
おトク!

海外行くならauスマホ

いつものスマホがそのまま海外の対象国・地域で使える
auの海外データ定額サービス

身軽で便利!いつものスマホだけ!

いつものスマホだけで
すぐに使える！

もちろん、充電が必要な
のもスマホだけ。

スマホから簡単予約で
旅行前に手続き完了！
受取や返却の面倒がなく、
料金はauスマホの
請求に合算！

たまには友達と別行動
したい。そんな時も、
世界データ定額アプリの
「利用開始」を押すだけ！
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エリア限定「早割キャンペーン」で

490円/日～（24時間）

詳しくは次のページをご確認ください

※世界データ定額でご利用の通信量は、国内の各料金プランの月間データ容量などから消費します。
※auご利用料金などが別途かかります。 ※各種適用には条件があります。

条件：データチャージ （無料）にご加入いただいていること



利用料 事前予約でおトク！
エリア限定

「早割キャンペーン」
適用時 490円/日～

で使える！

（24時間）

■ 条件 ： データチャージ(無料)にご加入いただいていること。

■ 利用料

事前予約
あり

事前予約
なし

早割キャンペーン対象の国・
地域を含む海外150以上の国・地域

旅先で急遽
ご利用の
場合はコチラ

アメリカ(本土・アラスカ)、ハワイ、
カナダ、韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、
プエルトリコ、米領バージン諸島

対象国・地域 利用コース
適用料金 利用日数

早割
キャンペーン

早割

通常

490円/日
(24時間)

1日～8日

※対象国・地域は事前の告知なく変更になる場合がありますので最新情報はauホームページでご確認ください。
※「早割キャンペーン」の終了時期は決まり次第auホームページにてお知らせします。

複数国での周遊利用もOK! 
■ 利用例 ： ヨーロッパ周遊（フランス・ドイツ）5泊7日、「世界データ定額」事前予約ありの場合

5日目 6日目 7日目4日目3日目
ドイツへ移動2日目1日目

１8 ： ００
（現地時間）
フランス着

早割 690円 × 5日 = 3,450円

１８ ： ００
（現地時間）
ドイツ発

690円/日
(24時間)

980円/日
(24時間)

5日目3日目2日目

■ 利用例 ： ハワイ3泊5日、「世界データ定額」事前予約ありの場合

1日目

早割キャンペーン 490円 × 3日 = 1,470円
Wi-Fiルーターレンタル利用の場合、日本出発日から帰国日まで5日間レンタルが必要。

さらに紛失補償オプション料などがかかる場合も！

4日目１４ ： ００
（現地時間）

１４ ： ００
（現地時間）

申し込み
受け取り 返却

フライト フライト滞在先でスマホを利用

フライト フライト滞在先でスマホを利用

〇音声通話、テレビ電話、SMS（Cメール）/国際SMSのご利用には別途料金がかかります。 ★1：次の料金プランは月間データ容量に関わらず、料金プラン
毎にテザリング、データシェア、世界データ定額の合計でのご利用量の上限があります。「使い放題MAX 5G ALL STARパック」は80GB、「使い放題MAX 
5G/4G テレビパック」は70GB、「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック（P）」「使い放題MAX 5G/4G DAZNパック」「使い放題MAX 5G with Amazon
プライム」は60GB、「使い放題MAX 5G/4G」は30GBです。 ★2：月間データ容量や料金プラン毎のご利用量の上限または購入データ容量を超えた場合、
送受信最大128kbpsとなります。なお、ご契約のデータ容量内でも、海外通信事業者ポリシーにより通信速度に制限がかかる場合があります。 ★3：ご利用
開始から24時間ごとのデータ送受信量が3GBを超えた場合、次の24時間の開始時までに送受信最大1Mbpsとなります。 ※auご利用料金、その他オプ
ション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料などが別途かかります。

※「早割キャンペーン」「早割」は出国までに日本国内での事前予約が必要です。 ※世界データ定額でご利用の通信量は、「使い放題MAX 
5G ALL STARパック」「使い放題MAX 5G/4G テレビパック」「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック（P）」「使い放題MAX 5G/4G 
DAZNパック」「使い放題MAX 5G with Amazonプライム」「使い放題MAX 5G/4G」「スマホミニプラン 5G/4G」などの国内の各料金
プランの月間データ容量　や、データチャージのデータ容量購入分から消費します　。 ※ご利用状況に応じて、速度制限が適用されます＊3 
※対象の料金プランはauホームページでご確認ください。

1日～30日

早割キャンペーン対象の国・
地域を含む海外150以上の国・地域

おススメ
！

★1 ★2



ご利用設定はスマホから簡単３ステップ！利用方法

【ご注意事項】au携帯電話（タブレット含む）からのEメール、インターネットなどのご利用、テザリングによるご利用が対象です。  ＜データチャージ加入の場合＞
「世界データ定額」対象の国・地域において「世界データ定額」が適用されます。  ＜データチャージ未加入の場合＞「世界データ定額」は適用されず、データ通
信料は「海外ダブル定額」が適用されます。  ＜「世界データ定額」の利用をご希望されない場合＞「世界データ定額拒否オプション」へのお申し込みが必要です。
その場合 、「海外ダブル定額」が適用されます。  〇データ定額サービスご加入の有無に関わらず、海外でのご利用通信料が高額となる場合は、一時的に回線を
停止させていただく場合があります。  〇渡航先の通信事情などにより、提携事業者や地域・都市が変更になる場合やご利用できない場合があります。 〇利用
可能都市およびエリア内においても、地形条件、立地条件によりご利用できない場合があります。  〇「データシェア」にてご利用の場合、スマホ・タブレットそ
れぞれのご利用ごとに定額料がかかります。

１ 世界データ定額アプリを
ダウンロードして初期設定

※別途データ通信料がかかります。 ※auケータイ（4G LTE）をご利用の方はアプリをご利用いただけません。

iPhone
Android™

App Storeから
Google Play™から

「世界データ定額」で検索！

2 出国までにアプリから事前予約登録 ※変更・キャンセルは利用開始日時の1時間前まで可能です。

対象の電話番号を確認 利用する国・地域、利用開始日時、
利用日数を選択

内容を確認して「予約する」

3 海外到着時までにスマホを設定すれば完了

※画面はイメージです。

[モバイルデータ通信]と
[データローミング]をオンにする

＜iPhoneの場合＞
設定 ＞ モバイル通信
　　 ＞ モバイルデータ通信 オン
設定 ＞ モバイル通信 ＞ 通信のオプション
　　 ＞ データローミング オン

＜Android™の場合*＞
設定 ＞ ネットワークとインターネット ＞ モバイルネットワーク
　　 ＞ モバイルデータ オン
設定 ＞ ネットワークとインターネット ＞ モバイルネットワーク
　　 ＞ 海外ローミング設定 ＞ ローミング オン

＊機種・OSバージョンにより一部メニュー名称や手順が異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
※利用開始後は残り時間が表示されます。世界データ定額の利用中はアプリを開いていつでも確認できます。終了後、
　再度利用する場合や事前予約していない場合は海外でアプリを起動して「利用開始」を押してください（アプリ利用の
　際にはWi-Fiをオフにしてください）。
※ウェブブラウザからも「利用開始」ができます。その場合、海外到着後に届くSMS本文にあるURLをクリックすると、利用
　開始画面が表示されます。
※URLをクリックしても利用開始画面が表示されない場合は「更新」いただくか以下のURLからアクセスしてください。
　http://www.sekai.kddi.com/kddijp-up/

世界データ定額

予約時間になるとデータ通信のご利用ができるよう
になり、終了時間になると自動でストップするので

高額請求の心配がありません！

Point!
自動
終了



海外からのお問い合わせ番号（お客さまセンター）

+ - - - -8 1 6 7 03 6 9 4 46 または - - - -8 1 6 7 03 6 9 4 46渡航先の国際アクセス番号

■ 国際アクセス番号については、auホームページでご確認ください。　

URL：https://www.au.com/mobile/service/global/inquiry/
■ 国内からのお問い合わせ

au携帯電話から（通話料無料／受付時間：24時間）一般電話から（通話料有料）
「0」または
「 ＊」を
長押しして
表示

詳しくは店頭スタッフ・auホームページへ

KDDI株式会社／沖縄セルラー電話株式会社

※世界データ定額のご利用料金には消費税相当額は加算されません。
※記載の画像イメージ等は実際と異なる場合があります。
※記載のサービス内容、キャンペーン等の施策およびWebのアクセス先、
　各種問い合わせ先等は、予告なく変更することがあります。
※記載の内容は2023年2月時点の情報です。

〇「Android™」「Google Play™」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
〇iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Storeは、Apple 
　Inc.のサービスマークです。 TM and Ⓒ 2023 Apple Inc. All rights reserved.
〇Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
〇Amazon、Amazon プライムおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com,Inc.またはその
　関連会社の商標です。

例：渡航先から日本の「03-1234-XXXX」にかける場合
＋ 81（国番号）-3（市外局番）-1234XXXX（相手の電話番号）

例：「0X0-YYYY-YYYY」に送る場合は、0X0YYYYYYYYとダイヤルして送信

例：渡航先（アメリカ）からアメリカの「123-456-XXXX」にかける場合
＋ 1（国番号）-123（市外局番）-456XXXX（相手の電話番号）
※"+"は「0」もしくは「＊」の長押しで表示させることができます。
※電話をかける相手が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の渡航先にかかわらず国番号として「81」（日本）を入力してください。

- -国番号 先頭の「0」を除いた電話番号

SMS（メッセージ）
を送る

日本国内と同じ方法でご利用可能です。

海外渡航先からの電話/SMSは

音声通話料金：音声通話料はご利用になる国・地域により異なります。
　　　　　　  海外では着信時にも通話料がかかります。

SMS利用料金：送信 100円/通＊　受信 無料

＊：全角70文字までの料金です。機種、ご利用のエリアにより、最大670文字まで送信可能です。
ただし、134文字までは2通分、それ以降は67文字ごとに1通分の送信料がかかります。

音声通話料金、SMS利用料金についての詳細はこちらから

● メッセージ
24時間お問い合わせ
を受付しています。

※ご契約内容の変更や照会の場合は、ご利用の「au携帯電話番号」と「暗証番号」が必要です。

● 電話
お問い合わせ内容ごとの
直通番号をauホーム
ページでご案内しています。

+

本冊子のPDFを
ダウンロードできます ▶

詳細はこちら詳細はこちら

電話をかける


