
Comme@訪問アシスト サービス概要（1.2 版） 

「Comme@訪問アシスト サービス概要」（以下、「本サービス概要」といいます。）は、NTTアドバンステクノロジ株式会社

（以下「弊社」といいます。）が提供する「Comme@サービス」のうち、Comme@訪問アシストのサービス概要について記述

したものです。Comme@訪問アシストは医療機関や福祉施設等の事業者様を対象としたサービスです。 

１．Comme@訪問アシストとは 

Comme@訪問アシストは、インターネットページから安全・安心・簡単にライブ映像を共有できるサービスです（通話

機能は本サービスに含まれておりませんので、通話しながら映像共有を行うには別途電話回線のご利用が必要で

す）。インターネットの利用環境があれば、いつでもどこからでもすぐに、Comme@訪問アシストを利用することができ

ます。 

２．Comme@訪問アシストの契約者に提供されるもの 

（１）契約 ID 情報 （サービス URL と契約 ID） 

ライブ映像を共有する相手（医療機関等でご利用いただく場合は、入院患者様のご家族様等）が Comme@訪問

アシストに接続するために使用する、契約者（Comme@サービス利用規約における「ユーザ」のことです。以下、同

様です。）専用のサービス URL をご用意します。契約 ID はサービス URL に含まれるユニークな 16桁の数字で、

契約者は、必要に応じて契約 ID 毎にライセンスを追加することができます。 

（２）主催者（医療・福祉現場スタッフ）情報 （主催者ポータル URL と 3つのログイン ID・初期パスワード） 

主催者ポータルは、実際に Comme@訪問アシストをご利用いただく医療・福祉現場スタッフがログインし、参加者

（ご家族様)と接続するための接続キーを発行することができるポータルサイトです。接続キーは、主催者ポータル

上で自動生成される 4 桁の数字で、発行後 10分間に限り有効なパスコードとなります。ライブ映像を共有する参加

者(ご家族様)は、上記サービス URL に接続した後、有効な接続キーを入力することで映像共有が開始されます。接

続キーは、一度だけ利用可能なパスコードですので、映像共有の終了、または、発行後 10分経過すると無効となり

ます。次に Comme@訪問アシストを利用するときは、新たに接続キーを発行していただくことになります。1 ライセン

スのご契約でログイン ID が 3つ付与されますので、同時に最大 3件の映像共有を実現することができます。下記

は医療機関等でご利用いただく場合の例となります。 



 

３．基本機能（すべての契約者が利用できる機能です） 

映像共有 

４．オプション機能（オプション料金を支払うことで利用可能となる機能です） 

画面共有 資料共有 描画 チャット 

５．エクストラオプション機能（エクストラオプション料金を支払うことで利用可能となる機能です） 

TURN強制接続 

６．基本機能の利用料金 

（１）初年度利用料金（1ライセンスあたり） 

初年度（年度とは、4月 1日～翌年 3月 31日までの期間をいいます。以下、同様です。）のサービス利用料金

は、利用開始月から当該年度末までの月割計算となります。サービス利用料金は 「表 1：利用開始月とご利用料

金」 にしたがって算定され、ライセンス情報の送付後に一括請求させていただきます。お支払い条件は、請求書発

行日の翌月末までの口座振込です。 

表 1：利用開始月と利用料金（上段税抜、下段税込額） 

4 月開始 5 月開始 6 月開始 7 月開始 8 月開始 9 月開始 10 月開始 11 月開始 12 月開始 1 月開始 2 月開始 3 月開始 



450,000 円

(495,000 円) 

412,500 円

(453,750 円) 

375,000 円

(412,500 円) 

337,500 円

(371,250 円) 

300,000 円

(330,000 円) 

262,500 円

(288,750 円)  

225,000 円

(247,500 円) 

187,500 円

(206,250 円) 

150,000 円

(165,000 円) 

112,500 円

(123,750 円) 

75,000 円

(82,500 円) 

37,500 円

(41,250 円) 

（２）次年度以降の利用料金（１ライセンスあたり） 

契約期間満了日の 1か月前（毎年 2月末日）までに解約の御連絡がない場合、利用契約は 1年間自動更新さ

れます。更新された期間の利用料金は、自動更新が確定した後（毎年 3月）に一括請求させていただきます。お支

払い条件は、請求書発行日の翌月末までの口座振込です。 

表 2：次年度以降の利用料金（上段税抜、下段税込額） 

次年度以降の利用料金 

（4月 1日～翌年 3月 31 日の１年間） 

450,000 円 

(税込 495,000円) 

（３）サービスの更新について 

サービスの更新日は 3月 31日となり、更新日の 1か月前（2 月末）までに解約の御連絡がない場合、自動的に

契約が 1年間更新されます。2年目以降のサービス料金は、自動更新が確定された後（3月）に一括でご請求させ

ていただきます。お支払い条件は請求書発行翌月末口座振込です。 

７．オプション機能の利用料金 

（１）初年度のオプション機能利用料金（1ライセンスあたり） 

Comme@訪問アシストの基本機能に加え、必要なオプション機能を追加することができます。オプション機能は

Comme@訪問アシストの利用契約開始時に限り、申し込むことができます。複数のオプション機能を追加する場合

には、それぞれのオプション機能の利用料金が合算されます。 

オプション機能の利用料金についても、初年度の利用料金は利用開始月から当該年度末までの月割計算となり、

「表 3：利用開始月と各オプション機能の利用料金」にしたがって算定され、基本機能の利用料金ととともに一括請

求させていただきます。 

表 3：利用開始月と各オプション機能の利用料金（左側税抜、右側税込額） 

 画面共有 資料共有 描画 チャット 

4 月開始 12,000 円(13,200 円) 12,000 円(13,200 円) 12,000 円(13,200 円) 12,000 円(13,200 円) 

5 月開始 11,000 円(12,100 円) 11,000 円(12,100 円) 11,000 円(12,100 円) 11,000 円(12,100 円) 



6 月開始 10,000 円(11,000 円) 10,000 円(11,000 円) 10,000 円(11,000 円) 10,000 円(11,000 円) 

7 月開始 9,000 円(9,900 円) 9,000 円(9,900 円) 9,000 円(9,900 円) 9,000 円(9,900 円) 

8 月開始 8,000 円(8,800 円) 8,000 円(8,800 円) 8,000 円(8,800 円) 8,000 円(8,800 円) 

9 月開始 7,000 円(7,700 円) 7,000 円(7,700 円) 7,000 円(7,700 円) 7,000 円(7,700 円) 

10 月開始 6,000 円(6,600 円) 6,000 円(6,600 円) 6,000 円(6,600 円) 6,000 円(6,600 円) 

11 月開始 5,000 円(5,500 円) 5,000 円(5,500 円) 5,000 円(5,500 円) 5,000 円(5,500 円) 

12 月開始 4,000 円(4,400 円) 4,000 円(4,400 円) 4,000 円(4,400 円) 4,000 円(4,400 円) 

1 月開始 3,000 円(3,300 円) 3,000 円(3,300 円) 3,000 円(3,300 円) 3,000 円(3,300 円) 

2 月開始 2,000 円(2,200 円) 2,000 円(2,200 円) 2,000 円(2,200 円) 2,000 円(2,200 円) 

3 月開始 1,000 円(1,100 円) 1,000 円(1,100 円) 1,000 円(1,100 円) 1,000 円(1,100 円) 

（２）次年度以降のオプション機能利用料金（１ライセンスあたり） 

オプション機能の利用契約についても、Comme@訪問アシストの利用契約更新時に自動的に 1年間更新されま

す。更新された期間のオプション機能利用料金は、自動更新が確定した後（毎年 3月）に、基本機能の利用料金と

ともに一括請求させていただきます。お支払い条件は、請求書発行日の翌月末までの口座振込です。 

※契約更新時であっても、オプション機能の変更、解約は承っておりませんのでご了承ください。 

表 4：次年度以降の各オプション機能の利用料金（左側税抜、右側税込額） 

 画面共有 資料共有 描画 チャット 

次年度以降の各

オプション機能の

ご利用料金（4 月

1 日～翌年 3 月

31 日の１年間） 

12,000 円(13,200 円) 12,000 円(13,200 円) 12,000 円(13,200 円) 12,000 円(13,200 円) 



８．エクストラオプション機能の利用料金 

（１）初年度のエクストラオプション機能利用料金（1 ライセンスあたり） 

Comme@訪問アシストの基本機能に加え、必要なエクストラオプション機能を追加することができます。エクストラ

オプション機能は Comme@訪問アシストの利用契約開始時に限り、申し込むことができます。複数のエクストラオプ

ション機能を追加する場合には、それぞれのエクストラオプション機能の利用料金が合算されます。 

エクストラオプション機能の利用料金についても、初年度の利用料金は利用開始月から当該年度末までの月割計

算となり、「表 5：利用開始月と各エクストラオプション機能の利用料金」にしたがって算定され、基本機能の利用料

金ととともに一括請求させていただきます。 

表 5：利用開始月と各エクストラオプション機能の利用料金（左側税抜、右側税込額） 

 TURN強制接続 

4 月開始 36,000 円（39,600 円） 

5 月開始 33,000 円（36,300 円） 

6 月開始 30,000 円（33,000 円） 

7 月開始 27,000 円（29,700 円） 

8 月開始 24,000 円（26,400 円） 

9 月開始 21,000 円（23,100 円） 

10 月開始 18,000 円（19,800 円） 

11 月開始 15,000 円（16,500 円） 

12 月開始 12,000 円（13,200 円） 

1 月開始 9,000 円（9,900 円） 

2 月開始 6,000 円（6,600 円） 



3 月開始 3,000 円（3,300 円） 

（２）次年度以降のエクストラオプション機能利用料金（１ライセンスあたり） 

エクストラオプション機能の利用契約についても、Comme@訪問アシストの利用契約更新時に自動的に 1 年間更

新されます。更新された期間のエクストラオプション機能利用料金は、自動更新が確定した後（毎年 3月）に、基本

機能の利用料金とともに一括請求させていただきます。お支払い条件は、請求書発行日の翌月末までの口座振込

です。 

※契約更新時であっても、エクストラオプション機能の変更、解約は承っておりませんのでご了承ください。 

表 6：次年度以降の各エクストラオプション機能の利用料金（左側税抜、右側税込額） 

 TURN強制接続 

次年度以降の各オ

プション機能のご利

用料金（4 月 1 日～

翌年 3 月 31 日の１

年間） 

36,000 円（39,600 円） 

８．関連情報 

（１）Comme@訪問アシストサービス紹介ページ  https://www.ntt-at.co.jp/product/comme-at/visit/ 

（２）Comme@サービス利用規約  https://www.ntt-at.co.jp/product/docs/comme-at_terms.pdf 

（３）FAQ サイト URL  https://nttatcsm.service-now.com/comme_at?id=comme_at_kb_home 

【改版履歴】 

履歴 版数 発行日 改版内容 

1 1.0 2021/08/19 初版発行 

2 1.1 2021/10/19 オペレーター、ユーザ表記の統一 

3 1.2 2022/03/02 TURN強制接続エクストラオプションサービス追加 

 

 

https://nttatcsm.service-now.com/comme_at?id=comme_at_kb_home

