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with HOME サービス利用規約新旧対照表 

変更した条文のみ記載しています。下線部分が変更箇所になります。 

 
2020年 12月 1日改版（改定前）  2021年 2月 1日改版（改定後） 

第 3 条（用語の定義）  

本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。  

用語 用語の意味 

with HOME アプ

リ 

当社所定の端末にインストールして利用する、with HOMEサ

ービスの専用アプリ 

with HOME サー

バ 

契約者の認証、with HOME デバイスの管理、検知データの

管理等を行うサーバ 

with HOME サー

ビス 

with HOME サーバを通じて、with HOME アプリから検知デ

ータの確認、with HOME デバイスの操作等を可能とするサー

ビス 

with HOME デバ

イス 

with HOME サーバと接続可能な、契約者が宅内に設置す

るネットワークカメラ、マルチセンサー、赤外線リモコン、スマート

プラグ、無線通信アダプタ（Ａ）等の当社所定の宅内機器 

with HOME 接

続ガイド 

 

with HOME サービスの初期設定、利用方法等、with 

HOME サービスの利用のために必要な情報を記載した書面 

オプションサービス 本サービスに係るオプションサービス（訪問設置サポート、セコ

ム駆けつけサービス（ココセコム for with HOME、トラブルサ

ポート、Real Sleep）等を含みますが、これらに限られませ

ん。） 

一括払い 第 10 条第 1 項に定める with HOME 機器利用料の 24 ヶ

月分を一括して支払う方法 

第 3 条（用語の定義）  

本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。  

用語 用語の意味 

with HOME アプ

リ 

当社所定の端末にインストールして利用する、with HOME

サービスの専用アプリ 

with HOME サー

バ 

契約者の認証、with HOME デバイスの管理、with HOME

デバイス利用情報の管理等を行うサーバ 

with HOME サー

ビス 

with HOME サーバを通じて、with HOME アプリから with 

HOME デバイス利用情報の確認、with HOME デバイスの

操作等を可能とするサービス 

with HOMEデバ

イス 

with HOME サーバと接続可能な、契約者が宅内に設置す

るネットワークカメラ、マルチセンサー、赤外線リモコン、スマート

プラグ、無線通信アダプタ（Ａ）等の当社所定の宅内機器 

with HOME 接

続ガイド 

 

with HOME サービスの初期設定、利用方法等、with 

HOME サービスの利用のために必要な情報を記載した書面 

オプションサービス 本サービスに係るオプションサービス（訪問設置サポート、セコ

ム駆けつけサービス（ココセコム for with HOME、トラブルサ

ポート、Real Sleep）等を含みますが、これらに限られませ

ん。） 

一括払い 第 10 条第 1 項に定める with HOME 機器利用料の 24 ヶ

月分を一括して支払う方法 
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課金開始日 本料金の課金を開始する日 

契約者 本サービス利用契約を当社との間で締結する者 

契約者等 契約者及び利用者の総称 

契約者等私物 本製品が当社に返却された際に本製品に同封された、本製

品以外の物 

月賦払い 第 10 条第 1 項に定める with HOME 機器利用料を 24 ヶ

月間支払う方法 

検知データ with HOME デバイス周辺の状態を検知するデータ 

反社会的勢力 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴

力団をいいます。）、暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員をいいます。）、暴力団関係企業、総会屋、

社会運動標ぼう、政治活動標ぼう、特殊知能暴力集団等そ

の他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する

者の総称 

本サービス利用契

約 

本サービスの全部又は一部の利用に係る契約 

本製品 with HOME デバイス、又はレピータの総称 

本料金 本サービスの利用の対価 

ゲートウェイ 無線 LAN 通信に係るものを除く with HOME デバイスの通

信を宅内で終端するための機能またはその機能を実装したア

ダプタ機器 

無線通信アダプタ

（Ａ） 

with HOME サービスの契約者が無線 LAN 通信に係るもの

を除くデバイスを利用する際に用いるゲートウェイ機能を実装し

た with HOME デバイス 

課金開始日 本料金の課金を開始する日 

契約者 本サービス利用契約を当社との間で締結する者 

契約者等 契約者及び利用者の総称 

契約者等私物 本製品が当社に返却された際に本製品に同封された、本製

品以外の物 

月賦払い 第 10 条第 1 項に定める with HOME 機器利用料を 24 ヶ

月間支払う方法 

with HOMEデバ

イス利用情報 

デバイス登録情報、デバイス利用履歴、配送日、保証期間

等、with HOME デバイスの利用にかかる情報 

反社会的勢力 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する

暴力団をいいます。）、暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規

定する暴力団員をいいます。）、暴力団関係企業、総会

屋、社会運動標ぼう、政治活動標ぼう、特殊知能暴力集団

等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有

する者の総称 

本サービス利用契

約 

本サービスの全部又は一部の利用に係る契約 

本製品 with HOME デバイス、又はレピータの総称 

本料金 本サービスの利用の対価 

ゲートウェイ 無線 LAN 通信に係るものを除く with HOME デバイスの通

信を宅内で終端するための機能またはその機能を実装したア

ダプタ機器 

無線通信アダプタ

（Ａ） 

with HOME サービスの契約者が無線 LAN 通信に係るもの

を除くデバイスを利用する際に用いるゲートウェイ機能を実装し
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申込者 第 5 条第 1 項の定めに従い、本サービスを申し込む者 

利用者 with HOME アプリの利用招待機能により、契約者から、本サ

ービスの一部（検知データの確認、with HOME デバイスの

管理等を含みますが、これらに限られません。）の利用を許諾

された者 

レピータ ゲートウェイや with HOME デバイス（無線 LAN 通信に係る

ものを除きます。）の通信に用いる電波を増幅する当社所定

の宅内機器 

 

 

第 10 条（本料金） 

1 本料金は、以下のとおりとします。 

（１）初期費用 

名称 単位 料金（税別） 

初期費用 契約ごと 2,000 円 

 

（2）利用料金（基本プランには、with HOME 機器利用料は含まれません。） 

名称 単

位 

料金（税別） 

with 

HOME

基 本 利

用料 

契

約

ごと 

月額 490 円 

但し、 

<キャンペーンセット ひかり 10 ギガの場合> 

課金開始日の属する月の翌月から 12 ヶ月は 

月額 100 円 

with 

HOME

契

約

<カメラ・リモコンセット/声で家電コントロールセットの場合> 

月額 490 円 

た with HOME デバイス 

申込者 第 5 条第 1 項の定めに従い、本サービスを申し込む者 

利用者 with HOME アプリの利用招待機能により、契約者から、本

サービスの一部（with HOME デバイス利用情報の確認、

with HOME デバイスの管理等を含みますが、これらに限られ

ません。）の利用を許諾された者 

レピータ ゲートウェイや with HOME デバイス（無線 LAN 通信に係る

ものを除きます。）の通信に用いる電波を増幅する当社所定

の宅内機器 

 

第 10 条（本料金） 

1 本料金は、以下のとおりとします。 

（１）初期費用 

名称 単位 料金 

初期費用 契約ごと 2,000 円（税込 2,200 円） 

 

（2）利用料金（基本プランには、with HOME 機器利用料は含まれません。） 

名称 単

位 

料金 

with HOME 基本

利用料 

契

約

ごと 

月額 490 円（税込 539 円） 
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機 器 利

用料 

ごと <声で家電コントロール＆みまもりセットの場合> 

月額 980 円 

<リモコンセットの場合> 

月額 300 円 

<キャンペーンセットの場合> 

本条第５項第２号(ⅳ)の表に記載の金額（一括払い） 

 

 

2（略） 

3（略） 

4（略） 

5 おすすめセットプランに係る本サービス利用契約が成立した場合、契約者は、本料金

を、以下のとおり支払うものとします。 

（１）（略） 

（２）利用料金 

契約者は、利用料金として、(i) with HOME 基本利用料並びにこれに消費税及び地

方消費税相当額を加算した金額を、課金開始日の属する月の翌月及びそれ以降の

各暦月について支払うものとし、併せて(ii) with HOME 機器利用料並びにこれに消

費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、課金開始日の属する月の翌月から

24 ヶ月について支払うものとします。但し、(iii) 利用申込の際に当社所定の方法によ

り申し出ることにより、 with HOME 機器利用料並びにこれに消費税及び地方消費税

相当額を加算した金額の 24 ヶ月分の支払いに代えて、おすすめセットプランカメラ・リモ

コンセットまたは声で家電コントロールセットの場合は 11,760 円（税別）、おすすめセ

ットプラン声で家電コントロール＆みまもりセットの場合は 23,520 円（税別）、おすす

めセットプラン リモコンセットの場合は 7,200 円（税別）、並びにこれに消費税及び地

方消費税相当額を加算した金額を一括して支払うことを選択できるものとします。また、

with HOME 機器

利用料 

契

約

ごと 

<カメラ・リモコンセット/声で家電コントロールセット

の場合> 

月額 490 円（税込 539 円） 

<声で家電コントロール＆みまもりセットの場合> 

月額 980 円（税込 1,078 円） 

<リモコンセットの場合> 

月額 300 円（税込 330 円） 

 

2（略） 

3（略） 

4（略） 

5 おすすめセットプランに係る本サービス利用契約が成立した場合、契約者は、本料金

を、以下のとおり支払うものとします。 

（１）（略） 

（２）利用料金 

契約者は、利用料金として、(i) with HOME 基本利用料並びにこれに消費税及び地

方消費税相当額を加算した金額を、課金開始日の属する月の翌月及びそれ以降の

各暦月について支払うものとし、併せて(ii) with HOME 機器利用料並びにこれに消

費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、課金開始日の属する月の翌月から

24 ヶ月について支払うものとします。但し、(iii) 利用申込の際に当社所定の方法によ

り申し出ることにより、 with HOME 機器利用料並びにこれに消費税及び地方消費税

相当額を加算した金額の 24 ヶ月分の支払いに代えて、おすすめセットプランカメラ・リモ

コンセットまたは声で家電コントロールセットの場合は11,760円（税込12,936円）、

おすすめセットプラン声で家電コントロール＆みまもりセットの場合は 23,520 円（税込

25,872 円）、おすすめセットプラン リモコンセットの場合は 7,200 円（税込 7,920

円）、並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を一括して支払う
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本号(ii)及び(iii)にかかわらず、(ⅳ)おすすめセットプランキャンペーンセット（以下「キャ

ンペーンセット」といいます。）に係る本サービス利用契約をした場合は、当社が別途定

めるキャンペーンセットに係る適用条件（以下「本適用条件」といいます。）の充足又は

不充足に従い、with HOME 機器利用料として、下表に定める金額並びにこれに消費

税及び地方消費税相当額を加算した金額を、当社が本適用条件の充足可否を確認

した月の翌々月に一括して支払うものとします。 

 
キャンペーンセット 

プラン名称 

本適用条

件を満たし

た場合の

金額（税

別） 

本適用条件を満た

していない場合の

金額（税別） 

備考 

1 
キャンペーンセット 

リモコン+スピーカー 
2,800 円 11,760 円  

2 
キャンペーンセット 

カメラ 
０円 8,800 円  

3 
キャンペーンセット 

リモコン+プラグ 
０円 10,100 円  

4 
キャンペーンセット 

リモコン 
０円 7,200 円 

 

 

5 
キャンペーンセット 

あんしんセンサー 
5,060 円 16,400 円 

当社の業務委託先で

ある旭化成ホームズ株

式会社を介して、「ヘー

ベル光ハイスピードプラ

ンあんしんパック」を新

規申込した場合にのみ

ことを選択できるものとします。 

 

 

 

 

 

（削除） 
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申込可能となるプラン

です。 

6 
キャンペーンセット 

ひかり 10 ギガカメラ 
０円 8,800 円 

「 ビ ッ ク カ メ ラ × with 

HOME」を取り扱う店

舗で、au ひかり 10 ギ

ガ品目の新規申込と

同時に with HOME

サービスを新規申込

し、かつ au ひかり 10

ギガ申込時に登録した

連絡先電話番号と同

じ連絡先電話番号を

登録して with HOME

サービスを申し込み頂

いた方が申込可能とな

るプランです。 

7 

キャンペーンセット 

ひかり 10 ギガリモコ

ン＋プラグ 

０円 10,100 円 

 

なお、(ⅴ)アラカルト販売デバイスの購入代金は、with HOME 基本利用料の初回請

求時に合わせて、一括して支払うものとします。 

6 （略）  

7 前三項の規定にかかわらず、本サービス利用契約が課金開始日の属する月に終了

した場合、契約者は、(i) 初期費用、(ii) 1 ヶ月分の with HOME 基本利用料、(iii) 

1 ヶ月分の with HOME 機器利用料（但し、第 5 項第２号(ⅲ)に基づき一括払い

を選択した場合は、おすすめセットプランカメラ・リモコンセットまたは声で家電コントロール

セットについては 11,760 円（税別）、おすすめセットプラン声で家電コントロール＆み

まもりセットについては 23,520 円（税別）おすすめセットプラン リモコンセットについては

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、(ⅳ)アラカルト販売デバイスの購入代金は、with HOME 基本利用料の初回請

求時に合わせて、一括して支払うものとします。 

6 （略） 

7 前三項の規定にかかわらず、本サービス利用契約が課金開始日の属する月に終了

した場合、契約者は、(i) 初期費用、(ii) 1 ヶ月分の with HOME 基本利用料、(iii) 

1 ヶ月分の with HOME 機器利用料（但し、第 5 項第２号(ⅲ)に基づき一括払い

を選択した場合は、おすすめセットプランカメラ・リモコンセットまたは声で家電コントロール

セットについては 11,760 円（税込 12,936 円）、おすすめセットプラン声で家電コント

ロール＆みまもりセットについては 23,520 円（税込 25,872 円）おすすめセットプラン 
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7,200 円（税別）、第５項第２号(ⅳ)に基づくキャンペーンセットの場合は同号(ⅳ)

の表「本適用条件を満たしていない場合の金額」に記載の金額）、並びに（ⅳ）アラ

カルト販売デバイスの購入代金、並びにこれらに消費税及び地方消費税相当額を加算

した金額を、当社が別途定める期日までに支払うものとします。 

8（略） 

9（略） 

10（略） 

11（略） 

12（略） 

13 契約者は前項の規定に該当することとなった場合は、以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払を要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料  

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ご

とに  

税抜額100円  

14（略） 

 

第 23 条（契約者に関する情報の利用及び保護）  

1 当社は、契約者が利用申込に際して申告した内容その他の申込者が当社に提供し

た情報（契約者等に係る氏名及び名称、電話番号、住所及び居所並びに請求書の

送付先等の情報等）、契約者のデバイス情報（センサーのペアリング状態・最終通信

日時・最終電池アラート日時等の検知データ及び配送日、保証期間等）並びに利用

者の登録家電情報（利用者が with HOME アプリを通じて登録した、利用者の保有

する当社所定の家電に関する型番、型番を取得するために撮影した画像・購入日・保

障期限等の情報）を取得し、以下各号に定める目的その他当社が公開するプライバ

シーポリシーに定める目的で利用します。 

2 当社は、検知データに分析統計処理を施し個人及び個々の通信を特定できないよ

リモコンセットについては 7,200 円（税込 7,920 円）、（ⅳ）アラカルト販売デバイス

の購入代金、並びにこれらに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、当社

が別途定める期日までに支払うものとします。 

 

8（略） 

9（略） 

10（略） 

11（略） 

12（略） 

13 契約者は前項の規定に該当することとなった場合は、以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払を要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料  

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行

１回ごとに  

100円(税込110円) 

14（略） 

 

第 23 条（契約者に関する情報の利用及び保護）  

1 当社は、契約者が利用申込に際して申告した内容その他の申込者が当社に提供し

た情報（契約者等に係る氏名及び名称、電話番号、住所及び居所並びに請求書の

送付先等の情報等）、契約者の with HOME デバイス利用情報並びに利用者の登

録家電情報（利用者が with HOME アプリを通じて登録した、利用者の保有する当

社所定の家電に関する型番、型番を取得するために撮影した画像・購入日・保障期限

等の情報）を取得し、以下各号に定める目的その他当社が公開するプライバシーポリ

シーに定める目的で利用します。 

2 当社は、with HOME デバイス利用情報に分析統計処理を施し個人及び個々の
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う加工した情報を、以下各号に定める目的その他当社の業務の遂行上必要な範囲で

利用できるものとします。  

3（略） 

 

別表 1-1 おすすめセットプランで提供する with HOME デバイス 

おすすめセットプランのセット名称 デバイスの名称 台数 

カメラ・リモコンセット 

 

ネットワークカメラ 03 1 台 

赤外線リモコン 02 1 台 

声で家電コントロールセット 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

Google Nest Mini 1 台 

声で家電コントロール＆みまもりセット 

 

 

 

 

ネットワークカメラ 03 1 台 

赤外線リモコン 02 1 台 

開閉センサー 03 1 台 

Google Nest Mini 1 台 

無線通信アダプタ

（A） 

1 台 

リモコンセット 赤外線リモコン 02 1 台 

キャンペーンセ

ット  

 

 

 

 

 

 

カメラ ネットワークカメラ 03 1 台 

リモコン+スピーカー 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

Google Nest Mini 1 台 

リモコン+プラグ 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

スマートプラグ 03 1 台 

リモコン 赤外線リモコン 02 1 台 

あんしんセンサー 開閉センサー 03 1 台 

スマートプラグ 02 1 台 

通信を特定できないよう加工した情報を、以下各号に定める目的その他当社の業務の

遂行上必要な範囲で利用できるものとします。  

3（略） 

 

別表 1-1 おすすめセットプランで提供する with HOME デバイス 

おすすめセットプランのセット名称 デバイスの名称 台数 

カメラ・リモコンセット 

 

ネットワークカメラ 03 1 台 

赤外線リモコン 02 1 台 

声で家電コントロールセット 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

Google Nest Mini 1 台 

声で家電コントロール＆みまもりセット 

 

 

 

 

ネットワークカメラ 03 1 台 

赤外線リモコン 02 1 台 

開閉センサー 03 1 台 

Google Nest Mini 1 台 

無線通信アダプタ

（A） 

1 台 

リモコンセット 赤外線リモコン 02 1 台 
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無線通信アダプタ

（A） 

1 台 

ひかり 10 ギガ カメラ ネットワークカメラ 03 1 台 

ひかり 10 ギガ リモコン

+プラグ 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

スマートプラグ 03 1 台 

 

別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン カメラ･リモコンセット/声で家電コントロール

セット 

解除又は解約のあった月 解除料の額（税抜） 

課金開始日の属する月 11,270 円 

課金開始日の属する月の 1 か月後 11,270 円 

課金開始日の属する月の 2 か月後 10,780 円 

課金開始日の属する月の 3 か月後 10,290 円 

課金開始日の属する月の 4 か月後 9,800 円 

課金開始日の属する月の 5 か月後 9,310 円 

課金開始日の属する月の 6 か月後 8,820 円 

課金開始日の属する月の 7 か月後 8,330 円 

課金開始日の属する月の 8 か月後 7,840 円 

課金開始日の属する月の 9 か月後 7,350 円 

課金開始日の属する月の 10 か月後 6,860 円 

課金開始日の属する月の 11 か月後 6,370 円 

課金開始日の属する月の 12 か月後 5,880 円 

課金開始日の属する月の 13 か月後 5,390 円 

課金開始日の属する月の 14 か月後 4,900 円 

 

 

 

 

 

 

 

別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン カメラ･リモコンセット/声で家電コントロール

セット 

解除又は解約のあった月 解除料の額 

課金開始日の属する月 11,270 円（税込 12,397 円） 

課金開始日の属する月の 1 か月後 11,270 円（税込 12,397 円） 

課金開始日の属する月の 2 か月後 10,780 円（税込 11,858 円） 

課金開始日の属する月の 3 か月後 10,290 円（税込 11,319 円） 

課金開始日の属する月の 4 か月後 9,800 円（税込 10,780 円） 

課金開始日の属する月の 5 か月後 9,310 円（税込 10,241 円） 

課金開始日の属する月の 6 か月後 8,820 円（税込 9,702 円） 

課金開始日の属する月の 7 か月後 8,330 円（税込 9,163 円） 

課金開始日の属する月の 8 か月後 7,840 円（税込 8,624 円） 

課金開始日の属する月の 9 か月後 7,350 円（税込 8,085 円） 

課金開始日の属する月の 10 か月後 6,860 円（税込 7,546 円） 

課金開始日の属する月の 11 か月後 6,370 円（税込 7,007 円） 

課金開始日の属する月の 12 か月後 5,880 円（税込 6,468 円） 

課金開始日の属する月の 13 か月後 5,390 円（税込 5,929 円） 

課金開始日の属する月の 14 か月後 4,900 円（税込 5,390 円） 
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課金開始日の属する月の 15 か月後 4,410 円 

課金開始日の属する月の 16 か月後 3,920 円 

課金開始日の属する月の 17 か月後 3,430 円 

課金開始日の属する月の 18 か月後 2,940 円 

課金開始日の属する月の 19 か月後 2,450 円 

課金開始日の属する月の 20 か月後 1,960 円 

課金開始日の属する月の 21 か月後 1,470 円 

課金開始日の属する月の 22 か月後 980 円 

課金開始日の属する月の 23 か月後 490 円 

 

別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン 声で家電コントロール＆みまもりセット 

解除又は解約のあった月 解除料の額（税抜） 

課金開始日の属する月 22,540 円 

課金開始日の属する月の 1 か月後 22,540 円 

課金開始日の属する月の 2 か月後 21,560 円 

課金開始日の属する月の 3 か月後 20,580 円 

課金開始日の属する月の 4 か月後 19,600 円 

課金開始日の属する月の 5 か月後 18,620 円 

課金開始日の属する月の 6 か月後 17,640 円 

課金開始日の属する月の 7 か月後 16,660 円 

課金開始日の属する月の 8 か月後 15,680 円 

課金開始日の属する月の 9 か月後 14,700 円 

課金開始日の属する月の 10 か月後 13,720 円 

課金開始日の属する月の 11 か月後 12,740 円 

課金開始日の属する月の 12 か月後 11,760 円 

課金開始日の属する月の 15 か月後 4,410 円（税込 4,851 円） 

課金開始日の属する月の 16 か月後 3,920 円（税込 4,312 円） 

課金開始日の属する月の 17 か月後 3,430 円（税込 3,773 円） 

課金開始日の属する月の 18 か月後 2,940 円（税込 3,234 円） 

課金開始日の属する月の 19 か月後 2,450 円（税込 2,695 円） 

課金開始日の属する月の 20 か月後 1,960 円（税込 2,156 円） 

課金開始日の属する月の 21 か月後 1,470 円（税込 1,617 円） 

課金開始日の属する月の 22 か月後 980 円（税込 1,078 円） 

課金開始日の属する月の 23 か月後 490 円（税込 539 円） 

 

別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン 声で家電コントロール＆みまもりセット 

解除又は解約のあった月 解除料の額 

課金開始日の属する月 22,540 円（税込 24,794 円） 

課金開始日の属する月の 1 か月後 22,540 円（税込 24,794 円） 

課金開始日の属する月の 2 か月後 21,560 円（税込 23,716 円） 

課金開始日の属する月の 3 か月後 20,580 円（税込 22,638 円） 

課金開始日の属する月の 4 か月後 19,600 円（税込 21,560 円） 

課金開始日の属する月の 5 か月後 18,620 円（税込 20,482 円） 

課金開始日の属する月の 6 か月後 17,640 円（税込 19,404 円） 

課金開始日の属する月の 7 か月後 16,660 円（税込 18,326 円） 

課金開始日の属する月の 8 か月後 15,680 円（税込 17,248 円） 

課金開始日の属する月の 9 か月後 14,700 円（税込 16,170 円） 

課金開始日の属する月の 10 か月後 13,720 円（税込 15,092 円） 

課金開始日の属する月の 11 か月後 12,740 円（税込 14,014 円） 

課金開始日の属する月の 12 か月後 11,760 円（税込 12,936 円） 
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課金開始日の属する月の 13 か月後 10,780 円 

課金開始日の属する月の 14 か月後 9,800 円 

課金開始日の属する月の 15 か月後 8,820 円 

課金開始日の属する月の 16 か月後 7,840 円 

課金開始日の属する月の 17 か月後 6,860 円 

課金開始日の属する月の 18 か月後 5,880 円 

課金開始日の属する月の 19 か月後 4,900 円 

課金開始日の属する月の 20 か月後 3,920 円 

課金開始日の属する月の 21 か月後 2,940 円 

課金開始日の属する月の 22 か月後 1,960 円 

課金開始日の属する月の 23 か月後 980 円 

 

別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン リモコンセット 

解除又は解約のあった月 解除料の額（税抜） 

課金開始日の属する月 6,900 円 

課金開始日の属する月の 1 か月後 6,900 円 

課金開始日の属する月の 2 か月後 6,600 円 

課金開始日の属する月の 3 か月後 6,300 円 

課金開始日の属する月の 4 か月後 6,000 円 

課金開始日の属する月の 5 か月後 5,700 円 

課金開始日の属する月の 6 か月後 5,400 円 

課金開始日の属する月の 7 か月後 5,100 円 

課金開始日の属する月の 8 か月後 4,800 円 

課金開始日の属する月の 9 か月後 4,500 円 

課金開始日の属する月の 10 か月後 4,200 円 

課金開始日の属する月の 13 か月後 10,780 円（税込 11,858 円） 

課金開始日の属する月の 14 か月後 9,800 円（税込 10,780 円） 

課金開始日の属する月の 15 か月後 8,820 円（税込 9,702 円） 

課金開始日の属する月の 16 か月後 7,840 円（税込 8,624 円） 

課金開始日の属する月の 17 か月後 6,860 円（税込 7,546 円） 

課金開始日の属する月の 18 か月後 5,880 円（税込 6,468 円） 

課金開始日の属する月の 19 か月後 4,900 円（税込 5,390 円） 

課金開始日の属する月の 20 か月後 3,920 円（税込 4,312 円） 

課金開始日の属する月の 21 か月後 2,940 円（税込 3,234 円） 

課金開始日の属する月の 22 か月後 1,960 円（税込 2,156 円） 

課金開始日の属する月の 23 か月後 980 円（税込 1,078 円） 

 

別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン リモコンセット 

解除又は解約のあった月 解除料の額 

課金開始日の属する月 6,900 円（税込 7,590 円） 

課金開始日の属する月の 1 か月後 6,900 円（税込 7,590 円） 

課金開始日の属する月の 2 か月後 6,600 円（税込 7,260 円） 

課金開始日の属する月の 3 か月後 6,300 円（税込 6,930 円） 

課金開始日の属する月の 4 か月後 6,000 円（税込 6,600 円） 

課金開始日の属する月の 5 か月後 5,700 円（税込 6,270 円） 

課金開始日の属する月の 6 か月後 5,400 円（税込 5,940 円） 

課金開始日の属する月の 7 か月後 5,100 円（税込 5,610 円） 

課金開始日の属する月の 8 か月後 4,800 円（税込 5,280 円） 

課金開始日の属する月の 9 か月後 4,500 円（税込 4,950 円） 

課金開始日の属する月の 10 か月後 4,200 円（税込 4,620 円） 
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課金開始日の属する月の 11 か月後 3,900 円 

課金開始日の属する月の 12 か月後 3,600 円 

課金開始日の属する月の 13 か月後 3,300 円 

課金開始日の属する月の 14 か月後 3,000 円 

課金開始日の属する月の 15 か月後 2,700 円 

課金開始日の属する月の 16 か月後 2,400 円 

課金開始日の属する月の 17 か月後 2,100 円 

課金開始日の属する月の 18 か月後 1,800 円 

課金開始日の属する月の 19 か月後 1,500 円 

課金開始日の属する月の 20 か月後 1,200 円 

課金開始日の属する月の 21 か月後 900 円 

課金開始日の属する月の 22 か月後 600 円 

課金開始日の属する月の 23 か月後 300 円 

 

 

 (新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

課金開始日の属する月の 11 か月後 3,900 円（税込 4,290 円） 

課金開始日の属する月の 12 か月後 3,600 円（税込 3,960 円） 

課金開始日の属する月の 13 か月後 3,300 円（税込 3,630 円） 

課金開始日の属する月の 14 か月後 3,000 円（税込 3,300 円） 

課金開始日の属する月の 15 か月後 2,700 円（税込 2,970 円） 

課金開始日の属する月の 16 か月後 2,400 円（税込 2,640 円） 

課金開始日の属する月の 17 か月後 2,100 円（税込 2,310 円） 

課金開始日の属する月の 18 か月後 1,800 円（税込 1,980 円） 

課金開始日の属する月の 19 か月後 1,500 円（税込 1,650 円） 

課金開始日の属する月の 20 か月後 1,200 円（税込 1,320 円） 

課金開始日の属する月の 21 か月後 900 円（税込 990 円） 

課金開始日の属する月の 22 か月後 600 円（税込 660 円） 

課金開始日の属する月の 23 か月後 300 円（税込 330 円） 

 

 

附則 

本改正規約は 2021 年 2 月 1 日より適用します。 

（経過措置） 

2020 年 8 月 12 日から 2021 年 1 月 31 日の間に「キャンペーンセットカメラ」、「キャ

ンペーンセットリモコン+スピーカー 

」、「キャンペーンセットリモコン+プラグ」、「キャンペーンセットリモコン」、「キャンペーンセット

あんしんセンサー」、「キャンペーンセットひかり 10 ギガ カメラ」または「キャンペーンセットひ

かり 10 ギガ リモコン+プラグ」を選択して利用申込を行った契約者に対しては、2021

年 2 月 1 日以降も、引き続き以下の with HOME デバイスが提供されるものとしま

す。 
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おすすめセットプランのセット名称 デバイスの名称 台数 

キャンペーンセ

ット  

 

 

 

 

 

 

カメラ ネットワークカメラ 03 1 台 

リモコン+スピーカー 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

Google Nest Mini 1 台 

リモコン+プラグ 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

スマートプラグ 03 1 台 

リモコン 赤外線リモコン 02 1 台 

あんしんセンサー 開閉センサー 03 1 台 

スマートプラグ 02 1 台 

無線通信アダプタ

（A） 

1 台 

ひかり 10 ギガ カメラ ネットワークカメラ 03 1 台 

ひかり 10 ギガ リモコ

ン+プラグ 

 

赤外線リモコン 02 1 台 

スマートプラグ 03 1 台 

 

 

 

 

 

 


