
得々パック利用規約 

 

第１条  規約の適用 

 東京ベイネットワーク（以下「当社」という）は、当社が別に定める東京ベイネットワー

ク株式会社加入契約約款、インターネット接続サービス契約約款、ケーブルプラス電話規約

（以下併せて「約款」という）に基づき、本規約第 4 条に定めるサービスを提供します。 

２ 当社は、本サービスの契約を締結する者（以下「加入者」という）の了承を得ることな

く、本規約を変更することがあります。この場合、本規約の提供条件は変更後の本規約によ

ります。 

 

第２条  契約の単位 

 契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。 

 

第３条  申込方法 

本規約の適用を希望する者は、本規約及び約款を承諾し、当社所定の手続きを経て当社に

申し込むものとします。 

 

第４条  サービス内容 

 得々パックのサービス内容は以下の表に定めるとおりとします。 

名 称 サービス内容 

得々パック プレミアム デジタルプレミアム 

シンプルネット 160M 

ケーブルプラス電話 

オプションサービス； 

 ブルーレイ HitPot、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パック ベーシック HD デジタルベーシック HD 

シンプルネット 160M 

ケーブルプラス電話 

オプションサービス； 

ブルーレイ HitPot、無線 LAN 内蔵モデム 

スマート得々パック プレミアム 

（新規受付停止） 

デジタルプレミアム 

シンプルネット 160M 

ケーブルプラス電話 

オプションサービス； 

 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ STB、無線 LAN 内蔵モデム 

スマート得々パック ベーシック HD デジタルベーシック HD 



（新規受付停止） シンプルネット 160M 

ケーブルプラス電話 

オプションサービス； 

 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ STB、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パックライト プレミアム 4K 

（新規受付停止） 

デジタルプレミアム 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 4KSTB、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パックライト プレミアム 

（新規受付停止） 

デジタルプレミアム 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 Hit Pot、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パックライト ベーシック HD 4K 

（新規受付停止） 

デジタルベーシック HD 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 4KSTB、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パックライト ベーシック HD 

（新規受付停止） 

デジタルベーシック HD 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 Hit Pot、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パックライト ミニ 4K 

（新規受付停止） 

デジタルミニ 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 4KSTB、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パックライト ミニ 

（新規受付停止） 

デジタルミニ 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 Hit Pot、無線 LAN 内蔵モデム 

スマート得々パックライト  

プレミアム 

（新規受付停止） 

デジタルプレミアム 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ STB、無線 LAN 内蔵モデム 

スマート得々パックライト  

ベーシック HD 

（新規受付停止） 

デジタルベーシック HD 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ STB、無線 LAN 内蔵モデム 



スマート得々パックライト ミニ 

（新規受付停止） 

デジタルミニ 

シンプルネット 160M 

オプションサービス； 

 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ STB、無線 LAN 内蔵モデム 

得々パック光 プレミアム 

（新規受付停止） 

デジタルプレミアム 

ベイネット光 

オプションサービス；ブルーレイ HitPot 

オプションサービス（以下から選択） 

ベイネットひかり電話、Wi-Fi ルータ 

得々パック光 ベーシック HD 

（新規受付停止） 

デジタルベーシックＨＤ 

ベイネット光 

オプションサービス；ブルーレイ HitPot 

オプションサービス（以下から選択） 

ベイネットひかり電話、Wi-Fi ルータ 

得々パック光 ミニ+BD 

（新規受付停止） 

デジタルミニ 

ベイネット光 

オプションサービス；ブルーレイ HitPot 

オプションサービス（以下から選択） 

ベイネットひかり電話、Wi-Fi ルータ 

得々パック光 ミニ 

（新規受付停止） 

デジタルミニ 

ベイネット光 

オプションサービス；HitPot 

オプションサービス（以下から選択） 

ベイネットひかり電話、Wi-Fi ルータ 

 

第５条  契約期間 

 得々パックの契約期間は以下の表に定めるとおりとします。 

名 称 契約期間 

得々パック プレミアム ２年間 

得々パック ベーシック HD ２年間 

スマート得々パック プレミアム ２年間 

スマート得々パック ベーシック HD ２年間 

得々パックライト プレミアム 4K ２年間 

得々パックライト プレミアム ２年間 

得々パックライト ベーシック HD 4K ２年間 

得々パックライト ベーシック HD ２年間 



得々パックライト ミニ 4K ２年間 

得々パックライト ミニ ２年間 

スマート得々パックライト プレミアム ２年間 

スマート得々パックライト ベーシック HD ２年間 

スマート得々パックライト ミニ ２年間 

得々パック光 プレミアム ２年間 

得々パック光 ベーシック HD ２年間 

得々パック光 ミニ+BD ２年間 

得々パック光 ミニ ２年間 

 

２ 当社は、上記契約期間が満了した場合、得々パックの契約は満了日の翌日から同期間更

新するものとします。ただし、満了日の属する月及びその前月に、加入者より解約の申し出

があった場合はこの限りではありません。 

３ 契約期間中に、申し込まれたサービスの一部または全部を変更または解約された場合、

本契約は終了となります。 

 

第６条  料金 

 得々パックの月額利用料金等は別表に定めるとおりとします。 

 

第７条  支払方法 

加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の 26 日（金融機関の休日

の場合には翌営業日）までに原則として当社の指定する口座振替で支払い、当社は請求書の

発行を致しません。 

 

第８条  解約 

加入者は、得々パックの契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前ま

でに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属

する月の末日まで支払うものとします。  

２ 加入者は、得々パックの契約期間満了月及びその前月以外に契約を解約しようとする

場合は、別表に定める契約解除料を支払うものとします。 

３ 前二項による解約の場合、加入者は、本規約第６条に規定する料金を、当該解約の日の

属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。 

 

第９条  解除 

 加入者は、得々パックの適用を受ける条件を満たさなくなった場合、当社は得々パックの

契約を解除します。 



 

第１０条  その他の事項 

 本規約に記載のない事項は、特段の記載がないかぎり、約款の定めに準じます。 

 

付則 

 本規約は 2019 年 10 月 1 日より施行します。 

  



別表１ 

 

 

１ 月額利用料金 

名 称 月額料金（ ）内税込金額 

得々パック プレミアム 11,000 円（12,100 円） 

得々パック ベーシック HD 9,500 円（10,450 円） 

得々パック光 プレミアム 10,500 円（11,550 円） 

得々パック光 ベーシック HD 9,000 円（9,900 円） 

得々パック光 ミニ+BD 7,000 円（7,700 円） 

得々パック光 ミニ 5,800 円（6,380 円） 

 

 

２ 契約解除料 

名 称 月額料金（ ）内税込金額 

得々パック プレミアム 20,000 円（22,000 円） 

得々パック ベーシック HD 20,000 円（22,000 円） 

得々パック光 プレミアム 20,000 円（22,000 円） 

得々パック光 ベーシック HD 20,000 円（22,000 円） 

得々パック光 ミニ+BD 20,000 円（22,000 円） 

得々パック光 ミニ 20,000 円（22,000 円） 

 

  



別表２（新規受付停止） 

 

 

１ 月額利用料金 

名 称 月額料金（ ）内税込金額 

スマート得々パック プレミアム 10,500 円（11,500 円） 

スマート得々パック ベーシック HD 9,000 円（9,900 円） 

得々パックライト プレミアム 4K 9,300 円（10,230 円） 

得々パックライト プレミアム 9,200 円（10,120 円） 

得々パックライト ベーシック HD 4K 7,800 円（8,580 円） 

得々パックライト ベーシック HD 7,700 円（8,470 円） 

得々パックライト ミニ 4K 5,400 円（5,940 円） 

得々パックライト ミニ 5,300 円（5,830 円） 

スマート得々パックライト プレミアム 9,500 円（10,450 円） 

スマート得々パックライト ベーシック HD 8,000 円（8,800 円） 

スマート得々パックライト ミニ 5,600 円（6,160 円） 

 

 

２ 契約解除料 

名 称 月額料金（ ）内税込金額 

得々パックライト プレミアム 4K 20,000 円（22,000 円） 

スマート得々パック プレミアム 20,000 円（22,000 円） 

スマート得々パック ベーシック HD 20,000 円（22,000 円） 

得々パックライト プレミアム 20,000 円（22,000 円） 

得々パックライト ベーシック HD 4K 20,000 円（22,000 円） 

得々パックライト ベーシック HD 20,000 円（22,000 円） 

得々パックライト ミニ 4K 20,000 円（22,000 円） 

得々パックライト ミニ 20,000 円（22,000 円） 

スマート得々パックライト プレミアム 20,000 円（22,000 円） 

スマート得々パックライト ベーシック HD 20,000 円（22,000 円） 

スマート得々パックライト ミニ 20,000 円（22,000 円） 

 


