
 

 

2023 年 3 月 30 日現在 

 

Cisco Webex with KDDI に関する重要事項説明書 

 

以下は ｢Cisco Webex with KDDI｣に関する重要事項です。 

十分にご理解の上、ご契約いただきますようお願いいたします。 

 

(1) 提供会社 

  KDDI 株式会社 (以下『当社』といいます) 

 

(2) サービス名称 

  Cisco Webex with KDDI 

 

(3) サービス内容 

｢Cisco Webex with KDDI｣は、ビデオ会議・チャット・ファイル共有/閲覧・アプリケーション間

通話がセキュアな環境で利用できるクラウドサービスです。 

プロジェクトごとにチームワークスペースを作成できるので、迅速な情報共有や意志決定ができ

ます。マルチデバイスで利用できるだけでなく、実際の会議室でもパソコンやスマートフォンと会

議デバイスがワイヤレス接続し、すぐにビデオ会議を開始できます。 

 

(4) 申し込みに関する事項 

・本サービスは、KDDI が定める『Cisco Webex with KDDI に関する規約』に基づき提供いたします。 

・上記と合わせて「Cisco End User License Agreement」、「Cisco Online Privacy Statement」、そ

の他シスコ社の定める Webex サービスに関する一切の規約に同意いただく必要があります。  

  



 

 

(5) 本サービスの料金 

区分 月額料金額(税込) 

 Webex Meetings ライセンス料 (FLEX3.0） 

(注 1) 

2,970 円/ライセンス 

Webex Events（3000）ライセンス (注 1) 103,400 円/ライセンス 

付加サービス 

利用料 

Webex デバイスライセンス料 個別見積り 

会議音声 (コールバック) 機能利用料 (注 2) 5,280 円/ライセンス 

Webex Events 利用料 (注 3) 62,920 円/ライセンス 

Webex Training 利用料 (注 3) 73,150 円/ライセンス 

Webex Messagingストレージ追加オプション利用料 

(注 4) 

14,740 円/TB 

リアルタイム翻訳・文字起こし(注 5) 4,290 円 

着信課金接続(従量課金) (注 6) 従量課金 (注 7) (注 8) 

着信課金接続(定額 + 従量課金) (注 6) 19,393 円 + 従量課金 

(注 7) (注 9) 

注1) Webex Meetings ライセンス(FLEX3.0)および Webex Events（3000）ライセンスを同時にお申し

込みいただく場合には、それぞれのライセンスを別契約でお申し込みいただく必要がありま

す。 

注2) 会議音声 (コールバック)機能利用料は Webex ライセンス料(FLEX3.0)の付加サービスです。

なお、その際の利用料は『ご契約内の Webex ライセンス(FLEX3.0)のライセンス数』×『月額

利用料』となります。 

注3) Webex Events 利用料、Webex Training 利用料は Webex ライセンス料(FLEX3.0)の付加サービ

スです。1ライセンスからお申し込みいただけます。 

注4) Webex Messaging ストレージ追加オプション利用料は Webex ライセンス料(FLEX3.0)の付加サ

ービスです。1TB 単位の購入となります。 

注5) リアルタイム翻訳・文字起こしは Webex Meetingsライセンス(FLEX3.0)または Webex Events

（3000）ライセンスの付加サービスです。1 ライセンスからお申し込みいただけます。 

注6) 着信課金接続(従量課金)および着信課金接続(定額 + 従量課金)利用料は Webex Meetingsラ

イセンス料(FLEX3.0)の付加サービスです。1 契約単位で、いずれかを選択してお申し込みい

ただけます。 

注7) 着信課金接続（従量課金）において、各国ごとの 1分あたりの料金表は、着信課金接続（従量

課金） 料金表 に定めるところによります。 

なお、着信課金接続（従量課金） 料金表 に基づく合計金額をもとに、利用月第 1営業日の

為替レート（TTS）から日本円に換算し、小数第 1 位を切り上げた金額が利用料となります。 

  



 

 

注8) 着信課金接続（定額 + 従量課金）において、各国ごとの 1分あたりの料金表は、着信課金接

続（定額 + 従量課金） 料金表 に定めるところによります。 

なお、着信課金接続（定額 + 従量課金） 料金表 に基づく合計金額が一定金額（135.62ド

ル分）を超過しない場合、定額（19,393円）が利用料となります。着信課金接続（定額 + 従

量課金） 料金表 に基づく合計金額が一定金額（135.62ドル分）を超過した場合、超過分の

金額を利用月第 1 営業日の為替レート（TTS）から日本円に換算し、小数第 1 位を切り上げた

金額を定額に加算した金額が利用料となります。 

注9) 着信課金接続（従量課金）利用料、および着信課金接続（定額 + 従量課金）における一定金

額からの超過分の利用料は、ご利用月の翌々月上旬に確定します。グリニッジ標準時（GMT）

に従い計算されるため、日本標準時（JST）における毎月 1 日午前 9 時までの利用分について

は前月分の利用料の扱いとなります。 

料金表に記載されている国であっても、一部の国については着信課金接続が利用できない場合

があります。最新の対象国は本サービスアプリケーション内の記載に従います。 

注10) 基本機能および付加サービスはいずれも年間契約となります。 

  



 

 

着信課金接続（従量課金） 料金表 

国  料金 

(US$/分) 

国  料金 

(US$/分) 

日本 0.4551 ケニア 1.1732 

イギリス 0.1669 ラトビア 0.7585 

アメリカ 0.0839 リトアニア 0.8354 

アンギラ 2.8448 ルクセンブルク 0.4754 

アンティグア（バーブーダ含む） 2.8448 マケドニア 2.3685 

アルゼンチン 0.6118 マレーシア 0.3954 

オーストラリア 0.1424 マルタ 0.4542 

オーストリア 0.7788 マヨット島 0.801 

バハマ 0.7222 メキシコ 0.1527 

バーレーン 0.4288 モルドバ 2.6748 

バングラデシュ 1.2329 モナコ 0.5827 

バルバドス 2.8448 モントセラト 2.8448 

ベラルーシ 3.8085 モロッコ 2.5657 

ベルギー 0.7191 オランダ 0.984 

ベリーズ 2.864 ニュージーランド 0.4977 

バミューダ 0.798 ニカラグア 3.7459 

ボスニア・ヘルツェゴビナ 2.1531 ノルウェー 0.1537 

ボツワナ 4.379 オマーン 3.4283 

ブラジル 0.4764 パキスタン 0.7311 

イギリス領バージン諸島 2.5921 パナマ 0.4027 

ブルネイ 2.7376 パラグアイ 1.9609 

ブルガリア 1.1366 ペルー 1.6172 

カンボジア 3.6509 フィリピン 0.8243 

カナダ 0.0529 ポーランド 0.2195 

ケイマン諸島 2.4787 ポルトガル 0.6787 

チリ 0.6614 プエルトリコ 0.1517 

中国 1.062 カタール 2.69 

コロンビア 0.4532 ルーマニア 0.6564 

コスタリカ 2.1642 ロシア 0.354 

クロアチア 1.158 サウジアラビア 2.0035 

キプロス 0.3813 セルビア 3.6295 



 

 

チェコ共和国 0.3227 シンガポール 0.1648 

デンマーク 0.2165 スロバキア 0.6332 

ドミニカ 2.8448 スロベニア 0.8707 

ドミニカ共和国 0.6928 南アフリカ 0.4936 

エクアドル 2.3321 韓国 0.4844 

エジプト 2.3342 スペイン 0.5957 

エストニア 0.3944 スリランカ 3.4848 

フィンランド 0.5896 セントクリストファー・ネイビス 2.8448 

フランス 0.2832 セントルシア 2.8448 

ドイツ 0.3379 スウェーデン 0.1709 

ギリシャ 0.3813 スイス 0.352 

グレナダ 2.8448 台湾 0.4977 

ホンジュラス 2.0166 タイ 0.3127 

香港 0.1062 トリニダード・トバゴ 0.531 

ハンガリー 0.1346 トルコ 0.8354 

アイスランド 0.8354 タークス・カイコス諸島 2.6628 

インド 0.4618 ウガンダ 1.8254 

インドネシア 1.5665 ウクライナ 0.7242 

アイルランド 0.9992 アラブ首長国連邦 1.1811 

イスラエル 0.2398 ウルグアイ 0.5583 

イタリア 0.36 ベネズエラ 1.4018 

ジャマイカ 2.2542 ベトナム 2.9976 

ヨルダン 1.4705   

  



 

 

着信課金接続（定額 + 従量課金） 料金表 

国  料金 

(US$/分) 

国  料金 

(US$/分) 

日本 0.3642 ケニア 0.9385 

イギリス 0.1336 ラトビア 0.6068 

アメリカ 0.0672 リトアニア 0.6683 

アンギラ 2.2758 ルクセンブルク 0.3803 

アンティグア（バーブーダ含む） 2.2758 マケドニア 1.8947 

アルゼンチン 0.4895 マレーシア 0.3164 

オーストラリア 0.1139 マルタ 0.3633 

オーストリア 0.6231 マヨット島 0.6407 

バハマ 0.5777 メキシコ 0.1209 

バーレーン 0.3431 モルドバ 2.1399 

バングラデシュ 0.9864 モナコ 0.4661 

バルバドス 2.2758 モントセラト 2.2758 

ベラルーシ 3.0468 モロッコ 2.0525 

ベルギー 0.5753 オランダ 0.7872 

ベリーズ 2.2913 ニュージーランド 0.3981 

バミューダ 0.6384 ニカラグア 2.9968 

ボスニア・ヘルツェゴビナ 1.7225 ノルウェー 0.1231 

ボツワナ 3.5032 オマーン 2.7427 

ブラジル 0.3811 パキスタン 0.585 

イギリス領バージン諸島 2.0736 パナマ 0.322 

ブルネイ 2.19 パラグアイ 1.5687 

ブルガリア 0.9094 ペルー 1.2936 

カンボジア 2.9206 フィリピン 0.6594 

カナダ 0.0424 ポーランド 0.1755 

ケイマン諸島 1.9829 ポルトガル 0.5429 

チリ 0.5291 プエルトリコ 0.1214 

中国 0.8495 カタール 2.1521 

コロンビア 0.3625 ルーマニア 0.525 

コスタリカ 1.7313 ロシア 0.2832 

クロアチア 0.9264 サウジアラビア 1.6027 

キプロス 0.305 セルビア 2.9036 



 

 

チェコ共和国 0.2581 シンガポール 0.1318 

デンマーク 0.1732 スロバキア 0.5065 

ドミニカ 2.2758 スロベニア 0.6966 

ドミニカ共和国 0.5543 南アフリカ 0.3948 

エクアドル 1.8657 韓国 0.3876 

エジプト 1.8672 スペイン 0.4766 

エストニア 0.3155 スリランカ 2.788 

フィンランド 0.4717 セントクリストファー・ネイビス 2.2758 

フランス 0.2265 セントルシア 2.2758 

ドイツ 0.2702 スウェーデン 0.1368 

ギリシャ 0.305 スイス 0.2816 

グレナダ 2.2758 台湾 0.3981 

ホンジュラス 1.6132 タイ 0.25 

香港 0.085 トリニダード・トバゴ 0.4248 

ハンガリー 0.1076 トルコ 0.6683 

アイスランド 0.6683 タークス・カイコス諸島 2.1302 

インド 0.3696 ウガンダ 1.4603 

インドネシア 1.2532 ウクライナ 0.5794 

アイルランド 0.7994 アラブ首長国連邦 0.945 

イスラエル 0.1918 ウルグアイ 0.4468 

イタリア 0.288 ベネズエラ 1.1214 

ジャマイカ 1.8033 ベトナム 2.398 

ヨルダン 1.1764   

   



 

 

(6) 基本機能 

本サービスは基本機能として以下機能を提供します。 

基本機能 Webex Messaging の下記の基本機能を提供します。 

・無制限のチームワークスペース作成 

 ・1 対 1 およびグループメッセージング 

 ・ファイル共有 (Webex Messaging ストレージ容量 20GB) (注 10) 

 ・エンドツーエンドの暗号化 

 ・1 対 1 のビデオ会議、3 名までのビデオ電話 

 ・モバイルカレンダー連絡帳の統合 

 ・オンラインセルフサポート 

Webex ライセンス 

 (FLEX3.0) 

基本機能に加えて、Webex Messaging 会議 (最大 200 接続)、Webex 

Messagingファイル共有 (ストレージ容量 20GB×ライセンス数)(注

10)、Webex Meetings 会議 (最大 1,000 接続) 、Webex Meetings録

画容量(Webex Meetings ストレージ容量 1GB×ライセンス数)(注

11)、会議音声(コールイン機能)(注 12)、Webex Meetings会議中の

各機能(ブレイクアウトセッション、バーチャル背景、ジェスチャー

コントロール、イマーシブシェア、リアルタイム投票・クイズ機能

(Slido)) 

管理ポータル、仮想会議室の管理、AD 連携・Exchange連携・CUCM連

携に対応(別途設定が必要となります。) 

Webex Events（3000） 

ライセンス 

Webex Events(最大参加者数 3,000人)が利用可能となる機能です。 

注 10) Webex Messaging ストレージ容量はご契約いただく企業内でシェアされ、ストレージ容量超

過時には古い順に自動削除されます。 

注 11) Webex Meetings ストレージ容量はご契約いただく企業内でシェアされ、ストレージ容量超過

時には新たな録画ができなくなります。 

注 12) Webex Meetings 会議において、指定の各国に限り電話番号から参加可能 (コールイン) とな

る機能です。 

 

  



 

 

(7) 付加サービス機能 

Webex デバイスライセンス Webex 会議専用デバイスをクラウドで利用するためのライセ

ンスです。会議デバイス 1 台ごとに 1ライセンスが必要となりま

す。 ( Webex Board ライセンスを除く) 

会議音声 (コールバック)機

能利用 

Webex Meetings 会議において、指定の各国に限り電話番号か

ら参加可能 (コールイン) または呼び出しが可能 (コールバッ

ク) となる機能です。お申し込み時はご契約内の FLEX3.0ライセ

ンス数すべてに登録が必要となります。 

Webex Events 利用 Webex Meetings会議において、 Webex Events(最大参加者数

1,000 人)が利用可能となる機能です。 

Webex Training 利用 Webex Meetings 会議において、 Webex Training(最大参加者

数 1,000 人)が利用可能となる機能です。 

Webex Messaging ストレージ

追加オプション利用 

Webex Messaging のストレージを追加するオプションです。追

加されたストレージは Control Hub 内の登録ユーザー間で共有

されます。 

着信課金接続利用 参加者が最寄りのアクセスポイントの番号に電話をかけて

Webex 会議に参加することができます。 

参加者のアクセスポイントまでの通話料を契約者が負担しま

す。 

 

(8) お申し込み手続き 

・本サービスは日本国内の法人のお客さまのみご契約可能です。 

・1 つのライセンスを複数のユーザーに付与することはできません。 

・新規お申し込み時に当社が指定する申込書をご提出いただきます。 

・お客さまのご利用料金のお支払い状況などにより、お申し込みをお受けできない場合があります。 

・本サービスのお申し込みを受け付けた場合でも、設備の都合によりご利用いただけないことがあり

ます。 

  



 

 

(9) 開通に関する事項 

・本サービスは、お申し込み受け付け後、8 営業日程度でご利用いただけます。 

・『開通通知メール』でご契約管理番号などをお知らせします。 

・ご利用開始に当たり、システムからの開通自動メールが送付されますので、お客さま自身で登録を

行う必要があります。 

・企業の管理者さまはお申し込み後に専用のカスタマーコントロール (Control Hub) より、ご利用

者へのライセンスの割り当て作業が必要となります。 

・サービスご利用開始日は当初ご案内した月日から変更する場合があります。 

・お申し込みいただいた有償ライセンス数を超過して割り当てを行うことはできません。割り当てを

行った場合は KDDI より超過通知メールをお送りしますので速やかに変更する必要があります。 

 

(10) 解約・変更に関する事項 

・本サービスの解約時は解約申込書をご提出ください。 

・お申し込み時にご登録いただきました、ご契約社名・ご契約住所・ご担当者情報・その他サービス

に関わる情報に変更が生じた場合は速やかに変更申込書をご提出いただきます。 

・ご契約期間中のお申し込み済みライセンスの追加、付加サービスの追加を行った場合は追加を行っ

たご利用開始日よりご契約満了日まで有効となります。 

・ご契約期間中のお申し込み済みライセンスの減少または解約、付加サービスの減少または解約はで

きません。やむを得ず解約する場合は、別途解除料を請求させていただきます。 

・ご契約いただく代理店を変更する場合も解約扱いとさせていただきます。 

・ご利用中の Webex Meetings サービスから登録情報を引き継いで移行する場合には当社が指定する

移行申込書をご提出いただきます。申込書の内容に基づき、現行の契約等の都合で移行ができない

ことがありますので、あらかじめご了承願います。 

 

(11) サービス品質について 

・本サービスはインターネット網を利用したサービスです。お客さまのご利用環境によってはつなが

りにくくなることがあります。 

・以下ウェブサイトにてネットワーク診断ツールをご利用いただけます。 

Cisco Webex Network Test: 

https://mediatest.ciscospark.com/#/main 

 

(12) ご利用環境について 

・以下ウェブサイトにてご案内させていただきます。 

動作環境ページ: 

 https://biz.kddi.com/service/cisco-webex/ciscowebexmeeting/#environment 

  

https://mediatest.ciscospark.com/#/main
https://biz.kddi.com/service/cisco-webex/ciscowebexmeeting/#environment


 

 

(13) カスタマーコントロールについて (Control Hub） 

・本サービスにご契約いただきますと管理者さまはカスタマーコントロールのご利用が可能となり

ます。 

・カスタマーコントロールではご利用者へのライセンスの割り当てやご利用状況の確認、その他設定

変更を行うことが可能です。 

・以下ウェブサイトよりご利用いただけます。 

Control Hub: 

https://admin.webex.com/login 

・ご利用の Webex Meetings サービスから登録情報を引き継いで移行する場合、既にお使いのカスタ

マーコントロールまたは管理サイトで管理いただくことになります。 

 

(14) 請求について 

・本サービスの基本料、付加サービス利用料を毎月ご請求させていただきます。 

・税抜額の合計額に税率乗算し、端数切捨ての上ご請求しますので、記載表示額の合計と異なる場合

があります。 

・サービスご利用開始日は当初ご案内した月日から変更する場合があります。 

・着信課金接続（従量課金）利用料、および着信課金接続（定額 + 従量課金）における一定金額か

らの超過分の利用料は、ご利用月の翌々月上旬に確定するため、請求書はご利用月の翌々月 18 日

～22 日以降の発送となります。そのため、本サービスの基本料および他付加サービスの利用料の

ご請求とは別月でのご請求となります。 

 

(15) メンテナンス・故障時の対応について 

・以下ウェブサイトにてご案内させていただきます。 

Cisco Webex with KDDI サポート情報: 

https://biz.kddi.com/support/service/cisco-webex/ 

 

(16) 個人情報のお取り扱い 

・本サービスで収集されたデータは Cisco 社および当社が施設を保有する米国またはその他の国に

おいて、転送・保存および処理されることがあります。 

・本サービスのお申し込みに際して取得する個人情報につきましては、①本サービスの提供、②料金

請求業務、③KDDI 既存サービス、新サービスのご案内、④アンケート調査の実施、⑤利用促進など

を目的としたキャンペーンの実施、⑥サービスの開発・評価・改善、⑦その他、利用規約などに定

める目的に利用します。 

  

https://admin.webex.com/login
https://biz.kddi.com/support/service/cisco-webex/


 

 

(17) その他 

・料金やサービスは予告なく変更する場合があります。 

・パスワード情報は、第三者から不正に利用される恐れがあるため、厳重に管理をお願います。 

 

  



 

 

お問い合わせ先 

 お問い合わせの際にはご契約企業名と d/v から始まる 10 桁のご契約管理番号 (開通通知メールお

よび請求書に記載) をお伝えください。 

 

□ KDDI 株式会社 

○サービスに関するお問い合わせ先 

 法人お客さまセンター 

0077-7007 (無料) 

0120-921-919 (無料) 

受付時間： 9:00～18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) 

 

○障害時のお問い合わせ先 

 0120-944-677 (無料) 

受付時間： 24 時間 365 日 

 

 

本書に記載しているサービス名称は一般に各社の商標または登録商標です。本書の記載事項すべて 

について、著作者の許諾を得ず無断で複写・複製・転載することは固く禁じられております。 

 

以 上 

 

KDDI 株式会社 


