域 

（１）やまとモバイルの通信区域は，その時点で株式会社ＮＴＴドコモが発表する通信区

域の通りとします。ただし，当該通信区域内であっても，屋内，地下駐車場，ビル

の陰，トンネル，山間部等の電波の伝わりにくい場所では，通信に支障を来し，ま

たは通信をできない場合があります。 

（２）日本国外での電話や通信のご利用はできません。 

 

１１ 通信利用の制限 

弊社は，技術上，保守上，その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合，または約

款類その他提供元の電気通信事業者との取決等により通信利用の制限が生じた場合，契約

者に通知することなく通信を一時的に制限または停止することがあります。 

 

１２ 通信時間等の制限 

（１）前条（通信利用の制限）の規定による場合のほか，弊社は，通信が著しくふくそう

するときは，通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 

（２）前項の場合において，弊社は，天災，事変その他の非常事態が発生し，または発生

するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援，交通，通信もしくは電力の供給

の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益の

ために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，電気通信事業

法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動

無線装置以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等
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への通信を中止する措置をふくみます）をとることがあります。 

（３）弊社は，一定期間における通信容量を超えるときは，その通信を制限，もしくは切

断することがあります。 

 

１３ その他の制限等 

弊社は，契約者間の利用の公平を確保し，本サービスを円滑に提供するため，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専有する通信

について速度や通信量を制限することがあります。 

 

１４ 制限等にかかる取決め 

（１）本章による各制限等の実施は，弊社の提供元の電気通信事業者との取決め等に従い

実施することを，契約者は予め承諾します。 

（２）本章による各制限の実施により契約者に損害が生じたとしても弊社は，約款類に別

段の定めがある場合を除き，契約者の損害を賠償する義務はないものとします。 

 

１５ 通信時間の測定 

通信時間は，発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時

刻から起算し，発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状

態にした時刻までの経過時間とし，弊社の機器により測定します。ただし，株式会社 

ＮＴＴ ドコモの測定結果を弊社の測定結果とみなすことがあります。 

 

１６ 通信速度等 

（１）弊社が本サービス上に定める通信速度は，実際の通信速度の上限を示すものではな

く接続状況，契約者が使用する本 ＳＩＭ カード，情報通信機器，ネットワーク環

境，その他の理由により変化し，速度がでないことがあり得ることを，契約者はあ

らかじめ承諾するものとします。 

（２）契約者は，電波状況等により，本サービスを利用して送受信されたメッセージ，デ

ータ，情報等が破損または滅失することがあることを，あらかじめ承諾するものと

します。 

 

１７ 契約者識別番号の付与 

（１）弊社は，回線交換サービスの提供を受ける契約者に対し，契約者識別番号を定め，

１つの契約回線に対して１つ付与します。 

（２）回線交換サービスの提供を受ける契約者は，回線交換サービスを利用するための契

約者識別番号の変更を請求することはできません。 

（３）契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者に対する契約者識別番号の 

付与は，携帯電話事業者の定める約款に従い，携帯電話事業者が行います。 

 

１８ 回線交換サービスの携帯電話番号ポータビリティ 

（１）ＭＮＰの適用を希望する場合は，弊社所定の方法によりその旨申し出るものとしま 



- 7 - 

ネクストパワーやまと株式会社 やまとモバイル 

す。 

（２）回線交換サービスの提供を受ける契約者は，ＳＩＭカード受領後，ＭＮＰの切替作

業を行うものとします。弊社は，当該ＭＮＰの有効期限直前になっても当該ＳＩＭ

カードの切替作業が行われていないことを検知した場合，弊社の判断により強制的

に切替作業を行うことがあり，このことを契約者は予め承諾します。この強制切替

により契約者が不利益を被ったとしても，弊社は責を負うものではありません。 

 

１９ 回線交換サービスの禁止行為 

回線交換サービスの提供を受ける契約者は，回線交換サービスを利用するにあたり，以

下の行為を行ってはならないものとします。 

（１）故意に多数の不完了呼を発生させ，通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。 

（２）第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為，故意に通話を保留したまま放置す

るなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為，回線交換サービスの運

営を妨げる行為。 

（３）回線交換サービスの利用において，本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者

に対し，自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等

を用いて，商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や加入などを

目的とした回線への発信を誘導する行為。 

（４）回線交換サービスの利用において，自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは音

声合成もしくは録音音声等を用いて，第三者が嫌悪感を抱く，またはその恐れのあ

る通信をする行為。 

 

２０ その他禁止行為 

利用者は，本モバイル通信サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。 

（１）本サービスの利用申し込み時，本サービスの利用にあたり，虚偽の登録，届出また

は申告を行うこと。 

（２）他者になりすまして本サービスを利用する行為。 

（３）本サービスを不正の目的をもって利用する行為。 

（４）サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する

契約上の地位を，弊社の承諾なく第三者に譲渡もしくは継承する行為。 

（５）弊社もしくは第三者の財産権（特許権など），その他の権利を侵害する行為，または

侵害するおそれのある行為。 

（６）第三者のプライバシーを侵害する行為，または侵害するおそれのある行為。 

（７）弊社もしくは第三者を誹謗中傷し，名誉もしくは信用を毀損する行為，またはその

おそれのある行為。 

（８）他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為。 

（９）本サービスの提供に関する弊社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし，過度

な負担を与え，その他サービスの提供およびその運営に支障を与える行為，または

そのおそれのある行為。 

（１０）弊社の営業活動を妨害する行為，またはそのおそれのある行為。 
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（１１）弊社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為，またはそのおそれのある

行為。 

（１２）犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為，またはそのおそれのある行為。 

（１３）上記各号の他，法令，公序良俗，本約款等に違反する行為，またはそのおそれの

ある行為。 

（１４）その他，弊社が不適切と判断する行為。 

 

 

Ⅳ 料金 

 

２１ 料金 

（１）料金は，基本使用料・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料，その他別

途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし，契約者はこれらの料金を弊

社に支払う義務を負うものとします。 

（２）基本使用料および月額料金は，サービス提供開始月から，契約の解除等の手続が完

了した日の属する月まで発生します。弊社は，月額料金の算定において，本約款で

規定される場合を除き，第３章所定の事由によるサービス提供の停止があった場合

であっても，やまとモバイルの提供があったものとして取り扱うものとします。 

（３）０２０番号のＳＩＭでご契約の場合，省令によりユニバーサルサービス・電話リレ

ーサービスに係る負担金は対象外となります。すでにご利用いただいている０７０

～０９０番号帯の回線については引き続きユニバーサルサービス・電話リレーサー

ビスに係る負担金の対象となります。 

（４）ご請求額は，税抜価格の合計に消費税相当額を加算し，1 円未満を切り捨てます。

そのため，個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。 

 

２２ 料金の支払方法等 

（１）契約者は，基本使用料および月額利用料金を，弊社が別途定める場合を除き，弊社

が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 

（２）お支払方法は，口座振替またはクレジットカード払いといたします。Ｗｅｂからの

お申し込みの場合は，クレジットカード払いのみとなります。 

（３）口座振替の場合，弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社に申し出ていただき，

料金の振替日は２７日（金融機関の休業日の場合はその翌営業日）といたします。 

（４）クレジットカード支払いの場合，次の事項に留意してお申し込みください。 

イ 契約ご本人名義のクレジットカード払いとなります。ただし，海外発行のクレ

ジットカードにつきましては，ご登録いただけない場合があります。 

ロ クレジットカードご利用明細の送付時期や口座からの振替日は，クレジットカ

ード会社によって異なります。 

ハ クレジットカード会社の締切日と弊社の事務処理の都合などにより，当月の請

求が翌月にずれて２カ月分をまとめてご請求する場合があります。 
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ニ 弊社は，クレジットカード支払いの請求書および領収証は発行いたしませんの

で，クレジットカード会社から届く明細書をご覧ください。 

ホ クレジットカード番号等が変更となった場合は，再度お申し込み手続きが必要

となります。なお，新カードでの支払い手続きが完了しますと，旧カードへの

請求は自動的に解約されますので，解約手続き等は必要ありません。 

（５）口座振替でのお支払の場合，料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたと

きに，弊社に対する支払いがなされたものといたします。 

（６）料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

 

 

Ⅴ 端末機器およびＳＩＭカード 

 

２３ 端末機器 

（１）契約者は，やまとモバイルを利用するために必要となる端末機器等を自己の費用と

責任において準備するものとします。 

（２）やまとモバイルから端末機器を購入する場合，契約者は当該端末機器を同梱の説明

書に則って使用するものとします。なお出荷前の端末機器の設定については，契約

者からの希望があった場合，弊社が定める範囲内の設定は行うものとします。出荷

後の端末機器の設定やドライバのインストールは，契約者自身が行うものとします。 

 

２４ 端末機器利用にかかる契約者の義務 

（１）契約者は，端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準（以

下「技術基準」といいます）に適合するよう維持するものとします。 

（２）契約者は，端末機器について次の事項を遵守するものとします。 

イ 端末機器を取り外し，変更し，分解し，もしくは損壊しないこと。ただし，天

災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りで

はありません。 

ロ 故意に接続回線に保留したまま放置し，その他通信の伝送交換に妨害を与える

行為を行わないこと。 

ハ 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し，変更または

消去しないこと。 

 

２５ ＳＩＭカード 

（１）本サービスの利用には，本ＳＩＭ カードが必要となります。本ＳＩＭ カードは，

契約者のうち回線交換サービスの提供を受ける契約者については，弊社が契約者に

貸与するものであり，回線交換サービスの提供を受けない契約者については，携帯

電話事業者が契約者に貸与するものであり，譲渡するものではありません。 

（２）契約者は，本ＳＩＭ カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします 

（３）契約者は，本ＳＩＭ カードを契約者以外の第三者に利用させたり，貸与，譲渡，売
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買等をしてはならないものとします。 

（４）契約者による本ＳＩＭ カードの管理不十分，使用上の過誤，第三者の使用等による

損害は契約者が負担するものとし，弊社は一切責任を負わないものとします。また，

第三者による本ＳＩＭ カードの使用により発生した料金等については，全て当該Ｓ

ＩＭ カードの管理責任を負う契約者の負担とします。 

（５）契約者は，本ＳＩＭ カードが第三者に使用されていることが判明した場合，直ちに

弊社にその旨連絡するとともに，弊社からの指示がある場合にはこれに従うものと

します。 

（６）契約者の責めに帰すべからざる事由により本ＳＩＭカードが故障した場合に限り，

弊社の負担において本ＳＩＭカードの修理若しくは交換（種別の異なるＳＩＭカー

ドの交換はできないものとします。以下同じとします）をする義務を負います。 

（７）契約者は，本ＳＩＭカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出 

し，変更または消去してはならないものとします。 

（８）契約者は，本ＳＩＭカードに，弊社，携帯電話事業者および第三者の業務に支障が

生じる変更，毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本

ＳＩＭカードが故障した場合は，その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とし

ます。なお，この場合，契約者は，修理若しくは交換のための費用のほか，弊社が

別途定める料金表（ＳＩＭカード損害金）に規定する損害金を弊社に支払うものと

します。 

（９）契約者は，正規のＳＩＭカードの利用料金を，本サービスの利用料金に含めて弊社

に対して支払うものとします。 

（１０）契約者が，正規のＳＩＭカード以外のＳＩＭカードを使用すると，本サービスに

おける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に，弊社および携帯

電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が，正規のＳＩ

Ｍカード以外のＳＩＭのカードを使用したことに起因して，弊社，携帯電話事業

者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うも

のとします。 

（１１）契約者は，本サービスに関する契約終了後，弊社が定める期日までに本ＳＩＭカ

ードを弊社に返却するものとし，当該期日までに返却がなかった場合および破損

した場合，弊社が別途定める料金表（ＳＩＭカード損害金）に規定する損害金を

弊社に支払うものとします。 

（１２）紛失や盗難などが発生した場合，ＳＩＭカードの再発行のお手続きの受付は，や

まとモバイルサポートセンターのみとなります。ＳＩＭカードの再発行には，申

し出を受け付けてからお手元に届くまでおよそ４～６営業日かかります。また，

再発行手数料３，３００円（税込）を支払うものとします。 

 

２６ ＳＩＭカードの種類 

弊社が取り扱うＳＩＭカードは，ｎａｎｏ ＳＩＭまたはマルチカットＳＩＭとなりま

す。弊社から購入する端末機器が，標準ＳＩＭ，ｍｉｃｒｏ ＳＩＭの場合，マルチカ

ットＳＩＭで提供いたします。 
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Ⅵ 損害賠償等 

 

２７ 解除等 

（１）契約者が契約を解除しようとする場合，所定の方法で弊社に申し出るものとします。 

（２）解除は前項解除の申し出を受け付けてからおよそ１～３営業日後に成立します。お

申し込みのタイミングで翌月処理になる場合もありますので，時間に余裕をもって

お申し込みください。翌月処理となった場合，翌月分の月額費用，音声通話料及び

ＳＭＳの利用料等お支払いただきます。 

※営業日とは土日祝日，弊社指定のＧＷ，夏季休業，年末年始休業を除く平日とな

ります。 

（３）当該契約者がＭＮＰ転出を希望するときは，契約の解除に先だって，弊社にその旨

を申し出ていただきます。 

（４）ＭＮＰ転出の申し出があったときはＭＮＰ転出の手続きに必要となるＭＮＰ転出予

約番号を発行します。この場合において，弊社はその番号を発行した日から起算し

て１５日を経過したときは，その番号を無効とします。 

（５）ＭＮＰ転出予約番号取得には，申し出を受け付けてからおよそ１～３営業日かかり

ます。やまとモバイルでお使いだった電話番号について他社でのＭＮＰ転入手続き

が完了したことを弊社が確認した時点をもって上記解除の申し出の有無に関わらず，

やまとモバイルの契約は自動的に解除となります。弊社から他社へのＭＮＰ転出の

申し出月と，上記弊社確認月が異なる場合，確認月までの月額費用，音声通話料，

及びＳＭＳの利用料等をお支払いただきます。 

（６）弊社は，前１～５項または本条以外に本規約に規定する場合の他，契約者が次のい

ずれかに該当するときは，当該該当契約者に対し何ら通知催告等の手続なくして，

やまとモバイルの提供を停止し，あるいは契約を解除することができるものとしま

す。 

イ 料金その他の債務について，支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

ロ 契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず，当該変更にか

かる届出を怠ったとき，または，届出られた内容が事実に反することが判明し

たとき。 

ハ 第２３条の規定に違反し，ＳＩＭカードを技術基準に適合しない端末機器で利

用したとき，または弊社の指定する以外のＳＩＭカードを利用したことに起因

し，弊社または提供元の電気通信事業者等に損害が生じたとき 

ニ やまとモバイルにかかる電気通信設備（弊社所有または管理する電気通信設備

に限りません）に支障を及ぼし，または支障を及ぼすおそれのある行為が行わ

れたとき。 

ホ 契約者により約款類の定めに違反または禁止する行為が行われたとき。 

ヘ お申し込み内容に虚偽の事実があると判明したとき。 

ト 警察機関より通信サービスを用いた犯罪行為を防止する為に契約者回線の利用

を停止する必要があると判断した場合であって，警察機関から弊社に対して所
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定の方法によりその契約者回線に係る通信サービスの利用を停止する要請があ

ったとき。 

（９）契約者が契約解除した時に，端末料金のお支払が完済されていない場合，残債を最

終請求の時に一括でお支払いいただきます。 

（１０）事由の如何を問わず，利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る

利用者の一切の債務は，利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで

消滅しません。 

（１１）お客さまページは解約後，９０日間は閲覧のみ利用可能です。 

 

２８ 初期契約解除 

（１）最低利用期間がある契約でも，お申し込み後に送付される会員登録証の案内を受領

した日から換算して８日を経過するまでの間であれば，書面により対象注文の契約

解除を行うことができます。ただし，初期契約解除申込については，お申し込み後

のキャンセルはできません。 

初期契約解除についてのお申し込みは弊社お客さまセンターまでご連絡ください。 

（０５７０－００５－０１１：受付時間１０：００～１８：００「ＧＷ・夏季・年

末年始を除く」） 

（２）初期契約解除に伴い，損害賠償もしくは違約金等を請求されることはありません。

ただし，事務手数料および契約解除日までの期間において提供を受けた電気通信役

務の料金，ユニバーサルサービス料，割引サービス，オプションサービスなどの月

額料金を支払うものとします。このとき，日割り計算は行わず，月額での請求とな

ります。 

（３）利用開始日に属する月と初期契約解除を行った月が異なる場合，オプションサービ

スの利用料金は２カ月分が請求の対象となります。ただし，各オプションサービス

の規約に基づき無料で提供する期間については，利用料金は発生しません。 

（４）オプションサービスに加入されている場合は，初期契約解除と同時に解約となりま

す。 

（５）お客さまご自身で音楽配信サービスなどの有料サービスに加入している場合は，初

期契約解除とは別途でお客さまご自身による解約手続きが必要です。 

（６）新規電話番号による契約の場合，ＭＮＰ転出を行うことはできません。 

（７）初期契約解除申請を申し込み，ＭＮＰ転出をＭＮＰ予約番号の有効期限内に完了し

ない場合，初期契約解除も無効となります。 

（８）端末の購入は初期契約解除の対象外です。購入した端末の返品・返金はできません。

分割払い（２４回）で購入した場合は，一括でお支払いいただきます。 

（９）以下の料金については請求しません。 

解約手数料 

（１０）初期契約解除のお申し込みには下記の内容を記載のうえ，弊社まで郵送等により

ご提出ください。発送先住所は，契約書に記載してあります。また，該当書面の

提出に要する費用はお客さまにご負担いただきます。 

   記入内容 : ご契約者名・ご契約住所・ご連絡先電話番号・契約を解除したい理由 
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ご契約回線番号・書面発送日 

（１１）法人契約の場合，初期契約解除を行うことができません。 

 

２９ 延滞利息 

（１）前条に基づく弊社の解除権の行使の有無に関わらず，契約者が債務を支払期日が過

ぎてもなお弁済しない場合，契約者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日

数に，年１４.５％の割合で計算される金額を延滞利息として，債務と一括して弊社

が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 

（２）前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は，全て当該契約者の負担とします。 

 

３０ 免責事項等 

（１）天災地変，原因不明のネットワーク障害などの不可効力により生じた損害，予見可

能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害，逸失利益を含む間接損害について

は，弊社は一切の責任を負わないものとします。 

（２）本サービスで提供する情報の内容および品質に関連して発生した利用者または第三

者のいかなる損害についても弊社は一切の責任を負わないものとし，利用者と第三

者の間で生じた紛争は，すべて当事者間で解決するものとします。 

（３）本サービスの提供，変更，中止，もしくは廃止に関して発生した利用者または第三

者のいかなる損害についても弊社は一切の責任を負わないものとし，利用者と第三

者の間で生じた紛争は，すべて当事者間で解決するものとします。 

（４）弊社は，本規約に明示的に定める場合のほか，利用者に対して一切の損害賠償およ

び利用料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。ただし，弊社の故意

または重大な過失があった場合は，この限りではありません。 

（５）海外渡航先での利用に合わせ，お客さまご自身で準備した端末や現地プリペイドＳ

ＩＭやＷｉ－Ｆｉルーターの購入・レンタルで発生したいかなる損害についても，

弊社は一切の責任を負わないものとします。 

 

 

Ⅶ 情報等の取扱い 

 

３１ 情報収集 

弊社は以下の場合に必要な情報を収集し，自己による分析，蓄積等を行うほか，当該情

報（契約者情報を含みます。）を提供元またはその他の電気通信事業者等に提供すること

があり，契約者は予めこれに同意するものとします。 

（１）第１１条に規定する通信時間等の制限のため 

（２）利用料債務の履行を怠るなどの当該契約者の債務不履行情報を他の電気通信事業者

と共有するため 

（３）携帯電話番号ポータビリティにかかる転入または転出の手続のため 
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３２ 発信者番号通知等 

（１）弊社は回線交換サービスの利用において，当該契約者回線からの通信に紐づけられ

る契約者識別番号を当該通信の着信先の契約者回線等へ通知します。 

（２）前項の規定にかかわらず，発信者は契約者識別番号を通知しないことができます。

ただし，緊急通報に係る機関が，人の生命などに差し迫った危険があると判断し弊

社に通知の要請があった場合には，契約者識別番号を通知することがあります。 

（３）回線交換サービスの利用において当該契約者回線への通信（弊社が別に定めるもの

に限ります）であって，発信者番号（発信に係る契約者回線等または他社契約者回

線の電話番号等をいいます。以下同じとします）が通知されない通信に対して，そ

の契約者回線の契約者は，その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者

に通知することができます。 

 

３３ 位置情報の送出 

（１）当該契約者の利用にかかるワイヤレスデータ通信について，提供元の電気通信事業

者等から位置情報の要求があったときは，弊社はその接続点への位置情報を送出す

る場合があることを，契約者は，あらかじめ承諾するものとします。 

（２）前条第二項の規定により，緊急通報において契約者識別番号を通知したときは，位

置情報（弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を

含みます。以下，本条において同じとします。）を，提供元の電気通信事業者等がそ

の緊急通報に係る機関へ送出することを，契約者は，あらかじめ承諾するものとし

ます。ただし，当該緊急通報に係る機関がその情報を受信できないときは，この限

りではありません。 

（３）弊社は，前二項の規定により送出された位置情報に起因する損害については，その

原因の如何によらず，一切の責任を負わないものとします。 

 

 

Ⅷ その他 

 

３４ 基本クーポン繰り越しサービス 

（１）基本クーポン繰り越しサービスとは，ご利用プランの基本クーポンの残量を翌月に

繰り越しできるサービスです。 

（２）当月余ったクーポン（データ通信容量）の有効期限は翌月月末までとなります。再

来月まで持ち越すことはできません。 

（３）翌月に繰り越せる容量の最大値は，ご利用のプランごとに定められた月間クーポン

（データ通信容量）と同量となります。 

（４）クーポンは下記順番で利用されます。 

イ 繰り越しクーポン 

ロ 追加クーポン 

ハ 基本クーポン 
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３５ 海外渡航先での利用について 

（１）やまとモバイルのＳＩＭカードは海外でのご利用ができません。現地音声付プリペ

イドＳＩＭの調達や渡航先で利用できるＷｉ－Ｆｉルーターのレンタルを行い，ご

対応ください。 

（２）渡航先の携帯電話会社で対応している周波数帯域が，ご利用している端末でご利用

できるのか事前に確認ください。渡航先でご利用できない場合があります。 

（３）レンタルＷｉ－Ｆｉルーターの場合，音声電話は出来ません。ＩＰ電話のみ可能で

す。（通常の電話アプリを利用した電話はできません。ＬＩＮＥでんわなどのＩＰ電

話は可能です） 

（４）現地音声付プリペイドＳＩＭをご利用の場合，国際電話が可能となります。但し，

やまとモバイルＳＩＭではないので，受信者へはプリペイドＳＩＭの番号が表示さ

れます。 

（５）現地音声付プリペイドＳＩＭやレンタルＷｉ－Ｆｉルーターをご利用の際は，購入

先またはレンタル先の規約やご利用方法に従い，ご利用ください。 

 

３６ 危険ＳＭＳ拒否設定について 

（１）音声ＳＩＭとＳＭＳ ＳＩＭに危険ＳＭＳ拒否設定を提供します。 

（２）弊社は，危険ＳＭＳ拒否設定が有効な状態を標準として提供します。ただし，「ＳＭ

Ｓ一括拒否」を有効にしているなど，危険ＳＭＳ拒否設定と併用できない設定を有

効にしている場合は，この限りでありません。 

（３）契約者は，危険ＳＭＳ拒否設定について，随時，「無効」または「有効」に変更する

ことができます。この場合，その変更は契約者が所定のＷｅｂサイトから行うもの

とします。 

（４）危険ＳＭＳ拒否設定により受信が拒否されたメッセージを復元することはできませ

ん。 

（５）弊社は，危険ＳＭＳ拒否設定を提供する目的に限り，契約者が受信する前にすべて

のメッセージの情報（送信元情報および本文内容を含みます）を機械的および自動

的に取得することにより，危険ＳＭＳを検知します。 

（６）弊社が本サービスの提供にあたり業務を委託している特定携帯電話事業者は，危険 

ＳＭＳ拒否設定機能により検知したフィッシングＳＭＳに関する情報を特定携帯電

話事業者が管理するサーバーに蓄積し，匿名化および統計的なデータに加工したう

えで，次に定める目的で利用することがあります。 

・本機能における判定精度向上のため 

・危険ＳＭＳ送信者およびＳＭＳ中継事業者へ是正を求めるため 

・お客さまが危険ＳＭＳに係る不正サイトへアクセスすることを防止するため 

・携帯電話事業者間で危険ＳＭＳに関する対策を行うため 

（７）特定携帯電話事業者は前項に基づき，匿名化および統計的なデータに加工した危険

ＳＭＳに関する情報を第三者に開示することがあります。 

（８）契約者は上記（５）～（７）項までに定める事項について，あらかじめ包括的に同

意していただきます。 
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（９）弊社は危険ＳＭＳ拒否設定における危険ＳＭＳの検知および受信拒否の完全性（危

険ＳＭＳに該当しないメッセージを受信拒否しないことを含みます）を保証するも

のではなく，危険ＳＭＳ拒否設定の利用にともない発生する損害については，弊社

の故意または重大な過失による場合を除き，責任を負いません。 

 

３７ ５Ｇオプションサービス 

（１）音声ＳＩＭとデータＳＩＭに５Ｇ通信サービスを提供します。ただし，ＳＭＳ Ｓ

ＩＭはサービス対象外です。 

（２）弊社は，４Ｇサービスが有効な状態を標準として提供します。ご希望がありました

ら，お申し込み時または弊社ホームページ「お客さまページ」からお申し込みくだ

さい。 

（３）５Ｇオプションサービスをご利用の際は，５Ｇ用端末をご準備ください。４Ｇ端末

での動作保証は行っていません。また，３Ｇサービスはご利用できなくなります。 

ＳＩＭカード ５Ｇオプション 端末 通信 

音声／データ 

 

ご利用中 

５Ｇ ５Ｇ／４Ｇ（ＬＴＥ） 

４Ｇ ４Ｇ（ＬＴＥ）動作保証外 

３Ｇ専用 通信不可 

未利用 

５Ｇ ４Ｇ（ＬＴＥ） 

４Ｇ ４Ｇ（ＬＴＥ） 

３Ｇ専用 ３Ｇ（ＦＯＭＡ） 

ＳＭＳ 申込不可 

５Ｇ ４Ｇ（ＬＴＥ） 

４Ｇ ４Ｇ（ＬＴＥ） 

３Ｇ専用 ３Ｇ（ＦＯＭＡ） 

（４）お申し込み完了後，５Ｇ通信対応エリアで５Ｇ通信がご利用できるまでお時間がか

かる場合があります。 

（５）弊社の混雑時間帯において，５Ｇ通信により通信速度が改善するものではありませ

ん。 

 

３８ 管轄裁判所 

お客さまとのやまとモバイル契約に関する一切の紛争については，鹿児島地方裁判所を

もって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

３９ 暴力団排除に関する条項 

（１）お客さまおよび弊社は，本契約締結時および将来にわたり，本契約に関わる地方自

治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。 

（２）お客さまおよび弊社は， 現在および将来にわたり，暴力団，暴力団員（暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者を含みます。），暴力団準構成員，暴力団関連

企業，総会屋などその他これらに準ずる者（以下，これらを「反社会的勢力」とい

う。）および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。 

イ 暴力団等の反社会的勢力が経営を支配し，または実質的に関与していると認め

られる関係を有すること 
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ロ 自己，自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもってするなど，不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認

められる関係を有すること 

ハ 暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し，または便宜を供与するなど，

関与していると認められる関係を有すること 

ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的

に非難されるべき関係を有すること 

（３）お客さまおよび弊社は， 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当す

る行為を行わないことを表明し保証します。 

イ 暴力的な要求行為 

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ハ 取引に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる行為 

ニ 風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し，または

相手方の業務を妨害する行為 

ホ その他，上記に準ずる行為 

（４）お客さまおよび弊社は，相手方が本条（２）および（３）のいずれか一にでも違反

した場合は，相手方の有する期限の利益を喪失させ，また，通知または催告等何ら

の手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。 

（５）お客さまおよび弊社は，本条（４）に基づく解除により解除された当事者が被った

損害につき，一切の義務および責任を負わないものとします。 

 

このやまとモバイル契約約款は２０２２年７月１日より施行するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

ネクストパワーやまと株式会社 やまとモバイル 

別表 

 

やまとモバイルの料金表 

 

１ 適用 

この別表に記載する料金額は，消費税等相当額を含んだ金額です。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。 

 

２ 料金額 

 （１）初期費用 

登録手数料 ３,０００円（税込 ３，３００円） 

 

（２）データ専用プラン 

１ＧＢ ７５０円（税込 ８２５円） 

３ＧＢ ９００円（税込 ９９０円） 

５ＧＢ １,２００円（税込 １，３２０円） 

１０ＧＢ １,５８０円（税込 １，７３８円） 

２０ＧＢ ３,７００円（税込 ４，０７０円） 

３０ＧＢ ５,０００円（税込 ５，５００円） 

 

（３）データ＋ＳＭＳプラン 

１ＧＢ ７５０円（税込 ８２５円） 

３ＧＢ ９５０円（税込 １，０４５円） 

５ＧＢ １,３５０円（税込 １，４８５円） 

１０ＧＢ １,６５０円（税込 １，８１５円） 

２０ＧＢ ３,８３０円（税込 ４，２１３円） 

３０ＧＢ ５,１３０円（税込 ５，６４３円） 

 

（４）音声付プラン 

１ＧＢ ７８０円（税込 ８５８円） 

３ＧＢ ９８０円（税込 １，０７８円） 

５ＧＢ １,３８０円（税込 １，５１８円） 



- 19 - 

ネクストパワーやまと株式会社 やまとモバイル 

１０ＧＢ １,６８０円（税込 １，８４８円） 

２０ＧＢ ３,９３０円（税込 ４，３２３円） 

３０ＧＢ ５,２３０円（税込 ５，７５３円） 

 

（５）音声通話 

音声通話（携帯／固定電話等） １０円／３０秒（税込１１円/３０秒） 

音声通話（一部対象外番号）※１ ２０円／３０秒（税込２２円/３０秒） 

 

（６）その他の料金 

ＳＩＭカード再発行 ３,０００円（税込 ３，３００円） 

ＭＮＰ転出手続き ０円 

譲渡手続き ３,０００円（税込 ３，３００円） 

 

（７）オプション 

クーポン追加購入（５００ＭＢ/回）※２ ５００円（税込 ５５０円） 

つながる端末保証ｂｙやまとモバイル※３ ５００円（税込 ５５０円） 

１０分かけ放題※４  ８５０円（税込 ９３５円） 

１通話 １０分以内  無料 

１通話 １０分超過  １０円／３０秒（税込１１円/３０秒） 

請求明細発行サービス １００円（税込 １１０円） 

５Ｇオプションサービス 無料 

  ※１ 一部対象外番号は，１１７（時報），１７７（天気予報）などです。 

※２ クーポン追加は，６回/月までとなります。 

  ※３ ・つながる端末保証ｂｙやまとモバイルの免責期間は２カ月（お申し込み当月と翌

月）です。サービス，請求の開始は翌々月からとなります。 

・詳細は，「つながる端末保証ｂｙやまとモバイル規約」をご確認ください。 

  ※４ ・１０分以内の国内通話がかけ放題となります。ただし，緊急通話(１１０／１１

９)，ナビダイヤル（０５７０），フリーダイヤル（０１２０）などの接続サー

ビスはご利用いただけません。 

・ご利用時は「専用アプリ」を使用して発信するか，音声通話の発信時に「００３

５４５」を通話番号の先頭にお付けいただくことでサービスをご利用いただけま

す。 

・詳細は，「１０分かけ放題サービス利用規約」でご確認ください。 
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（８）ＳＭＳ送信料金 

送信文字数 
１回あたり 

の料金 

１～７０文字（半角英数字のみの場合１～１６０文字） ３．３円 

７１～１３４文字（半角英数字のみの場合１６１～３０６文字 ６．６円 

１３５～２０１文字（半角英数字のみの場合３０７～４５９文字） ９．９円 

２０２～２６８文字（半角英数字のみの場合４６０～６１２文字） １３．２円 

２６９～３３５文字（半角英数字のみの場合６１３～７６５文字） １６．５円 

３３６～４０２文字（半角英数字のみの場合７６６～９１８文字） １９．８円 

４０３～４６９文字（半角英数字のみの場合９１９～１０７１文字） ２３．１円 

４７０～５３６文字（半角英数字のみの場合１０７２～１２２４文字） ２６．４円 

５３７～６０３文字（半角英数字のみの場合１２２５～１３７７文字） ２９．７円 

６０４～６７０文字（半角英数字のみの場合１３７８～１５３０文字） ３３円 

※受信料は無料です。 

※１回あたりの送信料金は（送信通数）は送信文字数に応じて変わります。 

※送信可能文字数は機種またはアプリによって異なり，全角最大６７０文字（半角英数字

のみの場合は１５３０文字）までとなります。 

※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，端末また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回線あたり，１日に送信できるＳＭＳは２００通未満となります。 

 

（９）ユニバーサルサービス料金 

１契約者識別番号ごと １～８円 

※ユニバーサルサービス支援機関である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，その内容に応じてお客さまにお支払いただく

料金が変動いたします。 

 毎月の番号単価は，ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更に合わせて見

直します。番号単価はユニバーサルサービス支援機関ホームページで公表されています

ので，そちらでご確認ください。 

※０２０番号のＳＩＭでご契約の場合，ユニバーサルサービス料の請求対象となりませ

ん。０２０番号以外のＳＩＭでご契約の場合のみ請求の対象となります。 
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（１０）電話リレーサービス料金 

１契約者識別番号ごと ０～２円 

※電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって，料金の

見直しが行われているため，その内容に応じてお客さまにお支払いただく料金が変動い

たします。 

 毎月の番号単価は，電話リレーサービス支援機関による番号単価の変更に合わせて見直

します。番号単価は電話リレーサービス支援機関ホームページで公表されていますの

で，そちらでご確認ください。 

※０２０番号のＳＩＭでご契約の場合，電話リレーサービス料の請求対象となりません。

０２０番号以外のＳＩＭでご契約の場合のみ請求の対象となります。 
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附則 

この約款は，２０１６年９月１日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１６年１０月２１日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１６年１２月５日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１７年７月１日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１７年８月１日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１７年１２月２７日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１８年６月１日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１８年１１月２９日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０１９年１２月１６日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０２１年５月７日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０２１年７月１日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０２２年５月２７日から施行する。 

附則 

この改正規定は，２０２２年７月１日から施行する。 

 


