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◆改善事例 フォン・ジャパン株式会社（株式会社ＬＩＮＫ）に対する申入れ  

 
事業者名：フォン・ジャパン株式会社（申入れ中に株式会社ＬＩＮＫに事業譲渡） 
事業内容：Wi-Fi 利用サービス 
申入対象：Wi-Fi サービス契約約款 
対象条文： 

１ 約款変更条項            民法５４８条の４第１項 
２ 損害賠償を負わない旨の条項     消契法８条１項１号、３号 
３ 違約金条項、解除権制限条項     消契法９条１号、１０条 
４ 損害賠償制限            消契法１０条 
５ 違約金条項             消契法９条１号 
６ 合意管轄条項            消契法１０条 

申入開始日：２０２１（令和３）年２月１６日 
申入終了日：２０２３（令和５）年２月２１日 
 
 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

１ ・約款変更条項 

当社は、この約款を変更することがあります。

この場合の提供条件は、変更 後の約款によりま

す。 

◆申入れ内容 

民法５４８条の４第１項に適合するように改訂

してください。 
◆申入れ理由 

 契約者の了承を得ることなく契約約款を随時変

更することができ、変更された場合、提供条件は、

変更後の約款による旨を規定している。しかし、

民法５４８条の４第１項は、約款を相手方との合

意なく変更できる要件として、以下のとおり定め

ている。 一 定型約款の変更が、相手方の一般の

利益に適合するとき。 二 定型約款の変更が、契

約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変

更後の内容の相当性、この条の規定により定型約

款の変更をすることがある旨の定めの有無及びそ

の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的

なものであるとき。 上記約款の規定は、民法５４

８条の４第１項に反し、限定なく相手方との合意

なく約款を変更できる旨を定めるものであり、強

行規定である同条に抵触し、無効である。 
 

以下の規定に改訂された。 
当社は、以下の各号のいずれかに該当す

る場合、契約者へ当社が適切と判断した方

法にて公表又は通知することにより、本規

約の内容を変更することができるものと

し、変更日以降は当該変更内容が適用され

るものとします。 

(1) 本規約の変更が、契約者又は利用者の

一般の利益に適合するとき。 

(2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せ

ず、かつ、変更の必要性、変更後の内

容の相当性、変更の内容その他の変更

に係る事情に照らして合理的なもの

であるとき。 
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

２ ・損害賠償を負わない旨の条項 
２ 当社は、インターネット接続サービスの提供に

より生じた損害については、 一切の責任を負わ

ないものとします。  

７ 電波状況等により WiFi 通信サービスを利用

して送受信された情報等が破損 又は滅失する

ことがあります。この場合において、当社は、

一切の責任を負わないものとします。 
◆申入れ内容 
 削除してください。 
◆申入れ理由 
 本条第２項は、事業者が提供するインターネッ

ト接続サービスの提供により契約者に生じた損害

につき、事由の如何にかかわらず当該事業者が賠

償義務を負わないとする趣旨の条項である。また、

第７項は、事業者が提供するインターネット接続

サービスを利用して送受信された情報等が電波状

況等により破損又は滅失した場合に、事由の如何

にかかわらず当該事業者が責任を負わないとする

趣旨の条項である。これは、事業者の債務不履行

ないしは不法行為により消費者に生じた損害を賠

償する責任の全部を免除するものであり、消費者

契約法８条１項１号及び３号に抵触する。 

以下の規定に改訂された。 
 当社の故意又は重大により本サービス

の提供をしなかったときは、前二項の規定

は適用しません。また、当社は、相当因果

関係のない、間接損害、特別損害、偶発的

損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利

益については、一切責任を負わないものと

します。 
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

３ ・違約金条項、解除権制限条項 

１ WiFi 契約者は、WiFi 契約者が選択したプラン

に係るサービス提供開始日 から契約の解除申請

があった月（以下「解除申請月」といいます。）の

翌月までの期間（提供開始日と解約申請月が同一

の月である場合は、提供開始日の翌月） について、

料金表第１表第１（基本使用料）に規定する基本

使用料の支払いを要します。ただし、この約款又

は料金表に特段の定めのある場合は、この限りで

ありません。 

◆申入れ内容 

削除してください。 

◆申入れ理由 

 本条項は、利用者がサービス利用契約を解除の

通知をした場合に、利用者に対し解除通知のあっ

た日の属する月の翌月分までの利用料の支払義務

を負わす趣旨の規定である。これは、実質的に契

約解除に違約金を課すものである。契約期間の定

めのない契約を消費者が解除したことで事業者に

損害が生ずるとは考えられず、実質１か月分の使

用料に相当する違約金の定めは、解約により事業

者に生ずる平均的損害を超えるものであり、消費

者契約法９条１号に抵触する。また、上記規定は、

消費者の契約解除権を制限するものであり、民法

の原則を消費者に不利に変更するものっである。

消費者の契約解除権を不当に拘束するもので、信

義誠実の原則に反して消費者の権利を制限し、消

費者の利益を一方的に害するものであるので、消

費者契約法１０条に抵触する。 

以下の規定に改定された。 
 月額基本料は、課金開始日から当該サー

ビスを提供した最後の日までの期間のサ

ービスについて発生します。 
 本サービスの契約者は、Wi-Fi サービス

契約に基づいて当社が定めて課金開始日

から縛りなし Wi-Fi サービス契約の解除

があった日が属する月の末日までの期間

について、別紙１に規定する各料金の支払

いを要します。 
 

４ ２ 前項の期間において、利用の一時中断等により 

WiFi 通信サービスを利用することのできない状

態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によ

ります。 （３）前２号の規定によるほか、WiFi 契

約者は、次の場合を除き、縛りなし WiFi 通信サー

ビスを利用できなかった期間中の基本使用料の支

払いを要します。（以降省略） 
（区別） 

WiFi 契約者の責めによらない理由によりその

会員契約に係る全ての契約者回線（通常料金契約

に係るものに限ります。）を全く利用できない状態

以下の規定に改訂された。 
 当社の故意又は重大な過失により本サ

ービスの提供をしなかったときは、前二項

の規定は適用しません。 
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

（その会員契約に係る電気通信設備による全ての

通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態

と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じた

場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算

して、２４時間以上その状態が継続したとき。 

（支払を要しない料金） 

 そのことを当社が認知し、WiFi 契約者からその

連絡を受けた際に当社より提示する料金 

◆申入れ内容 

 （３）本文を削除してください。 

◆申入れ理由 

本条項は、契約者の責によらない理由により回

線が全く利用できない状態が生じた場合に、その

ことを事業者が認知した時刻から起算して２４時

間以上その状態が連続した場合で、かつそのこと

を当該事業者が認知し、契約者からその連絡を受 
けた場合以外には、契約者は基本使用料の支払義

務を免れず、また、上記の場合であっても事業者

が提示する金額のみ支払義務を免れる旨定めるも

のである。 しかし、この規定は、事業者に帰責事

由がある場合についてまで、契約者に使用料金支

払義務を課すものであり、実質的に事業者の損害

賠償義務を制限するものであり、消費者の損害回

復を著しく困難にするものである。また、事業者

に帰責事由がない場合、債権者が反対給付の支払

義務を免れる旨定める民法５３６条１項の危険負

担の原則を消費者に不利益に変更するものあり、

消費者がサービスを受けられないにもかかわら

ず、代金支払を支払わなければならないという不

当な結果となるものである。これらはいずれも、

民法の原則を消費者に不利に変更し、消費者の権

利を制限し、信義誠実の原則に反して消費者の利

益を一方的に害するものであるので、消費者契約

法１０条に抵触する。 

 

５ WiFi 契約者は、縛っちゃうプランにおいて、更

新月以外に契約の解除があったときは、料金表第

１表（契約解除料）に規定する契約解除料の一括

支払いを要します。 

（料金表第１表） 

 新約款を適用する（当該サービス利用者

全員が縛りなしプランに移行する）場合に

ついては、新約款において契約解除料に関

する規定を設けないことにした。事業者が

事業譲渡を受けた時点で、「縛っちゃうプ
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

区分          料金額（税抜） 

契約締結後 12 か月未満 30,000 円 

契約締結後 12 か月以降 35 か月まで 25,000 円 

契約締結後 36 か月目（契約更新月） 0 円 

契約締結後 37 か月以降 9,500 円 

◆申入れ内容 

 本条項に関し、料金表第１表（契約解除料）の

料金額の金額を、契約の解除に伴い貴社に生ずべ

き平均的損害の範囲内になるよう改訂してくださ

い。 
◆申入れ理由 

 本条項は、契約期間の縛りのある契約において、

更新月以外に契約の解除があったときに、契約締

結後１２か月未満の場合には 30,000 円、契約締結

後１２か月以降３５か月までの場合には 25,000
円、契約締結後３６か月目（契約更新月の場合に

は 0 円、契約締結後３７か月以降の場合には 
9,500 円の契約解除料（いずれも税抜）の支払を要

するとするものである。 しかし、これらは、契約

解除に伴う損害賠償の額の予定、又は違約金を定

める条項であるところ、事業者は、中途解約によ

り特に解約の手続に掛かる実費等の負担が増える

とは考えられず、新たに他の消費者と契約するこ

とにより、計画期間中の利用料等の損害もないも

のと思われる。また、特に、事業者が定める契約

解除料は、 通常プラン及びライトプランでは２８

か月以降、WiMAX プラン及び無制限プランでは

３０か月以降各３５か月までに解約された場合

で、３６か月の期限まで契約を継続した場合と比

べ支払総額が多くなるものであり、 明らかに事業

者の平均的損害を超えているものと考えざるを得

ない。したがって、事業者が定める契約解除料の

金額は、更新月における解除の場合を除き、いず

れも、 事業者に生ずべき平均的損害を超えるもの

と考えられ、消費者契約法９条１号に抵触する。 

ラン」等フォン・ジャパン社制定「Wi-Fi
サービス契約約款」が適用される各契約に

つき新規受付を停止しており、今後も再開

の予定がない旨の説明があった。 

６ この約款および当社と WiFi 契約者との間に紛

争が生じた場合に関する訴訟については、東京地

方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。 

◆申入れ内容 

改善なし。 
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

 本条項を削除してください。 
◆申入れ理由 

 民事訴訟法４条以下で定められている管轄を、

東京地方裁判所又は東京簡易裁判所に限るとする

条項となっている。契約者が他の裁判所で訴訟を

提起できる場合を規定する民事訴訟法５条の場合

に比して、消費者の裁判を受ける権利を実質的に

侵害するものと言わざるを得ず、消費者の権利を

制限し、消費者の利益を一方的に害する条項と言

わざるを得ないので、消費者契約法１０条に抵触

する。 

 


