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■Estimate of Charge
Calling (domestic calls) Internet

Price plan Duration for free domestic calls Flat-rate Data service Internet
connection service

24 hours 
•Calls up to 5 minutes each

24 hours LTE NET

LTE NET

LTE NETTo au
between 01:00 and 21:00

LTE Flat（7 GB）

Monthly Discount*/Everybody Discount/Family Discount/au Smart Value/au Smart Value mine

On Keitai Guarantee Services/On data/International Service

Complete!!

URL  http://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

Prepare items for 
a new contract

Choose the model
you desire at the shop

Choose options

P25

P02

If combining , you can apply for au International Calling FLAT service         !P21

Super Kakeho P02 P07

P07Kakeho P04

LTE Plan P06

P17

Find at website shown left

Visit your nearest
au Shop

P26

Step1 Step2

Step3 Step4 Step5

Discount P11

Optional P17

•This Service Guide is intended for users of 4G LTE smartphones and tablets.

* Flat-rate Data 1 plan is not included.

INTRODUCTION  How to Subscribe (new contract / model change) and Estimate of Charge

How to Subscribe to a Mobile Phone
(new contract / model change)

Choose a price plan and
Flat-rate Data service 

You can check the items 
needed for a new contract 
on the au English website. 
You can also find your 
nearest au shop at the 
website below:

Choose from Flat-rate Data 
(1 GB/3 GB/5 GB/20 GB/30 GB）P02

P04
Choose from Flat-rate Data 

(2 GB/3 GB/5 GB/20 GB/30 GB）

01

■料金の概要
電話（日本国内通話）

割 引　　

ネット

料金プラン 国内通話無料時間 データ定額サービス インターネット
接続サービス

24時間  ※1回5分以内の通話

24時間 LTE NET

LTE NET

LTE NETLTEプラン au宛
1時～21時

LTEフラット（7GB）

毎月割＊/誰でも割 /家族割 /auスマートバリュー /auスマートバリューmine

オプション

機種補償関連 /データ関連 /国際サービス

Complete!!

ご契約に必要な書類などは
auホームページの英語版で
確認できます。
お近くのauショップ検索も、
英語で探すことが可能です。
URL  http://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

の組み合わせなら「au国際通話定額」       に加入が可能！

＊データ定額1は対象外です。

ご契約に必要な書類を
準備します。
P25

店頭でご希望の機種を
選びます。

料金プランや
データ定額サービスを
選びます。
P02

P21

スーパーカケホ P02
データ定額（1GB/3GB/5GB/20GB/30GB）

から選べます
P02

P07

P07
データ定額（2GB/3GB/5GB/20GB/30GB）

から選べます
P04カケホ P04

P06

オプションを選びます。
P17

お近くのauショップに
行きます。 
左記で検索P26

Step1 Step2

Step3 Step4 Step5

P11へ

P17へ

※本ガイドは、4G LTEスマートフォン、タブレットをご利用される方向けの内容となっています。

携帯電話のご購入までの流れ（新規・機種変更）

INTRODUCTION　ご購入までの流れ（新規・機種変更）/料金の概要
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 
•Charges for various International Services are tax-exempt.

Internet connection service

au International Calling FLAT P21

¥1,480/month ¥980/month
from the month following subscriptionfrom the month following subscription

For Flat-rate Data 1/3 For Flat-rate Data 5/20/30

Total: au International Calling FLAT + au Smart Value 

Total

(Subscription required. Applies from the month of subscription.*1)

Sample Usage Charge for Super Kakeho

＊If the call lasts longer than 5 minutes, you will be charged ¥20 per every 30 seconds beyond 5 minutes. This may not be applicable to some calls.

Unlimited free domestic calls (up to 5 minutes each＊) 24 hours a day to au mobile phones 
and to other carriers’ mobile phones and fixed-line phones!

Super Kakeho         +Everybody Discount P11P03
¥1,700/month

(Without “Everybody Discount”: ¥3,200/month)

•“Flat-rate Data 1” plan cannot be subscribed to with “Monthly Discount”. •“Flat-rate Data 2” plan is not included.

Flat-rate Data service Choose the data quantities that suit your usage!

•This service is necessary to use Internet, e-mail and apps.
LTE NET ¥300/monthP07

Total

¥8,000/month and above¥7,000/month and above¥6,200/month and above¥4,900/month and above ¥10,000/month and above

With a monthly charge for the optional service below, you get a maximum of 750 minutes 
(up to 50 calls per month up to 15 minutes each) free for overseas calls from Japan to target countries.

•Customers who use a WiMAX 2＋ compatible router with an au smartphone as a set can apply to au Smart Value mine          .P16

P15au Smart Value Receive a discount by subscribing to the “Internet + Phone” service from applicable fixed communication providers            with your smartphone as a set.P15

For Flat-rate Data 1 For Flat-rate Data 3 For Flat-rate Data 5/20 For Flat-rate Data 30
from the month

following subscription
from the month

following subscription from the month following subscription from the month following subscription

-¥1,410/month for up to two years
 (-¥934/month permanently from the third year)

-¥934/month
for up to two years

 (-¥500/month permanently 
from the third year)

-¥2,000/month
for up to two years

(-¥934/month permanently
from the third year)

-¥934/month
permanently

The “Everybody Discount          ” contract is automatically renewed every two years. If the contract is cancelled during the contract period, a cancellation fee of ¥9,500 will apply (except 
during the contract renewal month). 
Calling and communication fees, other option fees and a universal service fee                    will also be charged separately.

Flat-rate Data service
 “WiMAX 2＋” data communications            apply to the “Flat-rate Data 1/3/5/20/30-” flat-rate charge and monthly data quantity.
 When using “World Flat-rate Data          ” service overseas, data will be consumed from the monthly data quantity of your domestic Flat-rate Data service subscription. When using “Overseas 

Double-Teigaku           ” service overseas, communication fees will be charged separately. Domestic monthly data quantity is not applicable to this service.

P11

P10
P24

P24

see below

See details of services by visiting specific service pages.
*1: If applying for this plan as a new subscriber or changing a model, the plan will be applied from the day of subscription or changeover. If changing contract details, this plan will be applied from the month following changeover. If a subscription is 
canceled in the middle of a month, you will be charged the full subscription fee (not on a per diem basis). *2: Some discount services may not be applied under a “Flat-rate Data 1” subscription. Visit the au website for details. *3: Data Gift is not 
included. Contract processing fee: A separate contract processing fee of ¥3,000 will be charged for new contracts and model changes. A separate contract processing fee of ¥2,000 will be charged when adding units or switching from a 4G LTE 
(compatible with au VoLTE) device to another 4G LTE (compatible with au VoLTE) device and from a 4G LTE (excluding au VoLTE-compatible device) device to another 4G LTE (excluding au VoLTE-compatible device) device. Payment of universal 
service fee: Under the “Universal Service Fund System”, all telecommunications carriers share the expenses necessary in order to provide equitable and stable phone services all over Japan. KDDI and OKINAWA CELLULAR TELEPHONE 
COMPANY forward the full amount of the “universal service fee” paid by our customers to the Telecommunications Carriers Association (TCA), which is the Universal Service Administrative Agency. According to this system, a separate universal 
service fee of ¥2/month is billed per contract number. The price may change in the future. As of January 2017.) 

Flat-rate Data 30 (30 GB)*3

¥8,000/month

Flat-rate Data 20 (20 GB)*3

¥6,000/month

Flat-rate Data 5 (5 GB)

¥5,000/month

Flat-rate Data 3 (3 GB)

¥4,200/month

Flat-rate Data 1 (1 GB)*2

¥2,900/month

Super Dejira

¥6,380/month and above
from the month following subscription

¥7,680/month and above
from the month following subscription

¥7,980/month and above
from the month following subscription

¥8,980/month and above
from the month following subscription

¥10,980/month and above
from the month following subscription

Up to two years Permanently Up to two years

from the month
following subscription

(¥5,880/month and above
from the third year)

¥5,446/month and above
from the month

following subscription

¥6,746/month and above ¥6,570/month and above ¥7,570/month and above ¥8,980/month and above

For Flat-rate Data 3 For Flat-rate Data 5For Flat-rate Data 1 For Flat-rate Data 30For Flat-rate Data 20

from the month
following subscription

(¥7,046/month and above
from the third year)

from the month
following subscription

(¥8,046/month and above
from the third year)

from the month
following subscription

(¥10,046/month and above
from the third year)

PRICE PLAN  Smartphone Usage Charge

Super Kakeho Compatible devices
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。
※各国際サービスのご利用料金には、消費税相当額は加算されません。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

● ネットやメール、アプリのご利用に必要なサービスです。

インターネット接続サービス

LTE NET 300円/月P07

各サービスの注意事項は詳細ページをご参照ください。
★1:新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合は、加入日または変更日からの適用となります。契約内容変更の場合、翌月から適用となります。月の途中でのご解約などの場合、日割とならず、満額かかります。★2:サービスによって、

「データ定額1」では加入（割引）できない場合があります。詳しくはauホームページでご確認ください。★3:データギフトは対象外です。【事務手数料等について】新規ご契約時および機種変更時は契約事務手数料（3,000円）がかかります。ただ
し、機種変更のうち、4G LTE（au VoLTE対応）機器間、4G LTE（au VoLTE対応除く）機器間の変更（増設）等の場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。 【ユニバーサルサービス料のご負担について】「ユニバーサルサービス制度」と
は、全国の世帯で公平かつ安定した電話サービスをご利用いただくための必要費用を電話会社全体で応分に負担する制度です。KDDIおよび沖縄セルラー電話は、お客さまにご負担いただく「ユニバーサルサービス料」全額を本制度の業務支援
機関である電気通信事業者協会（TCA） に納めています。これにより、別途ユニバーサルサービス料として、1契約番号当たり2円/月が請求されます（2017年1月現在。今後、料金変更の可能性があります）。

au国際通話定額 以下の月額オプション料で最大750分（1回15分以内の通話×50回/月）の日本国内から対象の国・地域宛てへの通話が可能P21

1,480円/月 980円/月
翌月から翌月から

データ定額1/3の場合 データ定額5/20/30の場合

au国際通話定額＋auスマートバリュー適用後の合計

5,446円/月～ 6,746円/月～ 6,570円/月～ 7,570円/月～ 8,980円/月～

データ定額1の場合 データ定額3の場合 データ定額5の場合

永年最大2年間 最大2年間
データ定額20の場合 データ定額30の場合

翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から

（3年目以降：10,046円/月～）（3年目以降：8,046円/月～）（3年目以降：7,046円/月～）（3年目以降：5,880円/月～）

合 計
4,900円/月～ 6,200円/月～ 7,000円/月～ 8,000円/月～ 10,000円/月～

合 計

6,380円/月～ 7,680円/月～ 7,980円/月～ 8,980円/月～ 10,980円/月～

データ定額サービス　　
データ定額1（1GB）★2

2,900円/月

データ定額3（3GB）

4,200円/月

データ定額5（5GB）

5,000円/月

データ定額20（20GB）★3

6,000円/月

データ定額30（30GB）★3

8,000円/月

自分の使い方にピッタリなデータ容量が選べる！

● 「データ定額1」は「毎月割」との併用はできません。 ● 「データ定額2」は対象外です。

（お申し込み必要/当月適用★1）

「誰でも割       」は2年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります（更新期間除く）。
通話料･通信料･その他オプション料･ユニバーサルサービス料        などが別途かかります。

【データ定額サービスについて】
「WiMAX 2＋」のデータ通信        は、「データ定額1/3/5/20/30」の定額料および月間データ容量の対象です。
海外にて「世界データ定額　　 」をご利用の場合は、国内のデータ定額サービスの月間データ容量から消費されます。「海外ダブル定額　　 」をご利用の場合は、海外でご利用の通
信に対して課金されます。国内の月間データ容量の利用対象外です。  

P11

P10

P24 P24

下記

スーパーカケホのご利用料金イメージ

＊：1回の通話が5分を超えた場合、5分超過分につき、30秒ごとに20円の通話料が別途かかります。また、1回の通話が5分以内でも、一部の通話は対象外です。

1,700円/月
スーパーカケホ     ＋誰でも割P03 P11 （「誰でも割」適用前：3,200円/月）

auはもちろん他社ケータイ・固定電話宛の国内通話が24時間（1回5分以内*）かけ放題！

auスマートバリュー

-1,410円/月最大2年間-934円/月永年-934円/月
最大
2年間

データ定額1の場合 データ定額3の場合 データ定額5/20の場合

-2,000円/月
最大
2年間

データ定額30の場合

● スマートフォンとWiMAX 2＋対応ルーターのセット利用の場合は、auスマートバリュー mine       がご利用いただけます。P16

（3年目以降：永年 -934円/月）（3年目以降：永年 -934円/月）（3年目以降：永年 -500円/月）

P15 対象固定通信　　 の「ネット＋電話」とのセット利用でおトクP15

翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から

スーパーデジラ

翌月から 翌月から 翌月から 翌月から 翌月から

PRICE PLAN　スマートフォンのご利用料金

対象機種スーパーカケホ
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

With Super Kakeho,
you can make unlimited domestic calls

24 hours a day (calls up to 5 minutes each＊)

Super Kakeho Unlimited domestic calls (up to 5 minutes each)!

*1: The discount applies to the phone call charges of family members registered to the same “Family Discount” subscription. The “Family Discount” contract is available for up to 10 members per family. *2: If applying for this plan as a new subscriber or 
changing a model, the plan will be applied from the day of subscription or changeover. If changing contract details, this plan will be applied from the month following changeover. If a subscription is cancelled in the middle of a month, the basic 
monthly charge will be calculated on a per diem basis. If “Everybody Discount” or “Everybody Discount Light” subscription is canceled midterm, you will be charged a full subscription fee (not on a per diem basis). *3 The domestic SMS (C-mail) 
sending fee becomes free between family members with a combined subscription of “Everybody Discount + Family Discount           ”. 
●Discounts such as “Switch-to-au Discount Plus”, “Switch-to-au Discount”, “U22 Switch-to-au Discount”, “Smartphone Family Value Discount” and “AQUOS K Start Discount” will end upon subscribing to “Super Kakeho”. ●In some cases, such as 
when we assume an extremely long phone call may prevent other communications, the call may be cut off. 

P12

4G LTE
Smartphone

Flat-rate
unlimited calling 

service for calls up 
to 5 minutes each!

au device
(smartphone/mobile phone)

Other carrier’s device
(smartphone/mobile phone)

Fixed-line phone

Domestic SMS (C-mail) usage chargeDomestic calling charge

Unlimited domestic calling for
24 hours a day (calls up to 5 minutes each) Sending: ¥3/message*3 Receiving: Free

To au mobile phones, other carriers’
mobile phones and fixed-line phones, etc.

To au mobile phones and other carriers’
mobile phones

Basic monthly charge: ¥1,700/month (Subscription required. Applies from the month of subscription on a per diem basis.*2 )
Basic monthly charge after subscribing to “Everybody Discount        ” (before discount: ¥3,200/month).
The “Everybody Discount        ” contract is automatically renewed every two years. If the contract is cancelled during the term, a 
cancellation fee of ¥9,500 will apply (excludes the renewal period).
● If the call lasts longer than 5 minutes, you will be charged ¥20 per every 30 seconds beyond 5 minutes. This may not be applicable to some calls.
●“Everybody Discount” is not included (When “Everybody Discount Light” is subscribed to, the charge is ¥2,000/month)

P11

＊Domestic calls made between family members that exceed 5 minutes are free! (With “Everybody Discount + Family Discount         ”)*1P12

P11

 (V) follows the names of “price plans” and “Flat-rate Data services” for 4G LTE (compatible with au VoLTE) Android™ smartphones.
 “Super Kakeho” must be subscribed to in combination with “Flat-rate Data 1/3/5/20/30” (and cannot be used in combination with “LTE Flat          ”).
Super Kakeho
 If you are using “Everybody Discount＋Family Discount” service and “au → au Home Phone Discount (free)” services, you will receive a discount on your 

calling charge. For contracts with “au → au Home Phone Discount (50% discount)”, there will be no discount applied to the calling charge, and all calls 
exceeding 5 minutes will be charged at the rate of ¥20 per every 30 seconds beyond 5 minutes.

 This plan does not include calls to fee-based phone numbers such as 0180 (Teledome) and 0570 (Navi dial, etc.), directory assistance (104), Government 1XY 
services (188/189), SMS transmission, satellite phones/satellite maritime phones or phone numbers designated by au. Moreover, it does not include 
international calls or calls made/received in overseas countries. Domestic calls are not included in this plan and will be charged, unless rates are fixed by other 
carriers, at the rate of ¥20 per 30 seconds (calls to satellite maritime phones ¥50/30 seconds).

P07

Flat-rate Data 5 (¥5,000/month) 
By adding ¥1,000/month

4 x 20GB data

Flat-rate Data 20 P02 Flat-rate Data 30 P02

Best plan for subscribers using a large amount of data!
Amazing

Super Dejira
“Flat-rate Data 20”
“Flat-rate Data 30”

Flat-rate Data 5 (¥5,000/month) 
By adding ¥3,000/month

6 x 30GB data

PRICE PLAN  Smartphone Usage Charge
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

スーパーカケホなら
国内通話が24時間かけ放題。（1回5分以内※）

固定電話

他社携帯電話
（スマホ/ケータイ）

au携帯電話
（スマホ/ケータイ）

※家族への国内通話は1回5分超でも無料（「誰でも割+家族割　　」適用時）★1P12

★1：同一の「家族割」にご加入の回線への通話が対象となります。「家族割」のご契約は10回線までとなります。★2：新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合は、加入日または変更日からの適用となります。契約内容変更の場合は、翌月
から適用となります。月の途中でのご解約などの場合、ご利用日数分の日割となります。なお、ご解約などで「誰でも割」「誰でも割ライト」加入の場合、日割とならず、満額かかります。★3：「誰でも割＋家族割        」適用時、家族間の国内SMS（C
メール）の送信料が無料になります。
※「スーパーカケホ」に加入された場合、「auにかえる割Plus」「auにかえる割」「U22 auにかえる割」「家族でスマホおトク割」「AQUOS Kスタート割」などの割引が終了します。※通話が連続して長時間におよぶなど、当社設備に影響をおよぼすと
当社が判断した場合は、通話を切断する場合があります。

国内SMS（Cメール）利用料

送信：3円/通★3 受信：無料

国内通話料

au携帯電話・他社携帯電話・固定電話など宛

24時間かけ放題（1回5分以内）

au携帯電話・他社携帯電話宛

スーパーカケホ 1回5分以内なら、かけ放題！

4G LTE（au VoLTE対応）Android™スマートフォンの「料金プラン」「データ定額サービス」は名称に(V)がつきます。
「スーパーカケホ」と「データ定額1/3/5/20/30」はセットでのご加入が必要です（「LTEフラット      」との併用はできません）。

【スーパーカケホについて】
「誰でも割＋家族割」「au→自宅割（無料の場合）」ご利用の場合、「誰でも割＋家族割」「au→自宅割（無料の場合）」の通話料割引が適用されます。また、「au→自宅割

（50%割引の場合）」等の通話料割引は適用されず、5分を超えた場合、超過分は30秒ごとに20円の通話料がかかります。
0180（テレドーム）、 0570（ナビダイヤルなど）から始まる他社が料金設定している電話番号への通話や番号案内（104）、行政1XYサービス（188/189）、SMS送信、

衛星電話/衛星船舶電話への通話、当社が別途指定する電話番号への通話等については、本プランによる定額通話の対象外となります。また国際電話や海外での発着信に
ついても対象外となります。定額通話の対象外となる国内通話は、他社が料金設定している場合を除き30秒ごとに20円の通話料がかかります（衛星船舶電話への通話は
30秒ごとに50円となります）。

P07

※1回の通話が5分を超えた場合、5分超過分につき、30秒ごとに20円の通話料が別途かかります。また、1回の通話が5分以内でも、一部の通話は対象外です。
※誰でも割ライトも対象です［「誰でも割ライト」適用時：2,000円/月］。

基本使用料1,700円/月（お申し込み必要／当月日割適用★2）
「誰でも割       」適用時の基本使用料です（各種割引サービス適用前3,200円/月）。
「誰でも割       」は2年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります（更新期間除く）。P11

P11

P12

4G LTE
スマートフォン

1回5分以内なら
定額でかけ放題！

PRICE PLAN　スマートフォンのご利用料金

驚きの

「データ定額20」
「データ定額30」 4倍の20GB

データ定額5（5,000円/月）
にプラス1,000円/月で

6倍の30GB

データ定額5（5,000円/月）
にプラス3,000円/月で

データ定額30　　ならデータ定額20　　ならP02 P02

データをたくさん使う方におすすめ!!
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 
•Charges for various International Services are tax-exempt.

04

Internet connection service

au International Calling FLAT P21

Total: au International Calling FLAT + au Smart Value 

Total

(Subscription required. Applies from the month of subscription.*1)

Sample Usage Charge for Kakeho

Unlimited free domestic calls 24 hours a day to au mobile phones 
and to other carriers’ mobile phones and fixed-line phones! ¥2,700/month
Kakeho        +Everybody Discount P11P05 (Without “Everybody Discount”: ¥4,200/month)

•“Flat-rate Data 1” plan is not included.

Flat-rate Data service Choose the data quantities that suit your usage!

•This service is necessary to use Internet, e-mail and apps.
LTE NET ¥300/monthP07

Total

With a monthly charge for the optional service below, you get a maximum of 750 minutes
(up to 50 calls per month up to 15 minutes each) free, for overseas calls from Japan to target countries.

P15au Smart Value Receive a discount by subscribing to the “Internet + Phone” service from applicable fixed communication providers            with your smartphone as a set.P15

¥1,480/month ¥980/month
from the month following subscriptionfrom the month following subscription

For Flat-rate Data 2/3 For Flat-rate Data 5/20/30

¥9,000/month and above¥8,000/month and above¥7,200/month and above¥6,500/month and above ¥11,000/month and above

For Flat-rate Data 2/3 For Flat-rate Data 5/20 For Flat-rate Data 30
from the month following subscription from the month following subscription from the month following subscription

-¥1,410/month for up to two years
 (-¥934/month permanently from the third year)

-¥2,000/month
for up to two years

(-¥934/month permanently
from the third year)

-¥934/month permanently

Flat-rate Data 30 (30 GB)*2

¥8,000/month

Flat-rate Data 20 (20 GB)*2

¥6,000/month

Flat-rate Data 5 (5 GB)

¥5,000/month

Flat-rate Data 3 (3 GB)

¥4,200/month

Flat-rate Data 2 (2 GB)*2

¥3,500/month

Super Dejira

¥7,980/month and above
from the month following subscription

¥8,680/month and above
from the month following subscription

¥8,980/month and above
from the month following subscription

¥9,980/month and above
from the month following subscription

¥11,980/month and above
from the month following subscription

Permanently Up to two years

from the month
following subscription

¥7,046/month and above
from the month

following subscription

¥7,746/month and above ¥7,570/month and above ¥8,570/month and above ¥9,980/month and above

For Flat-rate Data 3 For Flat-rate Data 5For Flat-rate Data 2 For Flat-rate Data 30For Flat-rate Data 20

from the month
following subscription

(¥8,046/month and above
from the third year)

from the month
following subscription

(¥9,046/month and above
from the third year)

from the month
following subscription

(¥11,046/month and above
from the third year)

PRICE PLAN  Smartphone Usage Charge

Kakeho

See details of services by visiting specific service pages.
*1: If applying for this plan as a new subscriber or changing a model, the plan will be applied from the day of subscription or changeover. If changing contract details, this plan will be applied from the month following changeover. If a subscription is 
canceled in the middle of a month, you will be charged a full subscription fee (not on a per diem basis). *2: Data Gift is not included. Contract processing fee: A separate contract processing fee of ¥3,000 will be charged for new contracts and 
model changes. A separate contract processing fee of ¥2,000 will be charged when adding units or switching from a 4G LTE (compatible with au VoLTE) device to another 4G LTE (compatible with au VoLTE) device and from a 4G LTE (excluding au 
VoLTE-compatible device) device to another 4G LTE (excluding au VoLTE-compatible device) device.

 The “Everybody Discount         ” contract is automatically renewed every two years. If the contract is cancelled during the contract period, a cancellation fee of ¥9,500 will 
apply (except during the contract renewal month). 

 Calling and communication fees, other option fees and a universal service fee          will also be charged separately.
Flat-rate Data service
 “WiMAX 2＋” data communications          apply to the “Flat-rate Data 2/3/5/20/30” flat-rate charge and monthly data quantity.
 When using “World Flat-rate Data          ” service overseas, data will be consumed from the monthly data quantity of your domestic Flat-rate Data service subscription. When 

using “Overseas Double-Teigaku          ” service overseas, communication fees will be charged separately. Domestic monthly data quantity is not applicable to this service.

P11

P10
P24

P24

P02

Compatible devices

•Customers who use a WiMAX 2＋ compatible router with an au smartphone as a set can apply to au Smart Value mine          .P16

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 
※各国際サービスのご利用料金には、消費税相当額は加算されません。

au国際通話定額＋auスマートバリュー適用後の合計

7,046円/月～ 7,746円/月～ 7,570円/月～ 8,570円/月～ 9,980円/月～

データ定額2の場合 データ定額3の場合 データ定額5の場合

永年 最大2年間
データ定額20の場合 データ定額30の場合

翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から

（3年目以降：11,046円/月～）（3年目以降：9,046円/月～）（3年目以降：8,046円/月～）

● スマートフォンとWiMAX 2＋対応ルーターのセット利用の場合は、auスマートバリュー mine       がご利用いただけます。P16

データ定額30の場合データ定額5/20の場合データ定額2/3の場合

（3年目以降：永年 -934円/月）（3年目以降：永年 -934円/月）
-934円/月永年

auスマートバリュー 対象固定通信　　 の「ネット＋電話」とのセット利用でおトクP15P15

● ネットやメール、アプリのご利用に必要なサービスです。

インターネット接続サービス

LTE NET 300円/月P07

合 計
6,500円/月～ 7,200円/月～ 8,000円/月～ 9,000円/月～ 11,000円/月～

各サービスの注意事項は詳細ページをご参照ください。
★1:新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合は、加入日または変更日からの適用となります。契約内容変更の場合、翌月から適用となります。月の途中でのご解約などの場合、日割とならず、満額かかります。★2:データギフトは対象外
です。【事務手数料等について】新規ご契約時および機種変更時は契約事務手数料（3,000円）がかかります。ただし、機種変更のうち、4G LTE（au VoLTE対応）機器間、4G LTE（au VoLTE対応除く）機器間の変更（増設）等の場合は、契約事務手
数料（2,000円）がかかります。

「誰でも割       」は2年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります（更新期間除く）。
通話料･通信料･その他オプション料･ユニバーサルサービス料        などが別途かかります。

【データ定額サービスについて】
「WiMAX 2＋」のデータ通信        は、「データ定額2/3/5/20/30」の定額料および月間データ容量の対象です。
海外にて「世界データ定額　　 」をご利用の場合は、国内のデータ定額サービスの月間データ容量から消費されます。「海外ダブル定額　　 」をご利用の場合は、海外でご利用の通
信に対して課金されます。国内の月間データ容量の利用対象外です。  

P11

P02

データ定額3（3GB）

4,200円/月

データ定額5（5GB）

5,000円/月

データ定額20（20GB）★2

6,000円/月

データ定額30（30GB）★2

8,000円/月

データ定額２（2GB）

3,500円/月
● 「データ定額1」は対象外です。

データ定額サービス　　 （お申し込み必要/当月適用★1）自分の使い方にピッタリなデータ容量が選べる！

カケホのご利用料金イメージ

2,700円/月
カケホ     ＋誰でも割P05 P11

auはもちろん他社ケータイ・固定電話宛の国内通話が24時間かけ放題！

（「誰でも割」適用前：4,200円/月）

au国際通話定額 以下の月額オプション料で最大750分（1回15分以内の通話×50回/月）の日本国内から対象の国・地域宛てへの通話が可能P21

1,480円/月 980円/月
翌月から翌月から

データ定額2/3の場合 データ定額5/20/30の場合

P10

合 計

7,980円/月～ 8,680円/月～ 8,980円/月～ 9,980円/月～ 11,980円/月～

翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から

-1,410円/月最大2年間

P24 P24

-2,000円/月
最大
2年間

スーパーデジラ

翌月から 翌月から 翌月から 翌月から 翌月から

PRICE PLAN　スマートフォンのご利用料金

カケホ 対象機種
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

With Kakeho, 
you can make unlimited domestic calls

24 hours a day

Kakeho Unlimited domestic calls at a flat-rate anytime of the day!

*1: If applying for this plan as a new subscriber or changing a model, the plan will be applied from the day of subscription or changeover. If changing contract details, this plan will be applied from the month following changeover. If a 
subscription is cancelled in the middle of a month, the basic monthly charge will be calculated on a per diem basis. If “Everybody Discount” subscription is canceled midterm, you will be charged a full subscription fee (not on a per diem basis). 
*2: The domestic SMS (C-mail) sending fee becomes free between family members with a combined subscription of “Everybody Discount + Family Discount          ”. 
●Discounts such as “Switch-to-au Discount”, “U22 Switch-to-au Discount” and “Smartphone Family Value Discount” will end upon subscribing to “Kakeho”. ●In some cases, such as when we assume an extremely long phone call may prevent 
other communications, the call may be cut off. 

P12

Flat-rate Data 5 (¥5,000/month) 
By adding ¥1,000/month

4 x 20GB data

Flat-rate Data 20 P04 Flat-rate Data 30 P04

Best plan for subscribers using a large amount of data!
Amazing

Super Dejira
“Flat-rate Data 20”
“Flat-rate Data 30”

Flat-rate Data 5 (¥5,000/month) 
By adding ¥3,000/month

6 x 30GB data

4G LTE
Smartphone

Flat-rate
unlimited calling 

service!

au device
(smartphone/mobile phone)

Other carrier’s device
(smartphone/mobile phone)

Fixed-line phone

Domestic SMS (C-mail) usage chargeDomestic calling charge

Unlimited domestic calling for
24 hours a day Sending: ¥3/message*2 Receiving: Free

To au mobile phones, other carriers’
mobile phones and fixed-line phones, etc.

To au mobile phones and other carriers’
mobile phones

Basic monthly charge: ¥2,700/month (Subscription required. Applies from the month of subscription on a per diem basis.*1)
Basic monthly charge after subscribing to “Everybody Discount        ” (Before discount: ¥4,200/month).
The “Everybody Discount        ” contract is automatically renewed every two years. If the contract is cancelled during the term, a 
cancellation fee of ¥9,500 will apply (excludes the renewal period).
• “Everybody Discount” is not included (When “Everybody Discount Light” is subscribed to, the charge is ¥3,000/month)

P11

P11

 (V) follows the names of “price plans” and “Flat-rate Data services” for 4G LTE (compatible with au VoLTE) Android™ smartphones.
 “Kakeho” must be subscribed to in combination with “Flat-rate Data 2/3/5/20/30” (and cannot be used in combination with “LTE Flat          ”).
Kakeho 
 This plan does not include calls to fee-based phone numbers such as 0180 (Teledome) and 0570 (Navi dial, etc.), directory assistance (104), Government 1XY 

services (188/189), SMS transmission, satellite phones/satellite maritime phones or phone numbers designated by au. Moreover, it does not include 
international calls or calls made/received in overseas countries. Domestic calls are not included in this plan and will be charged, unless rates are fixed by other 
carriers, at the rate of ¥20 per 30 seconds (calls to satellite maritime phones ¥50/30 seconds).

P07

PRICE PLAN  Smartphone Usage Charge

05

実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

国内SMS（Cメール）利用料

送信：3円/通★2 受信：無料

国内通話料

au携帯電話・他社携帯電話・固定電話など宛

24時間かけ放題

au携帯電話・他社携帯電話宛

カケホ 時間を問わず、定額でかけ放題！

基本使用料2,700円/月（お申し込み必要／当月日割適用★1）
「誰でも割       」適用時の基本使用料です（各種割引サービス適用前4,200円/月）。
「誰でも割       」は2年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります（更新期間除く）。P11

P11

4G LTE（au VoLTE対応）Android™スマートフォンの「料金プラン」「データ定額サービス」は名称に(V)がつきます。
「カケホ」と「データ定額2/3/5/20/30」はセットでのご加入が必要です（「LTEフラット       」との併用はできません）。

【カケホについて】
0180（テレドーム）、 0570（ナビダイヤルなど）から始まる他社が料金設定している電話番号への通話や番号案内（104）、行政1XYサービス（188/189）、SMS送信、

衛星電話/衛星船舶電話への通話、当社が別途指定する電話番号への通話等については、本プランによる定額通話の対象外となります。また国際電話や海外での発着信に
ついても対象外となります。定額通話の対象外となる国内通話は、他社が料金設定している場合を除き30秒ごとに20円の通話料がかかります（衛星船舶電話への通話は
30秒ごとに50円となります）。

P07

★1：新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合は、加入日または変更日からの適用となります。契約内容変更の場合は、翌月から適用となります。月の途中でのご解約などの場合、ご利用日数分の日割となります。なお、ご解約などで「誰でも割」
「誰でも割ライト」加入の場合、日割とならず、満額かかります。★2:「誰でも割＋家族割        」適用時、家族間の国内SMS（Cメール）の送信料が無料になります。
※「カケホ」に加入された場合、「auにかえる割」「U22 auにかえる割」「家族でスマホおトク割」などの割引が終了します。※通話が連続して長時間におよぶなど、当社設備に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、通話を切断する場合があります。

固定電話

他社携帯電話
（スマホ/ケータイ）

au携帯電話
（スマホ/ケータイ）

カケホなら
国内通話が24時間かけ放題。

4G LTE
スマートフォン

※誰でも割ライトも対象です［「誰でも割ライト」適用時：3,000円/月］。

定額で
かけ放題！

P12

PRICE PLAN　スマートフォンのご利用料金
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驚きの

「データ定額20」
「データ定額30」 4倍の20GB

データ定額5（5,000円/月）
にプラス1,000円/月で

6倍の30GB

データ定額5（5,000円/月）
にプラス3,000円/月で

データ定額30　　ならデータ定額20　　ならP04 P04

データをたくさん使う方におすすめ!!



All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

＋

•LTE Plans cannot be subscribed to in combination with “au International Calling FLAT”.
*1: If a subscription starts or ends in the middle of a month, the basic monthly charge is calculated on a per diem basis. If “Everybody Discount” subscription is canceled midterm, you will be charged a full subscription fee (not on a per diem basis). 
*2: Free calls to au mobile phones •When a call extends beyond 21:00 or 1:00, the first charge unit (30 seconds) is free of charge. •In some cases, such as when we assume an extremely long phone call may prevent other communications, 
the call may be cut off.
Contract processing fee: A separate contract processing fee of ¥3,000 will be charged for new contracts and model changes. A separate contract processing fee of ¥2,000 will be charged when adding units or switching from a 4G LTE 
(compatible with au VoLTE) device to another 4G LTE (compatible with au VoLTE) device and from a 4G LTE (excluding au VoLTE-compatible device) device to another 4G LTE (excluding au VoLTE-compatible device) device.

Domestic SMS (C-mail) usage chargeDomestic calling charge

To other carriers’ mobile phones 
and fixed-line phones, etc.To au smartphones/au mobile phones

All day: ¥20/30 sec. Receiving: Free
Sending: ¥3/message

Sending and receiving are free
24 hours a day!

Calling and communication fees, other option fees and a universal service fee          will also be charged separately.P02

Basic monthly charge: ¥934/month (Subscription required. Applies from the month of subscription on a per diem basis.*1)
Basic monthly charge after subscribing to “Everybody Discount        ” (Before subscribing to “Everybody Discount”: ¥1,868/month).
The “Everybody Discount       ” contract is automatically renewed every two years. If the contract is cancelled during the term, a 
cancellation fee of ¥9,500 will apply (excludes the renewal period).

P11

 (V) follows the service names for 4G LTE (compatible with au VoLTE) Android™ smartphones. The service content is the same.
 Free calling time is not included in basic monthly charge.
 Free calls do not apply to special numbers such as voice message (1417).
 “LTE Plan” and “LTE Flat” must be subscribed to together. For Internet connection service, you will need to subscribe to “LTE NET”.

P11

Internet connection and Flat-rate Data service

¥934/month (Without “Everybody Discount: ¥1,868/month)LTE Plan    　    ＋Everybody Discount P11see below

Price plan

Sample usage charge of “LTE Plan” + “LTE NET” + “LTE Flat”

LTE NET ¥300/monthP07 LTE Flat ¥5,700/monthP07

Total

¥6,934/month and above

Free domestic calls from 01:00 to 21:00 !*2

From 21:00 to 01:00: ¥20/30 sec.

To other carriers’ mobile phonesTo au smartphones/
au mobile phones

Compatible devices

PRICE PLAN  Smartphone Usage Charge

Price plan
LTE Plan

06

実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

合 計

6,934円/月～

「LTEプラン」＋「LTE NET」＋「LTEフラット」のご利用料金イメージ
料金プラン

934円/月 （「誰でも割」適用前：1,868円/月）LTEプラン　  ＋誰でも割下記 P11

インターネット接続&データ定額サービス

LTE NET 300円/月P07 LTEフラット 5,700円/月P07＋

※LTEプランでは「au国際通話定額」はご利用いただけません。
★1：月の途中でのご加入またはご解約などの場合、基本使用料はご利用日数分の日割となります。なお、ご解約などで「誰でも割」加入の場合、日割とならず、満額かかります。
★2：【au携帯電話宛の通話無料について】※21時および翌1時をまたがる通話の場合、時間帯をまたがる課金度数（30秒間）は無料となります。※通話が連続して長時間におよぶなど、その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合には、当該
通話を切断する場合があります。
【事務手数料等について】新規ご契約時および機種変更時は契約事務手数料（3,000円）がかかります。ただし、機種変更のうち、4G LTE（au VoLTE対応）機器間、4G LTE（au VoLTE対応除く）機器間の変更（増設）等の場合は、契約事務手数料
（2,000円）がかかります。

4G LTE（au VoLTE対応）Android™スマートフォンは名称の後ろに（V）がつきます。サービス内容は同様です。
基本使用料に無料通話は含まれておりません。 
留守番電話（1417）等の各種特番宛の通話は、無料の対象外です。
LTEプランとLTEフラットはセットでのご加入が必要です。インターネット接続には「LTE NET」等のご加入が必要です。

基本使用料934円/月（お申し込み必要／当月日割適用★1）
「誰でも割       」適用時の基本使用料です（「誰でも割」適用前基本使用料1,868円/月）。
「誰でも割       」は2年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります（更新期間除く）。P11

P11

国内SMS（Cメール）利用料国内通話料

他社携帯電話・固定電話など宛

1時～21時：国内通話無料！★2

auスマホ・auケータイ宛

終日：20円/30秒
21時～翌1時：20円/30秒

受信：無料　送信：3円/通

auスマホ・auケータイ宛 他社携帯電話宛

24時間送受信無料！

通話料・通信料・その他オプション料・ユニバーサルサービス料　　  などが別途かかります。P02

料金プラン
LTEプラン

対象機種

PRICE PLAN　スマートフォンのご利用料金
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

“Data communication option” data charge
Tethering Option
“Flat-rate Data 20/30                ” usage charge: ¥1,000/month*4 (Subscription required. Applies from the month of subscription.)
Usage charge for Flat-rate Data services other than the above and for other price plans: ¥500/month*5 (Subscription required. Applies from 
the month of subscription.)
●You can connect Wi-Fi compatible PCs and game consoles to the Internet by using your smartphone or tablet as a Wi-Fi router.
●When subscribing to the Tethering Option, the monthly data quantity to which standard communication speed*6 can be applied is increased 
by 500 MB*7.

P20

P02 P04

Usage charge: ¥300/month (Subscription required. Applies from the month of subscription on a per diem basis.*1)

Charge for the month
of communication

¥5,700/month

Communication
usage volume

0 7 GB

Max. communication speed:
128 kbps

Communication speed restriction 
applies when communication 
usage exceeds 7 GB during the 
same month. See below

Flat-rate Data service
LTE Flat

*1: If a subscription starts or ends in the middle of a month, the usage charge is calculated on a per diem basis. If your “Everybody Discount” subscription is canceled midterm, your “LTE NET” usage will be fully charged (not on a per diem basis).
*2: For “4G LTE” and “WiMAX 2＋”, models will be connected to the less busy network determined by au to prevent network congestion. Screen display of the smartphone/tablet will be “4G” in any case.

WiMAX 2＋ Option
No usage charge (No subscription required. Applies from the day of subscription.)

●With a subscription to “LTE NET              ”, “WiMAX 2+” compatible models can also use “WiMAX 2+” data communication in addition 
to the “4G LTE” network*2.

see above

4G LTE 
high-speed 
communication 
at an affordable 
flat rate.

 When communication usage exceeds monthly data quantity during the same month, communication speed will be limited to 128 kbps or less (Best 
effort service                  ) until the end of the month. (The communication speed restriction will be lifted progressively starting on the first day of the 
following month.) For data quantity purchased via “Data Charge          ”, no communication speed restrictions will be applied.

 For some customers who have transmitted or received over 6 GB over the past 3 days (excluding the current day), communication speeds may be 
limited for a full day to prevent network congestion. (The restriction applies regardless of data quantity purchased via “Data Charge”.)

 Even with subscriptions to Flat-rate Data service, if communication charges reach a significant amount, phone lines may be temporarily suspended.

P20Communication 
speed restrictions

Notification of
communication usage volume

Customers whose usage volume for a given month exceeds 6 GB or 7 GB (+500 MB when subscribing to the “Tethering Option”) will be 
notified the following day by a SMS (C-mail) from KDDI. When using “Data Charge”, KDDI will send the notification to the e-mail address 
registered for your au ID if your total remaining monthly data quantity including purchased data quantity becomes less than 5% and 1%.

see below

*3: If applying for this service as a new subscriber or switching from a 3G device to a 4G LTE smartphone (Android™/iPhone), the service will be applied from the day of subscription (fixed rates will be charged on a per diem basis). In 
addition, if you want to switch between “LTE FLAT” and “Pay-as-you-go Plan” or “LTE Flat” and “Flat-rate Data”, changes go into effect at the beginning of the month following application.  
Tethering Option *4: Free service campaign until end of April 2017. Please check the au website for more details. *5: No usage charge if applying for “Flat-rate Data 1/2/3/5                   ”. *6：Tethering speed depends on the connected 
device capability. *7：Communication volume (500 MB) will not be added during the free Extra Option period. (Flat-rate Data Plans 1 to 30 are not included.) •Changes to the maximum volume of communication to which a given transmission 
speed can be applied go into effect at the beginning of the day following the day of application. Depending on the timing of subscription to the option, it may go into effect the day after the following day.

P02 P04

The communication service in this Service Guide is a best-effort service. Communication speeds indicated above are maximum rates based 
on technical standards and not actual communication speeds. Communication speeds may be considerably slower or may not be usable 
depending on customers’ usage environment and phone line conditions. Moreover, communication speeds depend on device capabilities 
when tethering.

Best effort service

Internet connection service
LTE NET

PRICE PLAN  Smartphone Usage Charge

(V) follows the service names for 4G LTE (compatible with au VoLTE) Android™ smartphones. The service content is the same.
“LTE Plan” and “LTE Flat” must be subscribed to together. “Super Kakeho          ” and “Kakeho          ” cannot be subscribed to.P03 P05

Fixed charge: ¥5,700/month (Subscription required. Applies from the month of subscription on a per diem basis.*3)
●WiMAX 2＋” data communication charge applies to flat-rate of “LTE Flat” plan and upper limit.
●When using “World Flat-rate Data         ” service overseas, data will be consumed from the smartphone’s monthly data quantity of 

your domestic Flat-rate Data service subscription. When using “Overseas Double-Teigaku        ” service overseas, communication 
fees will be charged separately. Domestic monthly data quantity is not applicable to this service.

P24

P24

 A subscription to LTE NET is required to view web pages and use e-mail.
 Without an “LTE Flat” subscription (applications closed): A pay-as-you-go plan applies and the data communication fee will be charged according to sent and 

received data volume.

Compatible devices

07

Compatible devices

実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

4G LTE（au VoLTE対応）Android™スマートフォンは名称の後ろに（V）がつきます。サービス内容は同様です。
「LTEプラン」と「LTEフラット」はセットでのご加入が必要です。「スーパーカケホ 　　 」「カケホ 　　 」ではご加入ができません。

4G LTE の
高速通信を
定額料金で。

定額料5,700円/月（お申し込み必要／当月日割適用★3）
• 「WiMAX 2＋」のデータ通信料は「LTEフラット」の定額料および上限額の対象です。
• 海外にて「世界データ定額 　　」をご利用の場合は、国内のデータ定額サービスのスマホの月間データ容量から消費されます。「海外ダブル定額　　 」を

ご利用の場合は、海外でご利用の通信に対して課金されます。国内の月間データ容量の利用対象外です。
P24P24

P03 P05

テザリングオプション
「データ定額20/30　　        」にご加入の場合　利用料1,000円/月★4（お申し込み必要／当月適用）
上記以外のデータ定額サービスまたは料金プラン  利用料500円/月★5（お申し込み必要／当月適用）
• スマホやタブレットをWi-Fiルーターにして、Wi-Fi対応のPCやゲーム機などでインターネットに接続できます。
• テザリングオプションのお申し込みで通常の通信速度★6でご利用可能な月間データ容量が500MB追加されます★7。

P02 P04

当月中にご利用の通信量が6GBおよび7GB（「テザリングオプション」加入時は＋500MB）を超えた翌日にSMS（Cメール）にて
お知らせします。「データチャージ」をご利用の場合、当月中にご利用の通信量が月間データ容量および購入データ容量の合計
残容量で5%・1%以下になった場合、au IDに登録されたメールアドレスにお知らせします。

通信量到達のお知らせについて

通信速度制限

当月ご利用の通信量が合計で月間データ容量を超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大128kbps（ベストエフォート型サービス　    ）と
なります (通信速度の制限は、翌月１日に順次解除されます)。「データチャージ　    」のデータ容量購入分については、通信速度の制限なくご利用い
ただけます。
ネットワーク混雑回避のために、直近3日間（当日は除く）にご利用の通信量が合計で6GB以上の場合、通信速度を終日制限させていただく場合があります

（「データチャージ」のデータ容量購入分も制限の対象となります）。
データ定額サービスのご加入の有無に関わらず、ご利用の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。

下記

★1：月の途中でのご加入またはご解約などの場合、利用料はご利用日数分の日割となります。なお、ご解約などで「誰でも割」加入の場合、「LTE NET」の利用料は日割とならず、満額かかります。
★2：回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。「4G LTE」「WiMAX 2＋」ご利用の場合、スマートフォン/タブレットの画面表示は「4G」となります。

利用料300円/月（お申し込み必要／当月日割適用★1）

WiMAX 2＋オプション
利用料不要（お申し込み不要／当日適用）
• 「WiMAX 2＋」対応機種なら「LTE NET  　　」ご加入で、「4G LTE」のネットワークに加え、「WiMAX 2＋」のデータ通信もご利用いただけます★2。上記

WEB閲覧やEメールのご利用には、LTE NETサービスへのご加入が必要です。
「LTEフラット」未加入の場合（新規受付終了）：従量プランとなり、送受信データ量に応じてデータ通信料が課金されます。

「データ通信オプション」データチャージ        P20

当月の通信料

5,700円/月

月間データ容量0 7GB

最大通信速度128kbps

7GBを超えると当月末までの
通信速度を制限 下記

本ガイドに記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を
示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況等により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体が
ご利用いただけなくなる場合があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。

ベストエフォート型サービスについて

★3：新規加入時にお申し込み、および3G機器から4G LTEスマートフォン〈Android™/iPhone〉への機種変更の場合は、加入日からの適用（定額料は日割）となります。なお、「LTEフラット」「従量プラン」間、「LTEフラット」「データ定額」間の変更は、翌月
からの適用となります。
【テザリングオプションについて】★4：2017年4月末までは、キャンペーンとして無料でご利用いただけます。詳細はauホームページでご確認ください。★5：「データ定額1/2/3/5　　          」にご加入の場合、利用料は無料です。★6：テザリング
時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。★7：オプション料の無料期間は通信量（500MB）は追加されません。（データ定額1～30は、対象外です。）※通信速度を制限されずに利用できる通信量の追加は、お申し込み翌日からの適用となり
ます。お申し込みのタイミングによっては翌々日となる場合があります。

P02 P04

P20

対象機種

データ定額サービス
LTEフラット

インターネット接続サービス
LTE NET

対象機種

PRICE PLAN　スマートフォンのご利用料金
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

Communication speed 
restrictions

Notification of
communication usage
volume

When using “Data Charge”, KDDI will send the notification to the e-mail address registered for your au ID if your total remaining monthly data 
quantity including purchased data quantity becomes less than 5% and 1%.

Contract processing fee: A separate contract processing fee of ¥3,000 will be charged for new contracts and model changes. A separate contract processing fee of ¥2,000 will be charged when adding units or switching 
from a 4G LTE tablet (released in/after 2015) device to another 4G LTE tablet (released in/after 2015) device or from a 4G LTE tablet (released in/before 2014) device to another 4G LTE tablet (released in/before 2014) device. 

*1：A separate universal service fee            will be charged. *2：There is a charge of ¥3/message for domestic SMS (C-mail) (receiving is free of charge). •“au Smart Value          ” and “Everybody Discount Single          ” 
are not applicable. •An application for Smartphone Set Discount is required. A discount offered by Smartphone Set Discount is not provided for this plan.
•Plans for tablet models released after 2015 will carry “L” in the title. •The price plan will be applied from the day in the month of subscription or cancellation on a per diem basis.

P02 P11P15

Requirements
Customers with an au smartphone subscription combined with applicable Flat-rate Data service plans / price plans                   
are eligible. 
One smartphone subscription is required for every tablet subscription.

see below

6,934円/月～

A handy plan to subscribe to with your smartphone

LTE NET ¥300/month

Tablet Plan ds (three-year contract) *2

4G LTE Smartphone…………“Flat-rate Data 1 / 2 / 3 / 5 / 20 /30  　　     ” “LTE Flat        ”P02 P04 P07 

■Applicable Flat-rate Data services and price plans (4G LTE smartphone) that can be subscribed to as a set   • Visit the au website for price plans other than those shown below.

SmartphoneSmartphone
Share

Smartphone
monthly

data quantity
20 GBData Share P19

Tablet 
Monthy Data Quantity : 0GB

For example: 
Sharing data with your smartphone in a Flat-rate Data 20 subscription

0GB

 •To use this service, “Data Share         ” must be set up on the devices. P19

P07

P11

Tablet Plan ds
(three-year contract) / (two-year contract)

Total

 Internet connection service subscription is required to view web pages and use e-mail.

Internet connection service
Usage charge

Subscription required. Applies from the
month of subscription on a per diem basis.

Price plan*1

Subscription required. Applies from the
month of subscription on a per diem basis.

Monthly data quantity can be shared 
between the tablet and smartphone in a set! 

When communication usage exceeds monthly data quantity during the same month, communication speed will be limited to 128 kbps or less (Best effort 
service         ) until the end of the month. (The communication speed restriction will be lifted progressively starting on the first day of the following month.) For data 
quantity purchased via “Data Charge         ”, no communication speed restrictions will be applied.
For some customers who have transmitted or received over 6 GB over a period of 3 days (prior to the current day), communication speeds may be limited for a full 
day to prevent network congestion. (The restriction applies regardless of data quantity purchased via “Data Charge”.)
If packet communication charges reach a significant amount, phone lines may be temporarily suspended.

P20
P07

Share
Tablet

Compatible devices

 The “Tablet Plan ds (3-year contract)” has a contract period of 3 years and will be renewed in two year units after the first time it is renewed (the basic monthly charge and title will not 
change). The contract is automatically renewed every two years unless an application for withdrawal is made. A contract cancellation fee of ¥9,900 will be charged if it is canceled, 
suspended, or changes are made to price plans before the contract renewal period.     The “Tablet Plan ds (2-year contract)” has a contract period of 2 years and will be automatically 
renewed every two years unless an application for withdrawal is made.  A contract cancellation fee of ¥9,500 will be charged if it is canceled, suspended, or changes are made to price 
plans before the contract renewal period. However, there will be no cancellation fee charged when changing from “Tablet Plan ds (2-year contract)” to “Tablet Plan ds (3-year contract)” or 
other plans with “Everybody Discount Single         ”.     If your contract for the smartphone, which must be used in combination with the tablet, is cancelled or the Flat-rate Data service 
plan is changed to a non-eligible Flat-rate Data plan, the “Tablet Plan ds (3-year contract)” and “Tablet Plan ds (2-year contract)” will be discontinued. In such cases, changes in price plans 
for the tablet need to be made and a cancellation fee will also be charged.     When using “World Flat-rate Data         ” service overseas, data will be consumed from the smartphone’s 
monthly data quantity of your domestic Flat-rate Data service subscription. When using “Overseas Double-Teigaku         ” service overseas, communication fees will be charged separately. 
Smartphone’s domestic monthly data quantity is not applicable to this service.

P11

P24
P24

PRICE PLAN  Tablet Usage Charge

The usage charge for Tablet Plan ds plan is ¥2,000/month (two-year contract: ¥2,800/month)

¥1,700/month 
(two-year contract: ¥2,500/month)
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

合 計

6,934円/月～

スマホとセットでご利用いただく、お手軽プランです。

料金プラン★1

1,700円/月［2年契約：2,500円/月］

ネット接続サービス

利用料 LTE NET    　300円/月

お申し込み必要／当月日割適用

お申し込み必要／当月日割適用

タブレットプラン ds（3年契約）★2

　 WEB 閲覧やEメールのご利用には、インターネット接続サービスへのご加入が必要です。

タブレットのご利用料金が　2,000円 /月［ 2年契約：2,800円 /月］

通信量到達の
お知らせについて

「データチャージ」をご利用の場合、当月中にご利用の通信量が月間データ容量および購入データ容量の合計残容量で5%・1%以下になった場合、au IDに登録されたメールアドレ
スにお知らせします。

★1：別途ユニバーサルサービス料 がかかります。★2：国内SMS（Cメール）ご利用の場合、送信3円/通（受信は無料）がかかります。※「auスマートバリュー  」「誰でも割シングル 」はお申し込みいただけません。※「スマホセット割」
のお申し込みが必要です。ただし、本プランは割引対象外です。
※2015年以降発売の機種はプラン名称に（L）がつきます。※加入日からの日割適用となります。月の途中でのご解約などの場合、ご利用日数分の日割となります。

P15 P11P02

4G LTEスマートフォン…………「データ定額1 / 2 / 3 / 5 / 20 / 30  　　      」「LTEフラット       」P02 P04 P07 

■セット対象のデータ定額サービス/料金プラン（4G LTEスマートフォン） ※下記以外の料金プランについてはauホームページでご確認ください。

「タブレットプラン ds（3年契約）」の契約期間は3年となり、初回更新後は2年契約となります（基本使用料・名称は変わりません）。廃止のお申し出がない限り、自動更新となります。更新期間以外で解約・
一時休止・料金プランの変更などを行うと、契約解除料（9,900円）がかかります。     「タブレットプラン ds（2年契約）」の契約期間は2年となり、廃止のお申し出がない限り、2年契約（自動更新）となり
ます。更新期間以外で解約・一時休止・料金プランの変更などを行うと、契約解除料（9,500円）がかかります。ただし「タブレットプラン ds（2年契約）」の場合、「タブレットプラン ds（3年契約）」やその他
プランで「誰でも割シングル 　　」へのプラン変更は、契約解除料がかかりません。  セットでご利用になるスマートフォン（または4G LTEケータイ）を解約・一時休止・譲渡・承継または対象外の「デー
タ定額サービス」に変更された場合など「スマホセット割」が廃止になると、タブレットの料金プラン「タブレットプラン ds（3年契約）/（2年契約）」を継続してご利用いただけません。タブレットの料金プラン
変更が必要となり、契約解除料がかかります。    海外にて「世界データ定額 　　」をご利用の場合は、国内のデータ定額サービスのスマホの月間データ容量から消費されます。「海外ダブル定額 　　」を
ご利用の場合は、海外でご利用の通信に対して課金されます。国内のスマホの月間データ容量の利用対象外です。  

当月ご利用の通信量が合計で月間データ容量を超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大128kbps（ベストエフォート型サービス        ）となります（通信速度の制限は、翌月1日に
順次解除されます）。「データチャージ        」のデータ容量購入分または「エクストラオプション」をお申し込みの場合、通信速度の制限なくご利用いただけます。
ネットワーク混雑回避のために、直近3日間（当日は除く）にご利用の通信量が合計で6GB以上の場合、通信速度を終日制限させていただく場合があります（「データチャージ」のデータ容量購
入分も制限の対象となります）。
ご利用の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。

通信速度制限

P07

P20

共有

スマホ
共有

スマホの月間
データ容量

20GB
セットでご利用のスマートフォンの
月間データ容量をシェアします。 
データシェア P19

タブレットの
月間データ容量 0GB 例えば・・・「データ定額20」をご利用のスマートフォンとセットでご利用の場合

タブレット

0GB

※ご利用には｢データシェア        」の設定が必要です。P19

：

対象機種

P07

【事務手数料等について】新規ご契約時および機種変更時は契約事務手数料（3,000円）がかかります。ただし、機種変更のうち、4G LTEタブレット（2015年以降発売）間、4G LTEタブレット（2014年以前発売）間の変更（増設）等の
場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。

ご利用条件 auスマートフォンで、セット対象のデータ定額サービス/料金プラン        をご契約の方が対象です。
タブレット1回線につき、スマートフォン1回線のご利用が必要です。

下記

P11

P24 P24

PRICE PLAN　タブレットのご利用料金

タブレットプラン  ds（3年契約）/（2年契約）
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

Contract processing fee: A separate contract processing fee of ¥3,000 will be charged for new contracts and model changes. A separate contract processing fee of ¥2,000 will be charged when adding units or switching from 
a 4G LTE tablet (released in/after 2015) device to another 4G LTE tablet (released in/after 2015) device and from a 4G LTE tablet (released in/before 2014) device to another 4G LTE tablet (released in/before 2014) device. 

*1: An additional Universal Service fee            will be charged. *2: There is a charge of ¥3 per message for domestic SMS (C-mail) (receiving is free of charge). •The price plan will be applied from the month of subscription 
on a per diem basis. If you cancel this plan in the middle of the month, you will be charged on a per diem basis. If an “Everybody Discount” subscription is canceled midterm, you will be charged a full subscription fee 
(not on a per diem basis).

P02

Best plan for subscribers only using tablets! Data Share       
can also be used!

P19

Price plan
With “Everybody Discount Single         ”
Basic monthly charge*1

(before discount: ¥6,700/month)

P11

Internet connection service
Usage charge

Subscription required. Applies from the
month of subscription on a per diem basis.

Subscription required. Applies from the
month of subscription on a per diem basis.

Get reliable high-speed communication service up to 7 GB at flat rates!

 An Internet connection service subscription is required to view web pages and use e-mail.

LTE NET P07

LTE Flat for Tab/Tab(i)/Tab(L)*2

+ Everybody Discount Single      P11

¥300/month

¥5,700/month

Total ¥6,000/month

When using “World Flat-rate Data          ” service overseas, data will be consumed from the monthly data quantity of your domestic Flat-rate Data 
service subscription. When using “Overseas Double-Teigaku          ” service overseas, communication fees will be charged separately. Domestic 
monthly data quantity is not applicable to this service.
Subscription to “LTE Flat for Tab/Tab(i)/Tab(L)” is required to apply for “au Smart Value” subscribers. In such case, “Smartphone Set Discount” does 
not apply.
Please check notification of communication usage volume          .
This plan does not apply to communication charges used overseas          .
The “Everybody Discount Single          ” subscription is automatically renewed every two years. If the contract is cancelled during the contract period, a 
cancellation fee of ¥9,500 will apply (except during the contract renewal month). No contract cancellation fee applies if you change to “Everybody 
Discount          ” with a non-“Everybody Discount Single” applicable model. The contract period of your current service will be transferred.
When communication usage exceeds 7 GB, the “communication speed restriction          ” will be activated.

P19

P23

P11

P11

P08

P24
P24

PRICE PLAN  Tablet Usage Charge

LTE FLAT for Tab/Tab(i)/Tab(L)
Tablet Singular Plan

Compatible devices
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

高速通信が7GBまで安心の定額料で使えます。 

合 計 6,000円/月

ネット接続サービス

利用料
お申し込み必要／当月日割適用

LTE NET 300円/月
WEB閲覧やEメールのご利用には、インターネット接続サービスへのご加入が必要です。

P07

タブレットのみでご利用いただく方におすすめのプラン データシェア 　　も
ご利用いただけます！

P19

5,700円/月
LTEフラット for Tab/Tab（i）/Tab（L）

＋
誰でも割シングル

★2

P11

料金プラン
「誰でも割シングル       」適用時

基本使用料★1

（適用前：6,700円/月）

お申し込み必要／当月日割適用

P11

海外にて「世界データ定額　　 」をご利用の場合は、国内のデータ定額サービスの月間データ容量から消費されます。「海外ダブル定額　　 」をご利用の場合
は、海外でご利用の通信に対して課金されます。国内の月間データ容量の利用対象外です。

「auスマートバリュー」の適用をご希望の場合は、「LTEフラット for Tab/Tab（i）/Tab（L）」のお申し込みが必要です。その場合、「スマホセット割」の割引は適用
されません。
通信量到達のお知らせについては　　  でご確認ください。
海外での通信料　　　は、対象外です。

「誰でも割シングル　　  」は2年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります（更新期間を除く）。「誰でも割シングル」
対象外機種への機種変更時に「誰でも割　　  」へ変更される場合は、契約解除料はかからず、以前のサービスの契約期間も引き継ぎます。
7GBを超えた場合など、規定値に達すると「通信速度制限　　  」がかかります。

P23

P19

P08

P11
P11

【事務手数料等について】新規ご契約時および機種変更時は契約事務手数料（3,000円）がかかります。ただし、機種変更のうち、4G LTEタブレット（2015年以降発売）間、4G LTEタブレット（2014年以前発売）間の変更（増設）等の
場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。

★1：別途、ユニバーサルサービス料       がかかります。★2：国内SMS（Cメール）ご利用の場合、送信3円/通（受信は無料）がかかります。※加入月からの日割適用となります。月の途中でのご解約などの場合、ご利用
日数分の日割となります。なお、ご解約などで「誰でも割シングル」加入の場合、日割とならず、満額かかります。

P02

P24 P24

PRICE PLAN　タブレットのご利用料金

対象機種

タブレット単独型プラン
LTEフラット for Tab/Tab（i）/Tab（L）

09



All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

For customers who want to use High Speed Mode
as much as they want.

No
restrictions*

Restrictions
apply

*1: When a contract is cancelled in the middle of the month, the price plan will be calculated on a per diem basis. However, if a subscription is made for “Everybody Discount Single” resulting from contract cancellation, a flat-rate will be charged 
instead of calculating on a per diem basis. *2: In certain cases, this service may not be available in combination with other au services. Everybody Discount Single is an ongoing service, but prior notice will be given if any change is to be applied. 
*3: The discount is applied to basic monthly charges after various discount services have been applied. When making a new contract/model change, you automatically receive a discount on usage charges for 25 months including the month of 
subscription. After the discount period, the standard fee will apply. If the amount to which the discount is applicable is less than the amount of the discount, the discount shall not exceed the amount to which the discount is applicable. If you 
change a model, or temporarily suspend or cancel the service during the discount period, the current discount applies until the day preceding the day of the procedure. *4: “WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount” automatically applies. Moreover, “au 
Smart Value mine” also applies to the plan. *5: The discount continues to apply even if you change price plans during “WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount”. However, the discount ends if you change the current price plan of “au Smart Value mine 
(four-year contract)” to another price plan. *6: Option fee applies when using a network in High Speed Plus Area Mode (no application required.) Moreover, even if you select another mode, the usage charge is not calculated on a per diem basis.  
*7: If “Au Smart Value mine” subscription requirements are no longer met, the standard charge will be applied from the following month. (Until June, 2017, if “au Smart Value mine” subscription requirements are no longer met due to plan changes, 
the standard charge will be applied from the same month the plan was changed.)  

Subscription required. Applies from the month 
of subscription on a per diem basis.*1

Subscription required. Applies from the month 
of subscription on a per diem basis.*1

¥4,380/month
(¥4,880/month from the 26th month)

¥3,696/month
(¥4,196/month from the 26th month)

Smartphone

becomes affordable Discount on smartphone usage charge
by using Wi-Fi router as a set! P16au Smart Value

A separate contract processing fee of ¥3,000 will be charged for new contracts and model changes (or adding units). A separate contract processing fee of ¥2,000 
will be charged when switching from a Wi-Fi router to another Wi-Fi router (or adding units).
The “Everybody Discount          ” contract is automatically renewed every two years. If the contract is cancelled during the contract period, a cancellation fee of 
¥9,500 will apply (except during the contract renewal month). 
“WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount” and “au Smart Value (Router Discount)” cannot be applied together.
A separate universal service fee           will be charged.

P11

P02

Purchase or change of models to WiMAX 2＋ compatible router and 
subscription to “WiMAX 2＋ Flat for DATA”.*4RequirementsPurchase or change of models to WiMAX 2＋ compatible router and 

subscription to “WiMAX 2＋ Flat for DATA EX”.*4Requirements

Extra Option
Usage charge: ¥2,500/2 GB (Subscription required. Applies from the month of subscription.＊1)

Receive a discount with WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount*2*3 Receive a discount with WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount*2*3 

Total fee with “WiMAX 2＋
Cost-Saving Discount”

for up to 25 months
(including the month of subscription)

Total fee with “WiMAX 2＋
Cost-Saving Discount”

for up to 25 months
(including the month of subscription)

Price plan
With “Everybody Discount Single          ”
Basic monthly charge
(Before discount: ¥5,196/month)

P11
Price plan

With “Everybody Discount Single          ”
Basic monthly charge
(Before discount: ¥5,880/month)

P11

WiMAX 2＋ Flat 
for DATA

¥4,196/month

WiMAX 2＋ Flat 
for DATA EX

(two-year contract)＊

¥4,880/month

¥500/month discount*5

even for one Wi-Fi router

with “WiMAX 2＋
Cost-Saving Discount”

for up to 25 months
(including the month of subscription) ¥500/month discount*5

even for one Wi-Fi router

with “WiMAX 2＋
Cost-Saving Discount”

for up to 25 months
(including the month of subscription)

For customers who want to use
a router with ease. 

• Enables use without communication speed restrictions even when monthly data quantity exceeds 7 GB per month (+500 MB 
when subscribing to the “Tethering Option”.)

• A usage charge of ¥2,500 will automatically apply to each extra 2 GB above 7 GB＊2.

¥1,005/monthUsage charge for option
(in month when High Speed Plus Area Mode is used*6 )

＊：By comparing to the “WiMAX 2＋ Flat for DATA”, the communication speed may slow 
down depending on the network congestion in the area.
*： When total communication usage of High Speed Plus Area Mode exceeds 7 GB during 
the same month and after communication speed is restricted, “WiMAX 2＋” and “4G LTE” 
communication speed including High Speed Mode communication will be limited until the 
end of the month. Please see                                                                        for more details.Communication speed restrictions see below

Including provider usage charge 
(LTE NET for DATA)

Subscription required. Applies from the 
month of subscription on a per diem basis.*1

Monthly data quantity 
of High Speed Plus 
Area Mode (7 GB)

Monthly data quantity of 
High Speed Mode (7GB) 

Including provider usage charge 
(LTE NET for DATA)

High Speed Plus Area Mode
Restrictions

apply

High Speed Mode
Restrictions

apply
Monthly data quantity (7GB)

Communication speed restrictions see belowPlease check

 When total communication usage of “WiMAX 2＋” and “4G LTE” exceeds 7 GB during the same month, communication speed will be limited 
to 128 kbps or less until the end of the month. (From February 2nd onwards, if the customer consumes a total of 10GB in the last three days, 
the communication speed during peak network time (6 PM to 2 AM) will be restricted to roughly 1Mbps). This communication limit applies 
regardless of the data volume left unused and also applies to subscriptions for “Extra Option.”
For some customers whose total communication usage of “WiMAX 2＋” and “4G LTE” exceeds 3 GB over the past 3 days, “4G LTE” 
communication speeds may be limited for a full day to prevent network congestion. (From February 2nd onwards, if the customer consumes a 
total of 10GB in the last three days, the communication speed during peak network time (6 PM to 2 AM) will be restricted to roughly 1Mbps). 
This communication limit applies regardless of the data volume left unused and also applies to subscriptions for “Extra Option.”

 If packet communication charges reach significant amounts, phone lines may be temporarily suspended.

Communication
speed

restrictions

Monthly data quantity 
restriction

Other communication 
speed restrictions

Subscription required. Applies from the 
month of subscription on a per diem basis.*1

＊1: You can choose to apply the “Extra Option” from the month following application. When customers subscribe to the “Extra Option” in the middle of a month and request its immediate application starting that month, the 
option will go into effect the following day. However, the volume of usage will be calculated as the total communication volume including the volume of usage prior to subscription to the option. ＊2: The usage charge may become 
expensive depending on data quantity during that month. Please note that cancellation of this option applies to the month following cancellation. 
•This service is not available in combination with Data Charge.

With au Smart Value mine
¥0/month*7

(From the monthly bill 
beginning December 2016)

PRICE PLAN  Wi-Fi Router Usage Charge

Price Plan for WiMAX 2＋
Compatible Routers

Compatible devices
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

新規ご契約時および機器間の変更（増設含む）は契約事務手数料（3,000円）が別途かかります。ただし、Wi-Fiルーター間の変更（増設）等の場合は、契約事務手数料（2,000円）
が別途かかります。

「誰でも割シングル　　  」は2年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります（更新期間除く）。
「WiMAX 2＋おトク割」と「auスマートバリュー（ルーター割引）」の併用はできません。
別途、ユニバーサルサービス料　　  がかかります。

P11

P02

3,696円/月
（26ヶ月目以降4,196円/月）

エクストラオプション
利用料2,500円/2GB（お申し込み必要／当月適用＊1）
• 当月の月間データ容量7GB（「テザリングオプション」加入時は＋500MB）を超過した場合でも、通信速度制限なくご利用いただけます。
• 月間データ容量7GB超過後2GBごとに2,500円が自動加算されます＊2。

ハイスピードモードを思いっきり使いたい方向けのプラン お手軽に使いたい方向けのプラン

「WiMAX 2＋おトク割」適用後合計
最大25ヶ月間（加入月含む）

WiMAX 2＋フラット
for DATA EX（2年契約）＊

4,880円/月お申し込み必要／当月日割適用★1

料金プラン
「誰でも割シングル　　 」適用時

基本使用料
（適用前：5,880円/月）

P11

プロバイダー利用料込み
（LTE NET for DATA）

ハイスピードモード
月間データ容量（7GB）制限なし

※

＊：「WiMAX 2＋フラット for DATA」と比較すると、ご利用されるエリアの混雑状況により
速度が低下する場合があります。
※：ハイスピードプラスエリアモードで当月の通信量が7GBを超え、月間容量の通信速度が
制限された後は、ハイスピードモードの通信含め当月中は「WiMAX 2＋」「4G LTE」の通信
速度は制限されます。月間容量制限以外の通信速度については　　　　           をご確認
ください。

WiMAX 2＋おトク割★2★3でおトクに

条
件

新規契約・機種変更でWiMAX 2＋対応ルーターをご購入と同時に、
「WiMAX 2＋フラット for DATA」へご加入★4。

Wi-Fiルーター 1台でも
「WiMAX 2＋おトク割」で 500円/月割引★5
最大25ヶ月間（加入月含む）

4,380円/月
（26ヶ月目以降4,880円/月）

「WiMAX 2＋おトク割」適用後合計
最大25ヶ月間（加入月含む）

WiMAX 2＋おトク割★2★3でおトクに

条
件

新規契約・機種変更でWiMAX 2＋対応ルーターをご購入と同時に、
「WiMAX 2＋フラット for DATA EX」へご加入★4。

Wi-Fiルーター 1台でも

お申し込み必要/当月日割適用★1 お申し込み必要/当月日割適用★1

「WiMAX 2＋おトク割」で 500円/月割引★5
最大25ヶ月間（加入月含む）

WiMAX 2＋フラット
for DATA

4,196円/月お申し込み必要／当月日割適用★1

料金プラン
「誰でも割シングル　　 」適用時

基本使用料
（適用前：5,196円/月）

P11

プロバイダー利用料込み
（LTE NET for DATA）

ハイスピードプラスエリアモード
月間データ容量（7GB） 制限あり

通信速度制限 下記

をご確認ください。

月間データ容量（7GB） ハイスピードプラスエリアモードハイスピードモード
制限あり制限あり

通信速度制限 下記

「WiMAX 2＋」「4G LTE」の当月ご利用の通信量が合計で7GBを超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大
128kbpsとなります（通信速度の制限は、翌月1日に順次解除されます）。「エクストラオプション」をお申し込みの場合は、通信
速度の制限なくご利用いただけます。
ネットワーク混雑回避のために、直近3日間に「WiMAX 2＋」「4G LTE」のご利用の通信量が合計で3GB以上の場合、終日速度制限
を行います（2017年2月2日以降、直近3日間合計10GB以上の場合、ネットワーク混雑帯（18時～2時）の通信速度が概ね1Mbps
の制限に変更となります）。残データ容量に関わらず制限の対象となります。「エクストラオプション」加入の場合も対象となります。
ご利用の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。

通信速度制限

【月間容量制限について】

　　

【その他の通信制限について】　　

★1：月の途中でのご解約などの場合、ご利用日数分の日割となります。なお、ご解約などで「誰でも割シングル」加入の場合、日割とならず、定額料がかかります。★2：弊社が実施する他の施策とは併用できない場合があります。本施策に期限はありません
が、内容が変更になる場合には事前にお知らせいたします。★3：各種割引サービス適用後の月額基本使用料から割引します。新規契約・機種変更された当日のご利用分から自動的に25ヶ月割引し、その後通常料金となります。割引対象金額が割引額を
下回る場合は、割引対象金額を上限として割引します。割引対象期間中に機種変更・一時休止・解約などを申し込まれた場合、お手続き完了の前日までの割引となります。★4：「WiMAX 2＋おトク割」は自動適用となります。また、「auスマートバリュー 
mine」のプランも対象です。★5：「WiMAX 2＋おトク割」適用中に、料金プランを変更された場合も、適用を継続します。ただし、「auスマートバリュー mine（4年）」のプランから他の料金プランへ変更された場合は割引を終了します。★6：ハイスピードプラス
エリアモードを選択して通信を行うとオプション料がかかります（お申し込み不要）。また、別モードを選択し直した場合でも同月の利用料は日割とはなりません。★7:「auスマートバリュー mine」の条件を満たさない場合、条件を満たさなくなった月の
翌月から通常料金がかかります。（2017年6月ご利用分までは、月途中のプラン変更などで「auスマートバリュー mine」の条件を満たさなくなった場合、当月から通常料金がかかります。）

＊1：「エクストラオプション」は翌月適用もご選択いただけます。当月適用のお申し込みで月途中からご加入いただいた場合、加入の翌日から速度制限なくご利用いただけますが、利用料はオプション加入前のご利用分を含めた通信量
の合計での計算となります。＊2：当月の月間データ容量によっては高額となります。また、廃止される場合はお申し込みの翌月からとなりますのでご注意ください。※データチャージとの併用はできません。

スマホとセットのご利用なら
スマホの料金が割引に！がおトク P16

1,005円/月〈ハイスピードプラスエリアモードご利用月のみ★6〉オプション利用料
auスマートバリューmineなら

0円/月★7 （2016年12月ご利用分より）

PRICE PLAN　Wi-Fiルーターのご利用料金

対象機種

WiMAX 2＋対応ルーターの料金プラン
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

Basic monthly charges are discounted in continuous 2-year units!

No fixed charge required (Subscription required. Applies from the month of subscription on a per diem basis.)
Discount on basic monthly charge for two-year continuous contract. “Everybody Discount” is automatically renewed every two years 
unless an application for withdrawal is made. 
If the customer cancels or suspends the contract, or terminates Everybody Discount in a month other than the renewal month, a 
cancellation fee of ¥9,500 is incurred*1.

*1: No contract cancellation fee is applied when changing a contract to “Everybody Discount” from “One-year Discounted Subscription”, but the contract period of prior discount services cannot be continued. No contract cancellation fee is 
applied when switching a contract to/from “Everybody Discount” to/from “Everybody Discount Single” and the contract period of the prior discount service will be continued. When a user has been with au for 11 years or longer and subscribes 
to “Family Discount          ”, the contract cancellation fee is ¥3,000. 
*2: If this contract is cancelled or suspended or the customer withdraws from “Everybody Discount” or “Everybody Discount Single”, the discount applies to the month the service was used, regardless of the renewal period.

P12

With two-year contract Basic monthly chargeFor example

“Super Kakeho       ”P03

“Kakeho       ”P05 ¥1,500/month OFF

“LTE Plan       ”P06

With two-year contract half 
For example

Cut basic monthly charge in 
●Please check each price plan page for other price plans. You can check the renewal period in “My au          ”.P28

Contract period

No cancellation fee*2No cancellation fee*2

Month of subscribing +
Two years from the month following subscription Next two years Next two years

Discount on
monthly charge

Discount on
monthly charge

Discount on
monthly charge

Contract cancellation fee applies Contract cancellation fee applies

1st month · 2nd monthAutomatic
renewal

Automatic
renewal 1st month · 2nd month

Contract cancellation fee applies

Basic monthly charge discount
Everybody Discount

LTE Flat for Tab/Tab（i）/Tab（L）P09

*3: No contract cancellation fee is applied when changing the contract from “Everybody Discount” to “Everybody Discount Single” or vice versa, and the contract period will remain unchanged.

Basic monthly charge discount
Everybody Discount Single Compatible devices

Basic monthly charge

¥1,000/month OFF

Basic monthly charges are discounted in continuous 2-year units. “Everybody Discount” 
is automatically renewed every two years unless an application for withdrawal is made. 
If the customer cancels or suspends the contract, or terminates “Everybody Discount” in 
a month other than the renewal period, a cancellation fee of ¥9,500 is incurred*3.

●For contract period samples                   .see above

PRICE PLAN  Discount Service

Compatible devices

Or add “Everybody Discount Single” cannot be subscribed to in combination with “au Smart Value mine          ”.P16

“Everybody Discount” cannot be subscribed to in combination with “Everybody Discount Light          ”.P12

With two-year contract
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

定額料不要（お申し込み必要／当月日割適用）
2年単位の継続利用で基本使用料が割引になります。廃止のお申し出がない限り、2年単位で自動更新されます。
更新期間以外で解約・一時休止・「誰でも割」の廃止を行うと契約解除料9,500円がかかります★1。 

2年単位で基本使用料を割引!

★3：「誰でも割」「誰でも割シングル」間での変更の場合、契約解除料はかからず、以前のサービスの契約期間を引き継ぎます。

基本使用料 半額「LTEプラン　  」の場合
例えば

P06

「スーパーカケホ　  」の場合P03

「カケホ　  」の場合P05

2年契約で

2年契約で

基本使用料
1,500円/月OFF

例えば

契約期間について
自動更新 自動更新 

2年単位の継続利用で基本使用料が割引になります。廃止のお申し出がない限り、2年単位で自動更新されます。
更新期間以外で解約・一時休止・本割引の廃止を行うと契約解除料9,500円がかかります★3。

LTEフラット for Tab/Tab（i）/Tab（L） 　  の場合P09

2年契約で 基本使用料

1,000円/月OFF

★1：「年割」から「誰でも割」への変更の場合、契約解除料はかかりませんが、以前のサービスの契約期間は引き継ぎされません。「誰でも割」「誰でも割シングル」間での変更の場合、契約解除料はかからず、以前のサービスの契約期間を引き継ぎます。
「誰でも割」はauご加入11年目以降で、「家族割        」にご加入の場合、契約解除料は3,000円となります。★2：解約・一時休止・「誰でも割」「誰でも割シングル」を廃止した場合、更新期間に関わらず、当月利用分までの割引となります。P12

● その他の料金プランについては各料金プランページでご確認ください。更新期間については「My au        」よりご確認できます。P28

※「契約期間」のイメージは「誰でも割        」の図をご確認ください。上記

「誰でも割」は「誰でも割ライト　　 」と併用はできません。

「誰でも割シングル」は、「auスマートバリュー mine　　 」との併用はできません。

P12

料金割引

契約解除料がかかります

次の2年間
料金割引

契約解除料がかかります

次の2年間
料金割引

契約解除料がかかります

申込月+翌月から2年間

自動更新 自動更新 1ヶ月目・2ヶ月目

契約解除料は不要★2

1ヶ月目・2ヶ月目

契約解除料は不要★2

P16

基本使用料割引
誰でも割 対象機種

基本使用料割引
誰でも割シングル 対象機種

PRICE PLAN　料金割引サービス
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

Basic charges are discounted in continuous 2-year units. The discount amount will not change from the third 
year and no contract cancellation fee is required. If you cancel or suspend your contract or withdraw from 
‘‘Everybody Discount Light” within the two-year period, a contract cancellation fee (¥9,500) is incurred*1.

Contract period

From the third year, no contract cancellation fee is required.

From the third year
Your discount amount will be unchanged 
from the third year.

●Please check each price plan page for other price plans, or visit the au website for more details.

Smartphone
“Super Kakeho       ” “Kakeho       ”P03 P05

No fixed charge required (Subscription required. Applies from the month of subscription.)
• Requires subscriptions to both “Everybody Discount        ” and “Family Discount” services.
• The discount applies to family members who subscribe to the same “Family Discount”. Documentation         showing family relationship 

may be required when applying for the discount.
P25

P11

Free domestic SMS (C-mail)
between family members!
(Domestic calls between family members are also free 24 hrs/day*)

*: If the “Everybody Discount” is cancelled or suspended or the customer withdraws from the au contract during the renewal month, the discount applies to the bill for that month. The discount on calling charges for calls between family 
members does not apply to CDMA Prepaid Card calling charges.
Calling restriction •In some cases, such as when an extremely long phone call prevents numerous incoming calls, the call may be cut off.

• “Family Discount” is available only for two to ten members per family.
• It is also applicable to family members living in different locations.
• The billing address can be different for each family member.

Benefits of 
Family 
Discount

Basic monthly charge

From the third year, 
no contract cancellation fee is required
From the third year, 
the discount amount will be unchanged¥1,200/month OFF

Month of subscribing +
Two years from the month following subscription

Discount on
monthly charge*2

No fixed charge required (Subscription required. Applies from the month of subscription on a per diem basis.)
 “Everybody Discount Light” cannot be subscribed to in combination with “Everybody Discount         .”P11

*1: No contract cancellation fee is applied when canceled changing the contract to “Everybody Discount Light” from “One-year Discounted Subscription” or “Everybody Discount          ”, but the contract period of prior services cannot be 
continued for discount service. *2: If this contract is cancelled or suspended, or if the customer withdraws from “Everybody Discount Light”, the discount applies only to the month the service was used.

P11

Contract cancellation fee applies

Discount on
monthly charge*2

Basic monthly charge discount
Everybody Discount Light Compatible devices

Compatible devices

Calling charge discount
Everybody Discount + Family Discount

PRICE PLAN  Discount Service
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

家族間の国内発信SMS（Cメール）無料!
（家族間の国内通話料も24時間無料★）

定額料不要（お申し込み必要／当月適用）
• 「誰でも割 　　」と「家族割」両方のお申し込みが必要です。
• 同一の「家族割」にご加入の家族宛通話で割引が適用されます。「家族割」お申し込み時には、家族であることを確認するための書類 　　が必要と

なる場合があります。

P11

P25

家族割の
特長

• 2～10回線まで組める！
• 離れて暮らしていてもOK。
• 請求先はご家族それぞれでもOK。

★：「誰でも割」の更新期間に関わらず、割引廃止・回線の解約・一時休止を行なった場合、当月利用分までの割引適用となります。また、CDMAぷりペイドカードによる通話は、家族間通話料割引の対象となりません。
【通話制限について】※通話が連続して長時間におよぶなど、その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、当該通話を切断する場合があります。 

定額料不要（お申し込み必要／当月日割適用）

2年間の継続利用で基本使用料を割引。3年目以降は割引額はそのまま、契約解除料がかかりません。 
2年以内で解約・一時休止・本割引の廃止を行うと契約解除料9,500円がかかります★1。

「誰でも割ライト」は「誰でも割　　  」との併用はできません。P11

契約期間について

料金割引★2

3年目以降は契約解除料がかかりません

3年目以降

料金割引★2

契約解除料がかかります

申込月+翌月から2年間

料金割引額は3年目以降もそのまま!

● 対象料金プランについては、各料金プランページおよびauホームページで詳細をご確認ください。

スマホ

「スーパーカケホ      」 「カケホ      」P03 P05

1,200円/月OFF 3年目以降も 割引額はそのまま基本使用料
3年目以降 契約解除料不要

★1:「年割」「誰でも割       」から「誰でも割ライト」への変更の場合、契約解除料はかかりませんが、以前のサービスの契約期間は引き継ぎされません。★2:解約・一時休止・「誰でも割ライト」を廃止した場合、当月利用分までの割引となります。P11

対象機種

通話料割引
誰でも割＋家族割

対象機種

基本使用料割引
誰でも割ライト

PRICE PLAN　料金割引サービス
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

No fixed charge required (No subscription required. Applies from the month following subscription.)

Discount amounts vary depending on the model, time of purchase and whether au Smart Pass or au Smart Pass Premium is 
applied.
Moreover, you can also choose max. 36 month discounts depending on the model.
For details, inquire at an au Shop or the Customer Center       .P28

It is necessary to subscribe to “Flat-rate Data 2/3/5/20/30               ” or “LTE Flat        ” at the same time as applying for a new 
contract or purchasing a compatible model when changing the model.

P02 P04 P07

Discount coverage

Compatible models / 
Discount amounts

Requirement

A discount is applied to the total amount of basic monthly charges (not including the “LTE Plan”), domestic calling charges, 
domestic communication charges, and option fees (“Damage/loss Support       ” and “Upgrade Program       ” are not 
included) after other discount services have been applied for. If the amount to apply the discount to is less than the discount 
amount, that amount will be regarded as the upper limit for the discount.

P17 P14

Listed “price plans” and “Flat-rate Data services” also cover 4G LTE (compatible with au VoLTE) plans.

For plans including 4G LTE smartphones, see the au website. The discount may also apply to tablets depending on the model, but 
terms and conditions may vary. For details, inquire at an au Shop or the Customer Center        .P28

*: The discount may be terminated after a maximum of 36 months depending on the model.
•: If you change models or cancel your contract, you must pay the outstanding monthly installment payments balance (payment can be made in one lump payment). •If you canceled a designated Flat-rate Data service (including certain price 
plans) completely or changed to another non-designated service during the applicable period of discount, the discount ends after the last application to the charge for the month preceding the month when the Flat-rate Data service (including 
certain price plans) was stopped. •In certain cases, this service may not be available in combination with other KDDI services. •“Monthly Discount” is an ongoing discount service, but the conditions for receiving the discount and the amount 
of the discount may be subject to change and may vary according to the timing of the purchase. Prior notice will be given if any change is to be applied. •There are costs involved with the contract. •For conditions on receiving discount service 
in “Flat-rate Data 1          ” plan, visit the au website.P02

■ Sample usage for “Monthly Discount”
 The monthly discount, which differs by model purchased, applies to the Basic monthly charge, etc., for a maximum of 24 months when applicable models are paid for by 24 installments.

Payment for purchasing
a smartphone 

(installment payments)

Basic monthly charge +
Calling charge/

Communication charge

No installment
(End of discount period)

Pay only for
basic usage
charge, etc.

Month of purchase After 25th month24th month (max.)1st month (the month following purchase)

Pay only for
basic usage
charge, etc.

Receive a monthly discount on your 
usage charge for up to 24 months* with 

the purchase of a compatible model!

Usage charge discount
Monthly Discount

PRICE PLAN  Discount Service

Compatible devices
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

定額料不要（お申し込み不要／翌月適用）

★：機種によっては36ヶ月間の割引のみとなります。
※割引対象期間中に機種変更（端末増設）・解約などされた場合、割引の適用はお申し込みいただいた前月利用分をもって終了します。※割引対象期間中に指定のデータ定額サービス（一部料金プラン含む）から指定外のサービスへ変更または廃止さ
れた場合、データ定額サービス（一部料金プラン含む）が適用されなくなった月の前月利用分をもって割引を終了します。※弊社が実施する他の施策とは併用できない場合があります。※「毎月割」に期限はありませんが、ご購入時期によって、割引条件
や割引金額が変更となる場合があります。変更となる場合は事前にお知らせいたします。※別途、契約にかかる費用がございます。※「データ定額1        」の割引条件については、auホームページでご確認ください。

対象機種の購入で
毎月のご利用料金を最大24ヶ月間★割引！

割引方法

対象機種/割引額

各種割引サービス適用後の月額基本使用料（「LTEプラン」除く）・国内通話料・国内通信料・オプション料（「故障紛失サポー
ト 　　」「アップグレードプログラム 　　」除く）の合計額から割引します。割引対象合計額が割引額を下回る場合は、割引対象合
計額を上限として割り引きます。

購入機種や購入時期、またはauスマートパス/auスマートパスプレミアムの加入有無により、割引額は異なります。
また、機種により最大36ヶ月間の割引も選べます。詳しくは、店頭またはお客さまセンター       でご確認ください。

条件 新規契約・機種変更時に対象機種をご購入と同時に「データ定額2/3/5/20/30　　 　　 」または「LTEフラット　　 」への
ご加入が必要です。

P28

P07P02 P04

P17 P14

スマートフォン
ご購入代金

（分割支払金）

基本使用料＋
通話料・通信料

分割
支払金なし

（割引期間終了）

通常料金
お支払い

通常料金
お支払い

ご購入月 25ヶ月目以降24ヶ月目（最大）1ヶ月目（ご購入の翌月）

■「毎月割」のイメージ
　　対象機種を24回払いでご購入の場合、最大24ヶ月間機種別に設定された割引額が基本使用料等より毎月差し引かれます。

記載の「料金プラン」「データ定額サービス」は4G LTE(au VoLTE対応）のプランも対象です。

4G LTE スマホのその他プランについてはauホームページでご確認ください。
タブレットも機種により対象となりますが、適用条件等が異なります。詳しくは店頭またはお客さまセンター       でご確認ください。P28

P02

対象機種

ご利用料金割引
毎月割

PRICE PLAN　料金割引サービス
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

[Sample of applying the privilege]

＊1: For contracts subscribed to prior to September 17, 2015, privileges of the program will be applied for 18 months and not 12 months.

＊2：Collecting
old models

Privileges of this program will not apply if you do not return your old smartphone to au. Only the program fee you pay will be recharged to your 
au WALLET Prepaid Card. 
Phones with any of the following six conditions will not be collected by au: 
1. The power does not turn on.  2. Cannot charge.  3. The body or screen is broken or cracked.  4. Password lock is not unlocked and All Reset 
setting is not active.  5. Water damage indicator (seal) is detected in the specified place (varies by maker).  6. Serial number cannot be confirmed 
and the model cannot be covered under warranty by the maker.
●For subscription of “Damage/loss Support” see          .P17

– 12th month 19th month 20th – 25th month
26th month and later

(balance after 
paying installments)

Number of months
paid for the

programTime of 
changing to 
a new model

13th – 19th month

13th – 18th
month*2

20th – 25th month

26th month
and later

Receive some
money back

Up to 7 months of installments will be waived

 Receive  
entire amount*3

The program fee you pay from the 19th month to 
the month before changing to a new model will 
be recharged to your au WALLET Prepaid Card.  

*1: You will be continuously billed for installments after changing to a new model, but part of the remaining installments (from 18th to 24th installment payment) will be discounted monthly by this program and be waived in real terms. *2: If 
changing to a new model between the 13th month and 18th month, an advance usage charge of ¥2,000 (tax-free) is required. *3：If you change to a new model after 13 months without using privileges in this program, the full amount of the 
program fee you pay will be recharged to your au WALLET Prepaid Card. You will need to register for a new Upgrade Program when changing to a new model. *4: Program fee is tax-exempt. In addition, it may change depending on the contract 
period and model. *5: After 49 months, you do not need to pay the program fee. *6: If you cancel the Upgrade Program, change a model within 12 months, change to a non-applicable Flat-rate Data service or transfer/suspend/cancel the au 
contract, the privileges in this program will not apply and your program fee will not be returned to your au WALLET Prepaid Card. Moreover, if you make a lump payment on the remaining installments, privileges in this program will not apply, but 
the program fee you pay will be recharged to your au WALLET Prepaid Card. *7： After changing to a new model, you will need to register for  an “Upgrade Program”. ●The program fee you pay will be recharged to “au WALLET Prepaid Card” 
which is set to your au ID for your contract. ●If you have not completed the procedures to activate your au WALLET Prepaid Card, or have cancelled the card, your program fee will not be recharged to your au WALLET Prepaid Card. 

Listed “Flat-rate Data services” also cover 4G LTE (compatible with au VoLTE) plans.
The Upgrade Program application can be made only at the time of purchase of an eligible au smartphone. If you cancel this program, you will not be able to 
apply it again until you purchase another applicable model.

If the subscriber changes to a new model after 13 months＊3 without using program privileges, the program fee that had been paid (maximum 48 months’ worth) 
will be returned to the subscriber’s au WALLET Prepaid Card.*7

＊3: For contracts subscribed to prior to September 17, 2015, program privileges will apply to subscriptions that have been active for at least 19 months

■Upgrade Program

Your outstanding monthly 
payment balance (7 months) 
on the previous model will 
become free*1*2

The privilege applies by meeting all of the following three conditions.
1. Use an applicable model for 12 months and change the model 

(applicable model for the Upgrade Program)
2. Continue to apply for “Upgrade Program” with the new model
3. Provide the old model to au when changing the model＊2

Applicable conditions for privilege Privilege*6Requirements

Program fee: ¥300/month*4*5 (Subscription required.)
Applicable models for the Upgrade Program: Please check the au website.

If you purchase and use an eligible model for 12 months＊1 
and change to a new model, part of your outstanding 

monthly payment balance (7 months) will become free*1*2.

Installment payments 
from the month you 
changed to a new 
model to the 25th 

month will be waived

The program fee you pay from the 1st month to 
the month before changing to a new model will 
be recharged to your au WALLET Prepaid Card.

1. Purchase an applicable model with an 
installment contract (24 months) and apply 
for this program at the same time

2. Subscribe to “Flat-rate Data 1/2/3/5/20/30
                 ” or “LTE Flat         ”P07P02 P04

＋

Usage charge discount
Upgrade Program

PRICE PLAN  Discount Service

Compatible devices
●For the tablet program, see “Upgrade Program 
(tablet)” on the au website or contact your 
nearest au shop.
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

プログラム料 300円/月★4★5（お申し込み必要）
アップグレードプログラム対象機種：auホームページでご確認ください。

【特典適用イメージ】

■アップグレードプログラム

＋

①対象機種を割賦契約（24回）にてご購入と
　同時に本プログラムにお申し込み

②「データ定額1/2/3/5/20/30    　    　 」
　または「LTEフラット　　 」にご加入いただくことP07

P02 P04

記載の「データ定額サービス」は4G LTE(au VoLTE対応）のプランも対象です。 　
本プログラムのご加入は対象のauスマートフォンご購入時のお申し込みに限ります。解約された場合、次回の対象機種ご購入まで再加入ができません。 

＊2：旧機種の回収
について

特典適用条件 特 典★6加入条件

＊1：2015年9月17日以前にご加入いただいている方は、12ヶ月間のご利用ではなく、18ヶ月間のご利用で特典適用が可能になります。

ご購入いただいた対象機種を12ヶ月間＊1ご利用いただき、機種変更すると、
旧機種代金の分割支払金残額の一部（7ヶ月分）が実質無料★1★2に。

下記①～③の条件をすべて満たした場合、特典が適用されます。
①対象機種を12ヶ月間ご利用いただいた上で、機種変更（アップグレード

プログラム対象機種）していただくこと
②機種変更後の機種でも「アップグレードプログラム」に加入すること
③機種変更した際、旧機種を回収させていただくこと＊2

旧機種代金の
分割支払金残額の
一部（7ヶ月分）が
実質無料★1★2

旧機種を回収できない場合、特典は適用されません。お支払いいただいたプログラム料相当のチャージ（入金）のみ対象となります。
回収できない例は以下の①～⑥となります。
①電源が入らない ②充電できない ③電話機本体や液晶に破損や割れがある ④暗証番号ロック解除とオールリセットが実施されていない ⑤メーカー指定
箇所の水濡れシールに水濡れ反応がある ⑥製造番号が確認できない、改造などメーカーの保証外となるような場合
※「故障紛失サポート」にご加入の場合は  　　 をご確認ください。P17

★1：機種変更後も分割支払金は引き続き請求されますが、本プログラムにより分割支払金残額の一部（18～24回目）をご請求から毎月割引し、実質無料となります。★2：13ヶ月目～18ヶ月目は機種変更時に前倒し利用料〈2,000円（非課税）〉の
お支払いが必要です。★3：特典を行使せずに13ヶ月目以降に機種変更を行った場合、全額チャージ（入金）となります。また、機種変更後もアップグレード加入が必要です。★4：プログラム料には消費税はかかりません。また、時期・機種により内容を
変更する場合があります。★5：49ヶ月以降のプログラム料はかかりません。★6：アップグレードプログラムの退会、12ヶ月以内の機種変更、対象外のデータ定額サービスへの変更、回線の譲渡・一時休止・解約をした場合は、本プログラム特典およ
びプログラム料相当のチャージ（入金）は対象外となります。また、機種代金の残額を一括精算された場合は、本プログラム特典の対象外となりますが、プログラム料相当のチャージ（入金）は対象となります。★7：機種変更後も「アップグレードプロ
グラム」の加入が必要です。※プログラム料相当のチャージ（入金）は、au IDに本ご契約回線が設定されているau WALLET プリペイドカードへチャージ（入金）します。※au WALLET プリペイドカード利用開始手続きが完了していない場合、もし
くはau WALLET プリペイドカードを解約などされている場合は、プログラム料相当のチャージは対象外となります。

～ 12ヶ月目 19ヶ月目 20ヶ月目～25ヶ月目 26ヶ月目以降
（分割支払い後）

プログラム
加入月数

次回の
機種変更タイミング

13～19ヶ月目

20～25ヶ月目

26ヶ月目～

13ヶ月目～
18ヶ月目★2

一部チャージ
（入金）

最大7ヶ月分実質無料

 全額チャージ
   （入金）★3

機種変更月～
25ヶ月目まで
実質無料

プログラム加入19ヶ月目から機種変更前月までの
月数分プログラム料相当を
au WALLET プリペイドカードへチャージ

1ヶ月目から機種変更前月までのプログラム料相当を
au WALLET プリペイドカードへチャージ

13ヶ月以上＊3ご利用で特典を利用せず機種変更した場合でも、プログラム料相当分（最大48ヶ月分）をau WALLETプリペイドカードにチャージ（入金）★7

＊3：2015年9月17日以前にご加入いただいている方は、19ヶ月以上のご利用で対象となります。

ご利用料金割引
アップグレードプログラム

PRICE PLAN　料金割引サービス

対象機種

※タブレット向け「アップグレードプログラム
（タブレット）」についてはauホームページまたは
店頭スタッフにご確認ください。
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

No fixed charge required (Subscription required. Applies after the month following subscription.)

Applicable fixed communication services

Cable TV

Applications •Some services are not applicable. The discount may not apply depending on your area and usage condition. The discount applies only if subscribing to the “Internet + Phone”, “Internet + TV” or “TV + Phone” offered by the same 
fixed communication service. •Please check the au website for more details on “TV + Phone” and  “Internet + TV” services from participating cable TV providers. •Applications will be accepted if the subscriber to the fixed communication services 
and mobile phone/tablet has the same family name and address. Family members over 50 years old whose addresses differ from the address of the subscriber to the applicable fixed communication services can also apply. If the subscriber has a 
different family name or more than five mobile phone/tablet subscriptions, documentation proving family relationship and shared address is required. (Family members over 50 years old who live separately require only family relationship 
documentation.) A contract applies to up to 10 mobile device lines.
Application of discount •“au Smart Value” discount applies starting in the month following the month of application. •When “Smartphone Set Discount” subscribers apply to “au Smart Value”, the discount automatically switches to the “au Smart 
Value” discount. Please note that if “Smartphone Set Discount” is canceled before “au Smart Value” applies, “Smartphone Set Discount” ends at the end of the previous month and “au Smart Value” discount applies from the month following the 
month of cancellation. Two-year discounts (¥434/month, ¥476/month or ¥1,066/month) begin from the month when “au Smart Value” was first applied for each of the applicable au mobile phones/tablets and terminates in 24 months counting the 
first month. The discount is applied to the total sum of the following: the monthly basic charge (not including the “LTE Plan”) after other discount services (including the “Monthly Discount”) are applied to it, domestic calling charge, domestic 
communication charge, and option fees (excluding the “Damage/loss Support          ” and “Upgrade Program             ”). If the amount to apply the discount to is less than the discount amount itself, the total amount to apply the discount to will be 
regarded as the upper limit of the discount. •The amount of the discount will be determined by the Flat-rate Data service of the au mobile phones/tablets at the end of the month. The discount will not be applied in months when the necessary 
conditions are not met at the end of the month. •When the au mobile phone/tablet contract is canceled (temporarily suspended or transferred) midterm, application of the discount ends the month the contract is canceled (or temporarily suspended), 
or the month before the mobile phone/tablet was transferred. •The discount will be also applied while “using” or “applying for “ fixed communication services. •When a fixed communication service contract is canceled, the discount ends the month 
prior to cancellation. •If fixed communication services (“Internet + phone”, “Internet + TV” or “TV + Phone”) are not used in the 6 months after applying for “au Smart Value”, the discount will be temporarily suspended and will be reinstated when 
you start using them. If fixed communication services are canceled by the provider, the discount will be applied for three months following the month after cancellation. If the services are canceled by the customer, application of the discount will 
end in the month preceding the cancellation, and the amount discounted thus far will be billed to the customer along with the regular au mobile phone/tablet usage charges. •In certain cases, this service may not be available in combination with 
other KDDI services. •Prior notice will be given if any change is applied. •Please inquire at an au Shop regarding other costs related to the contract.

P17 P14

Optical Services

• For detailed information on applicable fixed communication services,
please call a Customer Center          .P28

@nifty, @TCOM, ASAHI net,
au one net, BIGLOBE, DTI, So-net

Affiliated cable TV providers

• Some services are not applicable. 
• The discount may not be applied depending on your area and usage condition. 
• The discount applies only if subscribing to the “Internet + Phone”, “Internet + TV” or “TV + Phone” 

offered by the same fixed communication service.

au HIKARI

au HIKARI Chura Commufa HIKARI eo HIKARI

Expanding nationwide!

Subscribe together with your broadband service and receive
a discount on the usage charge for au devices!

Plus

Family members over 50 
years old who live 
separately are also 

applicable for the discount! 

Listed “price plans” and “Flat-rate Data services” also cover 4G LTE (compatible with au VoLTE) plans.

For details on other “price plans” and “Flat-rate Data services”, visit the au website.

■You can get discounts on the usage charge of your au smartphone, tablet and mobile phone with a subscription to “au Smart Value”!

1st year 2nd year 3rd year

Internet Phone

＊1: Please check the au website for a list of “Internet + TV” or “TV + Phone” service 
participating cable TV providers.
•Some services are not applicable. •The discount may not be applied depending on your 
area and usage condition. •The discount applies only if subscribing to the “Internet + 
Phone”, “Internet + TV” or “TV + Phone” offered by the same fixed communication service.

TabletSmartphone

Permanent ¥934/month discount from the month following application

Dedicated Flat-rate Data services
or price plans

“Flat-rate Data 30                ”P02 P04

“Flat-rate Data 5/20                ”
“LTE Flat        ”
“LTE Flat for Tab/Tab(i)/Tab(L)        ”

P02 P04

P07

P09

“Flat-rate Data 2/3                ”P02 P04

¥2,000month discount
for up to two years

from the month following the month of application

Permanent
¥934/month discount

+ 
¥1,066/month
discount for

up to two years

¥1,410month discount
for up to two years

from the month following the month of application

Permanent
¥934/month discount

+ 
¥476/month
discount for

up to two years

Requirement ❶ Requirement ❷

•Discount amount varies depending on the “Flat-rate Data service”. 
Moreover, available flat-rate service varies depending on the model.

The discount applies to customers 
who subscribe to “Internet + TV” or 
“TV + Phone” service from 
participating cable TV providers.＊1

Subscription to “Internet + Phone” service for 
 Applicable fixed communication services .

Subscription to 
 Dedicated Flat-rate Data services

or price plans

also applies from the third year!
¥934/month discount

also applies from the third year!
¥934/month discount

• Flat-rate Data 1           plan allows a discount of ¥934/month for up to two years (permanent discount of ¥500/month + ¥434/month for up to two years) and ¥500/month from the third year.P02

PRICE PLAN  Discount Service

Compatible devices

Usage charge discount
au Smart Value
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

【お申し込みについて】※一部サービスは対象外となります。お住まいのエリアまたはご利用の環境によりお申し込みいただけない場合があります。「ネット＋電話」「ネット＋テレビ」「テレビ＋電話」を同一固定通信サービスでご加入の場合に限ります。※「ネット＋テレビ」
「テレビ＋電話」の対象ケーブルテレビ局はauホームページでご確認ください。※固定通信サービスとau携帯電話/タブレットのご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みいただけます。また、50歳以上のご家族の場合は、対象固定通信サービスにご契約している
住所と別住所でもお申し込みいただけます。別姓やau携帯電話/タブレットが累計5回線以上の場合はご家族・同一住所であることの証明書が必要となります（別住所で50歳以上はご家族の証明書のみ）。ご契約はau携帯電話（タブレット含む）10回線までとなります。
【割引適用について】※「auスマートバリュー」お申し込み翌月以降から割引適用となります。※「スマホセット割」ご加入の方が「auスマートバリュー」をお申し込みの場合、自動的に「auスマートバリュー」の割引に切り替わります。ただし「auスマートバリュー」適用前に
「スマホセット割」を廃止した場合、前月末をもって「スマホセット割」は終了となり、「auスマートバリュー」は翌月以降からの割引となります。※最大2年間割引（434円/月、476円/月、1,066円/月のいずれか）の適用は、対象のau携帯電話/タブレット1回線につき、「au
スマートバリュー」の割引を初めて適用した月を1ヶ月目としてカウントし、最大24ヶ月の割引をもって終了します。※各種割引サービス適用後 (「毎月割」含む) の基本使用料 (「LTEプラン」除く) ・国内通話料・国内通信料・オプション料 (「故障紛失サポート         」

「アップグレードプログラム         」除く) の合計額から割引します。割引対象合計額が割引金額を下回る場合は、割引対象合計額を上限として割引します。※割引額は月末時点で加入しているau携帯電話/タブレットのデータ定額サービスにより判定します。※月末時
点で条件を満たさない月は、割引適用されません。※au携帯電話/タブレットを解約 (一時休止、譲渡) された場合、割引の適用は解約 (一時休止) 月の当月、または譲渡月の前月をもって終了します。※固定通信サービスを「利用中」または「手続き中」の場合も割引の
適用となります。※固定通信サービスの解約などをされた場合、割引の適用は解約月の前月をもって終了します。※「auスマートバリュー」お申し込み後、固定通信サービス (「ネット＋電話」「ネット＋テレビ」「テレビ＋電話」) が6ヶ月経過後も開通されていない場合は、
順次割引を停止し、開通後、割引を再開します。※固定通信サービスを提供会社側都合で取消された場合は、取消月の翌月から3ヶ月目まで割引をいたします。ただし、お客さま都合により取消された場合は、受付の前月利用分をもって割引を終了し、それまでの割引
額をau携帯電話/タブレット側のご利用料金に合算し請求いたします。※弊社が実施する他の施策とは併用できない場合があります。※内容等が変更となる場合には事前にお知らせいたします。※別途、契約にかかる費用は店頭にてご確認ください。

定額料不要（お申し込み必要／翌月以降適用）

おうちのブロードバンドとセットで、au携帯電話のご利用がおトクに！

対象固定通信サービス

@nifty、@TCOM、ASAHIネット、
au one net、BIGLOBE、DTI、So-net

提携先ケーブルテレビ各社

ケーブルテレビ

日本全国で拡大中！

条件❷
下記の                              で「ネット＋電話」にご加入対象固定通信サービス

■「auスマートバリュー」のお申し込みで、auスマホやタブレット、auケータイのご利用料金が割引に！

1年目 2年目 3年目

934円/月割引！1,410円/月割引！

翌月以降最大2年間 3年目以降も永年934円/月割引
＋

最大2年間476円/月割引

条件❶

ネット 電話

※一部のサービスは対象外となります。
※お住まいのエリアまたはご利用の環境によりお申し込みいただけない場合があります。
※「ネット＋電話」、「ネット＋テレビ」、「テレビ＋電話」を同一固定通信サービスでご加入の場合に限ります。

＊1：「ネット＋テレビ」、「テレビ＋電話」の対象ケーブルテレビ局はauホームページで
ご確認ください。
※一部サービスは対象外となります。※お住まいのエリアまたはご利用の環境により
お申し込みいただけない場合があります。※「ネット＋電話」、「ネット＋テレビ」、「テレビ
＋電話」を同一固定通信サービスでご加入の場合に限ります。

※対象固定通信サービスの詳細は、お客さまセンター　 　 でご確認ください。

光サービス

P28

スマホ タブレット
50歳以上であれば
離れて暮らすご家族も
割引の対象に！

さらに

一部の対象ケーブルテレビ局
ご利用の方は「ネット＋テレビ」、
「テレビ＋電話」でもOK＊1

記載の「料金プラン」「データ定額サービス」は4G LTE（au VoLTE対応）のプランも対象です。
上記以外の対象「料金プラン」「データ定額サービス」については、auホームページでご確認ください。

934円/月割引！翌月以降永年

指定のデータ定額サービス 
または 料金プラン

下記の

のいずれかにご加入

「データ定額5/20   　    　 」
「LTEフラット  　  」
「LTEフラット for Tab/Tab（i）/Tab（L）      」

P07
P09

指定のデータ定額サービス 
または 料金プラン

「データ定額30   　    　 」P02 P04

P02 P04

※ご加入の「データ定額サービス」により割引額が異なります。
また、機種によりご加入いただける定額サービスは異なります。

934円/月割引！2,000円/月割引！

翌月以降最大2年間 3年目以降も永年934円/月割引
＋

最大2年間1,066円/月割引

※データ定額1       は、最大2年間934円/月割引（永年500円/月割引＋最大2年間434円/月割引）、3年目以降500円/月割引となります。

「データ定額2/3    　    　」

P02

P02 P04

P17
P14

ご利用料金割引
au スマートバリュー

PRICE PLAN　料金割引サービス

対象機種
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

No fixed charge required (Subscription required. Applies from the month following subscription.)

Contract period

*1: UQ communications and other partner providers are also covered. Please see the au website for more details. *2: Cannot be used with “Everybody Discount Single          ”. For customers who already subscribe to “Everybody Discount Single”, 
their “Everybody Discount Single” contract will be automatically cancelled. (The contract cancellation fee does not apply even in a non-contract renewal month.) *3: High Speed Mode lets you use both “WiMAX” and “WiMAX 2＋” networks. (Speed 
Wi-Fi NEXT W01 covers “WiMAX 2＋” network only.) *4: In regard to contract cancellation fees for WiMAX 2＋ compatible router with services other than KDDI, please contact the companies providing services.
Applications •Applications will be accepted if the subscribers to the au smartphone/mobile phone and WiMAX 2＋ compatible router have the same family name and address. •“au Smart Value mine” requires a WiMAX 2＋ compatible router 
subscription for every au smartphone/mobile phone subscription. •“au Smart Value mine” requires a WiMAX 2＋ compatible router subscription for every au device (smartphone/mobile phone) subscription. •A separate application is required other 
than for “au Smart Value”. Moreover, “au Smart Value mine” and “au Smart Value” cannot be applied together. •“au Smart Value mine” discount will be applied starting in the month following the month of application. •The discount is applied to the 
total sum of the following: the monthly basic charge (not including the “LTE Plan”) after other discount services (including the “Monthly Discount”) are applied to it, domestic calling charge, domestic communication charge, and option fees (excluding 
“Damage/loss Support          ” and “Upgrade Program          ”). If the amount to apply the discount to is less than the discount amount itself, the total amount to apply the discount to will be regarded as the upper limit of the discount. •If the au mobile 
phone contract is canceled (temporarily suspended or transferred), application of the discount ends the month the contract is canceled, temporarily suspended or transferred. •In cases of cancellation or temporary suspension of a WiMAX 2＋ 
compatible router subscription, discount service will end in the month prior to the month you cancel or temporarily suspend it. In case you transfer your Wi-MAX 2＋ compatible router subscription, the discount will continue during the month of transfer. 
•In certain cases, this service may not be available in combination with other KDDI services. •Prior notice will be given if any change is to be applied. •Please call the Customer Center            for information on the costs involved with the contract.P28

P17 P14

P11

■A two-year or four-year continuous contract for a WiMAX 2＋ compatible router is required to receive a discount on au 
mobile phone usage charges.

■This discount is automatically renewed every two or four years unless an application for withdrawal is made.
■If the WiMAX 2＋ compatible router is cancelled or suspended, or if the customer changes price plans during the term, a 

contract cancellation fee of ¥9,500 will be charged (excludes the renewal period). Please note that the contract cancellation 
fee does not apply when changing the contract period from two years to four years*4.

Subscribe to an au device together with
a Wi-Fi router and receive a discount!

Listed “price plans” and “Flat-rate Data services” also cover 4G LTE (compatible with au VoLTE) plans.

Router

WiMAX 2＋ Flat 
for DATA 
(four-year contract)Router

WiMAX 2＋ Flat 
for DATA 
(two-year contract “a”)

Condition❷

WiMAX 2＋
compatible router

Condition❶

Smartphone

¥934/month discount from au mobile phone usage charge

No restrictions＊1

Router

WiMAX 2＋ Flat 
for DATA EX 
(two-year contract)

Smartphone

Smartphone

“Flat-rate Data 5/20/30                ”
“LTE Flat         ”

P02 P04

P07

Subscription to
“WiMAX 2＋ Flat for DATA EX (two-year contract)       ” [¥4,880/month]

or “WiMAX 2＋ Flat for DATA
(two-year contract “a” or four-year contract)” [(¥4,196/month)]*1*2

P10

P10

Subscription to dedicated
Flat-rate Data services or price plans

¥743/month discount from au mobile phone usage charge

Dedicated 
Flat-rate Data 
services or 
price plans in 
Condition ❶

No restrictions
＊1

Restrictions applyCommunication speed restriction (7 GB per month) 
of “High Speed Mode*3” for WiMAX 2＋ router

 When total communication usage of “WiMAX 2＋” and “4G LTE” exceeds 7 GB during the same month, communication speed will be limited to 128 
kbps or less until the end of the month. (The communication speed restriction will be lifted progressively starting on the �rst day of the following month.) 
Communication speed restrictions do not apply to “Extra Option” subscribers.
For some customers whose total communication usage of “WiMAX 2＋” and “4G LTE” exceeds 3 GB over the past 3 days, communication speeds may 
be limited for a full day to prevent network congestion. (From February 2nd onwards, if the customer consumes a total of 10GB in the last three days, the 
communication speed during peak network time (6 PM to 2 AM) will be restricted to roughly 1Mbps). This communication limit applies regardless of the 
data volume left unused and also applies to subscriptions for “Extra Option.”

 If packet communication charges reach signi�cant amounts, phone lines may be temporarily suspended.

Communication
speed

restrictions

Monthly data quantity 
restriction
Other communication 
speed restrictions

By comparing to other plans, “WiMAX 2＋ Flat for DATA EX (two-year 
contract)” communication speed may slow down depending on the 
network congestion in the area.

“Flat-rate Data 2/3                ”P02 P04

＊1: No communication speed restrictions apply to High Speed Mode’s “WiMAX 2＋” communication from the month of subscription. In addition, when total communication usage of High Speed Plus Area Mode’s “WiMAX 2＋” 
and “4G LTE” in that month exceeds 7 GB and the maximum communication speed for sending/receiving reaches 128 kbps, communication speed for the High-Speed Mode of “WiMAX 2＋” and “4G LTE” for sending/receiving 
will be a maximum 128 kbps that month. For some customers whose total communication usage of “WiMAX 2＋” and “4G LTE” exceeds 3 GB over the past 3 days, communication speeds may be limited for a full day to prevent 
network congestion. The communication limit applies regardless of the data volume left unused. This applies also to Extra Option subscriptions. If communication charges reach a significant amount, phone lines may be 
temporarily suspended. ＊2: The discount will be applied to the months in which au Smart Value mine conditions are met. (Until June 2017, the discount will not be applied to any month in which au Smart Value mine conditions 
are not met.) 

•In the “Flat-rate Data 1            ” plan, there is a ¥500/month discount from 
your au mobile phone usage charge.

P02

No cancellation fee*2No cancellation fee*2

Month of subscribing +
Two/four years from the month following subscription Next two/four years Next two/four years

Discount on
monthly charge

Discount on
monthly charge

Discount on
monthly charge

Contract cancellation fee applies Contract cancellation fee applies

1st month · 2nd monthAutomatic
renewal

Automatic
renewal 1st month · 2nd month

Contract cancellation fee applies

(From the monthly bill
beginning December 2016)

High Speed Plus Area Mode’s optional service is available for au Smart Value 
mine subscribers at ¥0/month＊2 ! (Normal price ¥1,005/month and above)

PRICE PLAN  Discount Service

Usage charge discount
au Smart Value mine Compatible devices
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

定額料不要（お申し込み必要／翌月適用）

★1：UQコミュニケーションズおよびその他提携事業者も対象となります。詳しくはauホームページでご確認ください。★2：「誰でも割シングル  　　」との併用はできません。既に「誰でも割シングル」にご加入のお客さまが当サービスにお申し込み
の場合、「誰でも割シングル」は自動で廃止されます（更新月以外でも契約解除料はかかりません）。★3：ハイスピードモードとは「WiMAX」と「WiMAX 2＋」ネットワークが使用できるモードです。（Speed Wi-Fi NEXT W01は「WiMAX 2＋」ネット
ワークのみ対応）★4：KDDI以外でご契約の場合のWiMAX 2＋対応ルーターの契約解除料については、各社にお問い合わせください。
【お申し込みについて】※au携帯電話とWiMAX 2＋対応ルーターのご契約者が同一名義の場合にお申し込みいただけます。※WiMAX 2＋対応ルーターの1回線につき、au携帯電話1回線でお申し込みいただけます。※「auスマートバリュー」とは別の
お申し込みが必要です。また、「auスマートバリュー」と重複してのお申し込みはできません。※「auスマートバリュー mine」のお申し込み翌月から割引適用となります。※各種割引サービス適用後（「毎月割」含む）の基本使用料（「LTEプラン」除く）・国内
通話料・国内通信料・オプション料（「故障紛失サポート        」「アップグレードプログラム        」除く）の合計額から割引します。割引対象合計額が割引金額を下回る場合は、割引対象合計額を上限として割引します。※au携帯電話を解約（一時休止、譲
渡）された場合、割引の適用は解約・一時休止・譲渡月の当月をもって終了します。※WiMAX 2＋対応ルーターを解約・一時休止された場合はお申し込み月の前月をもって、譲渡された場合は当月をもって割引の適用を終了します。※弊社が実施する他の施
策とは併用できない場合があります。※内容等が変更となる場合には事前にお知らせいたします。※別途、契約にかかる費用はお客さまセンター 　　 にてご確認ください。

条件❷

WiMAX 2＋
対応ルーター

「WiMAX 2＋フラット for DATA EX（2年契約）      」［4,880円/月］ または
「WiMAX 2＋フラット for DATA      （2年契約aまたは4年契約）」

［4,196円/月］にご加入★1★2

P10

P10

契約期間について ■WiMAX 2＋対応ルーターの2年もしくは4年単位の継続利用でau携帯電話のご利用料金が割引になります。 
■廃止のお申し出がない限り、2年または4年単位で自動更新されます。
■更新期間以外でWiMAX 2＋対応ルーターの解約・一時休止・料金プランの変更などを行うと、契約解除料（9,500円）がかかります。

ただし、2年から4年への契約期間変更の場合、契約解除料はかかりません★4。

P17

P11

P14

P28

条件❶

スマホ

指定のデータ定額サービス
または 料金プランにご加入

記載の「料金プラン」「データ定額サービス」は4G LTE（au VoLTE対応）のプランも対象です。

「WiMAX 2＋」「4G LTE」の当月ご利用の通信量が合計で7GBを超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大128kbpsとなります（通信
速度の制限は、翌月1日に順次解除されます）。「エクストラオプション」をお申し込みの場合は、通信速度の制限なくご利用いただけます。
ネットワーク混雑回避のために、直近3日間に「WiMAX 2＋」「4G LTE」のご利用の通信量が合計で3GB以上の場合、終日速度制限を行います

（2017年2月2日以降、直近3日間合計10GB以上の場合、ネットワーク混雑帯（18時～2時）の通信速度が概ね1Mbpsの制限に変更となり
ます）。残データ容量に関わらず制限の対象となります。「エクストラオプション」加入の場合も対象となります。
ご利用の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。

通信速度制限

【月間容量制限について】
　　
【その他の通信制限について】　　

※「データ定額1        」は、au携帯電話利用料から500円/月割引となります。
＊1：ハイスピードモードの「WiMAX 2＋」通信は当月から月間容量制限なしとなります。なお、ハイスピードプラスエリアモードの「WiMAX 2＋」「4G LTE」の当月利用の通信量合計が7GBを超え、通信速度が送受信最大128kbpsとなった
後はハイスピードモードの「WiMAX 2＋」通信を含め、当月中は「WiMAX 2＋」「4G LTE」通信の通信速度が送受信最大128kbpsとなります。ネットワーク混雑回避のために、直近3日間に「WiMAX 2＋」「4G LTE」のご利用の通信量が合
計で3GB以上の場合、終日速度制限を行います。残データ容量に関わらず制限の対象となります。「エクストラオプション」加入の場合も対象となります。ご利用の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。＊2:auスマートバリュー mineの条件を満たした月に割引適用されます。（2017年6月ご利用分までは、ご利用月1ヶ月間を通じて条件を満たしていない場合、割引対象外となります。）

P02

auスマートバリュー mineのお客さまなら
ハイスピードプラスエリアモードのオプション利用料0円/月＊2！（通常1,005円/月）（2016年12月ご利用分より）

ルーター

WiMAX 2＋
フラット for DATA
（4年契約）ルーター

WiMAX 2＋
フラット for DATA
（2年契約a）

WiMAX 2＋対応ルーターの
「ハイスピードモード★3」の速度制限（月間7GB） 制限なし＊1 制限あり 制限なし＊1

ルーター

WiMAX 2＋
フラット for DATA
EX（2年契約）

au携帯電話利用料から743円/月割引

条
件
❶
の
指
定
の
デ
ー
タ
定
額

サ
ー
ビ
ス
ま
た
は 

料
金
プ
ラ
ン

「データ定額5/20/30 　　 　　 」
「LTEフラット　　 」P07

スマホ

au携帯電話利用料から934円/月割引
スマホ

「データ定額2/3　　 　　  」

WiMAX 2＋フラット for DATA EX（2年契約）は他のプランと比較すると、
ご利用されるエリアの混雑状況により速度が低下する場合があります。

P02 P04

P02 P04

Wi-Fiルーターとのセット利用でおトクに！

料金割引

契約解除料がかかります

次の2年/4年間
料金割引

契約解除料がかかります

次の2年/4年間
料金割引

契約解除料がかかります

申込月+翌月から2年/4年間

自動更新 自動更新 1ヶ月目・2ヶ月目

契約解除料は不要★2

1ヶ月目・2ヶ月目

契約解除料は不要★2

ご利用料金割引
au スマートバリュー mine

PRICE PLAN　料金割引サービス

対象機種
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

First time/year: ¥3,000＊1
   Regular charge ¥5,000

Second time/year: ¥6,000＊1  Regular charge ¥8,000
＊1: This is the price applied for long-term discount subscribers with contracts over 25 months*1.

•¥500 is discounted for cases without substitute models 
•If applied via the internet, there is an additional ¥500 discount applied which adds 
up to ¥1,000 in total 

•Free of charge for spontaneous failures within 12 months of purchase*2

The service can be
used twice a year.

Cost when using this service

The broken handset sent to au will not be returned to you. You are responsible for data backup, deletion, transfer of data to replacement handset, etc.
•If the same model in the same color is difficult to provide, a replacement model and a color that are specified by au is provided.

Diagnosis

Download from here 

▲App for incident reporting
au provides total support for customers whose smartphones are broken. 
A reliable app for your peace of mind. 

For Android™ 2.2 and over

How to Subscribe

24 hours

Damage/loss support center

In cases of phone malfunction or loss, partial cost coverage
for model replacement or repairs is guaranteed.

This discount only applies when purchasing an au mobile phone. If you cancel this service, you will not be able to apply to it again until you purchase another 
au mobile phone.
Also applies to compatible devices other than the above. Please check the au website for more details.

Smartphones ···Android™     Tablets ···Android™ (4G LTE models only)
Wi-Fi routers ···WiMAX 2＋ compatible models

■Fix charge ■Compatible devices

*5: As each model varies in functionality, complete transfer of data is not guaranteed.

*1: If subscribers to the present service or to a “family discount” equivalent to that service have an au contract that is longer than 25 months, then their subscription to the present service becomes eligible for a long-term discount. The discount also 
applies to customers who use a Wi-Fi router or tablet, have subscribed to a set discount (“WIN Single Set Discount” or “Smartphone Set Discount”) and signed a discount applicable contract with au for more than three years. *2: The warranty does 
not cover troubles caused by customers. *3: Will be subtracted from the billing amount for the usage of the following month (in the current month, the regular charge will be invoiced). If you cancel the “damage/loss support” in the middle of the 
month, the upper limit for packet communication charges will no longer apply to the month of the cancellation. *4: The upper limit does not apply to the 4G LTE Tablet or Wi-Fi router.

＊3: Only applicable to subscribers of the “damage/loss support”.

When a problems occurs, 
have au make a diagnosis!

Online application＊3

Easy application for 
replacement (24 hours)!

 Consultation on trouble＊3

Easy contact via phone to
Keitai Guarantee Support Center! 

App for data transfer*5

Launch apps compatible 
with your model! 

■Apply via phone   9:00-20:00 (365 days a year)
  　 0120-925-919

■Apply via internet

■Repair service
Bring your handset to an au Shop or PiPit, where a 3-year warranty and repairs and renewals are available at special discount prices 
for water damage or handset loss.

■Service charges are more affordable for 4G-LTE customers
• Receive a ¥1,000 discount on the contract processing fee when changing from a 4G LTE smartphone to a 4G LTE tablet or WiMAX 2+ 

compatible model.
• Receive a ¥100 discount on au IC card re-issue fees when using the “Replacement handset delivery service.
• If you have subscribed to the existing plan continuously from/since before November 2015 (without subscribing to “data flat-rate 

service”), the upper limit for data communication charges is limited to ¥15,000/month*3*4.

au top page ▶ Support ▶ repair/failure ▶ 
you can apply at once on the web for an exchange

If your mobile phone is damaged or lost in an accident, a replacement product of the same model and color will be delivered to 
the address you designate (only in Japan) on the same day at the soonest. You can specify the preferred date and time of delivery, 
or receive it at a convenience store.
•In the Kanto and Kansai regions, customers who apply before 10 AM can receive their phone the very same day. For other regions/time slots, it will be delivered 
the following day in principle (except for certain areas and remote islands).

•The phone can be received in a convenience store only after applying via the Internet.

■Replacement handset delivery service

■You receive more privileges if you subscribe to the upgrade program
When subscribers to the “Upgrade Program＊2        ” change their phone to a new model, they may receive privileges through that 
program even if they are changing due to a breakdown, water damage or breakage of the previous model.
＊2: It also applies to “Upgrade Program (junior)” users.

P14

¥380/month

After you purchase an eligible 
model, you can download the 
app right away!
•It is already installed on smartphones/tablets 

released after November 2016.

PRICE PLAN  Various Optional Services

Guarantee service for loss or failure
Damage/loss Support Compatible devices

•Inquire with au Shop staff or at a Customer Center           for compatible models.P28
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

★1:本サービス加入回線またはその回線と同一の「家族割」内で、au契約が25ヶ月以上の回線が含まれる場合、本サービス加入回線は長期利用割引の対象となります。Wi-Fiルーター、タブレットをご利用中のお客さまは、セット割（「WIN シングルセッ
ト割」または「スマホセット割」）に加入しており、 セット割の対象回線のご契約が3年目以上の場合が対象です。★2:お客さまによる過失の場合は対象外となります。★3:翌月ご利用分のご請求金額から割引いたします（当月ご利用分の請求時には、通常
料金で一旦ご請求します）。なお、月途中に「故障紛失サポート」を退会された場合は、退会された月の上限額は対象外となります。★4:4G LTEタブレットおよびWi-Fiルーターは対象外です。

■アップグレードプログラムにご加入されるとさらに特典
「アップグレードプログラム＊2　　  」にご加入の場合、アップグレードプログラム特典を利用して機種変更する際に、
旧機種が故障、水濡れ、破損等をしていても特典をご利用いただけます。

■お預かり修理サービス
auショップやPiPitでお預かり。3年保証や修理代金割引、水濡れ・全損時の特別価格でのリニューアルなどがご利用いただけます。

■交換用携帯電話機お届けサービス

お申し込み方法
24時間受付■インターネットからのお申し込み3,000円＊1

6,000円＊1

1回目/年
2回目/年

通常 5,000円
通常 8,000円

サービス利用時のご負担金額

＊1：長期利用割引（auご契約25ヶ月以上）適用時の金額です★1。

※同一機種・同一色の提供が困難な場合、別途当社が指定する機種・色の交換用携帯電話機をご提供します。

急に壊れても　　クイック対応

■お電話でのお申し込み　9：00~20：00（年中無休）

  　   0120-925-919 故障紛失サポートセンター

・代用機なし割引適用の場合500円割引
・インターネットからのお申し込みは、さらに500円割引で合計1,000円割引
・お買い上げ日から1年以内の自然故障は無償★2

故障時や紛失時、交換や修理の費用の一部を補償します。

・端末購入時以外の4G LTEスマートフォン/4G LTEケータイ⇔4G LTEタブレット/WiMAX 2+対応機種の契約変更手数料を1,000円割引
・「交換用携帯電話お届けサービス」利用時のau ICカード再発行手数料を100円割引
・2015年11月以前より従来プラン（「データ定額サービス」未加入）を継続でご利用中の場合、データ通信料の上限額を15,000円/月に制限★3★4

＊2：「アップグレードプログラム（ジュニア）」も対象です。

380円/月 ■定額料 ■対象機種 スマートフォン…Android™　タブレット…Android™（4G LTE機種のみ）
Wi-Fiルーター…WiMAX 2+対応機種

auホームページトップ ▶ サポート ▶ 修理・故障 ▶
今すぐWEBで交換を申し込む

携帯電話の故障・破損・紛失などのトラブル時、同一機種・同一色のリフレッシュ品をお客さまのご指定先（国内のみ）へ
最短で当日にお届けします。お届け日・時間帯のご指定や、コンビニエンスストアでの受け取りも可能です。
※関東・関西地域で朝10時までのお申し込みなら当日中にお届けが可能です。その他の地域・時間帯でも原則翌日にお届けします（一部地域・離島を除く）。
※コンビニエンスストアでの受け取りは、インターネットでのお申し込み時に限ります。

壊れた電話機はauで回収し、返却はできませんので、データのバックアップ・移行・消去等は事前にお客さまご自身で行ってください。

本サービスのご加入はau携帯電話のご購入時のお申し込みに限ります。退会された場合、次回のau携帯電話ご購入時まで再加入できません。
上記以外の対象機種も対象になります。詳しくはauホームページでご確認ください。

年2回までご利用OK

故障受付アプリ
スマホの故障時をトータルサポート。もしものときに頼れるアプリ。

トラブル診断
調子が悪いと思ったら、まずは診断！

対象機種を買ったらすぐに
ダウンロード！

ダウンロードはこちら 

▲

オンライン交換受付＊3

ワンタッチで申込画面へ！（24時間受付）

故障相談受付＊3

「故障紛失サポートセンター」へ
簡単操作で電話をおつなぎします！

データ移行アプリ★5

ご利用の機種に
対応したアプリを起動！

＊3：｢故障紛失サポート｣にご加入の方のみ対象です。

Android™ 2.2以上

★5：機種ごとに機能差があるため、完全な形ですべてのデータ移行を保証するものではありません。

※2016年11月以降発売のスマートフォン・
　タブレットにはあらかじめインストールされています。

P14

■4G LTEのお客さまなら各種料金もお手頃に

PRICE PLAN　各種オプションサービス

紛失・故障時補償サービス
故障紛失サポート 対象機種

※対応機種の詳細は店頭スタッフまたはお客さまセンター　　   でご確認ください。P28
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https://cs.kddi.com/support/n_login.html
https://cs.kddi.com/support/n_login.html
https://pass.auone.jp/app/detail?app_id=7336910000002
https://pass.auone.jp/app/detail?app_id=7336910000002


All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

¥400/month
(¥200 for the first payment)

AppleCare+ extends your warranty to 2 years.

Covers theft and loss with AppleCare+.

AppleCare+ repair service fee

Contents
of warranty

iPhone SE/6/6 Plus/5s/5c

iPad

iPad

iPhone

iPhone 7/7 Plus/6s/6s Plus

Screen breakage: ¥3,400 (tax excluded),
Other damages: ¥11,800 (tax excluded) (up to 2 times in 2 years)

¥4,400 (tax excluded)
(up to 2 times in 2 years)

Subscription and payment

¥600/month
(¥1,000 for the first payment)

¥550/month
(¥150 for the first payment)

•This service can only be subscribed to at an au Shop or a store handling au. •Payment starts from the month of purchase and ends in the 24th month (in some cases, 
payment may start from the month following purchase.) •If your iPhone and/or iPad is stolen or lost by your willful intention or serious negligence, or damaged by natural 
disaster (earthquake, eruption, tsunami, flood, etc.), this guarantee service will not cover your iPhone and/or iPad. •If this service is cancelled, AppleCare+ will be 
cancelled automatically, and if AppleCare+ is cancelled, this service will be cancelled automatically. •If you subscribe to or cancel this service in the middle of a month, 
payment on a per diem basis cannot be applied that month. •The guarantee coverage of your stolen or lost iPhone and/or iPad can only be used once, and this service 
and AppleCare+ will be automatically cancelled.

TM and © 2016 Apple Inc. All rights reserved. iPhone is a trademark of Apple Inc. The iPhone trademark is used under Aiphone Co., Ltd.’s license. Apple and iPad are registered trademarks of Apple Inc. in the United States and other countries. 
AppleCare is a service mark of Apple Inc.

•This privilege requires an AppleCare+ subscription for each line. •The subscription must be made at the same time as the purchase (Wi-Fi models are not applicable.) 
•This service only covers au mobile phones designated by au but not the battery charger and other accessories.

If your iPhone and/or iPad is stolen, lost or damaged in a fire (in Japan or abroad), this optional service provides partial cost 
coverage for re-purchasing. Customers (and their family members) who subscribe to au services for over two years are provided 
an additional amount as a long-term user privilege.

iPhone (iPhone 4S is not included) iPad

Service usage charge ¥152/month (¥123/first month)

•Service fee depends on model. •In case of accidental damage, hardware repairs come with the above service fees.

•AppleCare+ can be purchased only at the same time you purchase your iPhone or iPad. •Payment starts from the month of purchase and ends on the 24th 
month (In some cases, payment may start from the month following the purchase.) •If your iPhone or iPad subscription is cancelled, this service is cancelled 
automatically. •Within 30 days of your iPhone or iPad purchase date, one-time payment for this warranty is available at the Apple Store. The Apple Store 
requires inspection of your iPhone & iPad and proof of purchase.

¥23,148 is provided
For customers with a 25-month or longer contract (three-year contract),

¥4,630 is added
for ¥27,778 in total.

¥11,574 is provided
For customers with a 25-month or longer contract (three-year contract),

¥2,315 is added
for ¥13,889 in total.

●AppleCare+ extends the warranty to 2 years for your iPhone, iPad and accessories including the battery, 
earphones, etc. (If you do not subscribe to AppleCare+, the basic warranty covers 1 year starting from the 
purchased date).

●AppleCare+ extends free telephone technical support to 2 years.
●AppleCare+ covers repair service fees for damage from accidents and misuse up to ¥11,800 (up to 2 times 

in 2 years.)

Optional Guarantee in Case of Loss (i)

Compatible devices

Compatible devices

Optional service to extend your service and support coverage
AppleCare+

PRICE PLAN  Various Optional Services
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

「AppleCare+」は、保証期間を2年に延長できるサービスです。

「AppleCare+」とあわせてご利用いただくことで、
盗難や紛失までカバー。

AppleCare+ご購入の方の修理サービス料金 

保証内容

iPhone SE／6／6 Plus／5s／5c

iPad

iPad

iPhone

iPhone 7／7 Plus／6s／6s Plus

ディスプレイの破損：3,400円（税抜）、その他の破損：11,800円（税抜）（2年間で2回まで） 4,400円（税込）（2年間で2回まで）

お申し込み・お支払い方法

600円／月（初回1,000円） 550円／月（初回150円） 400円／月（初回200円）

※auショップ、au取扱店のみにて、ご加入いただけます。※加入月のご利用料金からご請求を開始し、24回の請求をもって終了します（一部、加入月の翌月ご利用分から
のご請求となる場合があります）。※盗難・紛失の原因が、ご利用者さまの故意・重過失による場合、災害（地震・噴火・津波・水害）などによる損害は対象外です。※本サー
ビスを解約された場合、「AppleCare+」も同時に解約となり、AppleCare+解約時も同様に本サービスは解約となります。※月途中で加入・解約された場合の日割計算は
実施いたしません。※本サービスの補償を受けた場合、盗難・紛失に遭われた iPhoneおよび iPadに対する本サービスおよび「AppleCare+」は自動的に解約となります。

盗難や紛失、焼失した場合、再購入をサポート（海外での盗難・紛失もサポート）。さらに auのご契約が 3 年目（25ヶ月）以上の
お客さまおよびそのご家族（同一家族割に加入）のお客さまは、長期ご利用特典として、サポート代金を増額してお支払いします。

iPhone（iPhone 4Sを除く） iPad

サービスご利用料金152円／月（初回123円）

● iPhone & iPad 本体、付属品（バッテリー、イヤフォンなど）の製品保証が 2 年間に延長されます（未加入の場合、iPhone & 
　iPad のご購入日から1 年間となります）。
●ソフトウェアの無償電話サポート期間が2年間に延長されます。
● 過失や事故による損傷に対する修理などのサービスを、1回につき最大 11,800円（税抜）（ 2年間で2回まで）のサービス料
　で受付いたします。

※機器によりサービス料金が異なります。※修理サービスは、不慮の事故などの場合に上記価格で修理サービスを受けることができます。

※iPhone & iPadご購入と同時の場合のみご購入可能です。※サービスご購入月のご利用料金からご請求を開始し、24回のご請求をもって終了します（一部、
サービスご購入月の翌月ご利用分からのご請求となる場合があります）。※iPhone & iPad ご解約時には、自動的にサービスも終了します。※保証対象となる
iPhone & iPad のご購入日から30日間以内のみ Apple Store にて一括払いでのご購入も可能です。ご購入に際しては、iPhone & iPadご購入日、破損・損
傷の有無を確認させていただきます。

23,148円サポート
さらにauのご契約が3年目（25ヶ月）以上なら

4,630円増額し合計27,778円をサポート

11,574円サポート
さらにauのご契約が3年目（25ヶ月）以上なら

2,315円増額し合計13,889円をサポート
※特典適用には対象回線ごとに「AppleCare+」との同時申し込みが必要となります。※機種ご購入時のお申し込みに限ります（Wi-Fiモデルは対象外）。※本サポート
の対象は、当社が定める「au携帯電話本体」に限るものとし、「充電機器類」ならびに付属品は対象外となります。

対象機種紛失補償オプション（ i）

保証期間延長オプションサービス
AppleCare+

対象機種

PRICE PLAN　各種オプションサービス

TM and © 2016 Apple Inc. All rights reserved. iPhoneはApple Inc.の商標です。 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。 Apple、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 
AppleCareは、Apple Inc.のサービスマークです。
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

Notification of
communication
usage volume

KDDI will notify you by SMS (C-mail) before your usage volume exceeds 6 GB or 7 GB (plus 500 MB when subscribing to the “Tethering Option” in one 
month. When using “Data Charge”, KDDI will send the notification to the e-mail address registered for your au ID if your total remaining monthly data quantity 
including purchased data quantity becomes less than 5% or 1%, respectively.

Communication 
speed restrictions

 When communication usage exceeds monthly data quantity during the same month, communication speed will be limited to 128 kbps or less 
(best effort service          ) until the end of the month. (The communication speed restriction will be lifted progressively starting on the first day of 
the following month.) Communication speed restrictions do not apply to data quantities purchased by “Data Charge       ” and “Extra Option” 
subscribers.

 For customers who have transmitted or received over 6 GB over the past 3 days (excluding the current day), communication speeds may be 
limited for a full day to prevent network congestion. (The restriction applies regardless of data quantity purchased via “Data Charge”.)

 If packet communication charges reach a significant amount, phone lines may be temporarily suspended.

P07
P20

The monthly data quantity can be shared between a 4G LTE tablet and 4G LTE 
smartphone as a set.

Listed “price plans” and “Flat-rate Data services” also cover 4G LTE (compatible with au VoLTE) plans.

Data Share Compatible devices

PRICE PLAN  Various Optional Services
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■How to use

■Applicable price plans/Flat-rate Data services

The monthly data quantity can be shared 
between the tablet and smartphone!

4G LTE tablet ................ “Flat-rate Tablet Plan ds (three-year contract) / (two-year contract)         ” and “LTE Flat for Tab/Tab(i)/Tab(L)         * ”
4G LTE smartphone ..... “Flat-rate Data 1/2/3/5/20/30                 ”, “LTE Flat         ”
● It is necessary to make a contract under the same name for the 4G LTE tablet and 4G LTE smartphone (If the name of the user is registered, the contractor’s name and 

registered user name must be the same.)

P02 P04

P08 P09

P07

●If the contractor’s name is the same for the 4G LTE tablet and 4G LTE smartphone, you can use 
one au ID. If the name of the user is registered, the contractor’s name and registered user name 
must be the same. ●Services and campaign benefits earned with previous au IDs cannot be 
transferred after you consolidate your au ID. Moreover, the privileges charged to au WALLET 
Prepaid Card under the previous au ID will not be available.

20 GB

Share

(Ex.)

STEP 2STEP 1 STEP 3

*: If the LTE Flat for Tab/Tab(i)/Tab(L)           is subscribed to, the total monthly data quantity of your tablet and smartphone is available to be shared between them.
Data Share ●Data Share applies to the recharged data quantity via “Data Charge          ”. ●Data Share can apply to up to five 4G LTE tablets and their lines per one 4G LTE 
smartphone. Data Share can also apply to up to four other 4G LTE tablets and their lines per one 4G LTE tablet. Moreover, Data Share can be used among up to five tablets. 
●Data Share is not available overseas (except when using“World Flat-rate Data          ”). ●Data Share cannot be used by “Extra Option”, “Anshin Access Service” and “WEB use 
restriction” subscribers. ●If you use a user registration system or transfer (including between family members) your device while subscribing to the Data Share, the united au ID 
will be unlinked and the Data Share setting will be terminated. Moreover, you may not be able to make such a changeover at the end of the month because the changed 
available monthly data quantity for the next month may not be reflected. ●If a plan not covered by Data Gift is included in your line with the Data Share subscription, other lines 
with the same Data Share subscription are also not covered by the Data Gift.

P20

P24

P09

Set the same “au ID” 
for au tablet and au 
smartphone.

Subscribe to “Data Charge” 
and set up “Data Share”.

Same “au ID”

[Consolidate au IDs]

About Data Share Visit here 
for more 
details

Visit here 
for other 
notes.

Start to use 
“Data Share”!

Large-screen tablet 
for watching movies 
in your private time 
and advancing your 
ideas at work.

Price plan for tablet: “Flat-rate Tablet Plan ds 
(three-year contract)”
Flat-rate Data service for smartphone: 
“Flat-rate Data 20”

Monthly data quantity shared between 2 devices*

Handy 
smartphone 
for your 
everyday life.Tablet Smartphone

Share

Used by
smartphone

Used by
tablet 

実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

通信速度制限

当月中にご利用の通信量が6GBおよび7GB（「テザリングオプション」加入時は＋500MB）を超えた場合、SMS（Cメール）にてお知らせします。
「データチャージ」をご利用の場合、当月中にご利用の通信量が月間データ容量および購入データ容量の合計残容量で5%・1%以下になった場
合、au IDに登録されたメールアドレスにお知らせします。

通信量到達の
お知らせについて

4G LTEタブレットと4G LTEスマホをセットで使うと、月間データ容量をシェアできる。

記載の「料金プラン」「データ定額サービス」は4G LTE（au VoLTE対応）のプランも対象です。

■ご利用方法

■対象の料金プラン/データ定額サービス

●同一名義の場合、au IDが統合できます（利用者登録をされている場合は、契約者名義と利用者名義
が同一であること）。●統合前のau ID（統合元のau ID）で利用していたサービスやキャンペーンは、統合
先のau IDには引き継ぎができません。また、au WALLET プリペイドカードの特典機能はご利用いた
だけなくなります。

タブレット

大画面のタブレットは
オフの映画鑑賞や
仕事での提案に

手軽なスマホは
日常使いで

【au ID統合時のご注意事項】

同じ「au ID」

「データチャージ」へのご加入と
「データシェア」の設定STEP 2STEP 1 STEP 3

「データシェア」
ご利用開始！

データシェアに
ついて

auタブレットとauスマホを
同じ「au ID」にする

その他
注意事項は
コチラ

詳しくは
コチラ

スマホ

●4G LTEタブレットと4G LTEスマートフォンは同一名義でご契約が必要です（利用者登録をされている場合は、契約者名義と利用者名義が同一である必要があります）。

（例）タブレット 料金プラン：「タブレットプラン ds（3年契約）」
スマートフォン データ定額サービス：「データ定額20」

4G LTEタブレット ……… 「タブレットプラン ds（3年契約）/（2年契約）        」「LTEフラット for Tab/ Tab（i）/ Tab（L）       ★」
4G LTEスマートフォン … 「データ定額1/ 2 / 3 / 5 / 20 / 30  　　      」「LTEフラット       」

P08

P02 P04

P09

P07

当月ご利用の通信量が合計で月間データ容量を超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大128kbps（ベストエフォート型サービス  　　）と
なります(通信速度の制限は、翌月1日に順次解除されます)。「データチャージ       」のデータ容量購入分または「エクストラオプション」をお申し込み
の場合、通信速度の制限なくご利用いただけます。
ネットワーク混雑回避のために、直近3日間（当日は除く）にご利用の通信量が合計で6GB以上の場合、通信速度を終日制限させていただく場合が
あります（「データチャージ」のデータ容量購入分も制限の対象となります）。  
ご利用の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。

P20
P07

タブレットとスマホの
月間データ容量をシェア！

2台でシェアする月間データ容量★

★：タブレット単独型プラン　　　ご利用の場合は、スマートフォンとタブレットの月間データ容量の合計がシェアの対象となります。
【データシェアについて】 ※「データチャージ　　　」をした場合、その容量もデータシェアの対象となります。※データシェアを適用できる4G LTEタブレットは、4G LTEスマートフォン1回線に
対して、最大5回線まで設定ができます。また、タブレット同士のみでも最大5台までデータシェアのご利用が可能です。※海外では、データシェアはご利用いただけません（「世界データ定額　　　」
利用時除く）。※「エクストラオプション」「安心アクセスサービス」「WEB利用制限」にご加入の場合、ご利用いただけません。※データシェアをご利用中の回線で利用者登録・譲渡（家族間譲渡
含む）・承継を行った場合、統合済のau IDが分離され、データシェアの設定が解除されます。また、月末日にこれらの手続きを行った場合、翌月にご利用できる月間データ容量が反映されない場合
があるため、お申し込みいただけません。※データシェアをご利用中の回線に、データギフト対象外のプランが含まれる場合、データシェアを利用する他の回線もデータギフトの対象外となります。

P20P20

P09

スマホ
利用分

タブレット
利用分

20GB

共有 共有

P24

PRICE PLAN　各種オプションサービス

対象機種データシェア
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 

Usage charge 
• “au ID” setting is required to use “Data Charge”.

You can charge (purchase) data quantity in real time.

Data quantity can be added if you used the entire monthly data quantity.
You can also purchase data quantity before using all of it.

Data quantity unit Usage charge Valid period

0.5 GB ¥550 62 days from
the time of charging1 GB ¥1,000

*: Subscription to “Data Charge” is required. Even when there is no subscription from the customer, data charges may apply based on the status of service usage (except for corporations).
● Data quantity purchased via Data Charge cannot be used as a Data Gift. ● Data quantity can be purchased via au Easy Payment. Remaining data quantity cannot be used when changing to a non-applicable Flat-rate Data (packet) service 
or price plan. Data Charging is immediately available if you subscribe to this service via “My au          ” between 08:00 and 21:00. If you subscribe to this service between 21:00 and 08:00, it will be available from the following day after 08:00. 
Moreover, if you make a new contract with au or change models on the same day, you can start using it from the following day after 08:00.

P28

Monthly
data quantity

Purchased
data quantity

Monthly
data quantity

0GB

I used too much this month,
so I need a larger data quantity.

Purchase
data as needed

High-speed
communication

can be used.

Applicable Flat-rate Data services and price plans*

 Listed “price plans” and “Flat-rate Data services” also cover 4G LTE (compatible with au VoLTE) plans.

Fast-speed
communication

can be used.
Communication

speed restriction
applies.

Remaining monthly data quantity can be carried
over to use by the end of the next month.

Requirements ······ Data carry over applies if both of the following requirements are met.

Requirement 2

Subscription to
“Data Charge               ”see below

Subscription to applicable Flat-rate Data service or price plan:
“Flat-rate Data 5/20/30                ”, “Flat-rate Tablet Plan ds (three-year contract)/(two-year contract)         ”
or “LTE Flat for Tab/Tab(i)/Tab(L)        ”.

P04P02 P08

P09

Customers who subscribe to
“Flat-rate Data 1/2/3/5/20/30                ”, “LTE Flat        ”, 
“Tablet Plan ds (three-year contract/two-year contract)        ”or  
“LTE Flat for Tab/Tab(i)/Tab(L)        ”.

P04P02 P07

P08

P09

Requirement 1

●This applies to customers who subscribe to applicable services/price plans. If you change your price plan to another Flat-rate Data service or price plan that is not covered by “Data Charge,” carried over data quantity cannot be used. 
●If using Data Share service, a subscription to an applicable Flat-rate Data service or price plan is required for each line. ●Only the monthly data quantity designated by the Flat-rate Data service or price plan is carried over. Additional data 
quantity provided in campaigns, data quantity carried over from the previous month, and data quantity purchased by Data Charge cannot be carried over to the next month.

Use my remaining monthly 
data quantity next month.

Data Carry Over Compatible devices

Data option
Data Charge Compatible devices

Please check           for more 
details.

P07Communication
speed restrictions

KDDI will send the notification to the e-mail address registered for your au ID if your 
total remaining monthly data quantity including purchased data quantity becomes 
less than 5% and 1%.

Notification of
communication
usage volume

PRICE PLAN  Various Optional Services
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

記載の「料金プラン」「データ定額サービス」は4G LTE（au VoLTE対応）のプランも対象です。

チャージ利用料
• 「データチャージ」のご利用には「au ID」の設定が必要です。

★：「データチャージ」へのご加入が必要です。お客さまからのお申し込みがない場合も、ご利用状況等を踏まえて「データチャージ」を適用する場合があります（法人を除く）。
※購入したデータ容量は、データギフトの対象外です。※データ容量の購入はauかんたん決済を利用します。※対象のデータ定額サービスまたは料金プラン以外に変更された時点で残りの購入したデータ容量はご利用できなくなります。※「My au
　 　 」にて8時～21時までにデータチャージ開始のお手続きをいただいた場合、すぐにご利用いただけます。21時～翌8時までにお手続きの場合、翌日8時以降よりご利用いただけます。なお、同日に新規契約・機種変更のお手続きをされた場合
は、翌日8時以降のご利用となります。

リアルタイムにデータをチャージ（購入）できる。

月額データ容量を使い切っても、データ容量を追加できる。使い切る前でも、チャージ可能。

データ容量単位 利用料 有効期間

0.5GB 550円 チャージ時点より
62日間1GB 1,000円

月間
データ容量

購入
データ容量

月間データ容量

0GB

今月はたくさん使ったから、
データ容量が足りない…

使いたい分だけ
データチャージ

高速通信OK 高速通信OK
通信速度制限が
かかります

対象のデータ定額サービスまたは料金プラン★ 

※当月末時点で対象のサービス/料金プラン適用中の方が対象となります。ただし、「データチャージ」対象外のデータ定額サービスもしくは料金プランに変更した場合、くりこされたデータ容量は利用できなくなります。
※「データシェア」をご利用の場合、データシェアを設定している全ての回線で対象のデータ定額サービスもしくは料金プランへのご加入が必要です。※くりこしの対象はデータ定額サービスもしくは料金プランで定められている月間データ容量です。
キャンペーン等での増量分・前月からのくりこし分・データチャージでの購入分はくりこしの対象外です。

対象のデータ定額サービスまたは料金プランへのご加入：
「データ定額5/20/30             」「タブレットプラン ds（3年契約）/（2年契約）      」
「LTEフラット for Tab/Tab（i）/ Tab（L）      」

条件②

P02 P04

P09

P08

条件①

「データチャージ　　」への
ご加入

下記

「データ定額 1/2/3/5/20/30　　  　　」「LTEフラット　　 」
「タブレットプラン ds（3年契約）/（2年契約）       」
「 LTEフラット for Tab/ Tab（i）/ Tab（L）       」をご利用のお客さま

P02 P04

P09

P08

P07

ご利用の条件 …… 下記①②の条件をすべて満たすことで、ご利用いただけます。

余った月間データ容量を、
翌月末までくりこして利用できます。

余った月間データ容量を
翌月自分で使う！

P28

対象機種データくりこし

PRICE PLAN　各種オプションサービス

対象機種

データオプション
データチャージ

通信速度制限 詳細は       でご確認ください。 通信量到達の
お知らせについてP07 当月中にご利用の通信量が月間データ容量および購入データ容量の合計残容量で5%・

1%以下になった場合、au IDに登録されたメールアドレスにお知らせします。
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The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 
•Charges for various International Services are tax-exempt.

Number of
calls/month

Duration/call

First 50 calls Free

Charge ¥300/call
+ ¥20/30 seconds

Up to 15 minutes Exceeding 15 minutes

From 51 calls
onward      

Required■Subscription

•Calls up to 15 minutes each 
(up to 50 calls per month)

Free*1 international calling service from au (in Japan) to target countries/territories.
•Calls up to 15 minutes each (up to 50 calls per month)

■Target ................ 4G LTE smartphone / mobile phone subscribers
with Flat-rate Data 1/2/3/5/20/30”

■Calling charges.. Overseas calls from Japan to target countries/regions using
 au International Call Service (dialing 010 first)*2 will be charged as below.

P04■Fixed charge...... “Flat-rate Data 5/20/30                   ” subscription: 
 ¥980/month
 “Flat-rate Data 1/2/3                   ” subscription:
 ¥1,480/month

P02

P02 P04

•Flat-rate Data services above also apply to 4G LTE (au VoLTE-compatible device) plans

You can make overseas calls from Japan to 
23 target countries/territories at a subscription rate of 
¥980/month for up to a maximum of 750 minutes!

*1: Up to 50 overseas calls/month, up to 15 minutes each made from Japan to target countries/territories using au International Call Service (dialing 010 first) will be free of charge. From the 51st call, a fee of ¥300 will be charged for each 
additional call. Any call exceeding 15 minutes, whether among the first 50 or later calls, is subject to a ¥20 charge per every additional 30 seconds.
*2: Instead of dialing 010 first, you can use 005345. •The number of calls will be counted in Japan based on local Japan time. If the month changes during a call (Japan time), the call is counted in the month it ends. •The call count will be carried 
over when a subscription is transferred or continued. •Status on service usage such as call count can be checked via My au or the Customer Center (on the status up to the previous day). •au International Calling Service sets a monthly use 
amount limitation (¥30,000) for its service. As soon as we confirm that ¥30,000 (tax-exempt) has been surpassed, we will suspend the service (the fixed-rate for the above optional service and the charge for the 51st call and beyond will not be 
counted in the ¥30,000). We will also stop your use of the service until we are able to confirm payment of calling charges. •This optional International Call Service does not include calls made from/received in overseas countries, SMS (C-mail), 
satellite/maritime phone calls or calls from certain phone numbers designated by au. •Free International Call FLAT service may not be applied as an optional service in the following cases: •When mobile phones subscribed to this optional service 
are used by connecting to communication equipment owned by the contractor or used to automatically transmit calls via software (except in cases approved by au). •When this service is used as a telecommunication medium (forwarding 
function) to gain direct income through telecommunication or connect with services provided by other carriers. •When this service is used for reasons other than making calls.•Calls not included in this free call service will be charged separately 
(satellite maritime phones will be charged ¥50 (tax excluded) per 30 seconds). •Subscribers of other international call discount services such as “001 International Mobile Talk” who apply for this optional service will have their 001 international call 
discount service automatically terminated by the end of the month or the beginning of the following month. Before your subscription automatically terminates, if you make international calls by first dialing the conventional 001010, your calls will be 
charged even if they are less than 15 minutes long. Make sure you dial 010 first and begin using au International Call FLAT service when making calls overseas. •Service may not be available due to connection issues with local carriers in the 
country or region you are calling.
Rates  •Rates apply from the month following the month of subscription. When a subscription to optional services is suspended or cancelled in the middle of the month, the charge will not be billed on a per diem basis but flat-rate. •When a 
subscription to eligible Flat-rate Data services is changed to a non-eligible Flat-rate Data service, this optional service will be suspended when the subscription period for the eligible Flat-rate Data service ends.

Free*1

•Start of service (Decermber, 2016). For updates, visit the au website

•Rates apply from the month following the month of subscription

■Target countries/territories....China (excluding Macao)/Philippines/South Korea/Thailand/Taiwan/Vietnam/Hong Kong/
Malaysia/India/Nepal/Brazil/Peru/U.S. mainland (excluding Alaska)/Canada/ Mexico/Hawaii/Guam/
United Kingdom/Austria/Netherlands/Norway/Portugal/Sweden

au International calling FLAT
•For details on applicable models, confirm at the au website.

Compatible devices

SERVICE  International Service
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。
※各国際サービスのご利用料金には、消費税相当額は加算されません。

★1:15分以内の日本国内から対象の国・地域宛の010ではじまるau国際電話サービスの通話料が、50回/月まで無料となります。51回目以降は、1回の通話ごとに回数超過料300円が別途かかります。回数を問わず、1回の通話が15分を超えた
場合、超過分につき30秒ごとに20円の通話料が別途かかります。
★2: 010のかわりに005345をダイヤルしてもご利用いただけます。※通話回数は日本時間でカウントします。日本時間にて月をまたがる通話は、通話を終了した月にカウントいたします。※回線を譲渡・承継した場合も、通話回数は引き継がれます。
※通話回数等ご利用状況は、My auもしくはお客さまセンターにてご確認いただけます（前日ご利用分まで）。※au国際電話サービスは当社にて毎月のご利用限度額（30,000円）を設定させていただいております。その限度額を超過したことを当社にて
確認できた時点から順次、ご利用を停止させていただきます（本オプションの定額料および回数超過料は、限度額の対象外です）。また、当該通話料金のお支払いが確認できるまでの期間、当サービスのご利用を停止させていただく場合があります。
※海外での発着信、SMS（Cメール）送信、衛星電話/衛星船舶電話への通話、当社が別途指定する電話番号への通話等については、本オプションによる無料通話の対象外となります。その他、次の場合には本オプションによる無料通話の適用を行わな
いことがあります。•本オプションに加入した携帯電話について、お客さまの保有する通信設備等に接続して利用したり、ソフトウエア等による自動発信を行った場合（いずれも当社が予め承諾した場合を除きます）。•通信の媒介、転送機能の利用、又
は他社が提供するサービスへの接続等を通じて、通信による直接収入を得る目的で利用した場合。•通話以外の用途で利用した場合。※無料通話の対象外となる通話は、各サービスに応じた通話料がかかります（衛星船舶電話への通話は30秒ごとに
50円（税抜）となります）。※「モバイルトーク等の001国際電話の割引サービス」をご契約中に本オプションをお申し込みの場合、「モバイルトーク等の001国際電話の割引サービス」は当月末もしくは翌月の月初までに自動廃止となります。自動廃止に
なるまでの間、従来の001010等ではじまる発信方法では15分以内の通話であっても通話料がかかりますので、010ではじまるau国際電話サービスに変更してご利用ください。※通話先の相手国・地域によっては、現地事業者の設備などの都合に
より接続できない場合がございます。
【料金適用について】※お申し込み翌月から適用となります。月の途中でのオプションサービス廃止やご解約などの場合、日割とならず定額料がかかります。※月の途中に対象外のデータ定額サービスに変更など、本オプションサービスが廃止となる
場合、定額での通話は対象データ定額サービス適用期間までとなります。

　世界23の国と地域宛への国際通話料が
 980円/月～で最大750分利用可能 !!

無料★1

※1回15分以内（月50回まで）
定額料金でau（日本国内）から対象国・地域宛の国際電話通話料無料★1

※記載の「データ定額サービス」は、4G LTE（au VoLTE対応）のプランも対象です。

※2016年12月時点。最新情報はauホームページでご確認ください。

通話回数/月

通話時間 /回

50回目まで 無料

回数超過料300円/回
+20円/30秒

15分以内 15分超過分

51回目以降

必要

■対象……4G LTEスマートフォンにて
　　　　　「データ定額1/2/3/5/20/30」にご加入の方

■定額料…「データ定額5/20/30              」ご加入の場合:980円/月
　　　　　「データ定額1/2/3              」ご加入の場合:1,480円/月

■通話料…日本国内から対象の国・地域宛の010
★2ではじまるau国際電話サービス通話料が以下の料金となります。

■お申し込み

■対象の国・地域…中国（マカオ除く） 、フィリピン、韓国、タイ、台湾、ベトナム、香港、マレーシア、インド、ネパール、ブラジル、ペルー、
　　　　　            米国本土（アラスカ除く） 、カナダ、メキシコ、ハワイ、グアム、イギリス、オーストリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン

P02 P04

P02 P04

※1回15分以内
　（月50回まで）

※お申し込み翌月から適用となります。

対象機種

SERVICE　国際サービス

〈au International calling FLAT〉
au国際通話定額

※対応機種の詳細はauホームページでご確認ください。
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The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 
•Charges for various International Services are tax-exempt.

SERVICE  International ServiceSERVICE  International Service

• Country code and area code must be dialed as well. See the 
au website or call a Customer Center          for a list of country 
codes. When area codes begin with “0”, omit the “0” (some 
exceptions exist, such as fixed-line phones in Italy).
• “005345” can be used in place of “010”.

P28
How to dial – (Country code) – (Number of other party) ▲0 1 0

Australia
 (Country code 61)

All day ¥20

Singapore
(Country code 65)

All day ¥65

Germany
(Country code 49)

All day ¥65

France
(Country code 33)

All day ¥65

No basic charge required (No subscription required.)

International calling charges from Japan to major countries (calling charge per 30 seconds) For countries or regions not shown on this page, please refer to the au website or a Customer Center           .P28

•au International Calling Service does not apply to flat-rate calling such as Unlimited Calling Plan and other calling discounts.
•The “001 International Mobile Talk” rate applies for “001 International Mobile Talk” subscribers. However, please note that if you make International calls with “010”, “au International Calling Service” charges apply.
au International Calling Service •There is a monthly usage limit on “au International Calling Service” of ¥30,000. Excessive usage will cause service to be suspended. If you wish to change the usage limit, please contact the Customer 
Center         .P28

Recommended when making calls to non-target 
countries/territories via au International Calling FLAT service.

Great deal for calls to overseas!

Domestic au smartphone/au mobile phone Overseas mobile phone/fixed-line phone

au International Calling Service Compatible devices

Po i n t1

Po i n t2

Po i n t3

Same calling charge 24 hours a day for each country 
and region.

Can make a call without prior registration.

No basic charge. Only calls are charged.

International SMS (C-mail) •Cannot be used with prepaid service mobile phones. •Discount services are not applicable to International SMS usage charges. Usage fees may be charged even if the message cannot be sent due to mistaken 
sending methods, etc. •Usage fees are charged even if overseas telecommunications carriers are unable to transmit the International SMS to the receiver. •The message sent will consist of characters that can be displayed on au mobile phones. 
However, the characters sent may not be properly displayed on the receiver’s phone depending on the overseas telecommunications carrier. •In some cases, it is possible to use International SMS even when customers use a telecommunica-
tions carrier other than the destination carrier designated by KDDI. In such cases, usage fees will be charged.

No basic charge required (No subscription required.)

Usage charge

Sending

¥100/mail Free

Receiving

How to send SMS (C-mail)

Enter the SMS (C-mail) destination number as shown below, and send

– (Country code) – (Number of other party)0 1 0

•See the au website or call the Customer Center           for applicable providers and country codes. 
  If the mobile phone number you are sending to begins with a “0”, leave off the “0” when entering.

P28

SMS (C-mail) can be sent to the phone numbers of 
smartphones and mobile phones overseas.

International SMS (C-mail)
•Some devices are not applicable for this service.

Compatible devices

International calls from Japan to overseas
without fear of being overcharged.
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。
※各国際サービスのご利用料金には、消費税相当額は加算されません。  

au国際通話定額に含まれていない国・地域への国際電話は
このサービスがおすすめです。
日本から海外への国際電話も安心の料金。

※au国際電話サービスはスーパーカケホなどの定額通話や、その他各種通話料割引の対象外となります。
※「001国際モバイルトーク」をご契約のお客様は「001国際モバイルトーク」の料金が適用されます。但し、「010」で相手先に国際電話を掛けた場合は「au国際電話サービス」の料金が適用されますのでご留意ください。
【au国際電話サービスについて】※「au国際電話サービス」の毎月のご利用限度額の初期設定額30,000円を超過したことが確認できた時点から順次、ご利用を停止します。ご利用限度額の変更を希望される場合は、お客さまセンター        へ
お問い合わせください。

P28

日本から主要国への国際通話料（30秒間の通話料）
オーストラリア
［国番号61］

シンガポール
［国番号65］

ドイツ
［国番号49］

フランス
 ［国番号33］

ダイヤル方法 ー（国番号）ー（相手先の電話番号）▶0 1 0

基本料不要（お申し込み不要）

※国番号、市外局番も必要です。国番号につきましては、auホー
ムページまたはお客さまセンター       でご確認いただけます。
市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてくだ
さい（イタリアの固定電話など一部例外もあります）。
※「010」の代わりに「005345」を付加してもご利用いただけます。

P28

本ページに記載のない国・地域については、auホームページまたはお客さまセンター        でご確認ください。P28

海外の現地スマホやケータイと
SMS（Cメール）のやりとりができます。

【国際SMS（Cメール）について】※ぷりペイドサービス携帯電話ではご利用いただけません。※国際SMS利用料は、各種割引サービスの適用対象外となります。※送信方法の誤りなどにより送信が完了していない場合においても、利用料が発生する
場合があります。※海外通信事業者の都合により、お客さまが送信した国際SMSが受信者に送達されない場合も利用料が発生します。※au携帯電話で表示可能な文字が送信できます。ただし、海外通信事業者の携帯電話によっては、送信した文字
が、正しく表示できない場合があります。※当社が規定する接続先通信事業者以外の通信事業者をご利用になっているお客さまとの間においても、国際SMSをご利用いただくことができる場合があります。その場合も利用料が発生します。

利用料

送信

100円/通

送信方法

SMS（Cメール）の宛先に下記を入力し、発信

無料
受信

ー（国番号）ー（相手先の携帯電話番号）0 1 0

※送受信できる海外事業者および国番号についてはauホームページまたはお客さまセンター        でご確認ください。
相手先の携帯電話番号が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。

基本料不要（お申し込み不要）
P28

国・地域ごとに通話料が24時間均一。

手続きなしで、すぐかけられる。

基本料金なしで、通話料のみご請求。

Po i n t1

Po i n t2

Po i n t3

海外への通話がおトク！

日本国内のauスマホ/auケータイ 海外の携帯電話/固定電話

終日20円 終日65円 終日65円 終日65円

SERVICE　国際サービス

au 国際電話サービス

対象機種国際 SMS （Cメール）
※一部ご利用いただけない機種があります。

対象機種
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The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 
•Charges for various International Services are tax-exempt.

•See the au website for details <https://www.au.com/english/mobile/service/global/global-passport/ (in English and Japanese)>

Continue using your au mobile phone number
even on trips overseas.

Before traveling abroad, we recommend suspending service, setting the PIN code to “au IC card” and changing 
other settings as well. Please visit the au website below, as other important information is also provided there.
https://www.au.com/mobile/service/global/global-passport/ (in Japanese only)

To customers 
going abroad

*1: Answering, Voice Mail, Call Forwarding (no answer forwarding, busy forwarding), Call Waiting and Multi-Party Calling services cannot be used when not using au World Services “VoLTE”. Only the full forwarding option can be used for 
Call Forwarding service. Customers who are calling via “VoLTE” abroad and who go outside of the au World Services “VoLTE” area may have their communication cut once. In addition, there may be cases where customers on a voyage 
abroad cannot place phone calls depending on the communication circumstances of that country.  *2: Depending on the destination country, the calling area and packet communication area may differ. (When using au World Services) 
•With new subscriptions, overseas use is possible after two days from the first day of use in Japan. (About au World Services’ phone call and communications fees) * All domestic Flat-rate Data and discount services for voice calling 
and data communication charges do not apply on phone call and communications fees (Except when using“World Flat-rate Data”). •In your destination country, charges apply to communications from incoming calls. In addition, in some 
countries/territories, your call may be charged from the moment you press the “phone (call)” key. For subscribers of “Overseas Double-Teigaku” and pay-as-you-go charges, charges apply according to the volume of data and 
communication fees you have sent and received. If overseas packet communication charges reach significant amounts, phone lines may be temporarily suspended. Subscribers to “Data charge” must activate their account via the Internet 
or the application in order to use data communication abroad. No charges will apply until you click “get started”. (About World Flat-rate Data and Overseas Double-Teigaku) •Free communication duration included in each price plan is 
not applicable to World Flat-rate Data and Overseas Double-Teigaku services. If subscribing to the sharing Course of “Family Discount” or “Corporation Discount”, unused free calling minutes of family members or colleagues cannot be 
used by another member.

Can be used in more than 230 countries 
and regions worldwide*1!
LTE-covered countries and regions are 
expanding!
VoLTE’s high-quality sound calls can be used in the USA 
(including Alaska and Hawaii) and Korea＊ (as of November 2016).

＊: Please check the au website for more details about compatible devices and terms of use.

■Calls and communications fees for pay-as-you-go charges

•Charges for phone calls when on a voyage abroad*2 •Charges for communications when on a voyage abroad*2

•All images are provided for illustrative purposes only.

•Availability in countries and regions may differ depending on au World Services standards (LTE/UMTS/GSM). Please check the au website for more details.

Calling charges in
major destinations

Calls from a destination country

¥120/min

¥50/min

¥80/min

¥140/min

¥125/min

¥180/min

¥210/min

¥265/min

¥280/min

¥165/min

¥70/min

¥110/min

USA
(incl. Alaska and Hawaii)

Korea

Germany

Destination
country

International calls to 
other countries

Incoming calls in
destination countryDomestic calls in 

destination country
International calls to

Japan

Data communication
charge

SMS (C-mail)
sending charge

¥1.6/KB ¥100/message
 (Receiving: ¥0)

Compatible devices

•See the au website for a list of supported models.

SERVICE  International Service

au World Service
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実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。 
※各国際サービスのご利用料金には、消費税相当額は加算されません。 

※詳しくはauホームページ＜https://www.au.com/mobile/service/global/global-passport/（日本語/英語表記のみ）＞でご確認ください。

海外での利用停止、「au ICカード」のPINコード設定、国内での事前設定などは渡航前にauホームページでご確認
の上、設定をお願いいたします。その他のご注意事項もございますので、下記auホームページでご確認ください。
https://www.au.com/mobile/service/global/global-passport/  （日本語表記のみ）

渡航される
お客さまへ 

★1：au世界サービスで「VoLTE」ご利用時以外は、「お留守番サービス」「ボイスメールサービス」「着信転送サービス（無応答転送、話中転送）」「割込通話」「三者通話」はご利用いただけません。「転送サービス」は「フル転送サービス」のみご利用いた
だけます。海外で「VoLTE」通話中の方がau世界サービスの「VoLTE」のエリア外に移動した場合、通話は一旦切断されます。また、渡航先の通信事情などにより、ご利用になれない場合があります。★2：渡航先によっては通話可能なエリアとデータ通信
可能なエリアが異なる地域があります。〈au世界サービスのご利用に際して〉※新規ご契約でご利用の場合、日本国内で最初にご利用になった日の2日後から海外でのご利用が可能です。〈au世界サービスの通話料・通信料について〉※通話料・通信
料は、国内の各種割引サービス・データ定額サービスの対象となりません（「世界データ定額」利用時除く）。※渡航先では、着信の通話についても料金がかかります。また、国・地域によっては、発信ボタンを押した時点から通話料がかかる場合があり
ます。※「海外ダブル定額」、従量課金の場合、データ通信料は送受信したデータ量に応じて課金されます。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。※「データチャージ」ご加入の方が海外で
データ通信をご利用になる場合、インターネットやアプリにて「利用開始」を行う必要があります。「利用開始」を押すまで通信料金はかかりません。〈世界データ定額・海外ダブル定額について〉※各料金プランに含まれる無料通信分は、「世界データ
定額」「海外ダブル定額」の通信料には適用されません。「家族割」「法人割」の「分け合い」コースを選択されている場合においても、ほかの家族・社員の余った無料通信分は適用されません。

■従量課金の場合の通話料・通信料
●渡航先での通話料★2 ● 渡航先での通信料★2

渡
航
先

アメリカ（アラスカ・ハワイ含む）

韓国

ドイツ

主要国の通話料
渡航先から発信した場合

120円/分

50円/分

80円/分

140円/分

125円/分

180円/分

210円/分

265円/分

280円/分

165円/分

70円/分

110円/分

渡航先での
国内通話

日本への
国際通話

日本以外への
国際通話

渡航先で
着信した場合 データ通信料 SMS（Cメール）送信料

1.6円/KB 100円/通（受信0円）

230以上の国・地域でつながる★1！
LTE通信対応の国・地域も拡大中！

※地図はイメージです。

アメリカ本土、アラスカ、ハワイ、韓国で高音質通話「VoLTE」が
ご利用いただけます＊（2016年11月現在）。

※au世界サービス規格（LTE/UMTS/GSM）によりご利用いただける国・地域が異なる場合があります。詳しくはauホームページでご確認ください。

＊：対象機種やご利用方法について、詳しくはauホームページでご確認ください。

対象機種

SERVICE　国際サービス

※対応機種の詳細はauホームページでご確認ください。

海外でもそのままau携帯電話が使えます。

au世界サービス
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The actual bill is a combination of the basic monthly charge, mobile phone payment (when paying for mobile phone by installment), calling charge (calling time beyond or exempt from free calling time), communication usage charge (which is 
exempt from the upper limits for various services when subscribing to data communication flat-rate service) and service usage charges. The actual amount invoiced is the total of individual charges excluding tax + tax amounts computed based 
on each charge. It therefore differs from the total of individual charges including tax. The charges including tax (except calling and communication charges) indicated in this brochure are reduced to the nearest whole number. 
•Charges for various International Services are tax-exempt.

The World Flat-rate Data app

Android™ iOS

■Requirements•••subscription to “Data Charge        ”    •The subscription is also available to apply via the World Flat-rate Data app.P20

Point1 Point2 Point3

24h

Target countries/
territories

32 countries and
territories worldwide 

Usage
charge ¥980 /24 hours*1

About World Flat-rate Data ＊: When the usage exceeds monthly data and purchased data volume, communication speed will be limited to 128kbps or less (best effort service). Furthermore, depending on the overseas telecommunications 
carrier’s policy, restrictions may apply on communication speed even within the subscribed data volume. •When using the Data Share service, flat-rate charges apply to each device that is used (smartphone, tablet...). Outside of target 
countries/territories, if the customers have bound a contract when traveling with their ship or airline company, and if they have not subscribed to “Data Charge”, World Flat-rate Data does not apply and the only communication charges available are 
Overseas Double-Teigaku and Pay-as-you-go charges. •Regardless of a subscription to Flat-rate Data service, if communication charges abroad reach a significant amount, phone lines may be temporarily suspended. •When in a destination 
country, the regions and cities as well as partner companies differ, and depending on these communication circumstances, this service might not be available. Even within cities and areas where its usage is available, this service might not be 
accessible depending on geographical conditions and/or the suitability of the location. •The only data communication service “Data Charge” subscribers can use abroad is World Flat-Rate (and only in countries and territories where World Flat-rate 
Data applies). If you do not wish to use World Flat-rate Data, you will need to request the “World Flat-rate Data: Refusal option” option. In that case, you may use the Overseas Double-Teigaku service.

*1: Applicable to the use of emails, internet and tethering via au mobile device (including tablets). Not applicable to voice calls, video calls or SMS (C-mail)/international SMS. *2: Requires subscription to “Tethering Option”. (About World Flat-rate 
Data and Overseas Double-Teigaku) •Free communication duration included in each price plan is not applicable under the World Flat-rate Data and Overseas Double-Teigaku services. If subscribing to the sharing Course of “Family 
Discount” or “Corporation Discount”, unused free calling minutes of family members or colleagues cannot be used by another member.

You can start using it easily 
in your destination country

No communication charges 
apply until you have clicked 

“get started” via the app or browser.

U.S. mainland, Alaska, Hawaii, Canada, Korea, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand, 
Christmas Island, Germany, France, the UK, Italy, the Netherlands, Spain, Belgium, Austria, Czech Republic, Slovakia, Switzerland, 
Luxembourg, San Marino, Vatican City, Lichtenstein, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Canary Islands, the plazas de soberanía

You can start using it when 
the need arises

What’s more, it can be
automatically suspended

in 24 hours.

The available volume of data
is the same as in Japan＊

The volume of data available under a flat-rate 
data service subscribed to domestically can 

be used overseas as well.

■Target countries/territories (as of November 2016)    •Guam and Saipan are not included. Please use Overseas Double-Teigaku.

•In order to use this application abroad, we advise you to manage the parameters 
in Japan beforehand.

Check it before going abroad! Details here▼

■Requirements••• subscription to “LTE NET” or “LTE NET for DATA”
•Carriers may be added or terminated without prior notice. 
•Except for target countries/territories, if the customer has bound a contract with a ship or airline company, Overseas Double-Teigaku is no longer applicable 

and the only data communication charges available are pay-as-you-go charges.
Overseas packet communication charges are based on Japan Time (i.e. 0:00–23:59 JST). Note that this is generally not the local time. This is not the flat 
charge per month.

World Flat-rate Data Compatible devices

•See the au website for a list of supported models.

The quantity of communications used under the World Flat-rate Data service can be spent either from data volume purchased via the “data charge”, or from 
the monthly data quantity via domestic flat-rate data services such as “Flat-rate data 1~30” and “LTE flat”＊.

Overseas Double-Teigaku Compatible devices

•See the au website for a list of supported models.

In countries and states such as Hawaii, Taiwan, Korea, Thailand and 
France, the available volume of data is the same as in Japan.

Support for usage of data communications abroad.
After managing the parameters before leaving, you can start using your 
phone in one touch as soon as you get there!
In the destination country, the applicable data communications service 
will  automatically be selected.

Overseas Double-Teigaku covers
163 countries and regions worldwide.

(As of November 2016)

Max. ¥1,980/day*1 for up to approx. 24.4 MB.
Unlimited overseas Internet use for a maximum charge of ¥2,980/day !

Flat-rate applies to communication charges related to tethering*2.

SERVICE  International Service

¥2,980

Daily charge

¥1,980

Communication charge
before discount (per day)

¥1,980 ¥40,000 ¥41,000

Up to approx. 24.4 MB (worth ¥40,000)

Max. ¥1,980/day Unlimited use

Max. ¥2,980/day

Only pay for
what you used

24

実際のご請求額は、基本使用料、携帯電話ご購入代金分割支払金（分割支払いご利用時）、通話料（無料通話超過分・無料通話対象外の通話分）、通信料（データ通信定額制が適用されるサービスをご利用の場合は、各サービスの上限額対象外の通信料）、各種
サービスのご利用料金等の合算となります。また、実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。なお、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております（通話料・通信料は除く）。
※各国際サービスのご利用料金には、消費税相当額は加算されません。 

★1：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になります。音声通話、テレビ電話およびSMS（Cメール）/国際SMSのご利用は対象外です。★2：「テザリングオプション」へのご加入が必要です。
〈世界データ定額・海外ダブル定額について〉※各料金プランに含まれる無料通信分は、「世界データ定額」「海外ダブル定額」の通信料には適用されません。「家族割」「法人割」の「分け合い」コースを選択されている場合においても、ほかの家族・社員の
余った無料通信分は適用されません。

世界163の国・地域をカバー
（2016年11月現在）

約24.4MBまで
最大1,980円/日★1

どれだけ使っても最大2,980円/日で安心！
テザリング★2の通信料も定額の対象。

2,980円

日額請求額

1,980円

割引前通信料（日額）1,980円 40,000円 41,000円

どれだけ使っても

最大2,980円/日

約24.4MB（40,000円分）まで

最大1,980円 /日

使った分だけ
お支払い

■対象の国・地域（2016年11月現在）

海外でのデータ通信の利用をサポート。
国内で事前設定後、海外に着いたら、ワンタッチで利用開始！
渡航先で、適用されるデータ通信サービスを自動判別。

世界データ定額アプリ 渡航前にチェック！詳細はこちら▼

「世界データ定額」でご利用の通信量は、「データ定額1～30」や「LTEフラット」などの国内のデータ定額サービスの月間データ容量や「データチャージ」のデータ容量
購入分から消費されます＊。

【「世界データ定額」について】＊：月間データ容量や購入データ容量を超えた場合、送受信最大128kbps（ベストエフォート型サービス）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。※「データシェア」にてご利用の場合には、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。※対象の国・地域以外、船舶・航空機事業者に接続されている場合や、「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」あるいは従量課金となります。※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。※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。※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。※「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、
ご利用いただける海外データ通信サービスは「世界データ定額」のみとなります。「世界データ定額」の利用をご希望されない場合には、「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」をご利用いただけます。

アメリカ本土、 アラスカ、 ハワイ、 カナダ、 韓国、 台湾、 タイ、 香港、 シンガポール、 マレーシア、 オーストラリア、 ニュージーランド、 
クリスマス島、ドイツ、 フランス、 イギリス、 イタリア、 オランダ、 スペイン、 ベルギー、 オーストリア、 チェコ、 スロバキア、 スイス、 
ルクセンブルク、 サンマリノ、 バチカン、 リヒテンシュタイン、 プエルトリコ、 米領バージン諸島、 カナリア諸島、 スペイン領北アフリカ

Android™ iOS

※グアム・サイパンは対象外となります。「海外ダブル定額」をご利用ください。

※海外で本アプリをご利用いただくには、日本国内での事前設定をおすすめします。

■利用条件…「データチャージ　　  」へのご加入 ※「世界データ定額アプリ」からもご加入が可能です。P20

渡航先の現地時間ではなく、日本時間の1日（0：00～23：59まで）の通信に対する課金となります。また、月額制の定額料ではありません。

※対象事業者は予告なく追加・終了となる場合があります。 
※対象の国・地域以外、船舶・航空機事業者に接続されている場合、「海外ダブル定額」の対象外となり、データ通信料は従量課金となります。
 

■利用条件…「LTE NET」または「LTE NET for DATA」へのご加入

ハワイ・台湾・韓国・タイ・フランスなどで日本のデータ量をそのまま使える。

世界32の国・地域

Point1 Point2 Point3
使えるデータ量は
国内と同じ＊

国内でご契約のデータ定額サービスのデータ容量を
国内だけでなく海外でも使えます。

渡航先でワンタッチで
利用開始

アプリまたはブラウザで利用開始を
押すまで通信料金は発生しません。

必要なタイミングで
利用開始できる

しかも、24時間で
自動切断されるから安心。

24h

980円 /24時間★1対象の国・地域 利用料

SERVICE　国際サービス

対象機種

※対応機種の詳細はauホームページでご確認ください。

対象機種

※対応機種の詳細はauホームページでご確認ください。

世界データ定額

海外ダブル定額
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

•The identification documents of an individual must all be valid and contain the name, date of birth and current address. 
•In cases where the address stated on the above identification documentation differs from the current address and the subsidiary document supplied is a receipt, the receipt should also state the name of the 
applicant. 

1  Your name seal
You can also conclude the contract with your signature.

2  The applicant must also present a cash card, bank book 
or credit card issued in the applicant’s own name.
If the applicant is a minor and does not own a credit card, please prepare a cash card issued in the parent’s/guardian’s name.

3  Identification documents

• Resident card: Monthly payments must be made with a credit card only under the contractor’s name 
for foreigners whose periods of stay are less than 90 days. If the address on the card is “unknown 
(written onto the reverse side upon notification)”, a receipt of utility bills or a resident record (juminhyo) 
will be required separately as evidence for the address.
•A receipt (electricity, gas or water) and resident record ( juminhyo): The date of issue must be within the last three months and the current 
address must be on the bill.

•If your installment plan is longer than your period of stay in Japan, you may not make an installment payment contract.

• Health insurance card: The identification documents of an individual must all be valid and contain 
name, date of birth and current address. If the address on the card differs from your current address, a 
receipt of utility bills or resident record (juminhyo) will be required separately as evidence for the 
address.

Minors (junior high school students and up to age 19)

The parental consent form can be downloaded
from the au website.

https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/foreignlanguage/

Identification documents
for the parent/guardian

Parental
consent form

The above identification
documents

Foreign passport

Resident card

Health insurance card

Credit card

• The parental consent form is only valid if signed and sealed by a parent/guardian.
•If a subscriber is a minor (elementary school student or younger), his/her contract will be under his/her parent’s/

guardian’s name.
•Criteria for all forms of identification are the same as those for the corresponding documentation on the table above.

4  Items required to determine payment method of monthly usage charge

If you pay by credit card……… Credit card

•Some credit cards may not be usable. Please see the au website for a list of 
eligible credit cards.

If you pay 
by bank transfer………

Cash card or account book + the name
seal submitted to the financial institution
such as bank and post office

•At some shops, you may not be able to complete the procedure for bank transfer only with your cash card. Further, cash cards 
from corporate accounts and cash cards of some financial institutions cannot be used. For eligible financial institutions, please 
check the au website. To complete the procedure with a cash card only, the account holder will have to enter the PIN code.
•If the applicant is a minor and does not own a credit card, please prepare a cash card issued in the parent’s/guardian’s name.

5  Initial costs

Subscription processing fee: ¥3,000
(This fee will be added to the first month’s bill.)

Price of au device
(The amount depends on the model etc. and can be paid in installments.)

•A deposit (in an amount set by au which is ¥100,000 or less per contract / no interest / tax-exempt) may be required. In this case, installment payments cannot be used to purchase an au device.

• Credit card: For customers who pay for the monthly usage charge by credit card, the card must be 
under the contractor’s name.
•When making an installment payment contract, a separate document as evidence of their period of stay in Japan, as well as a credit card 
will be required of non-Japanese residents. If your installment plan is longer than your period of stay in Japan, you may not make an 
installment payment contract.

•Receipt (electricity, gas or water) and resident record ( juminhyo): The date of issue must be within the last three months and the current 
address must be indicated on it.

•The attached document is not necessary if you and your family have the same address and last name. 
•A valid health insurance card or resident record (juminhyo) (with relationship/renewed within the last three months) is necessary if last names are different within a family. 
•If it is not possible to confirm that you live with your family, or you live apart from your family at your workplace, a valid long-distance insurance card is necessary. (●One long-distance 
insurance card is necessary when all family members are written on the card. ●One long-distance insurance card and one health insurance card are necessary if all family members are 
not written on the same card.) 
•Family members other than the above must present a resident card (renewed within the last three months) that proves family relations or present identification documents (copies are 
acceptable) of other family members + family relation forms (received at au shops or downloaded from the au website) of other family members.

Family Discount The following document may be requested to confirm that it is your family applying for this discount.

P12

Items to Prepare for New Contract

INFORMATION  Contract
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表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

1  ご印鑑
サインでも契約できます。

2  ご本人さま名義のキャッシュカード、預金通帳、クレジットカードのいずれか1つ
未成年者のご契約で、ご本人さま名義のキャッシュカード等をご用意できない場合は、
親権者名義のキャッシュカード等をご用意ください。

5  必要な費用

契約事務手数料：3,000円
（初回の電話料金に合算してご請求させていただきます。）

電話機等お買い上げ品代金
（電話機等によります。分割払いにすることも可能です。）

※ご契約の際、預託金（1契約あたり10万円以内で当社が別に定める額/無利息/不課税）をお預かりする場合があります。この場合、電話機等をお買い上げいただくにあたり、分割払いはご利用いただけません。

※同一住所にお住まいで、かつ、同一姓であれば添付書類は必要ありません。
※同一世帯で姓が異なる場合、健康保険証（有効期限内）もしくは住民票（続柄記載/発行日より３ヶ月以内）が必要となります。
※単身赴任などで同一住所にお住まいであることの確認が取れない場合、遠隔地用健康保険証（有効期限内）が必要となります（●遠隔地用健康保険証に割引適用となる家族全員が記載されて
いる場合「遠隔地用健康保険証」1通 ●家族全員が記載されていない場合「遠隔地用健康保険証」1通 +「健康保険証」1通）。
※上記以外の親子（義理を含む）の場合…家族関係を証明できる「戸籍謄本（発行日より3カ月以内）」または対象者のご本人さま確認書類（コピー可）＋「家族関係申告書」（店頭もしくはａｕホーム
ページでダウンロードできます）。

家族割 お申し込みには、ご家族であることを確認させていただくため、以下の書類が必要となる場合があります。
P12

4  月々のご利用料金のお支払方法の設定に必要なもの

クレジット払いの方…………クレジットカード 口座振替の方……… キャッシュカードまたは銀行や郵便局などの金融機関お届け印＋預金通帳

※一部ご利用いただけない場合があります。ご利用いただけるクレジットカードに
ついてはａｕホームページをご確認ください。

※一部の店舗ではキャッシュカードのみで口座振替手続きができない場合があります。また法人口座および一部金融機関の
キャッシュカードはご利用いただけません。対象金融機関はａｕホームページをご確認ください。キャッシュカードのみでお手
続きの場合、口座名義人ご本人さまに暗証番号を入力いただきます。
※未成年のご契約で、ご本人さま名義のキャッシュカード等をご用意できない場合は、親権者名義のキャッシュカード等を
ご用意ください。

※個人のご本人さま確認書類は氏名、生年月日、現住所が記載されており、すべて有効期限内のもの。
※ご本人さま確認書類に記載の住所と現在お住まいの住所が異なる場合で公共料金領収証をお持ちいただく場合は、領収証の宛名はご本人さま宛に限ります。

3  ご本人さま確認書類

• 在留カード：在留期限まで90日未満の場合は、毎月料金のお支払い方法が契約者ご本人名
義のクレジットカードに限り、お申し込みいただけます。住居地が「未定（届出後裏面に記
載）」と表記されている場合は、別途住所を証明する公共料金領収証または住民票が必要と
なります。
※公共料金領収証（電気・都市ガス・水道等）、住民票：発行日から3ヶ月以内で、現住所が記載されているもの
※在留期限が分割支払い期間に満たない場合、個別信用購入あっせん契約をお申し込みいただけない場合があります。

未成年（中学生以上）の場合

親権者のご本人さま確認書類親権者同意書上記のご本人さま確認書類

外国発行パスポート

在留カード

• 健康保険証：氏名、生年月日、現住所が記載されており、有効期限のあるものは有効期限
内のもの。健康保険証に記載の住所と現在お住まいの住所が異なる場合、別途住所を証
明する公共料金領収証または住民票が必要となります。

• クレジットカード：月々のご利用料金をクレジットカードでお支払いになる方で、ご契約者
ご本人さま名義のもの。
※日本国籍をお持ちでない方で在留期限がある方が個別信用購入あっせん契約をお申し込みされる場合、在留期限が確認できる書類および、クレ
ジットカードが必要となります。在留期限が分割支払い期間に満たない場合、個別信用購入あっせん契約をお申し込みいただけない場合があり
ます。
※公共料金領収証（電気・都市ガス・水道等）、住民票：発行日から3ヶ月以内で、現住所が記載されているもの

健康保険証

クレジットカード

• 親権者同意書は、親権者や身元保証をして頂ける方などが捺印・サインしたものに限ります。
※契約者の方が小学生以下の場合、親権者名義での契約となります。
※各書類の条件は上記書類に準じます。

親権者同意書のダウンロードは、auホームページから
https://www.au.com/support/service/mobile/

procedure/foreignlanguage/

新規ご加入の際に必要なもの

INFORMATION　契約手続き
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6  Initial cost
Subscription processing fee: ¥3,000

(This fee will be added to the first month’s bill.)
Price of au device

(The amount depends on the phone model etc. and can be paid in installments.)
•A deposit (in an amount set by au which is ¥100,000 or less per contract / no interest / tax-exempt) may be required. In this case, installment payments cannot be used to purchase an au device.
•The contract of your new mobile provider company has been revised since May 17, 2016

The identification
documents at left

Foreign
passport

Resident card

Health insurance
card

Credit card

Items to bring

STEP 1

4  The applicant must also present a cash card, bank book or credit card issued in the applicant’s own name.
 If the applicant is a minor and does not own a credit card, please prepare a cash card issued in the parent’s/guardian’s name.

Minors (junior high school students and up to age 19)
Identification documents
for the parent/guardian

Parental
consent form

MNP (Mobile phone Number Portability)
You can change from another Japanese mobile provider to au while keeping the same phone number.

Apply for an MNP reservation by contacting one of the following or visiting an eligible store of your current mobile provider
to receive an “MNP reservation number.”

If you pay by credit card…… Credit card
•Some credit cards may not be usable. Please see the au website for a 
list of eligible credit cards.

•At some shops, you may not be able to complete the procedure for bank transfer only with your cash card. Further, cash cards 
from corporate accounts and the cash cards of some financial institutions cannot be used. For eligible financial institutions, please 
check the au website. To complete the procedure with a cash card only, the account holder will have to enter the PIN code.

5  Items required to determine payment method of monthly usage charge
Cash card or account book + the name seal submitted to
the financial institution such as bank and post office

If you pay by 
bank transfer……

•A deposit (in an amount set by au which is ¥100,000 or less per contract / no interest / tax-exempt) may be required. In this case, installment payments cannot be used to purchase an au device.

The following bills will be added to the first month’s bill

Price of au device
(The amount depends on the model, 
etc. and can be paid in installments.)

1  MNP reservation number     2  Your name seal  You can also conclude the contract with your signature.

3  Identification documents  See        for details.P25

• The parental consent form is only valid if signed and sealed by 
a parent/guardian.
• If a subscriber is a minor (elementary school student or younger), his/her 

contract will be under his/her parent’ s/guardian’ s name.
• Cr i ter ia for a l l forms of identi f ication are the same as those for the 

corresponding documentation on           .P25

STEP 2 Take your “MNP reservation number” to a store handling au and conclude a new contract within 15 days.

• Switching Devices 

▲

Contract processing fee (¥3,000)
• A contract processing fee of ¥2,000 will be charged when adding units or switching 

from a 4G LTE tablet (released in/after 2015) to another 4G LTE tablet (released in/after 
2015) or from a 4G LTE tablet (released after 2014) to another 4G LTE tablet (released 
in/after 2014), or switching between certain Wi-Fi routers.

Model changes
To change from an au mobile phone to another au mobile phone, the following items will be required.
1  The au mobile phone (including au IC card) currently in use
3  Identification documents
 (“Resident Card” or “health insurance card”)  •Always bring the original documents.
4  Initial cost

2  Your name seal
 •You can also conclude the contract with your signature.

All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

Download the parental consent
from the au website.

https://www.au.com/support/service/mobile/
procedure/foreignlanguage/

•Based on information provided in websites of other companies as of December 2016.

Subscribers of
NTT docomo
(including Disney Mobile)

Subscribers of
Y!mobile

Former
EMOBILE

Subscribers of
SoftBank

Subscribers of
Disney Mobile

[On My Y!mobile] (Mobile phone site) TOP 

▲

 料金・各種申込 (Price/application)  

▲

 MNP予約 (MNP reservations) 

  ▲

 MNP予約申込 (Apply for MNP reservations) (Opening hours: 9:00-21:30)
 (Smartphone, PC) TOP 

▲

 My Y!mobile (Log in) 

▲

 オンラインサポート (Online support) 

  ▲

 MNP予約 (MNP reservations) (Opening hours: 9:00-21:30)
[On the phone] Via mobile phone: 116/Via fixed phone         0120-921-156 (Opening hours: 9:00-20:00)

[On the Web] My docomo 

▲

ログイン (Log in) (Opening hours: 9:00-21:30)
[On the phone] Via mobile phone: 151/Via fixed phone         0120-800-000 (Opening hours: 9:00-20:00)

[On My Y!mobile] (Smartphone, PC) TOP 

▲

 My Y!mobile (Log in) 

▲

契約内容の確認・変更 (Check and change contract details) 
  

▲

 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）予約関連手続き(Procedures concerning MNP reservations）  
       (Mobile Number Portability) (Opening hours: 9:00-21:30)
[On the phone] Via mobile phone: 116/Via fixed phone         0120-921-156 (Opening hours: 9:00-20:00)

[On a Yahoo! Mobile phone] TOP 

▲

 My Softbank 

▲

各種変更手続き (Procedures for various changes)

 ▲

 MNP予約関連手続き (Procedures concerning MNP reservations) (Opening hours: 9:00-21:30)
[On the phone] Via mobile phone:    5533/Via fixed phone 0800-100-5533 (Free. Opening hours: 9:00-20:00)

[On Disney Web] TOP 

▲

 設定・申込 (Settings/applying) 

▲

 各種変更手続き (Procedures for various changes)

 ▲

 MNP予約関連手続き (Procedures concerning MNP reservations) (Opening hours: 9:00-21:30)
[On the phone] Via mobile phone:    5533/Via fixed phone 0800-100-5533 (Free. Opening hours: 9:00-20:00)

Items to Prepare for Model Changes / MNP

INFORMATION  Contract
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表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

機種変更　au携帯電話機からau携帯電話機への交換には下記のものが必要となります。

MNP（携帯電話番号ポータビリティ）　国内の携帯電話事業会社から番号そのままauに乗り換えることができます。

ご用意いただくもの
STEP 2「MNP予約番号」をもって、15日以内にau取扱店で新規契約をしてください。

1  ご利用中のau携帯電話機本体（au ICカード含む）　　2  ご印鑑　※サインでも契約できます。

3  ご本人さま確認書類（「在留カード」、「健康保険証」）　※必ず原本をご用意ください。

4  必要な費用

6  必要な費用

5  月々のご利用料金のお支払方法の設定に必要なもの

4  ご本人さま名義のキャッシュカード、預金通帳、クレジットカードのいずれか1つ
 未成年者のご契約で、ご本人さま名義のキャッシュカードなどをご用意いただくことができない場合は、親権者名義のキャッシュカードなどをご用意ください。

クレジット払いの方………… クレジットカード
※一部ご利用いただけない場合があります。ご利用いただけるクレジットカードについ
てはａｕホームページをご確認ください。

口座振替の方……… キャッシュカードまたは銀行や郵便局などの
金融機関お届け印＋預金通帳

※一部の店舗ではキャッシュカードのみで口座振替手続きができない場合があります。また法人口座および一部金融機関の
キャッシュカードはご利用いただけません。対象金融機関はａｕホームページをご確認ください。キャッシュカードのみでお
手続きの場合、口座名義人ご本人さまに暗証番号を入力いただきます。

1  MNP予約番号　2  ご印鑑　サインでも契約できます。　3  ご契約者本人であることが確認できる確認書類の原本　詳しくは P25

電話機等お買い上げ品代金
（電話機等によります。分割払いにすることも可能です。）

※ご契約の際、預託金（1契約あたり10万円以内で当社が別に定める額 / 無利息 / 不課税）をお預かりする場合があります。この場合、電話機等をお買い上げいただくにあたり、分割払いはご利用いただけません。

• 機種変更の場合 ▶契約事務手数料（3,000円）
• 4G LTE（au VoLTE対応）機器間、4G LTE（au VoLTE対応除く）機器間、
4G LTEタブレット（2015年以降発売）間、4G LTEタブレット（2014年以前発売）間、
一部のWi-Fiルーター間の変更の場合 ▶契約事務手数料（2,000円）

いずれの場合も初回の電話料金に合算してご請求させていただきます。

契約事務手数料：3,000円
（初回の電話料金に合算してご請求させていただきます。）

電話機等お買い上げ品代金
（電話機等によります。分割払いにすることも可能です。）

※ご契約の際、預託金（1契約あたり10万円以内で当社が別に定める額/無利息/不課税）をお預かりする場合があります。この場合、電話機等をお買い上げいただくにあたり、分割払いはご利用いただけません。
※転出先の携帯電話会社でのご契約が2016年5月17日以降分から改定となりました。

外国発行
パスポート

在留カード

健康保険証

クレジットカード

未成年（中学生以上）の場合

• 親権者同意書は、親権者や身元保証をして頂ける方など
が捺印・サインしたものに限ります。
※契約者の方が小学生以下の場合、親権者名義での契約となります。
※各書類の条件は　　　 に準じます。P25

親権者同意書のダウンロードは、
auホームページから

https://www.au.com/support/service/mobile/
procedure/foreignlanguage/

親権者のご本人さま確認書類親権者同意書左記のご本人さま確認書類

STEP 1 現在ご契約の携帯電話会社の窓口または受付店でMNPの予約お申し込みを行い、「MNP予約番号」を受け取ってください。

機種変更／MNPの際に必要なもの

INFORMATION　契約手続き
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［ Webで ］ My docomo▶ ログイン（ 受付時間 9：00～21：30 ）
［電話で］ 携帯電話から「151」/ 一般電話から　　0120-800-000（受付時間9:00～20:00）

NTTドコモ
（ディズニーモバイル含む）
をご契約の方

ソフトバンク
をご契約の方

［Yahoo!ケータイで］ TOP▶ My  Softbank▶ 各種変更手続き▶ MNP予約関連手続き（受付時間9:00～21:30）　
［電話で］ 携帯電話から「　5533」/一般電話から 0800-100-5533（無料・受付時間9:00～20:00）

ディズニーモバイル
をご契約の方

［Disney Webで］ TOP▶ 設定・申込▶ 各種変更手続き▶ MNP予約関連手続き（受付時間9:00～21:30）　
［電話で］ 携帯電話から「　5533」/一般電話から 0800-100-5533（無料・受付時間9:00～20:00）

ワイモバイル
をご契約の方

旧イー・
モバイル

  （スマートフォン・PC）TOP▶ My Y!mobile（ログイン）▶ 契約内容の確認・変更
　　　　　　　　　　　   ▶ 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）予約関連手続き（受付時間9：00～21：30）

［My Y!mobileで］

 （携帯サイト）TOP▶料金・各種申込▶ MNP予約▶ MNP予約申込（受付時間9：00～21：30）
 （スマートフォン・PC）TOP▶ My Y!mobile（ログイン）▶ オンラインサポート
　　　　　　　　　　　　▶ MNP予約（受付時間9：00～21：30）

［My Y!mobileで］

［電話で］ 携帯電話から「116」/ 一般電話から  　  0120-921-156（受付時間9：00～20：00）

［電話で］ 携帯電話から「116」/ 一般電話から 　　0120-921-156（受付時間9：00～20：00）

※2016年12月時点の他社ホームページを参考にしています。

https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/foreignlanguage/
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/foreignlanguage/


All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

Handling of Customer Information
Privacy Policy (abridged)  •For the complete privacy policy, see the au website <http://www.kddi.com/english/corporate/kddi/public/privacy/ (in English and Japanese)>
In recognition of the importance of personal information, KDDI Corporation (hereinafter referred to as “KDDI”) complies with the Telecommunications Business Law, Personal Information Protection Act, guidelines according to 
business fields as specified by a competent authority, including Guidelines Concerning Protection of Personal Information in Telecommunications Businesses, and other related laws and ordinances publicly in order to ensure 
the protection of personal information. 

1. Collection of personal information
KDDI collects personal information (names, addresses, e-mail addresses, etc.) within the scope necessary to 
provide telecommunications services (including services associated with telecommunications services) and 
other services. Personal customer information obtained for a certain service may be shared reciprocally with 
other services.
2. Use of personal information
When KDDI attempts to obtain or has obtained personal information on a customer, we will disclose, 
announce or notify the customer of the purpose for which this information was obtained. We will not use 
personal information in our possession beyond the extent necessary for fulfilling its intended purpose of use, 
except when certain conditions are met.
3. Management of personal information
We take measures to control access to personal information, limit means for taking personal information 
outside the office, and prevent unauthorized external access. We also take measures to prevent personal 
information being leaked, lost or damaged, and other necessary and appropriate measures for personal 

information security management (hereinafter referred to as “Security Management Measures”). When taking 
Security Management Measures, we properly implement protections based on the Info-Communications 
Safety and Reliability Standards (Ministry of Posts and Telecommunications Notice No. 73 of 1987). Security 
Management Measures are roughly divided into technological protection measures and organizational 
protection measures, both of which are implemented appropriately.
4. Disclosure of personal information
We will respond within a reasonable time period, upon request from a customer or her/his agent for disclosure 
of relevant personal information, unless there is a specific reason for doing otherwise.
5. Revision of personal information
If requested by a customer or her/his agent to revise, add or delete relevant personal information (hereinafter 
referred to as “Revisions, etc.”), we will investigate within a reasonable time period and revise relevant personal 
information based on the results of the investigation within the limits necessary to fulfill the intended purpose 
of use.

Exchange of customer information with other providers of mobile phones or PHS services
We may provide specified carriers with specified personal information on customers whose contracts have been terminated for nonpayment, sending of commercial or other unsolicited e-mail (spam), or refusal to respond to a 
request for identity verification pursuant to the provisions of Article 11 of the Act for Prevention of Improper Use of Mobile Voice Communications Services. This information is used for screening purposes when a customer 
applies for a new contract, and in some cases may be grounds for refusal of an application.

KDDI is working to prevent crime and improper use of mobile phones.
• In order to prevent the usage of handsets obtained with unlawful contracts that use counterfeit documentation, etc. in crimes such as bank transfer fraud, KDDI will verify with the issuing body the contents of any 

identification documents (such as driver licenses) presented at time of signing contract. Please understand that this is intended to ensure more accurate identification practices.
• In order to prevent fraudulent multiple contracts being concluded under a single contractor name, the total number of subscriptions that can be concluded under a single contractor name is limited to five, as a general 

rule.
• In compliance with the Act for Prevention of Improper Use of Mobile Voice Communications Services enacted April 1, 2006, information on customers obtained at the time of contract application will be recorded by KDDI and 

stored for a certain period of time. In response to requests from police authorities, we may reconfirm information such as contractor name and address. Refusal to comply with requests for reconfirmation may result in 
suspension of service.

Other Notes
• If the customer cancels a contract, the contract processing fee and purchase price will not be returned.
• Specifications, service content, campaign, web address, contact, etc. are subject to change without prior notice.
• Actual products may differ from those shown in photos.

Temporary Suspension/Reactivation
A processing fee of ¥2,000 (before tax) will be charged.
Your mobile phone number and email address will be stored for 5 years.
Bring your personal identification to complete procedures at an au Shop.  

When Returning to Your Home Country
Bring your personal identification to complete the contract cancellation process at an au Shop. It is 
advised that once the date of your return is confirmed, you cancel without delay since it will take time to 
calculate your service bill. 

1. Applicable devices
  au Smartphones, tablets and mobile devices released in/after May 2015 that are compatible with SIM unlocking
•There will be a notice when non-applicable models are released

 2. SIM unlocking conditions
  All three conditions are required below:
1) The device in which you are unlocking a SIM is an au mobile device compatible with SIM unlocking.
2) The applicable au mobile device was purchased more than 180 days* before. *The day of purchase will be counted as day 1.
3) The applicable au mobile device has no network-use regulations.

 3. How to apply for SIM unlocking and the fee charged

SIM Unlocking

Application via My au Free

Applications at au Shop ¥3,000
For au subscribers, a SIM Unlocking Charge will be added to your usage fee for the following month. 
(If you do not have an au subscriber agreement, you will be asked to pay the fee at the shop.)

INFORMATION  Contract
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表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

プライバシーポリシー（抄） ※プライバシーポリシーについては、auホームページ〈http://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/（日本語/英語表記のみ）〉をご覧ください。
KDDI株式会社（以下「当社」という。）は、電気通信事業者として、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかるため、
電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインその他の法令を遵守いたします。

1.個人情報の取得について
当社は、当社が提供する電気通信サービス等（電気通信サービスに付随するサービスを含む）および、それ以外の
サービス等を提供するために必要な範囲でお客さまの個人情報（氏名、住所、電話番号、eメールアドレス等の情
報）を取得いたします。取得したお客さまの個人情報は、それぞれのサービス等において相互に利用することがあ
ります。

2.個人情報の利用について
また、当社は、お客さまの個人情報を取得しようとする場合または取得した場合には、その利用目的をお客さまに
明示または公表（もしくは通知）いたします。当社は、当社が保有する個人情報について、特定の条件に該当する
場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲をこえて取扱いいたしません。

3.個人情報の管理について
当社は、個人情報へのアクセスの管理、個人情報の持出し手段の制限、外部からの不正なアクセスの防止のための

措置その他の個人情報漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置
（以下「安全管理措置」という。）を講じております。当社は安全管理措置を講ずるにあたっては、情報通信ネット
ワーク安全・信頼性基準（昭和62年郵政省告示第73号）等の基準を活用します。安全管理措置は、技術的保護措
置および組織的保護措置に大きく分類し、その双方を適切に実施してまいります。

4.個人情報の開示について
当社は、お客さま本人またはその代理人から、当該個人情報の開示についての請求があったときは、特定の理由
がある場合を除き、合理的な期間でご回答いたします。

5.個人情報の訂正等について
当社は、お客さま本人またはその代理人から当該個人情報の、内容の訂正、追加または削除（以下「訂正等」とい
う。）の申出があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、合理的な期間で調査を行い、その結果
に基づき、当該個人情報の内容の訂正等をおこないます。

携帯電話・PHSのサービスを提供する事業者間でのお客さま情報の交換について
契約解除後に料金未払いのあるお客さま・迷惑メール送信者・携帯電話不正利用防止法第11条の規定に基づく本人確認の求めに応じず、利用を停止されたお客さまの契約者情報を特定の電気通信事業者の間で交換します。その情
報は契約申し込み受付時の加入審査に活用されますので、状況によってはお申し込みをお受けできないことがあります。

携帯電話を用いた犯罪・不正利用の防止に取り組んでいます。
• KDDIでは、「振り込め詐欺」等の犯罪に、偽造身分証等を利用して不正契約された携帯電話が使用されるのを防止するため、契約受付時に提示された運転免許証等のご本人さま確認書類の記載内容について、当該確認書類の情報

を発行元機関に提供させていただく場合があります。より確実なご本人さま確認を行うため、あらかじめご了承ください。
• 同一名義での大量不正契約の防止を図るため、原則として個人契約の同一名義における契約回線数を累計5回線までに制限させていただきます。
• 携帯電話不正利用防止法（平成18年4月1日施行）に基づき、ご契約時にご本人さまを特定させていただいた事項については、当社で記録し、一定期間保存させていただきます。また、警察から要請があった場合は、ご契約者名・ご住

所等の情報を再度確認させていただく場合があります。なお、確認に応じていただけない場合は、ご利用を停止させていただくことがあります。

一時休止手数料：2,000円
電話番号・メールアドレス保管期間：5年
ご本人確認書類をお持ちの上、auショップへお越しください。

1. 対象端末
  2015年5月以降に発売されたSIMロック解除機能対応のスマートフォン、タブレット等のau携帯端末
※対象外端末が発売される場合は別途ご連絡します。

 2. SIMロック解除条件
  以下①～③のすべての条件を満たすこと。
① SIMロックを解除したい端末がSIMロック解除機能対応のau携帯端末であること。
② 対象端末のご購入日から180日※ が経過していること。※ご購入日翌日を「1日目」とします。
③ 対象端末がネットワーク利用制限の対象となっていないこと。

 3. SIMロック解除受付方法と手数料

ご本人確認書類をお持ちの上、auショップへお越しください。
精算の集計にお時間がかかりますので、帰国の日程が決まった際には、お早めにお越しください。

• お客さまのご都合により解約された場合、契約事務手数料やお買い上げ代金はお戻しできません。 
• 記載の製品仕様、サービス内容、キャンペーン等の施策およびWebへのアクセス先、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。
• 記載の画像および画面イメージ等は、実際の商品と異なる場合があります。 

お客さまの情報の取り扱いについて

一時休止や再利用が可能です

SIMロック解除について

帰国に際しての精算について

INFORMATION　契約手続き

その他ご注意

My auでの受付 無料

auショップでの受付 3,000円
au契約者の場合 :次月請求合算　au契約者でない場合：店頭収納
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All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

Free multilingual direct dialing system

English Chinese0120-959-472 0120-959-476
0120-959-473 0120-959-478Portuguese Korean

At select au Shops, interpreting service via video phone is available.

■ Most operators are native to the language. They also passed
Level 1 of the Japanese Language Pro�ciency Test.

Supported Languages
English / Korean / Chinese / Portuguese / Spanish / Vietnamese / Tagalog/ Thai＊
＊: Services in Tagalog and Thai may not be available depending on time and day.

Video phone Service
Conversations can be made 
through three-party calls with 
an interpreter.
au Shops offering the service.
http://www.au.com/
english/storelocator_
multilanguage/

au website http://www.au.com/english/  (in Japanese and partially English)

From a PC
The au website includes an English version. In the FAQ pages, 
you will �nd common inquiries on our services.
au Japanese website: https://www.au.com/my-au
English: http://www.au.com/english/

Check on service charges and invoice amounts; 
apply for or change services, or register address changes.

A community site for customers to
help each other and resolve questions.
You can also check the au of�cial FAQ.

By Internet (in Japanese only)

My au Q&A
(no data charge / no member’s registration required)

From a 
smartphone

From a 
mobile phone

EZ key 

▲

 トップメニュー (Top Menu) or auポータル トップ(au Portal Top) 

▲

 サポート（通信料無料）(Support) (no data communication charges)

https://www.au.com/support/faq/

https://www.au.com/support/faq/

Website: auポータル（auスマートパス TOP）(au Portal (au Smart Pass TOP))

▲

 My au
App: via au Market or App Store: search for “My au” 

https://www.au.com/support/faq/

•This Service Guide is accurate as of December, 2016.

au English

It is necessary to log 
in from the menu using 
your “Support ID” or 
“au ID”.  See the “My 
au” website to obtain 
a “Support ID” and get 
further details.

INFORMATION  Inquiries

To Make Inquiries Regarding au Mobile Phones

Inquiries by phone

113 (no area code)

General information
(9:00 – 20:00)

Reporting theft, loss or failure to operate
(24 hours a day)

International services
(9:00 – 20:00)

Customer Center (365 days a year / Toll-free)

0077-7-113
0077-7155

0077-7-111

157 (no area code)
From an 
au smartphone/ 
au mobile phone

From other carriers’ 
mobile phones 
or fixed-line phones

Notes about making inquiries by phone 
•Your au mobile phone number and PIN are required in order to make various changes to your contract or to make billing inquiries. 
•The automated voice guidance menu for billing inquiries, suspension of service and service restoration procedures can be used 24 hours a day (excluding maintenance downtime). 
•Some IP phone services, etc. cannot get through using the telephone number provided above.
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表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

• 本ガイドの内容は2016年12月現在のものです。

パソコンから
日本語：https://www.au.com/my-au
auホームページの英語版もあります。
ご利用にあたってのよくあるFAQなどをまとめてあります。
英語：http://www.au.com/english/

ご利用料金や請求金額の確認、
サービスのお申し込みや変更手続きなどをご利用いただけます。

お客さま同士で疑問を解決する
コミュニティサイトです。
auの公式FAQもご確認いただけます。

ネットでのお問い合わせ（日本語表記のみ）

My au よくあるご質問（公式 Q&A）
（情報料無料・会員登録不要）

スマートフォンから ［Webサイト］auポータル（auスマートパス TOP）▶My au
［アプリ］au Market もしくは App Storeから「My au」で検索

ケータイから EZキー▶トップメニュー または auポータル トップ▶サポート（通信料無料）

ご利用のメニューにより、
ログインが必要となりま
す。「サポートID」または

「au ID」でログインして
ご利用ください。「サポー
トID」の取得・詳しいご案
内は、「My au」Webサ
イトで。

auホームページ http://www.au.com/　（日本語/一部英語表記）

一部のauショップで、テレビ電話を使った通訳サービスを提供しています。

＜対応言語＞
英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・タガログ語・タイ語＊

＊タガログ語・タイ語については、対応可能な日程や時間の制限があります。

■オペレーターはネイティブが中心。日本語検定 1 級も保持。

テレビ電話サービス

三者間通話サービスを使って、
翻訳者を交えた通話が可能です。
ご利用可能なauショップはこちら
http://www.au.com/
english/storelocator_
multilanguage/

お電話でのお問い合わせ

https://www.au.com/support/faq/

https://www.au.com/support/faq/

https://www.au.com/support/faq/

【お電話でのお問い合わせについて】
※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。
※音声応答メニューのご利用料金照会、回線停止、再開手続きは24時間ご利用いただけます（メンテナンス時を除く）。
※一部のIP電話サービス等では、上記電話番号がつながらない場合があります。

auスマホ・ケータイから 113 局番なし

総合案内 
［受付 9：00～20：00］

盗難・紛失・故障案内 
［24時間受付］

国際サービスについて 
［受付 9：00～20：00］

お客さまセンター（年中無休/通話料無料）

au携帯電話以外/
一般電話から

0077-7155
0077-7-1130077-7-111

157 局番なし

au English

多言語直通ダイヤル無料

英語 中国語0120-959-472 0120-959-476
0120-959-473 0120-959-478ポルトガル 韓国語

au 携帯電話についてのお問い合わせ先

INFORMATION　お問い合わせ窓口
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au multilingual video

au Store Locator

au website (English)

au STAR ★

What is the au website?

What is au STAR?

au STAR passport

au STAR royal

au STAR gift

Main content examples

au’s official website. Introducing a service oriented towards individuals.

URL : http://www.au.com/english/?bid=we-we-gn-0002
Smartphone/mobile phone

　〈Service introduction〉 〈Support〉

Charge/discount SupportProduct FAQ

More about service introduction here
http://www.au.com/english/whyau/

More about support here
http://www.au.com/english/support/

 
To visit the top page of the English au website, 
click TOP then the icon             on the left upper side of the screen

or http://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

URL: http://star.auone.jp/

P28  

Why choose au?  A quick guide on why au services will satisfy you.
http://www.au.com/english/whyau/ (in English only)

1Appendix

au Service News
Introducing a service that allows you to use au in

even more convenient ways

au English

au’s original multilingual services (staff, interpretation system, HP, tools, direct dialing, etc.) are explained 
plainly in the video.

For loyal customers of au.
This service offers many privileges without fixed charges.
•Only for customers who use an au smartphone/au mobile phone.

Member registration is possible at au shops
and Customer Centers

A site that helps you easily search for shops near you.

No fixed charge
required

Member
registration required

au 多言語動画

au Store Locator

auホームページ（英語版）

au STAR ★

auホームページとは？

au STARとは？

主なコンテンツ例

auの公式ホームページ。個人のお客さま向けサービスをご紹介します。

auをご愛用いただいているお客さま対象。
登録するだけで定額料不要でうれしい特典がいっぱいのサービスです。

定額料不要

※auスマートフォン・auケータイをご利用のお客さまが対象です。

URL : http://www.au.com/english/?bid=we-we-gn-0002

スマートフォン・携帯電話

au独自の多言語サービス（スタッフ、通訳システム、HP、ツール、直通ダイヤル等）をわかりやすく動画で説明しています。

お客さまのお近くのauショップが簡単に検索できるサイトです。

〈サービスご紹介〉 〈サポート〉

料金・割引 サポート製品 FAQ

〈サービスご紹介〉について詳しくはこちら
http://www.au.com/english/whyau/

〈サポート〉について詳しくはこちら
http://www.au.com/english/support/

au ホームページ英語版 TOP → 画面左上の　　　　アイコンをクリック

または http://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

会員登録必要

URL : http://star.auone.jp/

P28
会員登録はauショップ・
お客さまセンター　　  でも受付中！

au English
Why choose au ? みなさまに満足いただける auのサービスをわかりやすくご紹介します。

http://www.au.com/english/whyau/（英語のみ）

別 紙 1

auサービスニュース
auをもっと便利にお使いいただくためのサービスをご紹介します。

http://www.au.com/english/?bid=we-we-gn-0002
http://www.au.com/english/?bid=we-we-gn-0002
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2Appendix

What is an au ID?
This is an ID that can be used in common across various services. 

For Android™ users (using au ID Set Up App)

For iPhone users (using My au App)

You can confirm your monthly payment and the 
data quantity you used. We recommend that you 
download this app initially, as it includes guidance 
on what to do when problems occur. Usage Charge

English Chinese Portuguese

Your Contract Problems

Services you can check on

My au au WALLET au Smart Pass

Major services Easy confirmation

●All photos are provided for illustrative purposes only. All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

My au (the app)

080

080

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

Subscribers with an au ID Subscribers without au ID (register a password)

Tap “au IDの設定・保存(Set up au ID/Save)”

 If you cannot find the “au ID設定(au ID Set 
up)” icon in the “お客さまサポート(au Customer 
Support)” folder, tap either “設定・サポート(Set 
up/Support)” or the “au ID設定(au ID Set Up)” 
button from the “アプリ一覧画面 (App List screen)”.

5 Confirm au ID
password screen

Starting up the 
au ID Set up App screen

3 Set up au ID/save screen4

Registration
complete screen

6

Home screen1 App list screen2

Tap “OK”

Enter password
 Make sure not to forget
your password

Tap “アプリキー(App key)”

Tap the “お客さまサポート
(au Customer Support)” 
folder. 

Tap “au ID設定(au ID 
Set up)” app

7 Registration
complete screen

5 PIN confirmation screen Set up au ID password screen6

Agree to terms and conditions 
and tap “設定 (Set up)”

Tap “OK”

●The actual steps and screens may vary according to model type.

•A password should be a 
combination of 8 to 32 
letters and numbers 

    This is the 4-digit number you 
wrote on your application when 
you started a new contract

Enter your PIN number

Enter password
 Make sure not to forget
your password

Install and 
activate the app

2

Tap “空メール送信画面
へ  ( to Send B lank 
Message screen)” in 
the au ID設定画面 (au 
ID Set up screen)

Subscribers with an au ID

4

1 Home screen 3 Log in/set up screen 5 New message screen 6 au ID Set up
complete screen

Tap the “My au” shortcut button 
and download the app.
•If you cannot find the “My au” 
shortcut button on the screen, 
find the app in “App Store”

Tap “au IDでログインする
(Log in with au ID)” bar

Tap “送信Send” button •1 This is the 4-digit number you 
wrote on your application when 
you started a new contract
•2 A combination of 8 to 32 
letters and numbers chosen by 
you

Subscribers without au ID 
(register a password)
Open PIN Confirmation screen, 
enter your PIN number and 
press “次へ(next)” *1.

▼
In the Set up Password screen, 
enter a password, then tap “同
意して次へ(agree and next)” *2.

Setting up an au ID
au IDとは？
auのいろいろなサービスをご利用いただくために必要なIDです。

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。※画面はイメージです。

Androidをお使いの方（au ID設定アプリを使って設定する）

iPhoneをお使いの方（「My au」アプリを使って設定する）

My au（アプリ版）
毎月の料金・通信量が確認できます。困った
時の操作ガイドもありますので最初に設定
することをおすすめします。 ご利用料金 ご契約内容 困った時

確認できる主な内容

My au au WALLET auスマートパス

主なサービス例 いつでも手軽に確認できる。
英語 中国語 ポルトガル語

au IDをお持ちの方 新規登録の方（パスワードを設定する）

「au IDの設定・保存」をタップ

　「お客さまサポート」フォルダの
中に「au ID設定」アイコンがない
場合は、「設定・サポート」もしくは、
アプリ一覧画面から「au ID設定」を
タップしてください。

5 au IDパスワード確認画面

au ID設定アプリ起動画面3 au ID設定・保存画面4

登録完了画面6

ホーム画面1 アプリ一覧画面2

「OK」をタップ

パスワード入力
　パスワードは忘れない
ようにしておきましょう。

「アプリキー」をタップ

「お客さまサポート」
フォルダをタップ

「au ID設定」
アプリをタップ

7 登録完了画面5 暗証番号確認画面 au IDパスワード設定画面6

au ID利用規約に同意
して「設定」をタップ

パスワード入力
　パスワードは忘れない
ようにしておきましょう。

「OK」をタップ

　暗証番号はご契約時に
設定された4ケタの数字です。

暗証番号を入力

※機種により一部操作方法、画面イメージ等、異なる場合があります。

※パスワードは半角英数を
組み合わせた8～32ケタを
入力してください

3 6

「My au」ショートカットをタッ
プしてアプリをダウンロード
※ショートカットがない方は
「App Store」から「My au」を
検索してください

メールの画面で「送信」をタップ

アプリを
インストールして
起動する

2 au ID設定画面で
「空メール送信画面へ」
をタップ

au IDをお持ちの方

4

ホーム画面 新規メッセージ画面

新規登録の方
（パスワードを設定する）
暗証番号確認画面で暗証番号を
入力して「次へ」をタップ※1

　　　　　 　▼
パスワード設定画面でパスワード
を入力して「同意して次へ」を
タップ※2

※1 暗証番号はご契約時に設定された
　4ケタの数字です
※2 パスワードは半角英数を組み合わ
　せた8～32ケタを入力してください

080＊＊＊＊＊＊＊＊

080＊＊＊＊＊＊＊＊

1 5

「au IDでログインする」をタップ

ログイン・設定画面 au ID設定完了画面

au ID 設定方法
別 紙 2

https://www.youtube.com/watch?v=lLuDuXvGeDI
https://www.youtube.com/watch?v=8nx2n9Vhj1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ULzATiDpC1U
https://www.youtube.com/watch?v=lLuDuXvGeDI
https://www.youtube.com/watch?v=8nx2n9Vhj1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ULzATiDpC1U
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●All photos are provided for illustrative purposes only.
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How to Read Your Billing Statements

1

14

1 2 3 4

65 7

13

10
11

9

12
8

8

8

You can check your bills online. (in Japanese only)

• You can apply to receive a “paper bill” by postal mail. Each “paper bill” costs ¥50 (tax excluded). 

Description of main items

How to read your billing statementsURL

Total amount due

View the au Easy Payment 
usage amount
View the bills from the past 
6 months

Tap to view the 
breakdown of the bill

Print the bill

Print the receipt

Billing period

Date of transfer

Financial institution

View the bills

Month of issue

Customer codeView the detailed charge 
statement
View the detailed phone bill  
statement

http://www.au.com/my-au/

Here is the video explaining how to check your bills.

Portuguese

English

Chinese

You can check your bills 
by clicking here.

※画面はイメージです。

請求書はWEBでご確認いただけます。（日本語表記のみ）

請求書の合計額が
表示されます

auかんたん決済のご利用額が
確認できます。
過去6カ月分の請求書が確認
できます。

11

12

13

タップすると、料金の内訳を
確認できます。14

請求書を一括で印刷できます。6

領収書を一括で印刷できます。7

2

8

3

ご利用年月

口座振替日

金融機関名

9

5

4

10

http://www.au.com/my-au/リンク 請求書の見方

主な項目の説明

請求書の見方

※「紙請求書」の郵送をご希望の場合はお申し込みが必要です。「紙請求書」は50円/通（税抜）です。

1 請求書が確認できます。

ご請求年月

ご請求管理コード料金明細が確認できます。

通話明細が確認できます。

14

1 2 3 4

65 7

13

10

11

9

12

8

8

8

請求書の見方の説明動画はこちら

ポルトガル語

英　語

中国語

別 紙 3

ここをクリックすると、
請求書の確認ができます。

http://www.au.com/my-au/
http://www.au.com/my-au/
https://www.youtube.com/watch?v=uQYRHC6zqmw
https://www.youtube.com/watch?v=FhbvQOu9B_A
https://www.youtube.com/watch?v=VuBLUl-dOws
https://www.youtube.com/watch?v=VuBLUl-dOws
https://www.youtube.com/watch?v=FhbvQOu9B_A
https://www.youtube.com/watch?v=uQYRHC6zqmw


●All photos are provided for illustrative purposes only. All prices shown exclude tax (unless otherwise indicated).

S T A R T 1

au WALLET

You can also activate your au 
WALLET Prepaid Card via phone.
［au WALLET Prepaid Card 

Customer Service] Open year round
      0120-977-964 
Business hours 9:00 -20:00
•Before you call, make sure you have all the 
documents sent to you with the card.

They are cards that help you save by earning points!

Charge anytime!
Charge with cash and points you earn! *1

Use at shops or
for online shopping!

Earn more and
more points! *2

A convenient prepaid card that saves you money!
By charging in advance, you can use it for payment at almost all Mastercard® stores*3 around the world. 

For access to the
au WALLET website.

By touching an NFC terminal device,
the card lets you access the au WALLET website. Mastercard® number

Card holder’s Name Expiry date

This number (16 digits) will be used by au for
managing inquiries from the card owner.

WebMoney Prepaid number

What is an au ID? The au ID makes it easier for subscribers to use various au services.
au content/apps can be shared widely by au smartphones and devices.

Charge via
website or app

Step2How to activate your au WALLET Prepaid CardStep1
You will need to access the special site to
activate your card. For this, your au ID is required.

*1: The card sets a maximum limit for one charge.  *2: Points are added at a later date (up to two months later).

Publishers: 
KDDI Corporation, 
Okinawa Cellular Telephone
Company, 
Web Money Corporation

What
are

au WALLET
Cards?

*3: A 4% service charge will be added for overseas card use.

Your signature is required 
here before you begin using 
the card.
•The card can only be used by the 
applicant.

●Some functions can be used by customers who have subscribed via an au shop or the au Wallet app, even before 
doing the procedures to activate their account.

au WALLET Prepaid Card

What is au WALLET Prepaid Card?

After receiving your card, it takes just 2 steps to start using it!

How au WALLET Prepaid Card Works
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表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。※画面はイメージです。

au WALLET
のカードって

ポイントが貯まって、おトクに使えるカードです！

何？ いつでもチャージできる！
ポイントでもチャージできる！★1

お店でもネットでも
使える！

ポイントが
どんどん貯まる！★2

本カードは、便利でおトクなプリペイド式カードです。
事前にチャージ（入金）していただくと、世界中のMastercard®加盟店★3（一部除く）でご利用いただけます。

au WALLETサイトへ
アクセスします。

NFC対応端末でタッチすると、
au WALLET サイトへアクセスします。 Mastercard®番号

ご利用者氏名（ローマ字） カード有効期限（月 /年）

お名前をご記入いただく欄です。
必ず最初にご記入ください。
※お申し込みされた本人さま以外は
　ご利用いただけません。

管理番号（数字16桁）
問い合わせ時に利用します。

WebMoneyプリペイド番号

au IDとは　auの各種サービスを便利にご利用いただくためのIDです。
auのコンテンツ・アプリを、スマートフォンをはじめとした各種端末でお楽しみいただけます。

サイトやアプリで
チャージ（入金）

Step2ご利用開始のお手続きStep1
専用サイトにアクセスして、ご利用開始の手続きをお願いします。 
手続きには au IDが必要になります。

★1：チャージには上限があります。★2：ポイントは後日付与されます。最大2ヶ月かかる場合があります。

★3：海外でのご利用には海外サービス手数料4％がかかります。

〈カード発行元〉
KDDI株式会社 /
沖縄セルラー電話株式会社 /
株式会社ウェブマネー

お電話でも、お手続きが可能です。
［au WALLET プリペイドカード

        お問い合わせ窓口］年中無休

     0120-977-964 
受付時間 9:00～20:00
※同封の特約類をお手元にご用意の上、お電話ください。

S T A R T 1

au WALLET

※auショップ・au WALLET アプリ／サイトで新規お申し込みされた方は、ご利用開始のお手続きの前に一部機能がご利用可能です。

au WALLET プリペイドカード
別 紙 4

au WALLET プリペイドカードとは？

カードが届いたら準備はたったの2STEP！

au WALLET プリペイドカードの仕組みを知ろう



Smartphones

Preparation for using au WALLET Prepaid Card

Android™ smartphone/iPhone app

How to install the au WALLET App

How to charge

For subscribers who have not registered an au ID, 
follow the instructions and set up an au ID.

For subscribers who have not registered an au ID, 
follow the instructions and set up an au ID.

Step 1 Step 3

Step 2

Download the “au WALLET” app via 
iOS ▶ Search ‘au WALLET’ in the App store
Android™ ▶ Search ‘au WALLET’ in the au Market
〈Compatible models〉
• iOS7.0 and over
•Android™4.0 and over

Start the app and tap “ログインする(Log in)” and “詳細は
こちら(For details)”.

Charge by au Easy Payment

Charge by WALLET Points/au Points

1 2 543

53 41 2

●All images are provided for illustrative purposes only.

•Visit au Customer Center           for more information on how to charge at au Shops, Lawson convenience stores and Jibun Banks using your credit card or au WALLET charge card.P28
•For details on charging requirements, please check the “usage procedures” sent to you with the card or visit the au WALLET website.

Tap “チャージ（入金）(Charge)” 
on top screen.

Tap “金額を指定し
てチャージ (Select 
charge amount)”.

Select charge amount 
and tap “チャージする 
(Charge)”.

Enter “暗証番号 (PIN)” 
you set when making a 
contract with au and tap 
“購入する (Purchase)”.

Charge is completed.

Enter charge amount and 
tap “チャージする (Charge)”.

Confirm charge amount 
and tap “チャージする 
(Charge)”.

Charge is completed.

Tap “ポイント (Points)”.Tap “チャージ（入金）(Charge)” 
on top screen.

You can also activate your 
au WALLET Prepaid Card via phone.
［au WALLET Prepaid Card Customer Service] Open year round
      0120-977-964   Business hours 9:00 -20:00
•Before you call, make sure you have all the documents sent to you with the card.

After you have logged in, press “ご利用開始 (Get started)”. 
When the message “カードの利用を開始しました (we have 

started service for your card)” 
appears on the screen, the 
procedures for activation are 
complete.
［4G LTE Mobile Phones］
Press “au WALLET” in the menu 
l ist then activate f rom the au 
WALLET website.
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au WALLET Prepaid Card

スマートフォンの場合

※チャージのご利用条件はカードに同封された「ご利用の手引き」または、au WALLET サイトをご確認ください。
※auショップ、コンビニ（ローソンのみ）、じぶん銀行、クレジットカード、au WALLET チャージカードでのチャージ方法についてはお客さまセンター　 　 でご確認ください。P28

※画面はイメージです。

au WALLET プリペイドカードを使う準備をしよう

AndroidTMスマホ / iPhoneのアプリで

au WALLET アプリのインストール方法

チャージ方法

au ID設定がお済みでない方は画面に従って設定してください。

au ID設定がお済みでない方は画面に従って設定してください。

お電話でも、お手続きが可能です。
［au WALLET プリペイドカード お問い合わせ窓口］年中無休

     0120-977-964 受付時間 9:00～20：00
※同封の特約類をお手元にご用意の上、お電話ください。

手順① 手順③

手順②

auかんたん決済でチャージ

WALLET ポイント／auポイントでチャージ

1

トップ画面から「チャージ
（入金）」をタップ

2

「 金 額を指 定して
チャージ」をタップ

5

チャージが完了

4

auご契約時の「暗証番号」
を入力して「購入する」を
タップ

チャージ額を選択して
「チャージする」をタップ

3

5

チャージが完了

3

チャージ額を入力して
「チャージする」をタップ

4

チャージ額を確認して
「チャージする」をタップ

1

トップ画面から「チャージ
（入金）」をタップ

2

「ポイント」をタップ

au WALLET アプリをダウンロードする。

iOS ▶  「App Store」より「au WALLET」
　　　　を検索

AndroidTM ▶ 「au Market」より
　　　　　　「au WALLET」を検索

〈機種対応〉　● iOS7.0以上 
　　　　　　●Android4.0以上

アプリを起動し、「ログインする」ボタンを押し、「詳細はこちら」
ボタンを押す。

au WALLET プリペイドカード
別 紙 5

ログイン後に表示される「ご利用開始」ボタンを押して
ください。「カードの利用を開始しました」と表示され

たら、ご利用開始のお手
続きは完了です。

 
［4G LTEケータイの場合］
メニュー画面の「au 
WALLET」を押して、au 
WALLET サイトからご利用開
始のお手続きを行えます。




