
利用料割引等に関する規約 

 

第 1 条（規約の適用) 

横浜ケーブルビジョン 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この利用料割引等に関する

規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、当社が別に定める YCVサービス契約約款および

利用規約(以下「約款等」といいます。)に定める各種サービス(以下「各種サービス」といいま

す。)の月額利用料の割引(以下「割引特典」といいます。)および、商品券もしくは郵便為替に

よるキャッシュバック等の特典(以下「その他特典」といいます。)(割引特典とその他特典を総

称し「本特典」といいます。)を適用します。 

2 本規約に記載が無い事項に関しては、約款等が優先して適用されます。 

3 当社は、いかなる場合においても、本規約の施行開始日よりも前に承諾し、既に提供を開始

している対象サービスについて、本特典の適用は行いません。 

 

第 2 条(規約の変更) 

当社は、本規約を変更することがあります。この場合、割引特典の適用期間、割引特典もし

くはその他特典の金額、その他特典の内容、対象サービス等の適用条件、その他本規約に定め

る各事項については変更後の内容によります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 

第 3 条(契約の期間について) 

契約の期間について 本特典の適用条件に対象サービスの最低利用期間または契約期間の定め

があるものについては、割引特典およびその他特典の最低利用期間または契約期間の定めの通

りとし、特に定めの無いものは、約款等に定める最低利用期間または契約期間を適用します。 

 

第 4 条(申込の承諾) 

当社は、本特典の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、本規約または本特典に関する重要事項説明書等に記載さ

れている提供条件を満たさない場合、申込を承諾しません。ただし、当社が提供する各種サ

ービスの割引特典およびその他特典の適用条件は、対象サービス毎に異なります。 

3 約款等または本規約に定める提供条件に合致しない場合、当社は本特典の適用を行いませ

ん。 

4 当社は本特典の適用よりも前に、加入申込者が当社から各種サービスの契約の解除を受けて 

いないことが条件となります。 



第 5 条(個人情報の取り扱い) 

当社は、本特典の提供に際し、取得する個人情報は、次に掲げる目的のために利用します。 

(1)本人確認のため 

(2)第 8 条および第 9 条に定める本特典の提供条件となる当社のサービスを提供するため 

2 当社は、お預かりした個人情報をご本人様からの事前の同意、承諾を得ない限り、第三者に

提供することはございません。ただし、次に掲げる場合にあっては、当社が個人情報を提供

することがあります。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る 

ことが困難であるとき 

(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 

本人の同意を得ることが困難であるとき 

(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す 

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事 

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

3 当社は、業務上必要な範囲において個人情報の全部または一部を業務委託先に委託すること

ができるものとします。この場合においても、本特典のために取得した個人情報は、本特典

終了後、直ちに廃棄します。 

4 当社は、本特典の提供に当たって、本契約者から取得した個人情報については、当社のイン

ターネット接続サービス、放送サービスまたは電話サービスの加入申込書における<個人情報

の取り扱いについて>の同意事項を本特典の提供においても有効とします。 

5 本特典の提供における個人情報の取り扱いは、当社が別に定める「個人情報保護方針」に基

づき取り扱うものとします。 

 

第 6 条(割引特典およびその他特典 の適用終了) 

当社は、契約者が予め定められた本特典の適用期間を満了したときに、本特典の適用を終了

します。 

2 前項の場合において、本特典の適用終了に関して、当社は特別に契約者に対して事前の告知

は行いません。 

3 本特典の期間を満了する前に、当社が本特典の適用を終了する場合には、当社は事前に告知

を行います。 

4 本特典の適用期間が満了したときには、特に本特典毎の定めが無い限り、約款等および本規

約に定める対象サービスが継続利用されるものとして、当社は対象サービスの約款等に規定



された月額利用料を請求します。 

5 当社は、契約者がサービスの解約、転居等により割引特典およびその他特典の適用条件を満

たさなくなった場合、割引特典およびその他特典の適用を終了します。この場合、当社から

割引特典およびその他特典の適用が終了する事について告知は行いません。 

 

第 7 条(割引特典およびその他特典の変更・中止・中断) 

当社は、当社の都合により割引特典およびその他特典の適用について変更、中止または中断

をすることがあります。 

 

第 8 条(各割引特典の提供条件)  

1. J:COM MOBILE スタート割 

(1)株式会社ジュピターテレコムが定める販売契約約款(以下「販売契約約款」といいま 

す。)に規定するスマホを分割払いで新規に購入すると同時に、当社が別に定める  

J:COM MOBILE(プラン a) 契約約款に規定する第 1 種定期契約(ただし、デュアルタイ 

プかつ基本データ容量が 3GB、5GB、7GB または 10GB のものに限ります。)を新規に契 

約した場合に、J:COM MOBILE(プラン a) 契約約款の定めに関わらず、12 か月間、その 

月額利用料から下表の金額を減額します。 

販売契約約款に定める分類 1 か月の減額 

①②③④⑤※ 1,000 円(税込 1,100 円) 

※基本データ容量 5GB プラン以上の場合は、24 か月間割引とします。 

(2)前号に定める割引は、本特典対象である J:COM MOBILE(プラン a)のサービスの開始の日

が本規約の申込の日の属する歴月の翌月末までである場合に、サービスの開始の日の属す

る歴月の翌月から利用割引特典を開始します。 

 

2.J:COM MOBILE 新端末代割引 

2-1.新規購入時に係る割引 

(1)当社が別に定める J:COM MOBILE(プラン a)契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス

(ただし、シングルタイプを除きます。)に、株式会社ジュピターテレコムが別に定める販

売契約約款に規定するスマホを分割払いで新規に購入すると同時に、新規加入および別表

１ に規定する対象サービスの提供を開始した場合、J:COM MOBILE(プラン a)契約約款の

定めにかかわらず、次号の対象条件を満たした日の属する暦月の翌月を 1 として起算し

て、48か月間、J:COM MOBILE サービスの月額利用料から下表の金額を減額します。 



販売契約約款に定める分類 １か月の減額 

①、⑦、⑧、⑨ 250 円(税込 275 円) 

⑩ 500 円(税込 550 円) 

⑤ 700 円(税込 770 円) 

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する暦月の翌月末日までに携帯電話番号ポ

ータビリティによる切り替えが完了している(携帯電話番号ポータビリティによる切り替

えを行わない場合は、端末到着を条件とする)加入申込者に限り割引特典を適用します。 

(3)株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の

全部が消滅した場合、本割引特典の適用は終了します。 

2-2.機種変更時に係る割引 

(1)当社が別に定める J:COM MOBILE(プラン a)契約約款に規定する J:COM MOBILE サービス

(ただし、シングルタイプを除きます。)および別表１に規定する対象サービスの提供を現

に受けており、かつ株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定する下

表の割引対象端末(J:COM MOBILE サービスの契約者回線に接続予定の端末に限ります。)

を分割払いで機種変更する契約者に対し、当社は J:COM MOBILE(プラン a)契約約款の定

めにかかわらず、下表の割引対象端末が到着した日、もしくは当社の責に帰さない事由に

より、申込者が到着予定日を過ぎても受領できなかった場合、受領予定日を含み 7 日が

経過する日の属する暦月の翌月を 1として起算して 48 か月、J:COM MOBILE サービスの

月額利用料から下表の金額を減額します。 

販売契約約款に定める分類 1か月の減額 

① 、⑨ 250 円(税込 275 円) 

② 550 円(税込 605 円) 

⑤ 700 円(税込 770 円) 

  (2)当社は、以下条件の全てを満たす申込者に限り、前項に定める割引特典を適用します。 

・株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る賦払金 

について、24 か月までの支払いが確認できること。 

・販売契約約款に規定するスマホを分割払いで新たに購入すること。 

(3)株式会社ジュピターテレコムが別に定める販売契約約款に規定するスマホに係る債権額の 

全部が消滅した場合、本割引特典の適用は終了します。 

 

 

 

 

 



第 ９ 条(各その他特典の適用について)  

1-1.YCVキャッシュバック 

(1)別表 2 に規定する対象サービスの提供を開始した場合、次号の対象条件を満たした日の属 

する暦月の 4か月後に、別表 2 に定める特典を適用します。なお、特典は商品券となり 

ます。 

(2)当社は、前号について、以下条件の全てを満たす加入申込者に限りその他特典を適用しま 

す。 

・別表 2に定める対象サービスの提供が本規約の申込の日の属する歴月の翌月末日までに開 

始されていること 

・本特典の申込みの時点で、過去 12か月以内に当社が提供する各種サービスのいずれかまた 

は複数のサービスを解約していないこと。 

(3) 別表 2 に規定する対象サービスと同時に東急でんきに新規でお申し込み頂いた場合、別表 

2 に定める特典を適用します。 

1-2.WEB特別キャッシュバック 

YCV WEBサイトよりお問い合わせいただき、YCVキャッシュバックと同時に別表 3 に規定する対象

サービスに新規またはサービス追加によりお申し込み、必要な設置工事および J:COM PHONEプラス

サービスの開通を完了し、各サービスの利用を開始された方に別表 2 に定める特典を適用します。

1-3. キャッシュバック（新築ご入居特典） 

新築戸建物件に入居前もしくは入居後 6か月以内の方で、YCVキャッシュバックと同時に別表 4 に

規定する対象サービスに新規またはサービス追加によりお申し込み、必要な設置工事および J:COM 

PHONEプラスサービスの開通を完了し、各サービスの利用を開始された方に別表 2 に定める特典を

適用します。 

1-4. キャッシュバック（アンテナ買い取り特典） 

YCVキャッシュバックと同時に別表 4 に規定する対象サービスに新規でお申し込み、合わせ

て地上アンテナの撤去をご依頼いただき、必要な設置工事および J:COM PHONE プラスサービス

の開通を完了し、各サービスの利用を開始された方に別表 2 に定める特典を適用します。 

 

2. かけ放題パック新規加入時登録手数料無料 

J:COM PHONE プラスサービスの新規申込みと同時に本パックを申し込まれかつ同時にサービ

スを開始した場合は、同パックの登録手数料について、同約款の規定にかかわらず、その支払

を要しません。 

 

 



3.YCV NETホーム Wi-Fi（オプションサービス）月額利用料金無料 

 インターネットサービスの以下のコースを新規申込みまたはご利用中の方で、本サービスを申し

込まれた場合、本サービスの月額利用料金について、別に定める「インターネット接続サービス加

入契約約款」および同項の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

２台目以降のご利用には、月額利用料金 500 円(税抜)を頂戴します。 

対象コース 320Mコース／40Mコース／12Mコース 

 

4. J:COM MOBILE キャッシュバック 

(1)J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に定める第 1 種定期契約（ただし、デュアルタイプ 

限ります。）に新規に加入した場合、特典を適用します。 

特典） 

基本データ容量が 3GBコース ：5,000 円分の商品券 

上記以外のコース      ：10,000円分の商品券 

(2)当社は、前号について、本規約の申込の日の属する暦月の翌月末日までに携帯電話番号ポ 

ータビリティによる切り替えが完了している加入申込者に限りその他特典を適用します。 

(3)KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社が提供する au スマートフォンを利用中 

でかつ当社サービスに切り替えの場合、および au スマートバリューまたは au スマート 

バリューmineをご契約中の加入申込者は、前号の条件を満たす場合でも対象外となりま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 1(J:COM MOBILE 端末代割引 対象サービス)  

スマートお得プラン 

スマートお得セレクト 

ワイワイ DXプラス 

ワイワイ DX 

320M コース 

120M コース 

40M コース 

 

別表 2(YCVキャッシュバック 対象サービスおよび商品券金額)  

対象サービス キャッシュバック金額 

新規契約 

キャッシュバック金額 

サービス追加契約 

東急でんき同時加入時 

追加キャッシュバック金額 

スマートお得プラン 320HDR+ ¥30,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得プラン 120+ ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得プラン 320HDR ¥30,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得プラン 120 ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

Y-Roomスマートお得プラン 320HDR+ ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

Y-Roomスマートお得プラン 320HDR  ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得プラン 320HDR+（特別割引） ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得プラン 320HDR（特別割引） ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得プランミニ+ ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得プランミニ ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

NETパック 320 ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

アパートマンション通信パック 320 ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

Y-Room通信パック 320 ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

相対 A（通信パック 320） ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

相対 B（通信パック 320） ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

パークタワー（通信パック 320） ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

UR（通信パック 320） ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得セレクト NET320Ｍ+PHONEコース ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得セレクト NET120Ｍ+PHONEコース ¥15,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得セレクト NET320Ｍコース ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

スマートお得セレクト NET120Ｍコース ¥8,000 ¥5,000 \3,000 

 

 



別表 3(WEB特別キャッシュバック 対象サービスの商品券金額) 

対象サービス キャッシュバック金額 

新規契約およびサービス追加契約 

スマートお得プラン 320HDR+ 

5,000円 

スマートお得プラン 320 

スマートお得プラン 120+ 

スマートお得プラン 120 

Y-Roomスマートお得プラン 320HDR+ 

Y-Roomスマートお得プラン 320HDR 

スマートお得プラン 320HDR+（特別割引） 

スマートお得プラン 320HDR（特別割引） 

スマートお得プランミニ+ 

スマートお得プランミニ 

NETパック 320 

アパート・マンション通信パック 320 

Y-Room通信パック 320 

相対 A（通信パック 320） 

相対 B（通信パック 320） 

パークタワー（通信パック 320） 

UR（通信パック 320） 

スマートお得セレクト NET320Ｍ+PHONEコース 
スマートお得セレクト NET120Ｍ+PHONEコース 
スマートお得セレクト NET320Ｍコース 
スマートお得セレクト NET120Ｍコース 

 

別表 4(キャッシュバック（新築ご入居特典）およびキャッシュバック（アンテナ買い取り特典）対象

サービスの商品券金額) 

対象サービス キャッシュバック金額 

新規契約 

スマートお得プラン 320HDR+ 

5,000円 

スマートお得プラン 320 

スマートお得プラン 120+ 

スマートお得プラン 120 

スマートお得プランミニ+ 

スマートお得プランミニ 

NETパック 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則 

(実施期日) 

この規定は、平成 30 年 7 月 1 日から実施します。 

 

(実施期日) 

この改正規定は、平成 30 年 8月 1日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 10月 1日から実施します。 

（経過措置）  

この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額（地方消費税を含む）は、本規約に定めると

おりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。 


