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「標準プラン」提供条件書 

 

 

KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」といいます｡)は、

au(povo)通信サービス契約約款に定めるau(povo)サービスについて、以下のとおり標準プ

ランを提供します。 

 

１．概要 

「標準プラン」は、月間データ容量20GBを税抜額2,480円(税込額2,728円)／月でご利

用いただけるオンライン専用の料金プランです。 

 

２．提供条件 

(１) 標準プランの基本情報 

・ご利用が可能な月間データ容量は、20GB です。 

・当月の利用データ量が 20GB を超えた場合、当月末日まで通信速度を送受信最大

1Mbps に制限します。その場合も、「データトッピング」提供条件書に定めるデー

タトッピング（データ使い放題 24 時間、データ追加 1GB）にお申込みいただくこと

で、通常速度でご利用いただけます。 

・各種ご利用料金は、以下のとおりです。 

区分 料金 備考 

基本使用料 
税抜額 2,480 円／月 

(税込額 2,728 円／月) 

データ通信料とインターネット接続

機能のオプション機能使用料を含む

金額です。 

国内通話料 
税抜額 20 円／30 秒 

(税込額 22 円／30 秒) 

衛星船舶電話への通話は税抜額 50 円

(税込額 55 円)／30 秒です。また、他

事業者が料金設定している電話番号

へは指定の通話料がかかります。 

国内 SMS 利用料 

[送信]税抜額 3円／通 

  (税込額 3.3 円／通) 

  ※全角 70 文字まで 

[受信]無料 

機種により最大全角670文字まで送信

可能です。ただし、134 文字までは 2

通分、それ以降は 67 文字ごとに 1 通

分の送信料がかかりますSMS機能の詳

細は(５)①をご参照ください。 

 

(２) データ通信について 

① データ通信利用の制限 

月間の利用データ量が20GB を超えた場合に通信速度を 1Mbps に制限するほか、一定

期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制

限します。 

 

② 通信識別機能 

povo をご契約の場合、通信識別機能（ご利用中の通信について、通信先やご利用し

ているサービスを識別する機能）が適用されます。識別の結果は、データ通信量の

カウントや通信速度の制御等に利用します。 
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(３) 国際通話／国際 SMS について 

① 国際通話料 

通話先区分によって、通話料が異なります。通話先区分およびぞれぞれの通話料に

ついては、別紙１のとおりとします。 

 

② 国際 SMS 利用料 

送信料は全角 70 文字まで 100 円／通、受信料は無料です。機種により最大全角 670

文字まで送信可能です。ただし、134 文字までは 2 通分、それ以降は 67 文字ごとに

1通分の送信料がかかります。SMS 機能の詳細は(５)①をご参照ください。 

 

※国際通話料および国際 SMS 利用料に、消費税はかかりません。 

 

(４) 手続きに関する料金 

手続き*1 
手数料 

税抜額（税込額） 

au IC カードの再発行、au IC カードへの変更 2,000 円(2,200 円)／回 

eSIM の再発行、eSIM への変更 400 円 (440 円)／回 

*1：当面の間、本手続きに関する手数料はかかりませんが、一旦手数料が請求され、

翌月以降のご利用料金から同額を減算する場合があります。 

 

(５) オプション機能 

① SMS 機能 

・電話番号を使用して、文字メッセージの送受信を行うことができる機能です。お

申込み不要でご利用いただけます。 

・1日の送信回数が200回を超えた場合、それ以降本機能をご利用いただけません。

au と povo の間の番号移行があった場合、移行前後の送信回数を合算して判定し

ます。なお、本機能の停止前に 200 回を超えて送信した SMS があった場合も、そ

の料金の支払いが必要です。 

・ご利用のスマートフォンにより、送信できる文字数の上限が異なります。 

・電波が伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合、送信でき

ないことがあります。この場合、当社の設備に蓄積した SMS は、一定期間経過後

に消去します。 

・発信者番号通知を「通知しない」と設定している場合、SMS を送信することはで

きません。 

・他事業者との間で受信または送信される SMS または国際 SMS は、事業者の定めに

従い形式を変換することがあります。 

・国際 SMS は、外国の法令や海外事業者の契約約款等により送信を制限されること

があります。 

 

② インターネット接続機能 

・インターネットとの間でデータ通信、＋メッセージ等が利用できる機能です。お
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申込み不要でご利用いただけます。 

・本機能の利用に関して、当社が設置したもの以外の電気通信設備を介して行う通

信の品質は保証しません。 

・＋メッセージで受信または送信を行うことができる情報量、情報の表示方法等に

関する提供条件については、＋メッセージ利用規約に定めるところによります。

同利用規約に定める＋メッセージに係る利用契約を締結している場合に限り、＋

メッセージを利用することができます。 

・他事業者から MNP で povo にご加入のお客さまが、MNP 転出元の事業者において＋

メッセージの提供を受けていた場合（MNP の申込みに先立ち、当社の＋メッセー

ジ利用規約に定める利用者情報引継機能と同等の機能を利用した場合に限りま

す｡)、povo のお申込みと同時に＋メッセージに係る利用契約の申込みがあり、

povo の申込みの承諾と同時にその申込みを承諾したものとして取り扱います。 

 

③ テザリング利用機能 

・povo で利用するスマートフォンに、パソコンやゲーム機器等の外部機器を接続す

ることで、それらの外部機器でデータ通信を利用できる機能です。お申込み不要

でご利用いただけます。 

・本機能を利用して発生したデータ通信については、データ容量を消費します。 

・本機能の利用に関して、当社が設置したもの以外の電気通信設備を介して行う通

信の品質は保証しません。 

 

(６) その他ご注意事項 

① ローミング時の通話料、データ通信料について 

・ローミングとは、KDDI のご契約者が沖縄セルラーエリア内で通信を行うこと、お

よび沖縄セルラーのご契約者がKDDIエリア内で通信を行うことをいいます。ロー

ミングにより生じた債権については、ローミング先の事業者から契約元の事業者

へ債権譲渡し、ご利用料金に合算して請求します。 

・ローミング時に利用した通話およびデータ通信に関する料金その他取扱いについ

ては、本提供条件書、「通話トッピング」提供条件書および「データトッピング」

提供条件書に規定する内容と同じとします。 

 

② NTT 東日本・NTT 西日本の加入電話および公衆電話から povo への通話料について 

別紙２のとおりです。ローミング中の povo へかけた場合も同額を適用します。 

 

③ 電話番号案内サービスについて 

電話番号案内サービスをご利用の場合、通話料のほか、1 の電話番号案内につき

税抜額 200 円(税込額 220 円)がかかります。その他提供条件については、電話番

号案内事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 

 

④ 料金のかからない通話、データ通信について 

以下の通話、データ通信については、料金がかかりません。 

・緊急通報（110 番、118 番、119 番）に係る通話 
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・当社の通信サービスに関する問合せ、申込み等のために行う通話およびデータ

通信のうち、当社が指定したものへの通話およびデータ通信 

 

⑤ 通信が利用できない場合の取扱い 

契約者の責めによらない理由で、その月の全ての日にわたり au(povo)通信サービ

スを全く利用できない状態が生じたときは、基本使用料の支払いを要しません。

この場合、該当の料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

 

⑥ au から povo へ移行された場合のデータ通信関連の取扱い 

・月中に au から povo への番号移行があった場合、当月の月間データ容量は移行前

後で大きい方の値を適用します。auの月間データ容量の取扱いは、auの料金プラ

ン間で変更した場合と同様とします。 

・au から povo への番号移行があった場合、移行時点でデータチャージにより追加

購入したデータ容量もしくは受け取ったデータプレゼント(いずれも有効期間内

のものに限ります｡)が残っているときはそれを引き継ぎます。 

 

⑦ au→自宅割の適用について 

・povo 契約者が当社指定の固定電話をご契約の上、その固定電話の電話番号を自宅

電話番号として当社に登録している場合、povo からその固定電話への通話料を割

引きます。 

・契約内容ごとの通話料の割引率は、次表のとおりです。ただし、次表のアについ

て、「通話トッピング」提供条件書に定める通話トッピング（5 分以内通話かけ

放題、通話かけ放題）をご利用の場合、au→自宅割は適用されません。 

区分 割引率 

ア KDDI でのマイラインプラスで「同一県内の市外通話」「県外へ

の通話」を含む 3 区分以上登録の場合 

50% 

イ au ひかり 電話サービス、au ひかりちゅら 電話サービス、ホー

ムプラス電話、KDDI-IP 電話（au one net 050 電番サービス）、ケ

ーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話、ホーム電話、J:COM 

PHONE プラス、J:COM PHONE ひかり、J:COM PHONE、コミュファ光

電話のいずれかにご加入の場合  

100% 

ウ au まとめラインにご加入の場合 100% 

 

⑧ 金融サービスセット割の適用について 

・特定金融商品契約の契約をされたご契約者から指定があった場合、そのpovo回線

に対して、金融サービスセット割を適用します。 

・金融サービスセット割の提供条件は、当社の金融サービスセット割利用規約に定

めるところによります。 

 

■本提供条件書について 

・当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合の料金その他の

提供条件は、変更後の提供条件書の記載事項によります。 
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・電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に

該当する場合であって、当社の申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知お

よび説明に代え、予め、当社のホームページにその内容を掲示します。  

・本提供条件書に記載のない事項については、契約約款等(au(povo)通信サービス契約約

款、au(5G)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款その他当社の各契約

約款および各規約をいいます｡)の規定を適用します。契約約款等の詳細は、当社のホー

ムページでご確認いただけます。  

 

■更新履歴 

2021 年 3 月 23 日 初版作成 

2021 年 5 月 1 日   加入電話からの通話料の改定に伴う改版 

（2021 年 5 月 1 日午前 0 時 00 分 00 秒以降に povo に着信のあった通話について、改定

後の通話料を適用します｡) 

2021 年 6 月 25 日 手続きに関する料金に係る改版 
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別紙１ 国際通話の通話先区分および通話料 

通話先区分 通話料 

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます｡)、アラスカ、オー

ストラリア、カナダ、グアム、サイパン、ニュージーランド、ハワイ 

20 円／30 秒 

マカオ、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国（香港及びマカオを

除きます｡)、朝鮮民主主義人民共和国 

55 円／30 秒 

アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾ

ールス諸島、アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、

アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イエメン共和

国、イスラエル国、イタリア共和国、イラク共和国、イラン・イスラ

ム共和国、インド、インドネシア共和国、ウクライナ、ウズベキスタ

ン共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オマーン国、オ

ランダ王国、カザフスタン共和国、カタール国、カナリア諸島、カン

ボジア王国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キリバス共和国、キ

ルギス共和国、クウェート国、クック諸島、グリーンランド、クリス

マス島、ジョージア、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王

国、クロアチア共和国、ココス・キーリング諸島、コソボ共和国、サ

ウジアラビア王国、サモア独立国、サンマリノ共和国、ジブラルタ

ル、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウ

ェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スリランカ民主社

会主義共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和

国、ソロモン諸島、タイ王国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、

ツバル、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トケラウ諸島、トルク

メニスタン、トルコ共和国、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニ

ュー・カレドニア、ネパール王国、ノーフォーク島、ノルウェー王

国、バーレーン国、パキスタン・イスラム共和国、バチカン市国、バ

ヌアツ共和国、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、ハンガリ

ー共和国、バングラデシュ人民共和国、フィジー共和国、フィリピン

共和国、フィンランド共和国、ブータン王国、フェロー諸島、フラン

ス共和国、フランス領ポリネシア、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダ

ルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、ベルラーシ

共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル

共和国、マーシャル諸島共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和

国、マディラ諸島、マルタ共和国、マレーシア、ミクロネシア連邦、

ミャンマー連邦共和国、モナコ公国、モルディブ共和国、モルドバ共

和国、モンゴル国、モンテネグロ共和国、ヨルダン・ハシェミット王

国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リ

ヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルグ大公国、レバノ

ン共和国、ロシア連邦、東ティモール、米領サモア 

65 円／30 秒 

アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウ

ガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和

国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和

国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニ

ア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コ

85 円／30 秒 
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ンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、

ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共

和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、セネ

ガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和

国、チャド共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、トーゴ

共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和

国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ペナン共和国、ボツワナ共和

国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和

国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビ

ーク共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和

国、レソト国、レユニオン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和

国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国 

アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンギ

ラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル

共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ

領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共

和国、グァデルーベ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナ

ダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエ

ール島・ミクロン島、ジャマイカ、スリナム共和国、セントクリスト

ファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セン

トルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、

ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイ

チ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共

和国、バルバドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、ブラジ

ル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベ

リーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マル

ティニク、メキシコ合衆国、モンセラット 

95 円／30 秒 

特定衛星携帯電話１（スラーヤ） 275 円／1分 

特定衛星携帯電話２（イリジウム） 380 円／1分 

インマルサットサービス（その通話の相手先が 64kbit/s の

Audio/Speech モード以外の場合）           

260 円／1分 

インマルサットサービス（その通話の相手先が 64kbit/s の

Audio/Speech モードの場合） 

840 円／1分 
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別紙２ NTT 東日本・NTT 西日本の加入電話／公衆電話から povo への通話料 

(１) 加入電話からの通話 

区分 

通話料 

次の秒数までごとに 

税抜額 10 円(税込額 11 円) 

昼間 夜間 

土曜日･

日曜日･

祝日 

深夜・ 

早朝 

KDDI 関東地

区・中

部地区 

地域内・地域隣接

県通話 

30 秒 30.5 秒 

地域隣接県外通話 30 秒 

上欄以外の地区 30 秒 

沖縄セル

ラー 

沖縄地区 30 秒 

 

(２) 公衆電話からの通話 

区分 

料金額 

次の秒数までごとに 10 円 

昼間 夜間 

土曜日・

日曜日・

祝日 

深夜・ 

早朝 

地域内・地域隣接県通話 11.5 秒 14.5 秒 14.5 秒 20.5 秒 

地域隣接県外通話 9.0 秒 14.5 秒 14.5 秒 18.5 秒 

 

 


