
基本説明事項 

「インターリンク LTE SIM」を 
お申し込みのお客さまへ 

 

モバイルデータ通信「インターリンク LTE SIM」についてのサービス案内、及び料金についてご説明致します。 

 

■サービス内容について 

インターリンク LTE SIM  

提供事業者 
株式会社インターリンク 

お問い合わせ（連絡先） 

PC からは、https://faq.interlink.or.jp/  （要ログイン） 

携帯・スマホからは、https://aaww.jp （インターネット接続できない場合でも安心） 

音声案内はこちら、050-5525-7438 

◎オペレータによる電話サポートはありません。 

ご契約情報の確認・変更・解約 

https://www.interlink.or.jp/ias/mymenu/（インターリンク マイメニュー）に 

ログイン後、ご契約情報の確認・変更・解約（退会）の手続きが可能です。 

ご請求内容・金額の確認、請求書・領収書の発行もできます。 

工事故障情報について 

以下 URL「メンテナンス・障害情報 障害・迷惑行為の連絡」をご参照ください。 

https://www.interlink.or.jp/support/ （PC サイト） 

https://aaww.jp （携帯・スマホサイト） 

インターリンク LTE SIM 

の内容 

名 称 インターリンク LTE SIM 

種 類 モバイルデータ通信 

端 末 Xi(LTE/4G)対応端末が必要、FOMA(3G)端末は利用不可 

品 質 
通信速度は保証されるものではなく、お客様のご利用環境などによ

り、低い速度しか出ない場合があります。 

提供場所 NTT ドコモの Xi および FOMA エリア内 

青少年有害情報の 

フィルタリングについて 

青少年有害情報のフィルタリングを行います。 

インターネットを通じたトラブルから青少年を保護するためのものであり、 

フィルタリングを解除することはできません。 

速度制限について 

（インターリンク LTE SIM

規約 第 5 条） 

(1)当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定

の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電

気通信の速度や通信量を制限することがあります。 

(2)当社は、会員が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させる

ことにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他

その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限するこ

とがあります。 

主要なサービスの料金 【別紙】「インターリンク LTE SIM 利用料金について」をご参照ください。 

 

■初期費用及び無料体験期間 

初期費用 3,300 円（税込） 

無料体験期間 インターリンク LTE SIM にはありません。 

 



■サービス開始日 

SIM カードの発送日になります。 

 

■解約の手続き、解約条件等、SIM カードの返還について 

（１）解約の方法 

  解約手続き方法は 2 通りあります。 

ａ）オンラインによる手続き 

  インターリンク マイメニューにログイン後、「サービスの解約」メニューから対象サービスを 

  選択のうえ手続きします。 

  ＞インターリンク マイメニュー https://www.interlink.or.jp/ias/mymenu/ 

ｂ）サービス解約シートによる手続き 

  マイメニューからの解約が行えない場合は、サービス解約シートで申請ができます。 

以下のサービス解約シートにご記入のうえ、返信フォームに添付し送信してください。 

＞サービス解約シート 

https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/FileStore/images/4/cancellationsheet.pdf 

＞返信フォーム https://support.interlink.or.jp/re.html 

 ◎解約の手続き方法は、以下 URL をご参照ください。 

  https://faq.interlink.or.jp/qa/4 

 

（２）解約の条件等 

 お支払い方法によって、指定できる解約日が異なりますので、以下をご覧ください。 

  支払い方法 解約申請期間 

クレジットカード 

NTT 請求書支払い(*) 

（当月請求） 

解約予定日の月内に申請（当月解約） 

口座振替支払い(*)（前払い請求） 解約予定日の前月末日までに申請（翌月解約） 

  (*)法人のみ利用可能 

サービス開始月の解約は、以下をご請求致します。 

・初期費用、月額基本料金（1ヶ月分） 

解約までの期間にかかった「SMS オプション料金」「SMS 通信料」「クーポン料金」もご請求致します。 

 

（３）SIM カードの返還 

SIM カードの返却は不要です。解約後は、お客様自身での破棄をお願いいたします。 

 

■初期契約解除に関する事項 

初期契約解除制度とは、電気通信サービスの契約について、サービス開始日を初日とする８日間が経過

するまでは、電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除でき、長期契約の縛りがあ

っても違約金無しで解除できる制度です。但し、初期契約解除までの期間にかかった初期費用、月額基

本料金、オプション契約、クーポン等の費用はお支払いが必要となります。 

インターリンク LTE SIM は、長期契約の縛りはございませんので、解除の方法、解約の条件に基づき 

退会手続きいただければ違約金無しで契約解除できます。 

 



        【別紙】 インターリンク LTE SIM 利用料金について           

【1】初期費用 

  3,300 円（税込） 

 

【2】月額基本料金（税込）  

基本プラン名 

すべて固定 IP1 個付与 
月額基本料金 月間通信量 

128kbps で使い放題プラン  1,100 円 無制限 

1GB まで高速プラン 1,485 円 1GB 

3GB まで高速プラン 1,760 円 3GB 

7GB まで高速プラン 2,585 円 7GB 

10GB まで高速プラン 3,190 円 10GB 

30GB まで高速プラン 7,480 円 30GB 

10GB まで上り高速プラン 2,145 円 10GB 

30GB まで上り高速プラン 3,960 円 30GB 

※月間通信量とは、その月の通信量合計が月間通信量を超えると、月末まで通信速度が最大 200kbps に制限され

る基準値のことです。 

 

【3】オプション料金 1（税込）  

オプション名 月額基本料金 備考  

SMS オプション 154 円 

SMS オプションは新規契約時のみ選択制

とし、契約途中の SMS オプションの追

加・削除は、SIM 交換の必要があるため

できません 

 

【4】オプション料金 2（税込 ※国内→国際の SMS通信料金は不課税）  

オプション名  利用料金  備考 

SMS 通信料金  

1 送信毎に、 

・国内→国内 3.3 円 

・国内→国際 50 円（不課税） 

受信は無料 

24 時間制限解除クーポン 1 クーポン購入毎に、550 円 
購入から 24 時間の間、速度上限なく利用

可能とする機能 

※オプション料金のお支払いは、お支払い種別により翌月以降となります。  

 

【5】料金の計算方法 

サービス開始月 
初期費用 

オプション料金 2（契約時のみ） 

平常月 
月額基本料金 

オプション料金 1、2 （契約時のみ） 



サービス開始月の解約 

初期費用 

月額基本料金 

オプション料金 1、2 （契約時のみ） 

 

 

【6】インターリンク LTE SIM のプラン変更、契約変更条件 

(1)プラン変更 

  手数料 1,650 円（税込） 

 ※インターリンクマイメニューからお申し込みください。 

 ※固定 IP アドレスは変更されませんが、ユーザー名が変更になります。 

 https://faq.interlink.or.jp/qa/1128 

 ※プラン変更後の月額基本料金は、翌月から適用されます。 

(2)契約変更条件 

         契約変更は利用開始月の翌月からできます。 

【7】SIM カードのサイズ変更に関する手続きと手数料 

3,300 円（税込）  

※インターリンクマイメニューからお申し込みください。 

※固定 IP アドレスは変更されません。 

【8】SIM カードの交換・再発行・紛失・毀損に関する手続きと手数料  

3,300 円（税込） 

※現契約を解約して、新規申込みとなります。  

※固定 IP アドレス、ユーザー名の接続設定情報が変更となります。 

【9】その他・注意事項 

日割りはありません。 

サービスを複数ご契約の場合、本体価格の合計に消費税を加え、1 円未満の端数を切り捨てるため税込との

請求額合計に差が生じることがあります。 

 

※記載されている内容は 2022 年 10 月 31 日現在のものです。 


