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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(規約の変更等)
当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の
規約によります。
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。
３ 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う
場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び
説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームペ
ージ上の表示により、当該変更内容を通知または周知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 条及び第 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)J:COM MOBILE(プラン a) 契約約款に規定する第 1 種定期契約および第 3 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、10GB または 20GB 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、第 1 種定期
契約については 12 か月間、第 3 種定期契約については 24 か月間、その月額利用料から下表
の金額を減額します。ただし、JCOM 株式会社が定める販売契約約款に規定するスマホを一括
払いで新規に同時購入された場合は、対象外とします。 （新規申込受付終了）
販売契約約款に定める分類

1 か月の減額

① ②③④⑤※

1,000 円(税込 1,100 円)

(2）J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する契約（月間通信量制限コース（A プラン ST）
かつ、基本データ容量が 10GB または 20GB のものに限ります）を新規に契約または、既に契約
している J:COM MOBILE 契約からの移行（J:COM MOBILE（プラン i）契約約款に規定する契約
からの移行を含みます）をした場合に、J:COM MOBILE（プラン a） 契約約款の定めに関わら
ず、10GB の場合は 400 円（税込 440 円）、20GB の場合は 500 円（税込 550 円）を 12 か月間、
月額利用料から減額します。
(3)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
規約の申し込み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（新規申込受付終了）
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、JCOM 株式会社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、24 回払いの場合は 24 か月間、48 回
払いの場合は 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

⑦、⑧、⑪

250 円(税込 275 円)

⑫

600 円（税込 660 円）

⑩

700 円(税込 770 円)

⑦*、⑧*

1,250 円(税込 1,375 円)

＊J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の基本容量コースが 10GB および 20GB のものに限り、適用
します。
(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)JCOM 株式会社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 JCOM 株式会社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 24 回払いの場合は 24 か月間、48 回払いの場合は 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

⑦，⑧，⑪

250 円（税込 275 円）

⑫

500 円(税込 550 円)

②

550 円(税込 605 円)

⑨，⑩

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。
・JCOM 株式会社が別に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)本利用料割引特典は J:COM MOBILE サービス 1 契約につき、1 つのみの適用とし、重複した申
し込みが確認された場合は、直近に申し込みのあった割引対象端末に適用される本利用料割
引特典を優先します。なお、申込受付完了時点で、継続的に適用されている機種変更前の割
引対象端末に対する利用料割引特典は、本申込受付完了をもって、その適用を廃止します。

(4)JCOM 株式会社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。
３.でんきガス・スタートキャンペーン
(1)東急でんき＆ガスの両サービスを利用いただく方に対し、24 か月間 100 円（税込 110 円）を
YCV サービス利用料金から割引を行います。
(2)割引対象者について
当社の有料サービスに加入している方に限ります。
(3)割引期間について
・割引開始は開通月（供給開始日）の翌月から 24 か月間となります。但し、提供開始月がサー
ビスごとに異なる場合、開通された日が遅いサービスの翌月から割引を開始します。
・割引期間中にでんき＆ガスのいずれかまたはその両方を解約された場合、割引は終了します。
４．LTE タブレット契約事務手数料割引
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、シングルタイプに限ります。）について、JCOM 株式会社が別に定める販売契約約款 別表 1-2
に規定する商品を新規に購入すると同時に、新規加入した場合でかつ、J:COM MOBILE（プラン a）
契約約款の定めにかかわらず、別表 1-2 に規定する商品が到着した場合（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を含みます）、J:COM MOBILE（プラ
ン a）契約約款 料金表第 4 手続きに関する料金に規定する契約事務手数料相当額を減額します。
５．ワイワイブルーレイ変更時に係る割引
(1)現在ブルーレイ HitPot をご利用の方がワイワイブルーレイ（長期契約タイプ）へ機器交換さ
れる場合、最大 6 か月間 257 円（税込 282 円）を月額利用料金から割引を行います。
(2)割引対象者について
ブルーレイ HitPot をご利用されている方でワイワイブルーレイ（長期契約タイプ）へ機器交
換をされる方に限ります。
(3)割引期間について
・割引開始は設置工事が完了した月を含め 6 か月間となります。設置工事完了月については設
置工事完了した翌日より日割りで計算した額の割引となります。
・割引期間内（6 か月）に対象プランを解約または転居された場合、割引は終了となります。
６．J:COM メッシュ Wi-Fi 工事費無料
(1) J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された場合、J:COM メッシュ Wi-Fi 利用規約の定めにかか
わらず、J:COM メッシュ Wi-Fi の工事費用を無料とします。
(2) J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された月を含む 6 か月の間に解約する場合、J:COM メッシ
ュ Wi-Fi 利用規約の定めにかかわらず、J:COM メッシュ Wi-Fi の撤去費用を無料とします。
７. J:COM MOBILE 端末代長期割（新規申込受付終了）
７－１.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。）の定期契約に、JCOM 株式会社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、24 回払いの場合は 24 ヶ月間、48 回払いの場合は 48 ヶ月間、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。
ただし、J:COM MOBILE の第 2 種定期契約もしくは第 3 種定期契約の基本容量コース 1GB に新
規加入する場合に限り、別表 1 に規定するサービスに加入していることを割引条件に追加し
ます。
販売契約約款に定める分類

1 か月の減額

⑪

250 円(税込 275 円)

⑫、⑯

600 円（税込 660 円）

⑦、⑧

700 円(税込 770 円)

⑦*1、⑧*1

1,050 円(税込 1,155 円)

⑬＊2、⑭＊2、⑮＊2

1,050 円(税込 1,155 円)

＊1 J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の基本容量コースが 3GB、5GB、10GB および 20GB のもの
に限り、適用します。
＊2 J:COM MOBILE（プラン a）契約約款の基本容量コースが 10GB および 20GB のものに限り、適
用します。
(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）加入申込者に限り利用料割引特典を適用します。
(3)JCOM 株式会社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、本利用料割引特典の適用は終了します。
７－２.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。）の定期契約の提供を現に受けており、かつ JCOM 株式会
社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、もしくは契約開始
当初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 J:COM MOBILE サービ
ス（ただし、シングルタイプを除きます。）の定期契約のみをご契約いただいており、かつ
JCOM 株式会社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。）を分割払いで新たにご購入する契約者に対
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 24 回払いの場合は 24 か月間、48 回払いの場合は 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

⑪、⑬、⑭、⑮

250 円（税込 275 円）

⑫、⑯

600 円(税込 660 円)

⑨

700 円(税込 770 円)

⑦、⑧

1,050 円（税込 1,155 円)

(2)当社は、以下条件の全てを満たす申込者に限り、前項に定める利用料割引特典を適用します。
・JCOM 株式会社が別に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
スマホに係る賦払金について、24 ヶ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。
・J:COM MOBILE の第 2 種定期契約加入者もしくは第 3 種定期契約の基本容量コース 1GB 加入者
に限り、別表 1 に規定するサービスに加入していること。
(3) 本利用料割引特典は J:COM MOBILE サービス 1 契約につき、1 つのみの適用とし、重複した申
し込みが確認された場合は、直近に申し込みのあった割引対象端末に適用される本利用料割
引特典を優先します。なお、申込受付完了時点で、継続的に適用されている機種変更前の割
引対象端末に対する利用料割引特典は、本申込受付完了をもって、その適用を廃止します。
(4)JCOM 株式会社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、本利用料割引特典の適用は終了します。
８．U26 割
(1)当社がケーブルテレビサービス加入契約約款に定めるワイワイ DX、ワイワイ Flex またはワイ
ワイ DX プラス ＜ただし、4K YCV Box〈録画機能付き〉（以下、「4YB HDR」といいます。）ま
たは、J:COM LINK＋録画用ハードディスク（J:COM LINK 専用）（以下、「J:COM LINK＋録画用
HDD」といいます。）を利用する場合に限ります。＞および 320M コース＜ただし、YCV NET ホ
ーム Wi-Fi を利用する場合に限ります。＞の加入申込みをした時点で、加入申込者の年齢が満
18 歳以上 26 歳以下である場合に限り、以下の料金を適用します。
コース名

サービス名

48 か月目までの
月額利用料

24 か月目までの
契約解除料金

TV コース

ワイワイ DX＋4YB HDR

3,600 円

8,500 円

(税込 3,960 円)

(税込 9,350 円)

ワイワイ DX プラス＋4YB HDR

4,600 円
(税込 5,060 円)

NET コース

ワイワイ DX またはワイワイ Flex＋
J:COM LINK＋録画用 HDD

3,600 円

ワイワイ DX プラス

4,600 円

＋J:COM LINK＋録画用 HDD

(税込 5,060 円)

320M コース

3,680 円

(税込 3,960 円)

8,500 円

TV+NET コース

＋YCV NET ホーム Wi-Fi

(税込 4,048 円)

(税込 9,350 円)

ワイワイ DX＋4YB HDR＋320M コース＋
YCV NET ホーム Wi-Fi

6,480 円

12,000 円

(税込 7,128 円)

(税込 13,200 円)

ワイワイ DX プラス＋4YB HDR＋320M コ
ース＋YCV NET ホーム Wi-Fi

7,480 円

ワイワイ DX またはワイワイ Flex＋
J:COM LINK＋録画用 HDD＋320M コース
＋YCV NET ホーム Wi-Fi

6,480 円

ワイワイ DX プラス＋J:COM LINK＋録画
用 HDD＋320M コース＋YCV NET ホーム
Wi-Fi

7,480 円

(税込 8,228 円)

(税込 7,128 円)

(税込 8,228 円)

(2)当社は、前号を適用する場合には、サービスの開始に係る工事費を無料とします。
(3)第１号に定める各コースは、サービスの開始に係る工事月を含む 24 か月の間に解約する場合
には、契約解除料をお支払い頂きます。また、各コースの月額利用料が適用される期間は、サ
ービスの開始に係る工事月を含む 48 か月です。49 か月以降契約が継続される場合は、当社が
別に定める約款の金額を支払って頂きます。
(4)同特典の提供条件確認のため、当社指定の証明書類をご提示いただきます。
(5)本施策は、YCV キャッシュバックとの併用はできません。
(6)ワイワイ Flex の場合、設置する機器は、J:COM LINK となります。
９．戸建限定スタート割
(1)別表６に定める対象サービスの提供が開始された場合、ケーブルテレビサービス加入契約約款
およびインターネット接続サービス加入契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が
開始された日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、別表 6 に定める割引料金と期間、ケー
ブルテレビサービスまたはインターネット接続サービスの月額利用料から減額します。
(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利用料割引特典を適用しま
す。
・他社が提供する固定系インターネット接続サービス、について、本規約の申込の時点でその
提供を受けているか、または申込済みであること
・本規約の申込の時点で、当社が提供する対象サービスの提供を受けていないこと
・本特典の申込みの時点で、過去 6 か月以内に当社が提供するサービス（ケーブルテレビサー
ビス、インターネット接続サービスおよび J:COM PHONE プラス 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。
１０．スマートお得セレクト 2 台目 BS デジタルコース無料
(1)戸建て限定スタート割適用時に以下の対象サービスのいずれかをご選択いただいた場合、2 台
目以降の BS デジタルコース（追加 3 台まで）の月額利用料を割引いたします。
■対象サービス・割引について
サービス名
BS デジタルコース
割引金額

2 台目以降
月額利用料金
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G+PHONE コース
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G コース
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 NET320M コース

500 円(税込 550 円)

500 円(税込 550 円)

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 NET120M コース
(2)YCV サービス契約期間中は割引を継続いたします。ただし割引期間中に、ケーブルテレビサー
ビスもしくはインターネット接続サービスの解約、契約プランを当社が定める下位プランにコ
ース変更した場合は割引終了となります。
１１．YCV NET 光 10G/5G/1G コース on au ひかりへのコース変更時の利用料割引
(1)当社のインターネットサービスをご利用中の方で以下の対象コースへ変更をされた場合、対象
サービスの提供が開始された翌月から 24 か月間、500 円（税込 550 円）をインターネット接続
サービスの月額利用料から割引いたします。
対象コース
YCV NET 光10G/5G/1Gコース on au ひかりへの変更
(2)割引条件について
・当社のインターネットサービスをご利用中の戸建てにお住まいの方で、対象コースへ変更を
された場合。
・当割引の適用には、コース変更時のご申告が必要です。
・インターネット接続サービス 1 回線限りの適用となります。
(3)割引期間について
・対象サービスの提供が開始された翌月から 24 か月間を割引いたします。
・割引期間内に対象プランを解約または対象プラン以外へのコース変更、転居された場合、
割引は終了となります。
(4)割引期間終了後の料金について
・割引期間終了後は、通常料金にて自動継続となります。
１２．J:COM メッシュ Wi-Fi 割引
J:COM メッシュ Wi-Fi の提供が開始された場合、J:COM メッシュ Wi-Fi 利用規約の定めにかか
わらず、J:COM メッシュ Wi-Fi サービスの提供が開始された月の翌月の月額利用料金分を無料とし
ます。また、無料適用期間中に撤去申告をいただいた場合は、当社が別に定める J:COM メッシュ
Wi-Fi 利用規約（料金表 I-5）に規定する最低利用期間内の解除料を無料とします。
なお、追加 Pod の月額利用料金および本割引を受けたことがある場合はこの限りではありませ
ん。
１３．Y-Room 物件限定 YCV NET２か月割引
Y-Room 物件において、インターネットサービス 320M の提供が開始された場合、もしくは、当社
のインターネット接続サービスの提供を受けている者が、インターネットサービスの利用料金が無
料のプランから 320M コースにアップグレードした場合、対象サービスの提供が開始された日の属
する暦月を１として起算して 2 か月間 320M コースの月額利用料金分を、当該月額利用料から減額
します。

１４．Y-Room PlanA セレクト物件限定 ワイワイ DX 最大 2 か月無料
Y-Room PlanA セレクト物件において、ワイワイ DX、ワイワイ Flex、またはワイワイ DX プラス
の提供が開始された場合、もしくは、当社の TV 接続サービスの提供を受けている者が、YCV TV の
利用料金が無料のプランから ワイワイ DX、ワイワイ Flex コースにアップグレードした場合、対象
サービスの提供が開始された日の属する暦月を１として起算して 2 か月間 ワイワイ DX、ワイワイ
Flex コースの月額利用料金分を、当該月額利用料から減額します。
１５. WEB 限定 J:COM MOBILE 契約事務手数料無料
(1)当社のホームページ経由で J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に規定する月間通信量制限コース
（A プラン ST）に係るサービスに新規に申し込み、当該サービスの提供が開始された場合、
J:COM MOBILE（プラン a）契約約款 料金表第 4 手続きに関する料金 契約事務手数料を無料と
します。
(2)適用は一世帯につき最大 5 台までとなります 。
１６．集合住宅限定スタート割
(1)別表 8 に定める対象サービスの提供が開始された場合、ケーブルテレビサービス加入契約約款
およびインターネット接続サービス加入契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が
開始された日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、別表 8 に定める割引料金と期間、
ケーブルテレビサービスまたはインターネット接続サービスの月額利用料から減額します。
(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利用料割引特典を適用します。
・本規約の申込の時点で、当社が提供する対象サービスの提供を受けていないこと
・本特典の申込みの時点で、過去 6 か月以内に当社が提供するサービス（ケーブルテレビ
サービス、インターネット接続サービスおよび J:COM PHONE プラス 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。
１７．YCV NET ウェルカムバック割
(1)当社のインターネット接続サービスの契約を解除しようとする契約者で、他社のインターネット
接続サービスの提供を受けようとする契約者が、別表 9 に定める対象サービスの提供を開始した
場合に限り、インターネット接続サービス契約約款の定めにかかわらず、対象サービスの提供が
開始された日の属する暦月の翌月を 1 として起算して、インターネット接続サービスの月額利用
料から別表 9 に定める月額利用料を 12 か月間減額します。
(2) (1)の適用を受ける契約者の世帯において、別表 9 に定める対象サービスに変更する場合、
各種サービス約款等の定めにかかわらず、当該サービス変更に関するコース変更手数料を無料と
します。また、本割引は 1 世帯 1 回のみの適用となります。
(3)本項の適用は、当社が定める内容承諾書を提出した契約者に限ります。

(4)本項の規定は、本項に基づく減額適用を受けたことがある契約者又は加入申込者の世帯には適用
されないものとします。
１８. シニア 60 割（カケホ）

(1) 新規に J:COM MOBILE A プラン ST をご契約いただき、同時にかけ放題（5 分／回）を申込
みいただいた場合で、かつ回線利用者が申込み時点で満 60 歳以上である場合、下表のと
おり、対象サービスの課金開始月を１として起算して 12 ヶ月間、月額利用料金から割引
料金の金額を減額します。なお、本割引の適用は、1 世帯につき最大 5 回線までとなりま
す。
対象サービス
かけ放題
（５分／回）

本割引適用による割引料金
課金開始月を１として起算して 12 ヶ月間
500 円（税込 550 円）

(2) 本割引適用期間中に対象サービスを解約された場合（当社から契約を解除した場合を含み
ます。）、本割引は終了します。その場合、再度本割引を適用することはできません。
１９. シニア 60 割（おまかせサポート）
(1)
新規に J:COM MOBILE A プラン ST をご契約いただき、同時におまかせサポートに申込み
いただいた場合で、かつ回線利用者が申込み時点で満 60 歳以上である場合、下表のとおり、対
象サービスの提供開始月を１として起算して３ヶ月間、月額利用料金から割引料金の金額を減
額します。なお、本割引の適用は、1 世帯につき 1 回までとなります。
対象サービス
おまかせサポート

本割引適用による割引料金
サービス提供開始月から起算して 3 ヶ月間
500 円（税込 550 円）

(2)本割引適用期間中に対象サービスまたは J:COM MOBILE サービスを解約された場合（当社か
ら契約を解除した場合を含みます。）、本割引は終了します。その場合、再度本割引を適用す
ることはできません。

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。
(4)別表 2 に規定する対象サービスの提供を開始された場合、各種サービス約款等の定めにかから
ず、基本工事に係る費用を無料とします。
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(税込 550 円)を頂戴します。
対象コース
320Mコース／120Mコース／40Mコース
４. J:COM MOBILE 商品券プレゼント（新規申込受付終了）
(1)J:COM MOBILE（プラン a）契約約款に定める第 3 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。ただし、対面により申し込んだ場合
に限るものとします。
【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。
５. お友だち紹介制度
YCV サービス加入者（以下「紹介者」といいます。）が YCV サービス未加入者（以下「被紹介
者」といいます。）をご紹介いただき、被紹介者が別表５に定めるサービスに加入し必要な設置工
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た場合、紹
介者と被紹介者双方に別表 5 に定める特典を適用します。
(1) 紹介者は YCV サービス契約約款に記載のケーブルテレビサービス、インターネット接続
サービス、J:COM PHONE プラスのいずれかのご利用および定期契約をご利用の方に限りま
す。
（2）被紹介者は当社をご契約されていない方に限ります。
（3）紹介者は既に工事が完了し、当社への月額利用料のお支払いが完了している方になります。
（4）被紹介者が過去 12 か月以内に当社の契約を解約され、本制度を利用しお申し込みいただいた
場合、本特典は対象外となります。
６.Wine Smart からの機種変更におけるサービス変更・登録手数料割引
当社が定める 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、デ
ュアルタイプに限ります。）について、当社が別に定める販売契約約款に基づき販売した LG Wine
Smart をご契約のお客様が別表 1-1 に規定する商品が到着した場合（当社の債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を含みます）、J:COM MOBILE（プラン
a）契約約款 料金表第 4 手続きに関する料金に規定するサービス変更・登録等手数料相当額を減額
します。
７.YCV NET 光 10G/5G/1G コース on au ひかりへのコース変更手数料無料化
当社のインターネットサービスをご利用中の方で以下の対象コースへ変更をされた場合、当社が
別に定める「各種料金表」の規定にかかわらず、その支払を要しません。ただし以下の対象コース
間での変更は「各種料金表」の規定の通りとなります。
対象コース
８．商品券プレゼント

YCV NET 光10G/5G/1Gコース on au ひかりへの変更

(1)別表 7 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 7 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。
・ご加入時に戸建限定スタート割の適用をいただくこと。
・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 7 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７に
定める特典を適用します。
(4)別表 7 に規定する対象サービスの提供を開始された場合、各種サービス約款等の定めにかから
ず、基本工事に係る費用を無料とします。

別表１(J:COM MOBILE 端末代割引、J:COM MOBILE 端末代長期割 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
ワイワイ Flex
YCV NET
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)
キャッシュバック金額

キャッシュバック金額

新規契約

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+
PHONE コース/メガパックコース

¥30,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン 320+

¥30,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン 120+ PHONE
コース/メガパックコース

¥15,000

¥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
PHONE コース/メガパックコース

¥30,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン 320

¥30,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン 120 PHONE
コース/メガパックコース

¥15,000

¥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+ PHONE コース/メガパッ
クコース

¥15,000

¥5,000

\3,000

Y-Room スマートお得プラン
320+ TV＋NET コース

¥15,000

¥5,000

\3,000

Y-Room スマートお得プラン
320HDR PHONE コース /メガパッ
クコース

¥15,000

¥5,000

\3,000

Y-Room スマートお得プラン 320
TV＋NET コース

¥15,000

¥5,000

\3,000

対象サービス

TV＋NET コース

TV＋NET コース

TV＋NET コース

TV＋NET コース

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/メガパックコー
ス

¥8,000

¥5,000

\3,000

Y-Room NET パック 320/メガパ
ックコース

¥8,000

¥5,000

\3,000

スマートお得セレクト
NET320M+PHONE コース/メガパッ
クコース

¥15,000

¥5,000

\3,000

スマートお得セレクト
NET120M+PHONE コース/メガパッ
クコース

¥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

Y-Room 特別プラン

¥15,000

¥5,000

\3,000

¥15,000

¥5,000

\3,000

¥8,000

¥5,000

\3,000

¥8,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン光
1G/5G/10G HDR+ PHONE コース/
メガパックコース

¥30,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン光
1G/5G/10G+ TV＋NET コース

¥30,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン光
1G/5G/10G HDR PHONE コース/メ
ガパックコース

¥30,000

¥5,000

\3,000

スマートお得プラン光
1G/5G/10G TV＋NET コース

¥30,000

¥5,000

\3,000

TV ワイワイ DX プラス＋
NET320M コース+PHONE コース/
メガパックコース
Y-Room 特別プラン
TV ワイワイ DX＋NET320M コース
+PHONE コース/メガパックコー
ス
Y-Room 特別プラン
TV ワイワイ DX プラス＋NET320M
コース
Y-Room 特別プラン
TV ワイワイ DX＋NET320M コース

スマートお得セレクト光
1G/5G/10G＋PHONE コース/メガ
パックコース

¥15,000

¥5,000

\3,000

スマートお得セレクト光
1G/5G/10G コース/メガパックコ
ース

¥8,000

¥5,000

\3,000

NET パック光 1G/5G/10G/メガパ
ックコース

¥8,000

¥5,000

\3,000

別表３(WEB 特別キャッシュバック 対象サービスおよび商品券金額)
対象サービス

スマートお得プラン 320HDR+ PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 320 PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 320+ TV＋NET コース
スマートお得プラン 320 TV＋NET コース
スマートお得プラン 120+ PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 120 PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 120+ TV＋NET コース
スマートお得プラン 120 TV＋NET コース
Y-Room スマートお得プラン 320HDR+ PHONE コース/メガパック
コース
Y-Room スマートお得プラン 320HDR PHONE コース/メガパック
コース
Y-Room スマートお得プラン 320+ TV＋NET コース
Y-Room スマートお得プラン 320 TV＋NET コース
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/メガパックコース
Y-Room NET パック 320/メガパックコース
スマートお得セレクト NET320M+PHONE コース/メガパックコー
ス
スマートお得セレクト NET120M+PHONE コース/メガパックコー
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
Y-Room 特別プラン
TV ワイワイ DX プラス＋NET320M コース+PHONE コース/メガパ
ックコース
Y-Room 特別プラン
TV ワイワイ DX＋NET320M コース+PHONE コース/メガパックコ
ース
Y-Room 特別プラン

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

5,000 円

TV ワイワイ DX プラス＋NET320M コース
Y-Room 特別プラン
TV ワイワイ DX＋NET320M コース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR+/メガパックコース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR/メガパックコース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G+ TV＋NET コース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G TV＋NET コース
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G＋PHONE コース
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G コース
NET パック光 1G/5G/10G/メガパックコース

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

スマートお得プラン 320HDR+ PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 320 PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 320+ TV＋NET コース
スマートお得プラン 320 TV＋NET コース
スマートお得プラン 120+ PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 120 PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 120+ TV＋NET コース
スマートお得プラン 120 TV＋NET コース
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/メガパックコース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR＋ PHONE コース/メガパ
ックコース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR PHONE コース/メガパッ
クコース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G+ TV＋NET コース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G TV＋NET コース
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G＋PHONE コース/メガパッ
クコース
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G コース
NET パック光 1G/5G/10G/メガパックコース

5,000 円

別表５（お友だち紹介制度の対象サービスおよびキャッシュバック商品券金額）
対象サービス

キャッシュバック金額

スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR+/メガパックコース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR/メガパックコース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G+ TV＋NET コース
スマートお得プラン光 1G/5G/10G TV＋NET コース

紹介者、被紹介者ともに
商品券 5,000 円

スマートお得セレクト光 1G/5G/10G＋PHONE コース
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G コース
スマートお得プラン 320HDR+ PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 320 PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 120+ PHONE コース/メガパックコース
スマートお得プラン 120 PHONE コース/メガパックコース
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
別表６（戸建て限定スタート割 対象サービス、割引金額および割引期間）
※メガパックコースも対象となります。
サービス名

割引金額

割引期間

スマートお得プラン光（1G/5G/10G）PHONE コース

2,750 円
（税込 3,025 円）

24 か月

スマートお得プラン 320HDR PHONE コース

2,250 円
（税込 2,475 円）

24 か月

スマートお得プラン光（1G/5G/10G） TV＋NET コース

2,750 円
（税込 3,025 円）

24 か月

スマートお得プラン 320 TV＋NET コース

2,250 円
（税込 2,475 円）

24 か月

スマートお得プラン 120 PHONE コース

1,500 円
（税込 1,650 円）

6 か月

スマートお得プラン 120 TV＋NET コース

1,500 円
（税込 1,650 円）

6 か月

スマートお得セレクト光（1G/5G/10G） PHONE コース

2,750 円
（税込 3,025 円）

24 か月

スマートお得セレクト光（1G/5G/10G）コース

2,750 円
（税込 3,025 円）

24 か月

スマートお得セレクト NET320M PHONE コース

2,250 円
（税込 2,475 円）

24 か月

スマートお得セレクト NET320M コース

2,250 円
（税込 2,475 円）

24 か月

スマートお得セレクト NET120M PHONE コース

1,500 円
（税込 1,650 円）

6 か月

スマートお得セレクト NET120M コース

1,500 円
（税込 1,650 円）

6 か月

スマートお得プランミニ

1,000 円
（税込 1,100 円）

24 か月

スマートお得セレクト PHONE コース

500 円
（税込 550 円）

12 か月

別表７（商品券プレゼント）
サービス名

商品券金額

東急でんき同時加入時
商品券金額

スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR+
スマートお得プラン光 1G/5G/10G HDR
スマートお得プラン光 1G/5G/10G+(TV＋NET コース)
スマートお得プラン光 1G/5G/10G(TV＋NET コース)
スマートお得プラン 320HDR+
スマートお得プラン 320HDR

25,000 円

スマートお得プラン 320+(TV＋NET コース)
スマートお得プラン 320(TV＋NET コース)
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 120+(TV＋NET コース)
スマートお得プラン 120(TV＋NET コース)
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G＋PHONE コース
スマートお得セレクト光 1G/5G/10G コース

3,000 円

20,000 円

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 NET320M 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 NET120M コース
スマートお得プランミニ+
スマートお得プランミニ

5,000 円

スマートお得セレクト PHONE コース

3,000 円

別表８（集合住宅限定スタート割 対象サービス、割引金額および割引期間）
※メガパックコースも対象となります。
コース
スマートお得プラン 320HDR PHONE コース
スマートお得プラン 320 TV＋NET コース
スマートお得プランミニ
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 NET320Ｍコース
Y-Room スマートお得プラン 320HDR PHONE コース
Y-Room スマートお得プラン 320 TV＋NET コース
Y-Room 特別プラン

割引金額
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
800 円

割引期間
24 か月
24 か月
24 か月
24 か月
24 か月
24 か月
24 か月
24 か月

TV ワイワイ DX＋NET320M コース+PHONE コース/メガパックコ
ース
Y-Room 特別プラン
TV ワイワイ DX＋NET320M コース

（税込 880 円）
800 円
（税込 880 円）

24 か月

別表９（YCV NET ウェルカムバック割 対象サービス、割引金額および割引期間 ）
コース
スマートお得プラン(320M/1G/5G/10G) HDR PHONE コース
スマートお得プラン 120 PHONE コース
お得プラン 320
スマートお得プラン(320M/1G/5G/10G) HDR メガパックコース
スマートお得プラン 120 メガパックコース
スマートお得プラン(120M/320M/1G/5G/10G) TV＋NET コース
スマートお得プラン 40 PHONE コース
お得プラン 40
スマートお得セレクト 120M/320M/1G/5G/10G) PHONE コース
スマートお得セレクト (120M/320M/1G/5G/10G)コース
NET パック（320/120） PHONE コース
NET パック（320/120） メガパックコース

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、平成 30 年 10 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 10 月 18 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。

割引金額
2,000 円
（税込 2,200 円）
2,000 円
（税込 2,200 円）
2,000 円
（税込 2,200 円）
1,500 円
（税込 1,650 円）
1,500 円
（税込 1,650 円）
1,500 円
（税込 1,650 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）
1,000 円
（税込 1,100 円）

割引期間
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月
12 か月

（実施期日）
この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、平成 31 年 4 月 25 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
なお、第 8 条（各割引特典の提供条件）2－1.新規購入時に係る割引については 2019 年 6 月 7 日よ
り実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2019 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。
（実施期日）
この改正規定は、2019 年 11 月 21 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2019 年 11 月 28 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2019 年 12 月 20 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 2 月 4 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 2 月 13 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 2 月 27 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 5 月 14 日から実施します。
（実施期日）

この改正規定は、2020 年 6 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 8 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 9 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 10 月 15 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 11 月 17 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 12 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 2 月 4 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2021 年 2 月 18 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2021 年 3 月 12 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2021 年 4 月 8 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2021 年 5 月 6 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。

