
【 au Online Shop販売価格】iPhone 12 Pro Max  / iPhone 12 mini 

128GB 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB

141,900円 155,150円 181,540円 90,065円 95,240円 109,305円

-22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円

119,900円 133,150円 159,540円 68,065円 73,240円 87,305円

分割支払い

（24回）の場合
賦払金

（初回 2,354円）

＋（2,343円/月×22回）

+【最終回】66,000円

（初回 2,664円）

＋（2,653円/月×22回）

+【最終回】72,120円

（初回 3,274円）

＋（3,263円/月×22回）

+【最終回】84,480円

（初回 1,149円）

＋（1,138円/月×22回）

+【最終回】41,880円

（初回 1,254円）

＋（1,243円/月×22回）

+【最終回】44,640円

（初回 1,589円）

＋（1,578円/月×22回）

+【最終回】51,000円

128GB 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB

141,900円 155,150円 181,540円 90,065円 95,240円 109,305円

-11,000円 -11,000円 -11,000円 -11,000円 -11,000円 -11,000円

130,900円 144,150円 170,540円 79,065円 84,240円 98,305円

分割支払い

（24回）の場合
賦払金

（初回 2,838円）

＋（2,821円/月×22回）

+【最終回】66,000円

（初回 3,148円）

＋（3,131円/月×22回）

+【最終回】72,120円

（初回 3,758円）

＋（3,741円/月×22回）

+【最終回】84,480円

（初回 1,633円）

＋（1,616円/月×22回）

+【最終回】41,880円

（初回 1,738円）

＋（1,721円/月×22回）

+【最終回】44,640円

（初回 2,073円）

＋（2,056円/月×22回）

+【最終回】51,000円

128GB 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB

141,900円 155,150円 181,540円 90,065円 95,240円 109,305円

141,900円 155,150円 181,540円 90,065円 95,240円 109,305円

分割支払い

（24回）の場合
賦払金

（3,300円/月×23回）

+【最終回】66,000円

（3,610円/月×23回）

+【最終回】72,120円

（4,220円/月×23回）

+【最終回】84,480円

（2,095円/月×23回）

+【最終回】41,880円

（2,200円/月×23回）

+【最終回】44,640円

（2,535円/月×23回）

+【最終回】51,000円

【個品割賦販売契約について】頭金0円、実質年率0%、支払回数24回/支払期間26ヵ月  

iPhone 12 Pro Max 賦払金  [MNP]128GB：（初回 2,354円）＋（2,343円/月×22回）+【最終回】66,000円 / 256GB：（初回 2,664円）＋（2,653円/月×22回）+【最終回】72,120円 / 512GB：（初回 3,274円）＋（3,263円/月×22回）+【最終回】84,480円

　　　　　　　　　　　　　[新規]128GB：（初回 2,838円）＋（2,821円/月×22回）+【最終回】66,000円 / 256GB：（初回 3,148円）＋（3,131円/月×22回）+【最終回】72,120円 / 512GB：（初回 3,758円）＋（3,741円/月×22回）+【最終回】84,480円

　　　　　　　　　　      　[機種変更]128GB：（3,300円/月×23回）+【最終回】66,000円 / 256GB：（3,610円/月×23回）+【最終回】72,120円 / 512GB：（4,220円/月×23回）+【最終回】84,480円

iPhone 12 mini 賦払金 　　[MNP]64GB：（初回 1,149円）＋（1,138円/月×22回）+【最終回】41,880円 / 128GB：（初回 1,254円）＋（1,243円/月×22回）+【最終回】44,640円 / 256GB：（初回 1,589円）＋（1,578円/月×22回）【最終回】51,000円

　　　　　　　　　　  　 　[新規]64GB：（初回 1,633円）＋（1,616円/月×22回）+【最終回】41,880円 / 128GB：（初回 1,738円）＋（1,721円/月×22回）+【最終回】44,640円 / 256GB：（初回 2,073円）＋（2,056円/月×22回）+【最終回】51,000円

　　　　　　　　　　  　    [機種変更]64GB：（2,095円/月×23回）+【最終回】41,880円 / 128GB：（2,200円/月×23回）+【最終回】44,640円 / 256GB：（2,535円/月×23回）+【最終回】51,000円

※au Online Shopの販売価格です。店頭でご購入の場合、実際の機種代金のお支払額は店舗により異なる場合があります。

　　　　   　 47,305円

（初回 2,073円）

＋（2,056円/月×22回）

　　　　   　 39,600円

（初回 1,738円）

＋（1,721円/月×22回）

　　　　   　 37,185円

（初回 1,633円）

＋（1,616円/月×22回）

　　　　   　 86,060円

（初回 3,758円）

＋（3,741円/月×22回）

　　　　   　 72,030円

（初回 3,148円）

＋（3,131円/月×22回）

iPhone 12 Pro Max

　　　　   　 64,900円

（初回 2,838円）

＋（2,821円/月×22回）

機種代金

5Gスマホおトク割*2

新規

iPhone 12 mini

【個品割賦販売契約について概要は下記に記載】

　

　　   　 　　50,600円

(2,200円/月×23回)

　

　　   　 　　58,305円

(2,535円/月×23回)

機種代金

ご予約・ご購入はこちら 

機種代金

5Gスマホおトク割*2

　

　　   　 　　97,060円

(4,220円/月×23回)

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

機種変更

好評発売中

他社からお乗りかえ(MNP)
iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini

　　　　   　 36,305円

（初回 1,589円）

＋（1,578円/月×22回）

　　　　   　 28,600円

（初回 1,254円）

＋（1,243円/月×22回）

　　　　   　 26,185円

（初回 1,149円）

＋（1,138円/月×22回）

　　　   　 75,060円

（初回 3,274円）

＋（3,263円/月×22回）

　　　　   　 61,030円

（初回 2,664円）

＋（2,653円/月×22回）

　　　　   　　53,900円

（初回 2,354円）

＋（2,343円/月×22回）

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

　

　　   　 　　48,185円

(2,095円/月×23回)

　

　　   　 　　75,900円

(3,300円/月×23回)

　

　　   　 　　83,030円

(3,610円/月×23回)

実質負担額
かえトクプログラムご利用時*1

分割支払金の最終回分がお支払い不要
※25ヶ月目までに機種を買い替えし、

本プログラムで購入された機種を回収した場合

＊1：
プログラム料：無料

お申込み必要 機種代金の分割支払金のうち、最終回分のお支払いが不要！★1

実質負担額
かえトクプログラムご利用時*1

分割支払金の最終回分がお支払い不要
※25ヶ月目までに機種を買い替えし、

本プログラムで購入された機種を回収した場合

実質負担額
かえトクプログラムご利用時*1

分割支払金の最終回分がお支払い不要
※25ヶ月目までに機種を買い替えし、

本プログラムで購入された機種を回収した場合

★1：対象機種ご購入後25ヵ月目までに新しい機種へ買い替えかつ、本プログラムで購入された機種をKDDIが回収した場合です。

※本プログラム加入時の機種回収・査定条件を満たす必要があります。端末故障・破損時(例：充電不可などの場合)等、特典の適用を受ける際に最大22,000円(不課税)のお支払いが必要となる場合や、特典が受けられない場合があります。

【加入条件】当社、au取扱店で対象機種を本プログラムでご購入

【特典適用条件：①②両方を満たす方】

①対象の機種を12ヵ月以上ご利用後、当社・au取扱店でauのスマートフォン・ケータイ・タブレット・ルーターのいずれかを購入すること

②本プログラムでご購入された機種を当社が回収すること

※支払回数は24回のみ選択できます。※時期により内容を変更する場合があります。※かえトクプログラムについて、詳しくは こちら

※かえトクプログラム以外でご購入される場合、24回以外の分割支払い契約も選択可。

機種変更の方は 5G機種変更おトク割*3でおトク

au Online Shopでご購入の場合、ご注文月の翌月下旬以降au PAY 残高に5,500円（不課税）相当をキャッシュバック(チャージ)！

店頭でご購入の場合、機種代金から5,500円割引！ 詳しくはこちら ( https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/ )

ご予約・ご購入はこちら ( https://www.au.com/iphone/shop/ ) 

＊3: 5G機種変更おトク割
【条件】①～③を同時に満たす方

①機種変更(12ヵ月目以上ご利用)★2で対象機種をご購入

②使い放題MAX 5G / 使い放題MAX 5G with Amazonプライム / 使い放題MAX 5G Netflixパック(P) / 使い放題MAX 5G テレビパック / 使い放題MAX 5G ALL STARパック

データMAX 5G / データMAX 5G with Amazonプライム / データMAX 5G Netflixパック(P) / データMAX 5G Netflixパック / データMAX 5G テレビパック / データMAX 5G ALL STARパックに新たにご加入、またはご加入中

③「故障紛失サポート with AppleCare Services(有料)」に新たにご加入、または継続してご加入

★2:KDDIに登録されている直近のご購入機種（au取扱店でお客さまがご購入された機種）が対象です。

※沖縄県下au取扱店でのご購入は対象外です。

【au Online Shopでご購入の場合】

※ご注文月の翌月10日までのご利用開始（または回線切替）のお手続きを完了されたお客さまが対象です。ご注文月の翌月下旬以降にau PAY 残高にキャッシュバック(チャージ)いたします。

※キャッシュバック時点で、au PAY プリペイドカード(旧au WALLETプリペイドカード)のお申し込みとau PAY アプリ（旧au WALLET アプリ）が必要です。

進呈時点で有効でない場合はキャッシュバックの対象外です。事情によりキャッシュバックの時期が遅れる場合があります。

※沖縄セルラー電話株式会社契約は対象外です。

【故障紛失サポートwith AppleCare Services】※別途、月額料979円～1,309円がかかります。※「故障紛失サポート with AppleCare Services」について、詳しくはこちら

※在庫がなくなり次第、終了となります。※店舗により機種の在庫状況が異なります。

※5Gは一部エリアでの提供です。詳しくはauホームページでご確認ください。※5G機種変更おトク割について、詳しくはこちら

＊2: 5Gスマホおトク割
【条件】新規ご契約(他社からお乗りかえ含む)で対象機種をご購入

※在庫がなくなり次第、終了となります。※店舗により機種の在庫状況が異なります。

※5Gは一部エリアでの提供です。詳しくはauホームページでご確認ください。

※5Gスマホおトク割について、詳しくは こちら

表記の金額は特に記載のある場合を除き税込です。

■共通注意事項

※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。※各種適用には条件があります。※別途、契約にかかる費用などがございます。

※各種条件など詳細はauホームページ / 店頭スタッフへ。※記載の内容は2021年3月1日時点の情報です。

◎Amazon、Amazonプライムおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

◎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。TM and © 2021 Apple Inc. All rights reserved.

( https://www.au.com/iphone/shop/ ) 

( https://www.au.com/mobile/kaetoku )

( https://www.au.com/iphone/service/warranty-4yrs/ )

( https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/ )

( https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/ )

https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/
https://www.au.com/iphone/shop/
https://www.au.com/iphone/shop/
https://www.au.com/mobile/kaetoku
https://www.au.com/iphone/service/warranty-4yrs/
https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/
https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/


【 au Online Shop販売価格】iPhone 12 Pro  / iPhone 12

128GB 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB

127,495円 140,750円 168,170円 103,430円 108,260円 122,435円

-22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円

105,495円 118,750円 146,170円 81,430円 86,260円 100,435円

分割支払い

（24回）の場合
賦払金

（初回 1,999円）

＋（1,988円/月×22回）

+【最終回】59,760円

（初回 2,304円）

＋（2,293円/月×22回）

+【最終回】66,000円

（初回 2,964円）

＋（2,953円/月×22回）

+【最終回】78,240円

（初回 1,464円）

＋（1,453円/月×22回）

+【最終回】48,000円

（初回 1,554円）

＋（1,543円/月×22回）

+【最終回】50,760円

（初回 1,899円）

＋（1,888円/月×22回）

+【最終回】57,000円

128GB 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB

127,495円 140,750円 168,170円 103,430円 108,260円 122,435円

-11,000円 -11,000円 -11,000円 -11,000円 -11,000円 -11,000円

116,495円 129,750円 157,170円 92,430円 97,260円 111,435円

分割支払い

（24回）の場合
賦払金

（初回 2,483円）

＋（2,466円/月×22回）

+【最終回】59,760円

（初回 2,788円）

＋（2,771円/月×22回）

+【最終回】66,000円

（初回 3,448円）

＋（3,431円/月×22回）

+【最終回】78,240円

（初回 1,948円）

＋（1,931円/月×22回）

+【最終回】48,000円

（初回 2,038円）

＋（2,021円/月×22回）

+【最終回】50,760円

（初回 2,383円）

＋（2,366円/月×22回）

+【最終回】57,000円

128GB 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB

127,495円 140,750円 168,170円 103,430円 108,260円 122,435円

127,495円 140,750円 168,170円 103,430円 108,260円 122,435円

分割支払い

（24回）の場合
賦払金

（2,945円/月×23回）

+【最終回】59,760円

（3,250円/月×23回）

+【最終回】66,000円

（3,910円/月×23回）

+【最終回】78,240円

（2,410円/月×23回）

+【最終回】48,000円

（2,500円/月×23回）

+【最終回】50,760円

（2,845円/月×23回）

+【最終回】57,000円

【個品割賦販売契約について】頭金0円、実質年率0%、支払回数24回/支払期間26ヵ月  

iPhone 12 Pro 賦払金  [MNP]128GB：（初回 1,999円）＋（1,988円/月×22回）+【最終回】59,760円 / 256GB：（初回 2,304円）＋（2,293円/月×22回）+【最終回】66,000円 / 512GB：（初回 2,964円）＋（2,953円/月×22回）+【最終回】78,240円

　　　　　　　　　　  [新規]128GB：（初回 2,483円）＋（2,466円/月×22回）+【最終回】59,760円 / 256GB：（初回 2,788円）＋（2,771円/月×22回）+【最終回】66,000円 / 512GB：（初回 3,448円）＋（3,431円/月×22回）+【最終回】78,240円

　　　　　　　　　　  [機種変更]128GB：（2,945円/月×23回）+【最終回】59,760円 / 256GB：（3,250円/月×23回）+【最終回】66,000円 / 512GB：（3,910円/月×23回）+【最終回】78,240円

iPhone 12 賦払金 　   [MNP]64GB：（初回 1,464円）＋（1,453円/月×22回）+【最終回】48,000円 / 128GB：（初回 1,554円）＋（1,543円/月×22回）+【最終回】50,760円 / 256GB：（初回 1,899円）＋（1,888円/月×22回）＋【最終回】57,000円

　　　　　　      　    [新規]64GB：（初回 1,948円）＋（1,931円/月×22回）+【最終回】48,000円 / 128GB：（初回 2,038円）＋（2,021円/月×22回）+【最終回】50,760円 / 256GB：（初回 2,383円）＋（2,366円/月×22回）+【最終回】57,000円

　　　　　　　　　　  [機種変更]64GB：（2,410円/月×23回）+【最終回】48,000円 / 128GB：（2,500円/月×23回）+【最終回】50,760円 / 256GB：（2,845円/月×23回）+【最終回】57,000円

※au Online Shopの販売価格です。店頭でご購入の場合、実際の機種代金のお支払額は店舗により異なる場合があります。

ご予約・ご購入はこちら 

【個品割賦販売契約について概要は下記に記載】

　

　　   　 　　65,435円

(2,845円/月×23回)

他社からお乗りかえ(MNP)
iPhone 12 Pro iPhone 12 

機種代金

5Gスマホおトク割*2

新規
iPhone 12 Pro iPhone 12 

　　　　   　 33,430円

（初回 1,464円）

＋（1,453円/月×22回）

　　　　   　 67,930円

（初回 2,964円）

＋（2,953円/月×22回）

　　　　   　 52,750円

（初回 2,304円）

＋（2,293円/月×22回）

機種代金

5Gスマホおトク割*2

　　　　   　 45,735円

（初回 1,999円）

＋（1,988円/月×22回）

　　　　   　 54,435円

（初回 2,383円）

＋（2,366円/月×22回）

　　　　   　 46,500円

（初回 2,038円）

＋（2,021円/月×22回）

　　　　   　 44,430円

（初回 1,948円）

＋（1,931円/月×22回）

　　　　   　 78,930円

（初回 3,448円）

＋（3,431円/月×22回）

　　　　   　 63,750円

（初回 2,788円）

＋（2,771円/月×22回）

　　　　   　 56,735円

（初回 2,483円）

＋（2,466円/月×22回）

　　　　   　 43,435円

（初回 1,899円）

＋（1,888円/月×22回）

　　　　   　 35,500円

（初回 1,554円）

＋（1,543円/月×22回）

機種変更
iPhone 12 Pro iPhone 12 

機種代金

　

　　   　 　　67,735円

(2,945円/月×23回)

　

　　   　 　　74,750円

(3,250円/月×23回)

　

　　   　 　　89,930円

(3,910円/月×23回)

　

　　   　 　　55,430円

(2,410円/月×23回)

　

　　   　 　　57,500円

(2,500円/月×23回)

好評発売中

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

実質負担額
かえトクプログラムご利用時*1

分割支払金の最終回分がお支払い不要
※25ヶ月目までに機種を買い替えし、

本プログラムで購入された機種を回収した場合

＊1：
プログラム料：無料

お申込み必要 機種代金の分割支払金のうち、最終回分のお支払いが不要！★1

実質負担額
かえトクプログラムご利用時*1

分割支払金の最終回分がお支払い不要
※25ヶ月目までに機種を買い替えし、

本プログラムで購入された機種を回収した場合

実質負担額
かえトクプログラムご利用時*1

分割支払金の最終回分がお支払い不要
※25ヶ月目までに機種を買い替えし、

本プログラムで購入された機種を回収した場合

★1：対象機種ご購入後25ヵ月目までに新しい機種へ買い替えかつ、本プログラムで購入された機種をKDDIが回収した場合です。

※本プログラム加入時の機種回収・査定条件を満たす必要があります。端末故障・破損時(例：充電不可などの場合)等、特典の適用を受ける際に最大22,000円(不課税)のお支払いが必要となる場合や、特典が受けられない場合があります。

【加入条件】当社、au取扱店で対象機種を本プログラムでご購入

【特典適用条件：①②両方を満たす方】

①対象の機種を12ヵ月以上ご利用後、当社・au取扱店でauのスマートフォン・ケータイ・タブレット・ルーターのいずれかを購入すること

②本プログラムでご購入された機種を当社が回収すること

※支払回数は24回のみ選択できます。※時期により内容を変更する場合があります。※かえトクプログラムについて、詳しくは こちら

※かえトクプログラム以外でご購入される場合、24回以外の分割支払い契約も選択可。

機種変更の方は 5G機種変更おトク割*3でおトク

au Online Shopでご購入の場合、ご注文月の翌月下旬以降au PAY 残高に5,500円（不課税）相当をキャッシュバック(チャージ)！

ご予約・ご購入はこちら ( https://www.au.com/iphone/shop/ ) 

＊3: 5G機種変更おトク割
【条件】①～③を同時に満たす方

①機種変更(12ヵ月目以上ご利用)★2で対象機種をご購入

②使い放題MAX 5G / 使い放題MAX 5G with Amazonプライム / 使い放題MAX 5G Netflixパック(P) / 使い放題MAX 5G テレビパック / 使い放題MAX 5G ALL STARパック

データMAX 5G / データMAX 5G with Amazonプライム / データMAX 5G Netflixパック(P) / データMAX 5G Netflixパック / データMAX 5G テレビパック / データMAX 5G ALL STARパックに新たにご加入、またはご加入中

③「故障紛失サポート with AppleCare Services(有料)」に新たにご加入、または継続してご加入

★2:KDDIに登録されている直近のご購入機種（au取扱店でお客さまがご購入された機種）が対象です。

※沖縄県下au取扱店でのご購入は対象外です。

【au Online Shopでご購入の場合】

※ご注文月の翌月10日までのご利用開始（または回線切替）のお手続きを完了されたお客さまが対象です。ご注文月の翌月下旬以降にau PAY 残高にキャッシュバック(チャージ)いたします。

※キャッシュバック時点で、au PAY プリペイドカード(旧au WALLETプリペイドカード)のお申し込みとau PAY アプリ（旧au WALLET アプリ）が必要です。

進呈時点で有効でない場合はキャッシュバックの対象外です。事情によりキャッシュバックの時期が遅れる場合があります。

※沖縄セルラー電話株式会社契約は対象外です。

【故障紛失サポートwith AppleCare Services】※別途、月額料979円～1,309円がかかります。※「故障紛失サポート with AppleCare Services」について、詳しくはこちら

※在庫がなくなり次第、終了となります。※店舗により機種の在庫状況が異なります。

※5Gは一部エリアでの提供です。詳しくはauホームページでご確認ください。※5G機種変更おトク割について、詳しくはこちら

＊2: 5Gスマホおトク割
【条件】新規ご契約(他社からお乗りかえ含む)で対象機種をご購入

※在庫がなくなり次第、終了となります。※店舗により機種の在庫状況が異なります。

※5Gは一部エリアでの提供です。詳しくはauホームページでご確認ください。

※5Gスマホおトク割について、詳しくは こちら

表記の金額は特に記載のある場合を除き税込です。

■共通注意事項

※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。※各種適用には条件があります。※別途、契約にかかる費用などがございます。※記載の内容は2021年3月1日時点の情報です。

※各種条件など詳細はauホームページ / 店頭スタッフへ。

◎Amazon、Amazonプライムおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

◎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。 TM and © 2021 Apple Inc. All rights reserved.

店頭でご購入の場合、機種代金から5,500円割引！ 詳しくはこちら ( https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/ )

( https://www.au.com/iphone/shop/ ) 

( https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/ )

( https://www.au.com/mobile/kaetoku )

( https://www.au.com/iphone/service/warranty-4yrs/ )

( https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/ )

https://www.au.com/iphone/shop/
https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/
https://www.au.com/iphone/shop/
https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/
https://www.au.com/mobile/kaetoku
https://www.au.com/iphone/service/warranty-4yrs/
https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/

