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■资费概要

打折

2年合约 / Family Discount® / au Smart Value

Optional

机型补偿相关／数据相关 / 国际服务

完成!!

签约合同所需的资料等

可浏览英文版au网页。
也可以用英文搜索

附近的au店铺。
URL  https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

准备签约合同

所需的资料。

P34

在店铺选择

您喜欢的机型。

选择资费方案和

Flat-rate Data服务。
P02

选择Option。

P26

前往附近的au店铺。
在左边进行搜索P35

Step1 Step2

Step3 Step4 Step5

P22

P26

※本服务指南内容面向智能手机（4G LTE）、Tablet（4G LTE）的用户。

资费方案 内容 上网服务

根据通话类型可选择的　区间型定额方案

根据通话类型可选择的　大容量流量方案 LTE NET

LTE NET

Super Kakeho / Super Kakeho (a) 
Kakeho 

无限通话方案与数据流量的组合方案

如果是以下资费方案则可以加入「au International Calling FLAT (au 国际通话定额 )」        ！P30

au Adjust Plan P03~P05 P16

P16

LTE NET P16

au Flat Plan P06~P07

P10~P13

P14

购买手机的流程（新签约、机型变更）

前言   购买的流程（新签约、机型变更）资费概要
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料金プラン 内 容 インターネット
接続サービス

■料金の概要

割 引　　

通話スタイルで選べる　段階型定額プラン

通話スタイルで選べる　大容量データプラン LTE NET

LTE NET

スーパーカケホ/スーパーカケホ（a）
カケホ

かけ放題プランのタイプとデータ容量を組み合わせるプラン

2年契約/家族割®/auスマートバリュー

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  https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

下記の料金プランなら「au国際通話定額」       に加入が可能！

ご契約に必要な書類を
準備します。
P34

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

P30

auピタットプラン P03~P05 P16

P16

LTE NET P16

auフラットプラン　P06~P07

P10~P13
P14

オプションを選びます。
P26

お近くのauショップに
行きます。 
左記で検索P35

Step1 Step2

Step3 Step4 Step5

P22へ

P26へ

※本ガイドは、スマートフォン（4G LTE）、タブレット（4G LTE）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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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

如果您申请本资费方案，则不适用于「Monthly Discount        」相关条款。

通话费用、通信费、其他选项费用、Universal Service费用        等另计。

※其他注意事项请确认             。

★1：以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费(9,500日元)(更新期间除外)。
★2：机型变更时符合下列①②两项条件的用户，无需购入机型。
      ①机型变更前的机型属于在au经销店购入的au手机（3G）（已注册KDDI的最近一次购入机型）②已加入3G专用资费方案

★3：从其他公司转入的用户亦是服务对象。

根据所使用的流量进行收费，不会浪费！

次月开始的1年资费为1,980日元 /月［～1GB］～
适用于「au Adjust Plan (Super Kakeho＊2)」、「2年合约★1」、「au Smart Value       」、「智能手机专属折扣」时

【智能手机专属折扣】适用条件：机型变更★2新签约★3的同时加入「au Adjust Plan (Super Kakeho/Kakeho)」
※无受理期限。内容若有变更，将提前通知。※过去曾适用于「智能手机专属折扣」、「Big news campaign（不再接受新申请）」的用户不在对象范围内。

次月开始的1年资费为4,000日元 /月［20GB］～

数据流量满满的定额方案！

适用于「au Flat Plan20 (Simple＊3)」、「2年合约★1」、「au Smart Value      」、「智能手机专属折扣」时

■支付示意图

适用于「au Adjust Plan (Super Kakeho)」、「2年合约★1」、「au Smart Value」、「智能手机专属折扣」时

通话＊1和流量全部包含在内！

流量包含在内！

当
月
资
费
标
准

根据流量的使用量

自动在5个区间中变更固定费用。

1GB0GB 2GB 3GB 5GB 20GB
包月数据流量

1,980 日元／月
2,980日元／月

3,480日元／月
4,480日元／月

5,480日元／月

1,980日元～起 ! 只需支付所使用的(1GB～)流量的费用，放心！每月

＊1：单次5分钟以内的国内通话属于服务对象。1次通话超过5分钟时，超过5分钟的时间按照每30秒钟20日元收取通话费。此外，1次通话时间在5分钟以内，部分通话也不在对象范围内。

＊2：au Adjust Plan (基本费用＋Flat-rate Data费用)＋LTE NET之和。※与非固定对象通话时需另行支付服务费等其他费用。

＊3：au Flat Plan (基本费用＋Flat-rate Data费用)＋LTE NET之和。※需要另行收取通话费、与固定对象的通信费用等。

P17

P25

P25

P03~P07

P11

【智能手机专属折扣】适用条件：机型变更★2新签约★3的同时加入「au Flat Plan」
※无受理期限。内容若有变更，将提前通知。※过去曾适用于「智能手机专属折扣」、「Big news campaign（不再接受新申请）」的用户不在对象范围内。

au Adjust Plan / au Flat Plan
对象机型

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

智能
手机

Adjust Plan

Flat Plan
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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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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。

2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。
本料金プランにお申し込みされた場合、「毎月割        」は適用されません。
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。

※その他ご注意事項は　　　　 をご確認ください。
★1：2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）。
★2：機種変更時に次の①②両方に該当する場合、機種の購入は不要です。
　　 ①3G専用の料金プランに加入していること ②機種変更前の機種がau取扱店でお客さまが購入されたauケータイ（3G）（KDDIに登録されている直近のご購入機種）であること
★3：他社からのお乗りかえも対象です。

翌月から1年間 1,980円/月［～1GB］～

使ったデータに合わせてムダなし！

「auピタットプラン（スーパーカケホ＊2）」「2年契約★1」「auスマートバリュー　　」「スマホ応援割」適用時
【スマホ応援割】適用条件：機種変更★2・新規契約★3と同時に「auピタットプラン（スーパーカケホ／カケホ）」にご加入

※受付期限はありません。変更になる場合は事前にお知らせします。 ※過去に「スマホ応援割」「ビッグニュースキャンペーン（新規受付終了）」が適用されたことがあるお客さまは対象外となります。

翌月から1年間 4,000円/月［20GB］～

データ容量たっぷり定額プランなら！

「auフラットプラン20（シンプル＊3）」「2年契約★1」「auスマートバリュー　　」「スマホ応援割」適用時
【スマホ応援割】適用条件：機種変更★2・新規契約★3と同時に「auフラットプラン」にご加入

※受付期限はありません。変更になる場合は事前にお知らせします。 ※過去に「スマホ応援割」「ビッグニュースキャンペーン（新規受付終了）」が適用されたことがあるお客さまは対象外となります。

■お支払いイメージ
「auピタットプラン（スーパーカケホ）」「2年契約★1」「auスマートバリュー」「スマホ応援割」適用時

通話＊1もデータもコミコミ！

データがコミコミ！

当
月
の
ご
利
用
料
金

データ利用量に応じて
自動的に5段階で定額料が変動します。

1GB0GB 2GB 3GB 5GB 20GB
月間データ容量

1,980円/月
2,980円/月

3,480円/月
4,480円/月

5,480円/月

1,980円～スタート! （1GB～）データを使った分だけのお支払いだからあんしん！毎月

＊1：1回5分以内の国内通話が対象です。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。
＊2：auピタットプラン（基本料金＋データ定額料）＋LTE NETの合計です。 ※別途対象固定通信サービス料などがかかります。

＊3：auフラットプラン（基本料金＋データ定額料）＋LTE NETの合計です。 ※別途通話料・対象固定通信サービス料などがかかります。

P17

P25

P25

P03~P07

P11

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

auピタットプラン/auフラットプラン
対象機種
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。
标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

支付总额 ［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］
1,980日元 /月～ 2,980日元 /月～ 3,480日元 /月～ 4,480日元 /月～ 5,480日元 /月～

合 计

2,960日元 /月～ 3,960日元 /月～ 4,460日元 /月～ 5,460日元 /月～ 6,460日元 /月～

【关于「au Adjust Plan」的资费】★1：如果是在新加入或更换机型时申请，资费方案从加入日或更换日当天开始（基本资费/Flat-rate Data费用按日计费）适用。变更合约内容或更换自带机型时，则次月开始适用。月中发生解约等情况时，不按日计
费，而需满额支付。※加入「au Ajust Plan」时，也需要加入「LTE NET」及「Data Charge       」。※如果已经加入本方案，现在适用中的各种优惠等可能会终止。※Prepaid专用电话不在对象范围内。※「au Adjust Plan」不在当月积分（au手机等每
1000日元的使用费将获取10积分的服务）的对象范围内。【关于「智能手机专属折扣」】无受理期限。内容若有变更，将提前通知。★2：机型变更时符合下列①②两项条件的用户，无需购入机型。①机型变更前的机型属于在au经销店购入的au手机

（3G）（已注册KDDI的最近一次购入机型）②已加入3G专用资费方案 ★3：从其他公司转入的用户亦是服务对象。※在适用于打折优惠的期间，若变更为对象方案以外的资费方案、Flat-rate Data服务，或有包含了机型变更的更换、解约、暂停使用等
情况出现，手续将在当月内终止。※过去曾适用于「智能手机专属折扣」、「Big news campaign（不再接受新申请）」的用户不在对象范围内。【关于「Super Kakeho」的通话】★4：根据机型不同，发信时最多可输入670个全角字符。但是，134字符以内
收取2封的费用，超过134字符的部分按每封67字符收取发信费。★5：适用于「（2年合约/2年合约·无自动更新）＋Family Discount」时，家人间的国内通话免费。※拨打0180（Teledome）、0570（Navidial等）开头的其他公司设定资费的电话号码的通
话以及号码指南（104）、行政1XY服务（188/189）、SMS发送、拨打卫星电话/卫星船舶电话以及本公司另行指定的电话号码的通话等，不属于本方案的免费通话对象范围。此外，国际电话及在海外的接打电话均不属于对象范围。※对于不属于免费通
话对象的国内通话，除了其他公司设定了资费的情况以外，按照每30秒钟20日元收取通话费。（拨打卫星船舶电话为每30秒钟50日元）。适用使用「（2年合约/2年合约·无自动更新）＋Family Discount」「au→Home Phone Discount（免费的情况）」时
的通话费优惠。此外，不适用「au→Home Phone Discount（50%打折的情况）」等的通话费打折，超过5分钟时，所超过的时间按照每30秒钟20日元收取通话费。【关于「数据通信」】※通过Data Charge等购买的数据流量可以在1GB・2GB・3GB・
5GB・20GB的各包月流量使用完之后使用。※解除Data Share时，将把在解除时固定费用所能使用的数据流量（1GB・2GB・3GB・5GB・20GB任意一项）视为已全部使用。※在海外使用「世界Flat-rate Data       」时，将消耗国内的Flat-rate Data服
务的包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku        」时，将针对在海外使用的通信收费。不属于国内的包月数据流量的使用对象范围。※「Data Gift」、「长期优待Data Gift」、「数据CARRY OVER」不在对象范围内。※因受理时间不同，内容可
能会有所变更。※有时不能并用敝公司实施的其他方案。※支持au VoLTE的4G LTE智能手机（2016年以前已发售的iPhone除外）的「资费方案」，其名称处带有（V）。※需另行支付通话/通信费、其他选项费、Universal Service费用        等。※有关另
外所需的签约费用，请向店铺进行确认。【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE（支持au VoLTE）设备之间、4G LTE（不支持au VoLTE）设备之间进行机型更换时，需收取合约
事务手续费（2,000日元）。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE（不支持au VoLTE）设备。

如果您申请本资费方案，则不适用于「Monthly Discount         」相关条款。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。
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●联网资费标准

LTE NET：
300日元/月

＊1：费用明细

・适用于「2年合约」＊3时：1,480日元/月
・适用于「2年合约(无自动更新)」＊4时：1,780日元/月
・因持续使用而未加入费用优惠时：2,980日元/月

●基本费用

・1GB 以内：1,700 日元/月 ・2GB 以内：2,700 日元/月
・3GB 以内：3,700 日元/月 ・5GB 以内：4,700 日元/月
・超过5GB～20GB：5,700 日元/月

●Flat-rate Data 费用

au Adjust Plan

au Adjust Plan (Super Kakeho) 的资费标准示意图

Ⅰ资费标准＊1  适用于2年合约＊3时

～1GB

3,480日元 /月

～2GB

4,480日元 /月

～3GB

5,480日元 /月

～5GB

6,480日元 /月

超过5GB～20GB

7,480日元 /月

au International Calling FLAT 以下月额选项费用可以从日本国内往对象国、地区拨打最多750分钟（1次15分以内的通话×50次/月）P30

980日元 /月

Ⅱ au Smart Value P25

次月开始 长年 -500日元 /月 次月开始 长年 -1,000日元 /月

P16

国内通话24小时任意拨打(1次5分钟内)！＊2（需要申请/当月适用按日计算★1）

＊2：1次通话超过5分钟时，超过5分钟的时间按照每30秒钟20日元收取通话费。此外，1次通话时间在5分钟以内，部分通话也不在对象范围内。
＊3：以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费(9,500日元)(更新期间除外)。＊4：将申请月和次月合算为1个月，若在2年内解约时，需支付解约费(9,500日元)。

※「au Adjust Plan」将根据流量的使用量自动变更固定费用。※当月使用的数据流量超过20GB时，发送接收信息的最快通信速度为128kbps。

P29

P33

P33

P11

通信速度限制 详情请确认        。P16

国内SMS(C-mail)资费标准 ［发信］3日元/封 (全角最多可输入70字符★4) 发信给家人则免费★5　［收信］免费

与固定对象通信        组合更划算P25

P16

（次月开始的全年使用资费）

（次月开始的全年使用资费）

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

au Adjust Plan (Super Kakeho)

Ⅲ 智能手机专属折扣

次月开始 1年资费 -1,000日元 /月

机型变更★2·新签约★3的同时加入「au Adjust Plan（Super Kakeho）」
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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。 

お支払い合計［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ （翌月から1年間のご利用料金）

1,980円/月～ 2,980円/月～ 3,480円/月～ 4,480円/月～ 5,480円/月～

合 計 （翌月から1年間のご利用料金）

2,960円/月～ 3,960円/月～ 4,460円/月～ 5,460円/月～ 6,460円/月～

【「auピタットプラン」料金について】★1：新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合、料金プランは加入日または変更日当日から（基本料金/データ定額料は日割）適用となります。契約内容変更、持ち込み機種変更の場合は、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、日割とならず満額かかります。※「auピタットプラン」にご加入の場合、「LTE NET」および「データチャージ　　 」へのご加入が必要です。※本プランに加入された場合、現在適用中の各種割引等が終了
する場合があります。※ぷりペイド専用電話は対象外です。※「auピタットプラン」はマンスリーポイント（au携帯電話等のご利用料金1,000円ごとに10ポイントが貯まるサービス）の対象外となります。【「スマホ応援割」について】受付期限はありま
せん。変更になる場合は事前にお知らせします。★2:機種変更時に次の①②両方に該当する場合、機種の購入は不要です。 ①3G専用の料金プランに加入していること②機種変更前の機種がau取扱店でお客さまが購入されたauケータイ（3G）

（KDDIに登録されている直近のご購入機種）であること ★3：他社からのお乗りかえも対象です。※割引適用期間中に対象プラン以外の料金プランおよびデータ定額サービスへの変更・機種のご購入を伴う機種変更・解約・一時休止をした場合、
お手続きの当月をもって終了します。※過去に「スマホ応援割」「ビッグニュースキャンペーン（新規受付終了）」が適用されたことがあるお客さまは対象外となります。【「スーパーカケホ」の通話について】★4：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。★5：「（2年契約/2年契約・自動更新なし）＋家族割」適用時、家族間の国内通話は無料です。※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、本プランによる無料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。※無料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）。※「（2年
契約/2年契約・自動更新なし）＋家族割」「au→自宅割（無料の場合）」ご利用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）」の通話料割引は適用されず、5分を超えた場合、30秒ごとに20円の通話料がかかります。

【「データ通信」について】※データチャージ等で購入したデータ容量は、1GB・2GB・3GB・5GB・20GBの各容量超過ごとにご利用いただけます。※データシェアを解除した場合、解除時点での定額料で利用できるデータ容量（1GB・2GB・3GB・
5GB・20GBいずれか）をすべて利用したものとみなします。※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　　  」をご利用の場合には、海外でご利用の通
信に対して課金され、国内の月間データ容量の利用対象外です。※「データギフト」、「長期優待データギフト」、「データくりこし」は対象外です。※受付時期により、内容が変更となる場合があります。※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。※au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」は名称に（V）がつきます。※別途、通話・通信料、その他オプション料、ユニバーサルサービス料　　  などがかかります。※別途契約に
かかる費用は、店頭でご確認ください。【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
等の場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。

本料金プランにお申し込みされた場合、「毎月割　　 」は適用されません。
2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。

P17

●インターネット
　接続利用料

LTE NET：
300円/月

＊1：料金内訳

・「2年契約」＊3適用時：1,480円/月
・「2年契約（自動更新なし）」＊4適用時：1,780円/月
・継続利用による料金割引未加入の場合：2,980円/月

●基本料金
・1GBまで：1,700円/月 ・2GBまで：2,700円/月
・3GBまで：3,700円/月 ・5GBまで：4,700円/月
・5GB超～20GB：5,700円/月

●データ定額料

auピタットプラン（スーパーカケホ）のご利用料金イメージ
Ⅰご利用料金＊1 2年契約＊3適用時

～1GB

3,480円/月

～2GB

4,480円/月

～3GB

5,480円/月

～5GB

6,480円/月

5GB超～20GB

7,480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P30

980円/月

Ⅱauスマートバリュー P25

翌月から 永年 -500円/月 翌月から 永年 -1,000円/月

P16

国内通話24時間カケ放題（1回5分以内）！＊2 （お申し込み必要／当月日割適用★1）

＊2：1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。
＊3：2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）。 ＊4：お申し込み月と翌月を1ヶ月目とし、2年以内に解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります。

※「auピタットプラン」はデータ利用量に応じて自動的に定額料が変動します。※当月ご利用のデータ容量が20GBを超えた場合、通信速度が送受信最大128kbpsとなります。

P29

P33

P11

P33

通信速度制限 詳細は       でご確認ください。P16

国内SMS（Cメール）利用料 ［送信］3円/通（全角70文字まで★4）家族への送信は無料★5　［受信］無料

対象固定通信　　 とセットでおトクP25

機種変更★2・新規契約★3と同時に「auピタットプラン（スーパーカケホ）」にご加入でⅢ スマホ応援割

翌月から 1年間 -1,000円/月

P16

auピタットプラン

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

対象機種

auピタットプラン（スーパーカケホ）
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。

合 计

3,960日元 /月～ 4,960日元 /月～ 5,460日元 /月～ 6,460日元 /月～ 7,460日元 /月～

au Adjust Plan (Kakeho) 的资费标准示意图

4,480日元 /月 5,480日元 /月 6,480日元 /月 7,480日元 /月 8,480日元 /月

＊2：部分通话不在对象范围内。
＊3：以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费(9,500日元)(更新期间除外)。＊4：将申请月和次月合算为1个月，若在2年内解约时，需支付解约费(9,500日元)。

【关于「au Adjust Plan」的资费】★1：如果是在新加入或更换机型时申请，资费方案从加入日或更换日当天开始（基本资费/Flat-rate Data费用按日计费）适用。变更合约内容或更换自带机型时，则次月开始适用。月中发生解约等情况时，不按日计
费，而需满额支付。※加入「au Ajust Plan」时，也需要加入「LTE NET」及「Data Charge       」。※如果已经加入本方案，现在适用中的各种优惠等可能会终止。※Prepaid专用电话不在对象范围内。※「au Adjust Plan」不在当月积分（au手机等每1000
日元的使用费将获取10积分的服务）的对象范围内。【关于「智能手机专属折扣」】无受理期限。内容若有变更，将提前通知。★2：机型变更时符合下列①②两项条件的用户，无需购入机型。①机型变更前的机型属于在au经销店购入的au手机（3G）（已
注册KDDI的最近一次购入机型）②已加入3G专用资费方案 ★3：从其他公司转入的用户亦是服务对象。※在适用于打折优惠的期间，若变更为对象方案以外的资费方案、Flat-rate Data服务，或有包含了机型变更的更换、解约、暂停使用等情况出
现，手续将在当月内终止。※过去曾适用于「智能手机专属折扣」、「Big news campaign（不再接受新申请）」的用户不在对象范围内。【关于「Kakeho」的通话】★4：根据机型不同，发信时最多可输入670个全角字符。但是，134字符以内收取2封的费
用，超过134字符的部分按每封67字符收取发信费。★5：适用于「（2年合约/2年合约·无自动更新）＋Family Discount」时，家人间的国内通话免费。※拨打0180（Teledome）、0570（Navidial等）开头的其他公司设定资费的电话号码的通话以及号码指
南（104）、行政1XY服务（188/189）、SMS发送、拨打卫星电话/卫星船舶电话以及本公司另行指定的电话号码的通话等，不属于本方案的免费通话对象范围。此外，国际电话及在海外的接打电话均不属于对象范围。※对于不属于免费通话对象的国内
通话，除了其他公司设定了资费的情况以外，按照每30秒钟20日元收取通话费。（拨打卫星船舶电话为每30秒钟50日元）。※对于连续长时间通话等，当本公司 认为其会对本公司设备造成影响时，有可能会切断该通话。【关于「数据通信」】※通过
Data Charge等购买的数据流量可以在1GB・2GB・3GB・5GB・20GB的各包月流量使用完之后使用。※解除Data Share时，将把在解除时固定费用所能使用的数据流量（1GB・2GB・3GB・5GB・20GB任意一项）视为已全部使用。※在海外使用「世界
Flat-rate Data       」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku       」时，将针对在海外使用的通信收费。不属于国内的包月数据流量的使用对象范围。※「Data Gift」、「长期优待Data Gift」、「数据
CARRY OVER」不在对象范围内。※因受理时间不同，内容可能会有所变更。※有时不能并用敝公司实施的其他方案。※支持au VoLTE的4G LTE智能手机（2016年以前已发售的iPhone除外）的「资费方案」，其名称处带有（V）。※需另行支付通话/通
信费、其他选项费、Universal Service费用        等。※有关另外所需的签约费用，请向店铺进行确认。【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE（支持au VoLTE）设备之间、4G 
LTE（不支持au VoLTE）设备之间进行机型更换时，需收取合约事务手续费（2,000日元）。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE（不支持au VoLTE）设备。

P29

P33P33

P11

支付总额 ［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］

2,980日元 /月～ 3,980日元 /月～ 4,480日元 /月～ 5,480日元 /月～ 6,480日元 /月～

980日元 /月

Ⅰ资费标准＊1  适用于2年合约＊3时

～1GB ～2GB ～3GB ～5GB 超过5GB～20GB

Ⅱ au Smart Value P25 与固定对象通信        组合更划算P25

次月开始 长年 -500日元 /月 次月开始 长年 -1,000日元 /月

au International Calling FLAT 以下月额选项费用可以从日本国内往对象国、地区拨打最多750分钟（1次15分以内的通话×50次/月）P30

＊1：费用明细

・适用于「2年合约」＊3时：2,480日元/月
・适用于「2年合约(无自动更新)」＊4时：2,780日元/月
・因持续使用而未加入费用优惠时：3,980日元/月

au Adjust Plan

・1GB 以内：1,700 日元/月 ・2GB 以内：2,700 日元/月
・3GB 以内：3,700 日元/月 ・5GB 以内：4,700 日元/月
・超过5GB～20GB：5,700 日元/月

●Flat-rate Data 费用 ●联网资费标准

LTE NET：
300日元/月 P16

●基本费用

国内SMS(C-mail)资费标准 ［发信］3日元/封 (全角最多可输入70字符★4) 发信给家人则免费★5　［收信］免费

如果您申请本资费方案，则不适用于「Monthly Discount         」相关条款。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

P17

※「au Adjust Plan」将根据流量的使用量自动变更固定费用。※当月使用的数据流量超过20GB时，发送接收信息的最快通信速度为128kbps。

通信速度限制 详情请确认        。P16

P16

Ⅲ 智能手机专属折扣

次月开始 1年资费 -1,000日元 /月

机型变更★2·新签约★3的同时加入「au Adjust Plan（Kakeho）」

（次月开始的全年使用资费）

（次月开始的全年使用资费）

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

au Adjust Plan (Kakeho)
对象机型

智能
手机

04

国内通话24小时任意拨打！＊2 （需要申请/当月适用按日计算★1）

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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。 

合 計 （翌月から1年間のご利用料金）

3,960円/月～ 4,960円/月～ 5,460円/月～ 6,460円/月～ 7,460円/月～

●インターネット
　接続利用料

LTE NET：
300円/月

＊1：料金内訳

・「2年契約」＊3適用時：2,480円/月
・「2年契約（自動更新なし）」＊4適用時：2,780円/月
・継続利用による料金割引未加入の場合：3,980円/月

●基本料金
・1GBまで：1,700円/月 ・2GBまで：2,700円/月
・3GBまで：3,700円/月 ・5GBまで：4,700円/月
・5GB超～20GB：5,700円/月

●データ定額料
auピタットプラン

auピタットプラン（カケホ）のご利用料金イメージ
Ⅰご利用料金＊1 2年契約＊3適用時

～1GB

4,480円/月

～2GB

5,480円/月

～3GB

6,480円/月

～5GB

7,480円/月

5GB超～20GB

8,480円/月

P16

＊2：一部の通話は対象外です。
＊3：2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）。 ＊4：お申し込み月と翌月を1ヶ月目とし、2年以内に解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります。

国内SMS（Cメール）利用料 ［送信］3円/通（全角70文字まで★4）家族への送信は無料★5　［受信］無料

国内通話24時間カケ放題！＊2 （お申し込み必要／当月日割適用★1）

お支払い合計［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ （翌月から1年間のご利用料金）

【「auピタットプラン」料金について】★1：新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合、料金プランは加入日または変更日当日から（基本料金/データ定額料は日割）適用となります。契約内容変更、持ち込み機種変更の場合は、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、日割とならず満額かかります。※「auピタットプラン」にご加入の場合、「LTE NET」および「データチャージ　　 」へのご加入が必要です。※本プランに加入された場合、現在適用中の各種割引等が終了
する場合があります。※ぷりペイド専用電話は対象外です。※「auピタットプラン」はマンスリーポイント（au携帯電話等のご利用料金1,000円ごとに10ポイントが貯まるサービス）の対象外となります。【「スマホ応援割」について】受付期限はありま
せん。変更になる場合は事前にお知らせします。★2:機種変更時に次の①②両方に該当する場合、機種の購入は不要です。 ①3G専用の料金プランに加入していること②機種変更前の機種がau取扱店でお客さまが購入されたauケータイ（3G）

（KDDIに登録されている直近のご購入機種）であること ★3：他社からのお乗りかえも対象です。※割引適用期間中に対象プラン以外の料金プランおよびデータ定額サービスへの変更・機種のご購入を伴う機種変更・解約・一時休止をした場合、
お手続きの当月をもって終了します。※過去に「スマホ応援割」「ビッグニュースキャンペーン（新規受付終了）」が適用されたことがあるお客さまは対象外となります。【「カケホ」の通話について】★4：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。★5：「（2年契約/2年契約・自動更新なし）＋家族割」適用時、家族間の国内通話は無料です。※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、本プランによる無料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。※無料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）。※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。【「データ通信」について】※データチャージ等で購入したデータ容量は、1GB・2GB・3GB・5GB・20GBの各容量超過ごとにご利用いただ
けます。※データシェアを解除した場合、解除時点での定額料で利用できるデータ容量（1GB・2GB・3GB・5GB・20GBいずれか）をすべて利用したものとみなします。※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　　  」をご利用の場合には、海外でご利用の通信に対して課金され、国内の月間データ容量の利用対象外です。※「データギフト」、「長期優待データギフト」、「データくりこし」は対象外で
す。※受付時期により、内容が変更となる場合があります。※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。※au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」は名称に（V）がつきます。
※別途、通話・通信料、その他オプション料、ユニバーサルサービス料　　  などがかかります。※別途契約にかかる費用は、店頭でご確認ください。【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）機器間の変更等の場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、

「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。

本料金プランにお申し込みされた場合、「毎月割　　 」は適用されません。
2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。

P17

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P30

980円/月

Ⅱauスマートバリュー P25

翌月から 永年 -500円/月 翌月から 永年 -1,000円/月

※「auピタットプラン」はデータ利用量に応じて自動的に定額料が変動します。※当月ご利用のデータ容量が20GBを超えた場合、通信速度が送受信最大128kbpsとなります。

P33

P11

P33

通信速度制限 詳細は       でご確認ください。P16

対象固定通信　　 とセットでおトクP25

機種変更★2・新規契約★3と同時に「auピタットプラン（カケホ）」にご加入でⅢ スマホ応援割

翌月から 1年間 -1,000円/月

P16

2,980円/月～ 3,980円/月～ 4,480円/月～ 5,480円/月～ 6,480円/月～

P29

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

対象機種

auピタットプラン（カケホ）

04



标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。

合 计

＊1：费用明细

3,960日元 /月～ 4,460日元 /月～ 4,960日元 /月～ 5,960日元 /月～ 6,960日元 /月～

au Adjust Plan (Simple) 的资费标准示意图

2,980日元 /月 3,980日元 /月 4,980日元 /月 5,980日元 /月 6,980日元 /月

＊2：按20日元/30秒另外收取国内通话费。拨打卫星船舶电话的通话资费为50日元/30秒。此外，拨打其他公司设定资费的电话号码时，将收取指定的通话费。
＊3：以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费(9,500日元)(更新期间除外)。
＊4：将申请月和次月合算为1个月，若在2年内解约时，需支付解约费(9,500日元)。

※「au Adjust Plan」将根据流量的使用量自动变更固定费用。※当月使用的数据流量超过20GB时，发送接收信息的最快通信速度为128kbps。

如果您申请本资费方案，则不适用于「Monthly Discount         」相关条款。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

P17

通信速度限制 详情请确认        。P16

支付总额 ［Ⅰ・Ⅱ］
2,980日元 /月～ 3,480日元 /月～ 3,980日元 /月～ 4,980日元 /月～ 5,980日元 /月～

980日元 /月

次月开始

长年 -500日元 /月 次月开始 长年 -1,000日元 /月

【关于「au Adjust Plan」的资费】★1：如果是在新加入或更换机型时申请，资费方案从加入日或更换日当天开始（基本资费/Flat-rate Data费用按日计费）适用。变更合约内容或更换自带机型时，则次月开始适用。月中发生解约等情况时，不按日计
费，而需满额支付。※加入「au Ajust Plan」时，也需要加入「LTE NET」及「Data Charge       」。※如果已经加入本方案，现在适用中的各种优惠等可能会终止。※Prepaid专用电话不在对象范围内。※「au Adjust Plan」不在当月积分（au手机等每
1000日元的使用费将获取10积分的服务）的对象范围内。★2：根据机型不同，发信时最多可输入670个全角字符。但是，134字符以内收取2封的费用，超过134字符的部分按每封67字符收取发信费。★3：适用于「（2年合约/2年合约·无自动更新）＋
Family Discount」时，家人间的国内通话免费。【关于「数据通信」】※通过Data Charge等购买的数据流量可以在1GB・2GB・3GB・5GB・20GB的各包月流量使用完之后使用。※解除Data Share时，将把在解除时固定费用所能使用的数据流量（1GB・
2GB・3GB・5GB・20GB任意一项）视为已全部使用。※在海外使用「世界Flat-rate Data        」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku        」时，将针对在海外使用的通信收费。不属于国内的包月数
据流量的使用对象范围。※「Data Gift」、「长期优待Data Gift」、「数据CARRY OVER」不在对象范围内。※因受理时间不同，内容可能会有所变更。※有时不能并用敝公司实施的其他方案。※支持au VoLTE的4G LTE智能手机（2016年以前已发售的
iPhone除外）的「资费方案」，其名称处带有（V）。※需另行支付通话/通信费、其他选项费、Universal Service费用        等。※有关另外所需的签约费用，请向店铺进行确认。【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费

（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE（支持au VoLTE）设备之间、4G LTE（不支持au VoLTE）设备之间进行机型更换时，需收取合约事务手续费（2,000日元）。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G 
KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE（不支持au VoLTE）设备。

P29

P33 P33

P11

P16

Ⅰ资费标准＊1  适用于2年合约＊3时

～1GB ～2GB ～3GB ～5GB 超过5GB～20GB

Ⅱ au Smart Value P25 与固定对象通信        组合更划算P25

au International Calling FLAT 以下月额选项费用可以从日本国内往对象国、地区拨打最多750分钟（1次15分以内的通话×50次/月）P30

●联网资费标准

LTE NET：
300日元/月

・适用于「2年合约」＊3时：980日元/月
・适用于「2年合约(无自动更新)」＊4时：1,280日元/月
・因持续使用而未加入费用优惠时：2,480日元/月

●基本费用

・1GB 以内：1,700 日元/月 ・2GB 以内：2,700 日元/月
・3GB 以内：3,700 日元/月 ・5GB 以内：4,700 日元/月
・超过5GB～20GB：5,700 日元/月

●Flat-rate Data 费用

P16

国内SMS(C-mail)资费标准 ［发信］3日元/封 (全角最多可输入70字符★2) 发信给家人则免费★3　［收信］免费

仅需支付已使用部分的通话费＊2 （需要申请/当月适用按日计算★1）

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

au Adjust Plan (Simple)

au Adjust Plan
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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。 

合 計

3,960円/月～ 4,460円/月～ 4,960円/月～ 5,960円/月～ 6,960円/月～

●インターネット
　接続利用料

LTE NET：
300円/月

＊1：料金内訳

・「2年契約」＊3適用時：980円/月
・「2年契約（自動更新なし）」＊4適用時：1,280円/月
・継続利用による料金割引未加入の場合：2,480円/月

●基本料金
・1GBまで：1,700円/月 ・2GBまで：2,700円/月
・3GBまで：3,700円/月 ・5GBまで：4,700円/月
・5GB超～20GB：5,700円/月

●データ定額料
auピタットプラン

auピタットプラン（シンプル）のご利用料金イメージ
Ⅰご利用料金＊1 2年契約＊3適用時

～1GB

2,980円/月

～2GB

3,980円/月

～3GB

4,980円/月

～5GB

5,980円/月

5GB超～20GB

6,980円/月

P16

通話料は話した分だけお支払い＊2

＊2：20円/30秒の国内通話料が別途かかります。衛星船舶電話への通話は50円/30秒となります。また、他社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。
＊3：2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）。 
＊4：お申し込み月と翌月を1ヶ月目とし、2年以内に解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります。

お支払い合計［Ⅰ・Ⅱ］ 
2,980円/月～ 3,480円/月～ 3,980円/月～ 4,980円/月～ 5,980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P30

980円/月

Ⅱauスマートバリュー P25 対象固定通信　　 とセットでおトクP25

翌月から

永年 -500円/月 翌月から 永年 -1,000円/月

【「auピタットプラン」料金について】★1：新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合、料金プランは加入日または変更日当日から(基本料金/データ定額料は日割)適用となります。契約内容変更、持ち込み機種変更の場合は、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、日割とならず満額かかります。※「auピタットプラン」にご加入の場合、「LTE NET」および「データチャージ　　  」へのご加入が必要です。※本プランに加入された場合、現在適用中の各種割引等
が終了する場合があります。※ぷりペイド専用電話は対象外です。※「auピタットプラン」はマンスリーポイント（au携帯電話等のご利用料金1,000円ごとに10ポイントが貯まるサービス）の対象外となります。★2：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。★3：「（2年契約/2年契約・自動更新なし）＋家族割」適用時、家族間の国内通話は無料です。【「データ通信」について】※データチャージ
等で購入したデータ容量は、1GB・2GB・3GB・5GB・20GBの各容量超過ごとにご利用いただけます。※データシェアを解除した場合、解除時点での定額料で利用できるデータ容量（1GB・2GB・3GB・5GB・20GBいずれか）をすべて利用した
ものとみなします。※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　　  」をご利用の場合には、海外でご利用の通信に対して課金され、国内の月間デー
タ容量の利用対象外です。※「データギフト」、「長期優待データギフト」、「データくりこし」は対象外です。※受付時期により、内容が変更となる場合があります。※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。※au VoLTE対応の
4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」は名称に（V）がつきます。※別途、通話・通信料、その他オプション料、ユニバーサルサービス料　　  などがかかります。※別途契約にかかる費用は、店頭でご確認く
ださい。【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）機器間の変更等の場合は、契約事務手数
料（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。

P33

P29

P33

P11

（お申し込み必要／当月日割適用★1）

国内SMS（Cメール）利用料 ［送信］3円/通（全角70文字まで★2）家族への送信は無料★3　［受信］無料

本料金プランにお申し込みされた場合、「毎月割　　 」は適用されません。
2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。

P17

※「auピタットプラン」はデータ利用量に応じて自動的に定額料が変動します。※当月ご利用のデータ容量が20GBを超えた場合、通信速度が送受信最大128kbpsとなります。

通信速度制限 詳細は       でご確認ください。P16

P16

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

対象機種

auピタットプラン（シンプル）

05



标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。

au Flat Plan 的资费标准示意图

＊4：费用明细

・适用于「2年合约」＊5时：980日元/月
・适用于「2年合约(无自动更新)」＊6时：1,280日元/月
・因持续使用而未加入费用优惠时：2,480日元/月

・适用于「2年合约」＊5时：1,480日元/月
・适用于「2年合约(无自动更新)」＊6时：1,780日元/月
・因持续使用而未加入费用优惠时：2,980日元/月

・适用于「2年合约」＊5时：2,480日元/月
・适用于「2年合约(无自动更新)」＊6时：2,780日元/月
・因持续使用而未加入费用优惠时：3,980日元/月

Simple

Super Kakeho

Kakeho

●基本费用

au Flat Plan 20 (20GB)
：4,720日元/月

au Flat Plan 25 
Netflix 视听包 (25GB)
：5,870日元/月＊7

au Flat Plan 30 (30GB)
：6,720日元/月

●Flat-rate Data 费用

au Flat Plan

＊1：按20日元/30秒另外收取国内通话费。拨打卫星船舶电话的通话资费为50日元/30秒。此外，拨打其他公司设定资费的电话号码时，将收取指定的通话费。
＊2：1次通话超过5分钟时，超过5分钟的时间按照每30秒钟20日元收取通话费。此外，1次通话时间在5分钟以内，部分通话也不在对象范围内。＊3：部分通话不在对象范围内。
＊5：以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费(9,500日元)(更新期间除外)。＊6：将申请月和次月合算为1个月，若在2年内解约时，需支付解约费(9,500日元)。
＊7：数据通信费（4,720日元（20GB）/月）＋ Netflix视听包（1,150日元（5GB＋Netflix＋ Video Pass）/月）的合计金额。（2019年1月15日以前完成加入的场合，就能以1,000日元/月的金额利用Net�ix视听包。）

※关于au Flat Plan的注释请确认        。

980日元 /月

P07

●联网资费标准

LTE NET：
300日元/月 P16

国内SMS(C-mail)资费标准 ［发信］3日元/封 (全角最多可输入70字符★6) 发信给家人则免费★1　［收信］免费

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

au Flat Plan 20/25/30

au International Calling FLAT 以下月额选项费用可以从日本国内往对象国、地区拨打最多750分钟（1次15分以内的通话×50次/月）P30

合 计

5,480日元 /月～ 6,630日元 /月～ 7,480日元 /月～ 6,480日元 /月～ 7,630日元 /月～ 8,480日元 /月～4,980日元 /月～ 6,130日元 /月～ 6,980日元 /月～

4,500日元 /月～ 5,650日元 /月～ 6,500日元 /月～ 5,500日元 /月～ 6,650日元 /月～ 7,500円日元 /月～4,000日元 /月～ 5,150日元 /月～ 6,000日元 /月～

包月数据流量
20GB

包月数据流量
30GB

包月数据流量
20GB

包月数据流量
30GB

包月数据流量
20GB

包月数据流量
30GB

6,500日元 /月 8,500日元 /月 7,500日元 /月 9,500日元 /月6,000日元 /月

包月数据流量
25GB

包月数据流量
25GB

包月数据流量
25GB

7,650日元 /月 8,650日元 /月7,150日元 /月 8,000日元 /月

国内通话24小时
任意拨打(1次5分钟内)＊2 ★1

Super Kakeho

au Flat
Plan 20

au Flat Plan 25
Netflix视听包

au Flat
Plan 30

au Flat
Plan 20

au Flat Plan 25
Netflix视听包

au Flat
Plan 30

au Flat
Plan 20

au Flat Plan 25
Netflix视听包

au Flat
Plan 30

国内通话24小时任意拨打＊3 ★1

Kakeho

只需通话分钟数对应的通话费＊1 ★1

Simple

次月开始 长年 -1,000日元 /月

次月开始 1年资费 -1,000日元 /月

●  Net�ix 视听包中含「Basic Plan★3」、 Video Pass「任意观看方案」。

支付总额 ［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ 

※单月数据流量超过25G时将受到速度限制。
※为避免网络拥挤，将对通信速度施行限制。Plan 含！ 含！ 含！数据流量 （Basic Plan） （任意观看方案）

Video Pass

根据通话分钟数和流量使用量可选择(方案)类型

Ⅰ资费标准＊4  适用于2年合约＊5时 （需要申请/当月适用按日计算★2）

（次月开始的全年使用资费）

（次月开始的全年使用资费）

Ⅱ au Smart Value P25 与固定对象通信        组合更划算P25

Ⅲ 智能手机专属折扣 机型变更★4·新签约★5的同时加入「au Flat Plan」

06

智能手机畅享套餐

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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 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P30

4,500円/月～ 5,650円/月～ 6,500円/月～ 5,500円/月～ 6,650円/月～ 7,500円/月～4,000円/月～ 5,150円/月～ 6,000円/月～

合 計 （翌月から1年間のご利用料金）

5,480円/月～ 6,630円/月～ 7,480円/月～ 6,480円/月～ 7,630円/月～ 8,480円/月～4,980円/月～ 6,130円/月～ 6,980円/月～

auフラットプランのご利用料金イメージ

月間データ容量
20GB

月間データ容量
30GB

月間データ容量
20GB

月間データ容量
30GB

月間データ容量
20GB

月間データ容量
30GB

6,500円/月 8,500円/月 7,500円/月 9,500円/月6,000円/月

月間データ容量
25GB

月間データ容量
25GB

月間データ容量
25GB

7,650円/月 8,650円/月7,150円/月 8,000円/月

●インターネット
　接続利用料

LTE NET：
300円/月

＊4：料金内訳

・「2年契約」＊5適用時：980円/月
・「2年契約（自動更新なし）」＊6適用時：1,280円/月
・継続利用による料金割引未加入の場合：2,480円/月
・「2年契約」＊5適用時：1,480円/月
・「2年契約（自動更新なし）」＊6適用時：1,780円/月
・継続利用による料金割引未加入の場合：2,980円/月
・「2年契約」＊5適用時：2,480円/月
・「2年契約（自動更新なし）」＊6適用時：2,780円/月
・継続利用による料金割引未加入の場合：3,980円/月

シンプル

スーパーカケホ

カケホ

●基本料金
auフラットプラン20（20GB）
：4,720円/月
auフラットプラン25
Netflixパック（25GB）
：5,870円/月＊7

auフラットプラン30（30GB）
：6,720円/月

●データ定額料
auフラットプラン

P16

通話量とデータ利用量に合わせてタイプが選べます

国内通話が24時間かけ放題
（1回5分以内）＊2 ★1

スーパーカケホ

auフラット
プラン20

auフラットプラン25
Netflixパック

auフラット
プラン30

auフラット
プラン20

auフラットプラン25
Netflixパック

auフラット
プラン30

auフラット
プラン20

auフラットプラン25
Netflixパック

auフラット
プラン30

国内通話が24時間かけ放題＊3 ★1

カケホ

通話料は話した分だけ＊1 ★1

シンプル

＊1：20円/30秒の国内通話料が別途かかります。衛星船舶電話への通話は50円/30秒となります。また、他社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。
＊2：1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。 ＊3：一部の通話は対象外です。
＊5：2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）。＊6：お申し込み月と翌月を1ヶ月目とし、2年以内に解約などの場合、契約解除料（9,500円）がかかります。
＊7：データ通信料〈4,720円（20GB）/月〉＋Netflixパック〈1,150円（5GB＋Netflix＋ビデオパス）/月〉の合計金額です。（2019年1月15日以前にご加入済の場合、Netflixパック料金は1,000円/月でご利用いただけます。）

国内SMS（Cメール）利用料 ［送信］3円/通（全角70文字まで★6）家族への送信は無料★1　［受信］無料

Ⅱauスマートバリュー P25

翌月から 永年 -1,000円/月

980円/月

Ⅲ スマホ応援割

翌月から 1年間 -1,000円/月

※auフラットプランについての注釈は　　  をご確認ください。P07

Ⅰご利用料金＊4 2年契約＊5適用時

対象固定通信　　 とセットでおトクP25

機種変更★4・新規契約★5と同時に「auフラットプラン」にご加入で

● Netflixパックには「ベーシックプラン★3」、ビデオパス「見放題プラン」を含みます。

（お申し込み必要／当月日割適用★2）

お支払い合計［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ （翌月から1年間のご利用料金）

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

対象機種

auフラットプラン 20/25/30

06

※月間の通信量が25GBを超えると速度制限がかかります。
※混雑回避のための速度制限があります。



标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。
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【关于「au Flat Plan」的资费】★1：适用于「（2年合约/2年合约·无自动更新）＋Family Discount」时，家人间的国内通话免费。★2：如果是在新加入或更换机型时申请，资费方案从加入日或更换日当天开始（基本资费/Flat-rate Data费用按日计费）适
用。变更合约内容或更换自带机型时，则次月开始适用。月中发生解约等情况时，不按日计费，而需满额支付。※申请「au Flat Plan」时，需要加入「Data Charge       」。需要加入「LTE NET」才能上网。※如果已经加入本方案，现在适用中的各种优惠
等可能会终止。※Prepaid专用电话不在对象范围内。※「au Adjust Plan」不在当月积分（au手机等每1000日元的使用费将获取10积分的服务）的对象范围内。★3：「Basic Plan」可用于Net�ix。使用其他资费方案时需要另行申请，并需要支付

「Standard Plan：＋400日元/月」、「Premium Plan：＋1,000日元/月」的使用费。用「au简单结算」支付利用资费。【关于「智能手机专属折扣」】无受理期限。内容若有变更，将提前通知。★4：机型变更时符合下列①②两项条件的用户，无需购入机型。①
机型变更前的机型属于在au经销店购入的au手机（3G）（已注册KDDI的最近一次购入机型）②已加入3G专用资费方案★5：从其他公司转入的用户亦是服务对象。※在适用于打折优惠的期间，若变更为对象方案以外的资费方案、Flat-rate Data服
务，或有包含了机型变更的更换、解约、暂停使用等情况出现，手续将在当月内终止。※过去曾适用于「智能手机专属折扣」、「Big news campaign（不再接受新申请）」的用户不在对象范围内。【关于「Super Kakeho」「Kakeho」「Simple」的通话】
★6：根据机型不同，发信时最多可输入670个全角字符。但是，134字符以内收取2封的费用，超过134字符的部分按每封67字符收取发信费。●其他详情请在「Super Kakeho        」「Kakeho       」进行确认。【关于「Netflix（Basic Plan）」「Video 
Pass（任意观看方案）」】※如果在购买手机（新签约、机型变更）的同时申请本方案，可从当天开始使用「Net�ix」「Video Pass」。如果变更资费方案，则从次月开始使用。※如果解约、暂停使用au线路，从申请当天开始不可使用「Net�ix」「Video 
Pass」，如果变更资费方案，则从次月开始不可使用「Net�ix」「Video Pass」。※如果正在使用过滤服务，可能无法使用「Net�ix」「Video Pass」。※如果已加入本方案，不能仅解除「Net�ix」「Video Pass」的会员。※如果加入本方案前，已使用「Net�ix」

「Video Pass」，需满额支付使用开始月的各项使用资费。【关于「Netflix（Basic Plan）」】※使用本方案需要从专用页面进行开始利用注册。开始适用本方案时，我们将向您发送SMS，请从SMS上记载的URL办理手续。※在「Net�ix」使用规约中，规定
了18岁以上的客户才能使用的条件，但如果是使用本公司通信服务的客户，不到18岁也能申请。但是，未成年人申请时，必须在获得监护人同意后注册。※加入本方案前，已使用Net�ix的顾客在进行开始利用注册时，请指定正在使用的Net�ix帐户。
如果之后解约、暂停使用au线路、变更资费方案，Net�ix服务将自动延续，不会解除会员（Net�ix公司直接收取费用）。如果要解除服务会员，需要另行在Net�ix公司办理解除会员手续。※方案的上位顺序为①「Premium Plan」、②「Standard Plan」、③

「Basic Plan」。如果在月份中途变更为上位方案，变更日以后，变更月的上位方案的使用资费按日计算。如果在月份中途变更为下位方案，变更月的使用资费不按日计算，而需满额支付上位方案的使用资费。※如果转让已加入本方案的线路，办理手
续后，受让人必须进行开始利用注册。※如果正在使用「Standard Plan / Premium Plan」的顾客的au ID合并，将自动变更为「Basic Plan」。如果希望继续使用「Standard Plan / Premium Plan」，需要另行办理手续。另外，对应机型等「Net�ix」相关事
宜，请在au主页上确认。【关于「Video Pass（任意观看方案）」】※本方案可使用「任意观看方案」。※如果加入本方案，不属于「Video Pass（任意观看方案）首次加入30天内免费」的优惠对象。另外，从本方案变更为其他资费方案后，再次使用「Video 
Pass（任意观看方案）」时，也不属于优惠对象。另外，对应机型等「Video Pass」相关事宜，请在au主页上确认。【关于「数据通信」】※在海外使用「世界Flat-rate Data       」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的包月数据流量。使用「Overseas 
Double-Teigaku       」时，将针对在海外使用的通信收费。不属于国内的包月数据流量的使用对象范围。※「Data Gift」、「长期优待Data Gift」、「数据CARRY OVER」不在对象范围内。※因受理时间不同，内容可能会有所变更。※有时不能并用敝公
司实施的其他方案。※支持au VoLTE的4G LTE智能手机（2016年以前已发售的iPhone除外）的「资费方案」，其名称处带有（V）。※需另行支付通话/通信费、其他选项费、Universal Service费用        等。※有关另外所需的签约费用，请向店铺进行确
认。【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE（支持au VoLTE）设备之间、4G LTE（不支持au VoLTE）设备之间进行机型更换时，需收取合约事务手续费（2,000日元）。「iPhone 
7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE（不支持au VoLTE）设备。

P33

P29

P04P03

P33

P11

通信速度限制 详情请确认        。P16

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

如果您申请本资费方案，则不适用于「Monthly Discount         」相关条款。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

P17

表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜です。

本料金プランにお申し込みされた場合、「毎月割　　 」は適用されません。
2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。

P17

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金
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【「auフラットプラン」料金について】★1：「（2年契約/2年契約・自動更新なし）＋家族割」適用時、家族間の国内通話は無料です。★2：新規加入時または機種変更時にお申し込みの場合、料金プランは加入日または変更日当日から（基本料金/
データ定額料は日割）適用となります。契約内容変更、持ち込み機種変更の場合は、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、日割とならず満額かかります。※「auフラットプラン」にお申し込みいただく場合、「データチャージ
　　  」へのご加入が必要です。インターネット接続には「LTE NET」のご加入が必要です。※本プランに加入された場合、現在適用中の各種割引等が終了する場合があります。※ぷりペイド専用電話は対象外です。※「auフラットプラン」はマン
スリーポイント（au携帯電話等のご利用料金1,000円ごとに10ポイントが貯まるサービス）の対象外となります。★3：Netflixは「ベーシックプラン」がご利用いただけます。他のプランのご利用には別途お申し込み・ご利用料金（「スタンダードプ
ラン：＋400円/月」、「プレミアムプラン：＋1,000円/月」）のお支払いが必要です。ご利用料金は「auかんたん決済」でのお支払いとなります。【「スマホ応援割」について】受付期限はありません。変更になる場合は事前にお知らせします。★4：機
種変更時に次の①②両方に該当する場合、機種の購入は不要です。 ①3G専用の料金プランに加入していること②機種変更前の機種がau取扱店でお客さまが購入されたauケータイ（3G）（KDDIに登録されている直近のご購入機種）であるこ
と  ★5：他社からのお乗りかえも対象です。※割引適用期間中に対象プラン以外の料金プランおよびデータ定額サービスへの変更・機種のご購入を伴う機種変更・解約・一時休止をした場合、お手続きの当月をもって終了します。※過去に「スマ
ホ応援割」「ビッグニュースキャンペーン（新規受付終了）」が適用されたことがあるお客さまは対象外となります。【「スーパーカケホ」「カケホ」「シンプル」の通話について】★6：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。●その他、詳細は「スーパーカケホ　　  」「カケホ　　  」でご確認ください。【「Netflix（ベーシックプラン）」「ビデオパス（見放題プラン）」について】※機種ご購入（新規契
約・機種変更）と同時に本プランをお申し込みの場合、当日から「Netflix」「ビデオパス」がご利用いただけます。料金プラン変更の場合は、翌月からのご利用となります。※au回線の解約・一時休止の場合はお申し込みの当日から、料金プラン変
更の場合は翌月から「Netflix」「ビデオパス」がご利用いただけなくなります。※フィルタリングサービスご利用中の場合、「Netflix」「ビデオパス」がご利用いただけない場合があります。※本プランご加入中に、「Netflix」「ビデオパス」のみの退
会はできません。※本プランご加入前に「Netflix」「ビデオパス」をご利用されている場合、ご利用開始月の各ご利用料金は満額がかかります。【「Netflix（ベーシックプラン）」について】※ご利用には専用ページから利用開始登録が必要です。本
プラン適用開始時にSMSをお送りしますので、SMSに記載のURLからお手続きください。※「Netflix」利用規約において18歳以上のお客さまがご利用の条件ですが、当社通信サービスをご利用のお客さまの場合、18歳未満の方もお申込みい
ただけます。ただし、未成年の方がお申し込みいただく場合は、親権者の同意を得た上でのご登録が必要となります。※本プランご加入前にNetflixをご利用中のお客さまは利用開始登録時にご利用中のNetflixアカウントを指定してください。
その後、au回線の解約・一時休止、料金プラン変更をした場合、Netflixサービスは退会とはならず自動継続されます（Netflix社から直接ご請求となります）。サービスの退会には、別途Netflix社にて退会手続きが必要です。※プランの上位順は
①「プレミアムプラン」、②「スタンダードプラン」、③「ベーシックプラン」となります。月途中での上位プランへの変更の場合、変更月は変更日以降、上位プランのご利用料金が日割りでかかります。月途中での下位プランへご変更の場合、変更月
のご利用料金は日割りとならず、上位プランのご利用料金が満額がかかります。※本プランご加入中の回線を譲渡した場合、お手続き後に、譲受者による利用開始登録が必要となります。※「スタンダードプラン/プレミアムプラン」をご利用中の
方がau ID統合される場合、自動的に「ベーシックプラン」へ変更となります。引き続き「スタンダードプラン/プレミアムプラン」をご希望の場合は、別途お手続きが必要です。その他、対応機種など「Netflix」についてはauホームページでご確認く
ださい。【「ビデオパス（見放題プラン）」について】※本プランでは「見放題プラン」がご利用いただけます。※本プランにご加入の場合、「ビデオパス（見放題プラン）初回ご加入30日間無料」特典は対象外です。また、本プランから他の料金プラン
へ変更後に「ビデオパス（見放題プラン）」を再度ご利用される場合も対象外です。その他、対応機種など「ビデオパス」についてはauホームページでご確認ください。【「データ通信」について】※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　　  」をご利用の場合には、海外でご利用の通信に対して課金され、国内の月間データ容量の利用対象外です。※「データギフト」、「長期優待データギフト」
は対象外です。※受付時期により、内容が変更となる場合があります。※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。※au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」は名称に

（V）がつきます。※別途、通話・通信料、その他オプション料、ユニバーサルサービス料　　  などがかかります。※別途契約にかかる費用は、店頭でご確認ください。【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）機器間の変更等の場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 
Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。

P33

P29

P04P03

P33

P11

通信速度制限 詳細は       でご確認ください。P16



标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

免费会员制程序
不收取固定费用

※这是面向签订au智能手机合约的个人用户的会员制程序。

需要会员注册
详情或注册，

请扫二维码

※根据对象资费方案的固定费用(基本费用、Flat-rate Data费用、联网资费、 Net�ix视听包固定费用之和)，每1,000日元(不含税)将赠送积分。但是，如果加入LTE NET for DATA，则将视为加入LTE NET而加以计算。※每条线路所获得的积分根据
月末的合约在次月生效。※加入au Smart Value时，扣除优惠金额后的固定费用才是可以获得积分的对象。※如果是「au Adjust Plan」或「au Flat Plan」，则当月积分(au手机等每1000日元的使用费将获取10积分的服务)合并到「au STAR Loyal」
内，而且仅赠送「au STAR Loyal」的积分。为获取赠送的积分，需要进行au STAR会员注册。

【对象】au Adjust Plan、au Flat Plan　※其他资费方案的附带条件及积分数有所不同。详情请在 au 网页上确认。

如果是 au Adjust Plan、au Flat Plan，
签订合约的第一个月起即可获得积分！

■每1000日元的对象资费方案的固定费用可获得的WALLET积分

PP
PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP
PP

PP
P

P PP

～3年12个月合约年限 4年1个月～ 7年1个月～ 第10年的第1个月～ 第13年的第1个月 ～ 第16年的第1个月～

合约年限越长，所获积分越多

10P
20P

30P
40P

60P
80P

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

au STAR Loyal

STAR Loyal

08
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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

無料会員制プログラム
定額料不要

※auスマートフォンをご契約の個人のお客さま向け会員制プログラムです。

会員登録必要
詳 細や
登 録 は
コチラ

※対象料金プランの定額料（基本料金、データ定額料、インターネット接続利用料、Netflixパック定額料の合計）に応じて、1,000円（税抜）ごとにポイント付与されます。ただし、LTE NET for DATAにご加入の場合も、LTE NETに加入しているものと見なして
計算します。 ※ ポイントは回線ごとに月末時点でのご契約に応じて翌月付与されます。 ※ auスマートバリューにご加入の場合、割引額を差し引いた定額料が対象です。 ※「auピタットプラン」「auフラットプラン」はマンスリーポイント（au携帯電話等のご利用
料金1,000円ごとに10ポイントが貯まるサービス）は「au STARロイヤル」へ統合され、「au STARロイヤル」でのポイント付与のみとなります。ポイント付与には、au STAR会員の登録が必要です。

【対象】auピタットプラン、auフラットプラン　※その他の料金プランは付与条件やポイント数が異なります。詳細はauホームページでご確認ください。

auピタットプラン、auフラットプランなら
ご契約1ヶ月目からポイントの対象に！

■対象料金プランの定額料 1,000円ごとにもらえるWALLET ポイント

PP
PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP
PP

PP
P

P PP

～3年12ヶ月目ご契約
年数 4年1ヶ月目～ 7年1ヶ月目～ 10年1ヶ月目～ 13年1ヶ月目～ 16年1ヶ月目～

契約年数が長いほどポイントがアップ

10P
20P

30P
40P

60P
80P

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

au STARロイヤル 対象機種
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http://star.auone.jp/austar/service_page.html
http://star.auone.jp/austar/service_page.html


标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

●在下述情况下使用优惠时需支付故障时使用费20,000日元（不征税）〈加入面向Android ™用户的「故障遗失支援        」的顾客为2,000日元（不征税）、加入面

向iOS用户的「AppleCare＋& au中端遗失支援」、「故障遗失支援with AppleCare Services」的顾客，屏幕损坏的场合：需支付3,672日元（不征税）、除屏幕损坏

之外的场合：需支付12,744日元（不征税）＞。机型不同，其确认方法或项目等可能有所差异。

(部分示例) ①无法接通电源②无法充电③手机机身或液晶显示屏破损或存在裂痕④厂商指定部位的测水试纸有测水反应

●以下场合无法使用优惠。

①未解除密码锁并恢复出厂设置②无法确认生产编号③改造等不在厂商保证范围内的场合

●无法在利用程序优惠时回收的顾客，请将旧机型带到au经销店或者邮寄退还。退还期限为机型更换申请日的次月末。（须在本公司完成验货）。超过退还期限

时，优惠无效。

※回收对象机型内的数据请顾客自行备份并进行数据初始化设置。回收后，将删除机型内的遗留数据，无法恢复。

※回收时，存储卡和手机绳等所有配件、附属品请顾客自行卸除。回收后，配件、附属品等将全部废弃。

〈Upgrade Program EX 的场合〉

签订分48期购买对象智能手机（4G LTE）合约的同时申请本程序

〈Upgrade Program EX (a) 的场合〉

签订分24期购买对象iPhone合约的同时申请本程序

加入「au Adjust Plan        」或「au Flat Plan        」

① 

② 

购机费的支付额★1最高可享半价★2！

■以在购机后第 25 个月更换新机型为例的购机费「智能手机 A ( 购机费 96,000 日元 )」支付示意图

智能手机 A 的支付总额

96,000日元

48,000日元

第 1 个月加入月份

分期支付额

第 2 个月 第 25 个月 余  额

ー 2,000日元 2,000日元

●现金售价/ 支付总额：96,000日元 ●分期支付额：2,000日元/ 月×48次  ●实际年利率：0% 首付：0日元  ●支付期间：50个月 支付次数：48次
标记的金额已含税。

无需支付
一半！
购机费仅需

所需支付费用

（24次）

余 额

若更换为新机型，

则后续费用无需继续支付！

在分期支付额完全付清前更换机型

加入本程序只能在购买对象机型时申请。解除会员时，在再次购买对象机型前无法再次加入。

★1：分期支付额的总额。★2：「Upgrade Program EX」在第25个月(EX (a)为第13个月)更换机型、旧机型回收的场合。免除金额因机型更换月份而有所差异。在使用优惠的节点，如果分期支付余额低于已支付的程序费用，程序费用与分期支付余

额的差额将于更换机型的次月以WALLET积分的形式返还。★3：加入本程序且在第13个月～第24个月使用优惠时，更换机型时需要支付提前使用费(390日元(不征税)×到第25个月的剩余月数)。其后将免除该费用。★4：免除程序费用的期间不

在积分返还保证的对象范围内。※一次性付清分期支付余额时，将不在本方案优惠的对象范围内。※解除「Upgrade Program EX/Upgrade Program EX (a)」会员、变更为不在对象范围内的「资费方案」及「Flat-rate Data服务」、线路转让·暂停使

用·解约时，将不在本程序优惠及积分返还保证的对象范围内。※时期·机型不同，内容可能会有所变更。※4G LTE(支持au VoLTE)也在记载的资费方案的对象范围内。

P03

P26

P06

■ 程序费用

　〈Upgrade Program EX〉

　390日元/月 ( 不征税 )

　※第25个月后不收取程序费用。

　〈Upgrade Program EX (a)〉

　免费

　※享「程序费用」折扣优惠。无受理期限。内容

若有变更，将提前通知。

■积分返还保证

　没有享受优惠而更换机型时，所支付的

程序费用将在更换机型的次月以WALLET
积分的形式等额返还★4（满足优惠适用条

件①）。

■程序优惠

　〈Upgrade Program EX〉

　如果是在第25个月以后更换机型，将免除从更换机型

的次月开始所需支付的分期金额(最多免除24个月★2)

　〈Upgrade Program EX (a)〉

　如果是在第13个月以后更换机型，将免除从更换机型的

次月开始所需支付的分期金额 (最多免除12个月★2)

■Upgrade Program EX/ Upgrade Program EX (a)的对象机型  请在au网页上确认。

Upgrade Program EX 的场合

购买对象机型
智能手机A

支付一半的费用
（2,000日元×24次＝48,000日元）

同时满足下述①②的条件时可以加入。

加入条件

① 连续 12 个月★3 使用对象机型、或连续 6 个月使用 Upgrade 
Program EX（a）后，更换机型

② 更换机型后，旧机型由 KDDI 进行回收＊1

同时满足下述①②的条件时适用于该程序优惠。

优惠适用条件

＊1：关于旧机型的

      回收

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

Upgrade Program EX/EX (a)

如果是 iPhone，也可选择可以每年更换机型的「Upgrade Program EX (a)」！

25 个月后无需支付机型变更、旧机型回收的剩余费用！
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

●以下の場合、特典利用の際に、故障時利用料20,000円（不課税）＜AndroidTM 向け「故障紛失サポート　　　」にご加入の方は2,000円（不課税）、
iOS向け「AppleCare+ ＆ au端末紛失サポート」 「故障紛失サポート with AppleCare Services」にご加入の方は、画面割れの場合：3,672円

（不課税）、画面割れ以外の場合：12,744円（不課税）＞をお支払いいただきます。機種により確認方法や項目などが異なる場合があります。
　（一例） 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メーカー指定箇所の水濡れシールに水濡れ反応がある
●以下の場合は特典をご利用いただけません。
　①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②製造番号が確認できない③改造などメーカーの保証外となるような場合
●プログラム特典利用時に回収できなかったお客さまは、au取扱店へお持ち込みいただくか、郵送にてご返却ください。返却期限は、機種変更お申し込

み日の翌月末となります（当社での検品まで完了する必要があります）。返却期限を過ぎた場合は、特典は無効となります。
※回収対象機種内のデータは、あらかじめバックアップおよびデータの初期化をお客さまご自身で実施ください。回収後、機種内に残されたデータはすべ

て消去され、復元することはできません。
※回収時にはメモリーカード、ストラップなどのアクセサリー・付属品等はすべてお客さまご自身で外してください。回収後は、アクセサリー・付属品等は

すべて廃棄します。

〈アップグレードプログラムEXの場合〉
対象のスマートフォン（4G LTE）を割賦契約48回でご購入と同時に本プログラムにお申し込み
〈アップグレードプログラムEX（a）の場合〉
対象のiPhoneを割賦契約24回でご購入と同時に本プログラムにお申し込み

「auピタットプラン　    」または「auフラットプラン        」にご加入

①

②

機器代金のお支払い負担額★1が最大半額★2！

■例えばご購入後25ヶ月目に機種変更した場合の機種代金「スマホA（機種代金96,000円）」のお支払いイメージ

スマホAのお支払総額

96,000円

48,000円

1ヶ月目ご加入月

分割支払金

2ヶ月目 25ヶ月目 残  額

ー 2,000円 2,000円

●現金販売価格/支払総額：96,000円（税込）  ●分割支払金：2,000円/月×48回  ●実質年率：0% 頭金：0円  ●支払期間：50ヶ月 支払回数：48回
表記の金額は税込です。

お支払い不要
半額！
機種代金

お支払い必須分
（24回）

残 額

新しい機種に機種変更すれば、
以降のお支払いは不要！

分割支払金の完済前に機種変更

本プログラムのご加入は対象機種ご購入時のお申し込みに限ります。退会された場合、次回の対象機種購入まで再加入できません。

★1：分割支払金の総額です。★2：「アップグレードプログラムEX」は25ヶ月目（EX（a）は13ヶ月目）に機種変更・旧機種回収した場合です。機種変更月によりお支払い不要となる金額は異なります。特典を行使した時点で分割支払金残額がそれ
までにお支払いいただいたプログラム料を下回った場合、プログラム料と分割支払金残額の差額を機種変更翌月にWALLET ポイントで還元します。★3：13ヶ月目～24ヶ月目に特典を利用する場合、機種変更時に前倒し利用料（390円（不課
税）×25ヶ月目までの残月数）のお支払いが必要ですが、それ以降は免除されます。★4：プログラム料無料期間中はポイント還元保証の対象外となります。※分割支払金の残額を一括清算された場合、本プログラム特典の対象外となります。※

「アップグレードプログラムEX/EX（a）」の退会、対象外の「料金プラン」および「データ定額サービス」への変更、回線の譲渡・一時休止・解約した場合は、本プログラム特典およびポイント還元保証の対象外となります。※時期・機種により内容を変
更する場合があります。※記載の料金プランは4G LTE（au VoLTE対応）も対象です。

P03

P26

P06

■プログラム料
　〈アップグレードプログラムEX〉
　390円/月（不課税） 
　※25ヶ月目以降のプログラム料はかかりません。
　〈アップグレードプログラムEX（a）〉
　無料
　※「プログラム料相当額」を割引しています。受付

期限はありません。変更になる場合は事前にお知
らせいたします。

■ポイント還元保証
　特典を利用せず機種変更した場合、お支

払いいただいたプログラム料相当額を機
種変更の翌月にWALLET ポイントで還
元します★4（特典適用条件の①を満たし
た場合）。

■プログラム特典
　〈アップグレードプログラムEX〉
　25ヶ月目以降に機種変更した場合、機種変更翌月分

以降の分割支払金相当額のお支払いが不要（最大24
ヶ月分★2）

　〈アップグレードプログラムEX（a）〉
　13ヶ月目以降に機種変更した場合、機種変更翌月分

以降の分割支払金相当額のお支払いが不要（最大12
ヶ月分★2）

■アップグレードプログラムEX/アップグレードプログラムEX（a）対象機種　auホームページでご確認ください。

アップグレードプログラムEXの場合

対象機種の
スマホA購入

半額分をお支払い
（2,000円×24回＝48,000円）

iPhoneなら1年ごとに機種変更できる「アップグレードプログラムEX（a）」も選択可能！

25ヶ月目以降に機種変更・旧機種回収すると残額支払い不要！

次の①②の条件を両方満たした場合にご加入いただけます。
加入条件

①対象機種を12ヶ月間★3、アップグレードプログラムEX（a）は
６ヶ月間ご利用後、機種変更

②機種変更した際、旧機種を回収させていただくこと＊1

次の①②の条件を両方満たした場合に「プログラム特典」が適用
されます。

特典適用条件

＊1：旧機種の回収
について

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

アップグレードプログラムEX/EX（a）
対象機種
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

★1：申请新加入或变更机型时，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。月中发生解约等情况时，按实际使用天数收费。此外，通过解约等加入「2年合约」、「2年合约(无自动更新)」时，不按日计费，而需满额支付。
★2：根据机型不同，发信时最多可输入670个全角字符。但是，134字符以内收取2封的费用，超过134字符的部分按每封67字符收取发信费。★3：适用于「(2年合约/2年合约·无自动更新)＋Family Discount       」时，家人间的国内通话超过5分钟
的部分也为免费。

※如果加入「Super Kakeho/Super Kakeho (a)」，各种优惠可能会终止。※对于连续长时间通话等，当本公司认为其会对本公司设备造成影响时，有可能会切断该通话。

国内SMS（C-mail）使用资费国内通话资费

与au手机、其他公司手机、固话等进行通话

24小时无限拨打（1次5分钟以内★3） 发信：3日元/封（最多可输入70个全角字符★2） 
发信给家人则免费★3 接收：免费

发送至au手机、其他公司手机

国内SMS（C-mail）使用资费

Super Kakeho 1次5分钟以内无限拨打！

「Super Kakeho」和「Flat-rate Data1～30」、「Super Kakeho (a)」和「Flat-rate Data5～30」需组合一起加入（不能与「LTE Flat        」并用）。

【关于Super Kakeho/Super Kakeho (a)】
使用「（2年合约/2年合约·无自动更新）＋Family Discount」「au→Home Phone Discount（免费的情况）」时，适用「（2年合约/2年合约·无自动更新）＋Family Discount」

「au→ Home Phone Discount（免费的情况）」通话费打折。此外，不适用「au→Home Phone Discount（50%打折的情况）」等的通话费打折，超过5分钟时，所超过的时
间按照每30秒钟20日元收取通话费。

拨打0180（Teledome）、0570（Navidial等）开头的其他公司设定资费的电话号码的通话以及号码指南（104）、行政1XY服务（188/189）、SMS发送、拨打卫星电话/卫星
船舶电话以及本公司另行指定的电话号码的通话等，不属于本方案的定额通话对象范围。此外，国际电话及在海外的接打电话均不属于对象范围。对于不属于定额通
话对象的国内通话，除了其他公司设定了资费的情况以外，按照每30秒钟20日元收取通话费。 （拨打卫星船舶电话为每30秒钟50日元）。

P15

※1次通话超过5分钟时，超过5分钟的时间按照每30秒钟20日元收取通话费。此外，1次通话时间在5分钟以内，部分通话也不在对象范围内。

2年合约1,700日元/月（需要申请/当月适用按日计算★1）

2年合约(无自动更新)2,000日元/月
因持续使用而未加入费用优惠时 3,200日元/月

Super Kakeho (a)
2年合约2,390日元/月（需要申请/当月适用按日计算★1）

2年合约(无自动更新)2,690日元/月
因持续使用而未加入费用优惠时 3,890日元/月

「2年合约        」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费(9,500日元) (更新期间除外)。

P23

国内通话资费

与au手机、其他公司手机、固话等进行通话

24小时可任意拨打电话

Kakeho任何时候都可在定额费用内无限拨打电话！

2年合约2,700日元/月（需要申请/当月适用按日计算★1）

2年合约(无自动更新) 3,000日元/月
因持续使用而未加入费用优惠时 4,200日元/月

「2年合约        」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费（9,500日元）（更新期间除外）。

「Kakeho」和「Flat-rate Data2～30」需组合一起加入（不能与「LTE Flat        」并用）。

【关于Kakeho】
拨打0180（Teledome）、0570（Navidial等）开头的其他公司设定资费的电话号码的通话以及号码指南（104）、行政1XY服务（188/189）、SMS发送、拨打卫星电话/卫星

船舶电话以及本公司另行指定的电话号码的通话等，不属于本方案的定额通话对象范围。此外，国际电话及在海外的接打电话均不属于对象范围。对于不属于定额通话对
象的国内通话，除了其他公司设定了资费的情况以外，按照每30秒钟20日元收取通话费。 （拨打卫星船舶电话为每30秒钟50日元）。

P15

★1：申请新加入或变更机型时，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。月中发生解约等情况时，按实际使用天数收费。此外，通过解约等加入「2年合约」、「2年合约(无自动更新)」时，不按日计费，而需满额支付。
★2：根据机型不同，发信时最多可输入670个全角字符。但是，134字符以内收取2封的费用，超过134字符的部分按每封67字符收取发信费。★3：适用于「(2年合约/2年合约·无自动更新)＋Family Discount       」时，家人间的国内通话超过5分钟
的部分也为免费。

※如果加入「Kakeho」，各种优惠可能会终止。※对于连续长时间通话等，当本公司认为其会对本公司设备造成影响时，有可能会切断该通话。

P23

P22

发信：3日元/封（最多可输入70个全角字符★2） 
发信给家人则免费★3 接收：免费

发送至au手机、其他公司手机

P22

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

Super Kakeho / Super Kakeho (a) / 
Kakeho
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

★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
「2年契約」「2年契約（自動更新なし）」加入の場合、日割とならず、満額かかります。★2：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。★3：「（2年契約
/2年契約・自動更新なし）＋家族割        」適用時、家族間の国内通話は5分以降も無料です。
※「スーパーカケホ／スーパーカケホ（a）」に加入された場合、各種割引が終了する可能性があります。※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（全角70文字まで★2）
 家族への送信は無料★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★3）

au携帯電話・他社携帯電話宛

国内SMS（Cメール）利用料

送信： 3円/通（全角70文字まで★2）
 家族への送信は無料★3 受信：無料

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！

「スーパーカケホ」と「データ定額1～30」、「スーパーカケホ（a）」と「データ定額5～30」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／スーパーカケホ（a）について】

「（2年契約/2年契約・自動更新なし）＋家族割」「au→自宅割（無料の場合）」ご利用の場合、「（2年契約/2年契約・自動更新なし）＋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）。

P15

※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。

2年契約 1,700円/月（お申し込み必要／当月日割適用★1）

2年契約（自動更新なし） 2,000円/月
継続利用による料金割引未加入の場合 3,200円/月

スーパーカケホ（a）
2年契約 2,390円/月（お申し込み必要／当月日割適用★1）

2年契約（自動更新なし） 2,690円/月
継続利用による料金割引未加入の場合 3,890円/月

「2年契約        」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）。

P23

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

カケホ 時間を問わず、定額でかけ放題！

2年契約 2,700円/月（お申し込み必要／当月日割適用★1）

2年契約（自動更新なし） 3,000円/月
継続利用による料金割引未加入の場合 4,200円/月

「2年契約        」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）。

「カケホ」と「データ定額2～30」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）。

P15

★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
「2年契約」「2年契約（自動更新なし）」加入の場合、日割とならず、満額かかります。★2：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。★3:「（2年契約
/2年契約・自動更新なし）＋家族割        」適用時、家族間の国内通話は無料です。
※「カケホ」に加入された場合、各種割引が終了する可能性があります。※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。

P23

P22

P22

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

スーパーカケホ／スーパーカケホ（a）
カケホ

対象機種
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。
标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

合 计

4,900日元 /月～ 6,200日元 /月～ 7,000日元 /月～ 8,000日元 /月～ 10,000日元 /月～

「2年合约       」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费（9,500日元）（更新期间除外）。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

通话费、通信费、其他选项费用、Universal Service费用        等另计。

【关于Flat-rate Data服务】

「WiMAX 2＋」的数据通信       为「Flat-rate Data 1/3/5/20/30」的定额费以及包月数据流量套餐的对象。

在海外使用「世界Flat-rate Data       」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku        」时，将针对在海外使用的通信收费。不属于
国内的包月数据流量的使用对象范围。

au Smart Value＋au International Calling FLAT 适用后的合计

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

办理 Flat-rate Data 1 的场合 办理 Flat-rate Data 3 的场合 办理 Flat-rate Data 5 的场合

长年最多2年 最多2年

办理 Flat-rate Data 20 的场合 办理 Flat-rate Data 30 的场合

次月后开始 次月后开始 次月后开始 次月后开始 次月后开始

（第3年以后：10,046日元/月～）（第3年以后：8,046日元/月～）（第3年以后：7,046日元/月～）（第3年以后：5,880日元/月～）

●常用网络、邮件以及应用软件用户的必选服务。

上网服务

LTE NET 300日元 /月P16

各项服务的注意事项请参阅详情页面。

★1:申请新加入或变更机型时，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。在月中解约等场合，不按日计费，而需满额支付 〈未加入「2年合约」「2年合约（无自动更新）」 的场合，基本使用费按日计费〉。★2:根据服务
内容，「Flat-rate Data1」有可能无法加入（打折）。详情请在au网页上确认。★3:Data Gift不在对象范围内。【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE(支持au VoLTE)设备之间、
4G LTE(不支持au VoLTE)设备之间进行机型更换时，需收取合约事务手续费(2,000日元)。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE(不支持au VoLTE)设

备。「Universal Service制度」是指为了能让全国的家庭公平且稳定地利用电话服务，所需要的费用由整个电话公司公平负担的制度。KDDI及冲绳Cellular Telephone将由用户负担的「Universal Service费用」全额缴纳给作为本制度业务支援机
构的电气通信事业协会（TCA）。因此，作为Universal Service费用，将对每一签约号码另行收取2日元/月。※伴随Universal Service制度的号码单价改革，今后可能会调整资费。详情请在au网页上确认。
※支持au VoLTE的4G LTE智能手机(2016年以前已发售的iPhone除外)的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」，其名称处带有(V)。

下述

Super Kakeho 的利用资费示意图

＊：1次通话超过5分钟时，超过5分钟的时间按照每30秒钟20日元收取通话费。此外，1次通话时间在5分钟以内，部分通话也不在对象范围内。

1,700日元 /月
（「2年合约」适用前：3,200日元/月）

拨打au及其他公司的手机和固定电话的国内通话可24小时（1次5分钟以内＊）任意拨打！

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

Super Kakeho

Super Kakeho       ＋2年合约 P22下述

Flat-rate Data 1 (1GB)★2

2,900日元 /月

Flat-rate Data 3 (3GB)

4,200日元 /月

Flat-rate Data 5 (5GB)

5,000日元 /月

Flat-rate Data 20 (20GB)
★3

6,000日元 /月

Flat-rate Data 30 (30GB)
★3

8,000日元 /月
● 「Flat-rate Data1」不能和「Monthly Discount」并用。 ● 「Flat-rate Data2」不在对象范围内。

Flat-rate Data 服务       能够选择适合自身使用方式的数据流量套餐！ （需要申请/当日适用
★1
）

合 计

3,966日元 /月～次月开始

1,480日元/月 980日元/月次月开始次月开始

办理 Flat-rate Data 1/3 的场合 办理 Flat-rate Data 5/20/30 的场合

au International Calling FLAT 以下月额选项费用可以从日本国内往对象国、地区拨打最多750分钟（1次15分以内的通话×50次/月）P30

办理 Flat-rate Data 1 的场合 办理 Flat-rate Data 3 的场合 办理 Flat-rate Data 5/20 的场合 办理 Flat-rate Data 30 的场合

au Smart Value P25 固定对象通信使用      的「网络＋电话」套餐更划算P25

-934日元/月
最多
2年

最多
2年

（第3年以后：长年 -500日元/月）

（第3年以后：4,400日元/月～）

 5,266日元 /月～次月开始 5,590日元 /月～次月开始

（第3年以后：6,066日元/月～）

6,590日元 /月～次月开始

（第3年以后：7,066日元/月～）

8,000日元 /月～次月开始

（第3年以后：9,066日元/月～）

次月后开始

-1,410日元/月最多2年-934日元/月长年 -2,000日元/月
（第3年以后：长年 -934日元/月）（第3年以后：长年 -934日元/月）

次月后开始 次月后开始 次月后开始

P22

P21

P33 P33

11
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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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。 

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）

● 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P16

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P30

翌月から 1,480円/月 翌月から 980円/月

データ定額1/3の場合 データ定額5/20/30の場合

auスマートバリュー＋au国際通話定額適用後の合計

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
翌月から 3,966円/月～ 翌月から 5,266円/月～ 翌月から 5,590円/月～ 翌月から 6,590円/月～ 翌月から 8,000円/月～

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
（「2年契約」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

（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）

P25 対象固定通信　　 の「ネット＋電話」とのセット利用でおトクP25

翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から 翌月以降から

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年契約」「2年契約（自動更
新なし）」未加入の場合、基本使用料は日割となります〉。★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）機器間の変更等の場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 
Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。【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。※ユニバーサルサービス制度の番号単価改定に伴い、今後料金変更の可能性があります。詳しくはau
ホームページをご確認ください。
※au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」「データ定額サービス」は名称の後ろに（V）がつきます。

「2年契約       」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）。
2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。
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。  

P22

P21

P33 P33

下記

スーパーカケホ     ＋2年契約下記 P22

（3年目以降：4,400円/月～） （3年目以降：6,066円/月～） （3年目以降：7,066円/月～） （3年目以降：9,066円/月～）

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

対象機種スーパーカケホ
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。
标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

各项服务的注意事项请参阅详情页面。

★1:申请新加入或变更机型时，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。在月中解约等场合，不按日计费，而需满额支付 〈未加入「2年合约」「2年合约（无自动更新）」 的场合，基本使用费按日计费〉。★2:Data Gift
不在对象范围内。【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE(支持au VoLTE)设备之间、4G LTE(不支持au VoLTE)设备之间进行机型更换时，需收取合约事务手续费(2,000日
元)。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE(不支持au VoLTE)设备。※需另行支付通话/通信费、其他选项费、Universal Service费用        等。
※支持au VoLTE的4G LTE智能手机(2016年以前已发售的iPhone除外)的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」，其名称处带有(V)。

次月开始 980日元/月

办理 Flat-rate Data 5/20/30 的场合

au Smart Value＋au International Calling FLAT 适用后的合计

7,260日元 /月～ 8,260日元 /月～ 9,670日元 /月～

办理 Flat-rate Data 5 的场合

最多2年

办理 Flat-rate Data 20 的场合 办理 Flat-rate Data 30 的场合

次月后开始 次月后开始 次月后开始

（第3年以后：10,736日元/月～）（第3年以后：8,736日元/月～）（第3年以后：7,736日元/月～）

合 计

7,690日元 /月～ 8,690日元 /月～ 10,690日元 /月～

合 计

次月开始 6,280日元 /月～ 次月开始 7,280日元 /月～ 次月开始 8,690日元 /月～

Flat-rate Data 5 (5GB)

5,000日元 /月

Flat-rate Data 20 (20GB)
★2

6,000日元 /月

Flat-rate Data 30 (30GB)
★2

8,000日元 /月

-1,410円/月最多2年

办理 Flat-rate Data 5/20 的场合 办理 Flat-rate Data 30 的场合

（第3年以后：长年 -934日元/月）（第3年以后：长年 -934日元/月）

次月后开始

-2,000円/月最多2年

次月后开始

（第3年以后：6,756日元/月～） （第3年以后：7,756日元/月～） （第3年以后：9,756日元/月～）

P11

Super Kakeho (a) 的利用资费示意图

2,390日元 /月
（「2年合约」适用前：3,890日元/月）

拨打au及其他公司的手机和固定电话的国内通话可24小时（1次5分钟以内＊）任意拨打！

Super Kakeho (a)       ＋2年合约 P22下述

＊：1次通话超过5分钟时，超过5分钟的时间按照每30秒钟20日元收取通话费。此外，1次通话时间在5分钟以内，部分通话也不在对象范围内。

Flat-rate Data 服务       能够选择适合自身使用方式的数据流量套餐！ （需要申请/当日适用
★1

）

上网服务

LTE NET 300日元 /月P16

●常用网络、邮件以及应用软件用户的必选服务。

au Smart Value P25 固定对象通信使用      的「网络＋电话」套餐更划算P25

au International Calling FLAT 以下月额选项费用可以从日本国内往对象国、地区拨打最多750分钟（1次15分以内的通话×50次/月）P30

「2年合约       」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费（9,500日元）（更新期间除外）。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

通话费、通信费、其他选项费用、Universal Service费用        等另计。

【关于Flat-rate Data服务】

「WiMAX 2＋ 」的数据通信       为「Flat-rate Data 5/20/30」的定额费以及包月数据流量套餐的对象。

在海外使用「世界Flat-rate Data       」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku        」时，将针对在海外使用的通信收费。不属于
国内的包月数据流量的使用对象范围。

P22

P21

P11

P33 P33

( iPhone专用Upgrade Program (a)适用资费)

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

Super Kakeho (a)
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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。 

合 計
翌月から 6,280円/月～ 翌月から 7,280円/月～ 翌月から 8,690円/月～

（3年目以降：6,756円/月～） （3年目以降：7,756円/月～） （3年目以降：9,756円/月～）

合 計
7,690円/月～ 8,690円/月～ 10,690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P30

翌月から 980円/月

データ定額5/20/30の場合

auスマートバリュー＋au国際通話定額適用後の合計

7,260円/月～ 8,260円/月～ 9,670円/月～

データ定額5の場合

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

（3年目以降：10,736円/月～）（3年目以降：8,736円/月～）（3年目以降：7,736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年契約」「2年契約（自動更
新なし）」未加入の場合、基本使用料は日割となります〉。★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）機器間の変更等の場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが
4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。※別途、通話・通信料、その他オプション料、ユニバーサルサービス料　　  などがかかります。
※au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」「データ定額サービス」は名称の後ろに（V）がつきます。

P11

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

● 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P16

「2年契約       」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）。
2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。
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。  

P22

P21

P33 P33

スーパーカケホ（a）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。

2,390円/月
（「2年契約」適用前：3,890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！

スーパーカケホ（a）     ＋2年契約 P22下記

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

auスマートバリュー

-1,410円/月最大2年間

データ定額5/20の場合 データ定額30の場合

（3年目以降：永年 -934円/月）（3年目以降：永年 -934円/月）

P25 対象固定通信　　 の「ネット＋電話」とのセット利用でおトクP25

翌月以降から

-2,000円/月最大2年間
翌月以降から

P11

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

（ iPhone専用 アップグレードプログラム（a）適用料金プラン）
スーパーカケホ（a）
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対象機種



实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

Upgrade Program (a)

＊1：对象机型请在au网页上确认。＊2：今后的对象机型，根据加入本程序的时期，程序费用可能会变更为需要收费。需要收费时，将提前通知。＊3：在加入后第13个月更换机型、回收旧机型的场合。免除金额因机型更换月份而有所差异。※一次性付清
分期支付余额时，将不在本程序优惠的对象范围内。※本程序的优惠不能与以旧换新程序并用。※程序费用不发生消费税。时期、机型不同，内容可能会有所变更。

「Super Kakeho (a)」是可以使用「Upgrade Program (a)」的方案。

■加入条件：仅在购买对象 iPhone＊1 时才能加入。

   免费＊2 适用于 Upgrade Program (a)！购机费的支付额最高可享半价优惠＊3

〈加入条件〉
通过分期付款合约（24 期）购买对象 iPhone＊1

〈程序优惠〉
从更换机型的次月开始免除相当于分
期支付额的所需支付金额（最多免除
12 个月＊3）

〈优惠适用条件〉满足下述①②两项条件时

① 连续 12 个月使用对象机型后，更换机型
② 更换机型后，旧机型由 KDDI 进行回收
( 关于旧机型的回收        )P09

变更为不在对象范围内的「资费方案」、「Flat-rate Data 服务」时，在再次购买对象机型前无法再次加入。线路转让·暂停使用·解约时，将不在优惠的对象范围内。
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价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

アップグレードプログラム（a）

＊1：対象機種はauホームページでご確認ください。＊2：今後対象となる機種は、本プログラムご加入時期によってプログラム料を有料に変更する場合があります。有料化となる場合は事前にお知らせします。＊3：ご加入後13ヶ月目に機種変
更・旧機種を回収した場合です。機種変更月によりお支払い不要となる額は異なります。※分割支払金の残額を一括清算された場合、本プログラム特典の対象外となります。※本プログラムの特典と下取りプログラムとの併用利用はできませ
ん。※プログラム料に消費税はかかりません。時期、機種により内容を変更する場合があります。

「スーパーカケホ（a）」は「アップグレードプログラム（a）」をご利用いただけるプランです。
■ご加入条件：対象のiPhone＊1ご購入時のみご加入いただけます。
　アップグレードプログラム（a）を無料＊2で適用！機種代金のお支払負担額が最大半額＊3

〈加入条件〉
対象のiPhone＊1を割賦契約（24回）でご購入

〈プログラム特典〉
機種変更翌月分以降の分割支払金相
当額のお支払いが不要（最大12ヶ月
分＊3）

〈特典適用条件〉 ①②の両方を満たす場合
①対象機種を12ヶ月間ご利用後、機種変更
②機種変更した際、旧機種を回収させていただくこと

（旧機種の回収について　　 ）P09

対象外の「料金プラン」「データ定額サービス」へ変更した場合、次回対象機種購入時まで再加入できません。回線の譲渡・一時休止・解約した場合も特典の対象外となります。

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。
标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

合 计

6,500日元 /月～ 7,200日元 /月～ 8,000日元 /月～ 9,000日元 /月～ 11,000日元 /月～

au Smart Value＋au International Calling FLAT 适用后的合计

●常用网络、邮件以及应用软件用户的必选服务。

上网服务

LTE NET 300日元 /月P16

各项服务的注意事项请参阅详情页面。

★1:申请新加入或变更机型时，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。在月中解约等场合，不按日计费，而需满额支付 〈未加入「2年合约」「2年合约（无自动更新）」 的场合，基本使用费按日计费〉。★2:「Data 
Gift」不在对象范围内。【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE(支持au VoLTE)设备之间、4G LTE(不支持au VoLTE)设备之间进行机型更换时，需收取合约事务手续费
(2,000日元)。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE(不支持au VoLTE)设备。
※支持au VoLTE的4G LTE智能手机(2016年以前已发售的iPhone除外)的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」，其名称处带有(V)。

Kakeho 的利用资费示意图

2,700日元 /月
（「2年合约」适用前：4,200日元/月）

拨打au及其他公司的手机和固定电话的国内通话可24小时（1次5分钟以内＊）任意拨打！

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

对象机型

智能
手机

Kakeho

Kakeho       ＋2年合约 P22下述

Flat-rate Data 2 (2GB)

3,500日元 /月

Flat-rate Data 3 (3GB)

4,200日元 /月

Flat-rate Data 5 (5GB)

5,000日元 /月

Flat-rate Data 20 (20GB)
★2

6,000日元 /月

Flat-rate Data 30 (30GB)
★2

8,000日元 /月
● 「Flat-rate Data1」不在对象范围内。

Flat-rate Data 服务       能够选择适合自身使用方式的数据流量套餐！ （需要申请/当日适用
★1
）

合 计

5,566日元 /月～次月开始

1,480日元/月 980日元/月次月开始次月开始

办理 Flat-rate Data 2/3 的场合 办理 Flat-rate Data 5/20/30 的场合

au International Calling FLAT 以下月额选项费用可以从日本国内往对象国、地区拨打最多750分钟（1次15分以内的通话×50次/月）P30

au Smart Value P25 固定对象通信使用      的「网络＋电话」套餐更划算P25

  6,266日元 /月～次月开始 6,590日元 /月～次月开始

（第3年以后：7,066日元/月～）

7,590日元 /月～次月开始

（第3年以后：8,066日元/月～）

 9,000日元 /月～次月开始

（第3年以后：10,066日元/月～）

「2年合约       」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费（9,500日元）（更新期间除外）。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

通话费、通信费、其他选项费用、Universal Service费用        等另计。

【关于Flat-rate Data服务】

「WiMAX 2＋」的数据通信       为「Flat-rate Data 2/3/5/20/30」的定额费以及包月数据流量套餐的对象。

在海外使用「世界Flat-rate Data       」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku        」时，将针对在海外使用的通信收费。不属于
国内的包月数据流量的使用对象范围。

P22

P21

P11

P33 P33

办理 Flat-rate Data 30 的场合办理 Flat-rate Data 5/20 的场合办理 Flat-rate Data 2/3 的场合

-1,410日元/月最多2年 -2,000日元/月
（第3年以后：长年 -934日元/月）（第3年以后：长年 -934日元/月）

次月后开始 次月后开始

-934日元/月长年

次月后开始
最多
2年

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

办理 Flat-rate Data 2 的场合 办理 Flat-rate Data 3 的场合 办理 Flat-rate Data 5 的场合

长年 最多2年

办理 Flat-rate Data 20 的场合 办理 Flat-rate Data 30 的场合

次月后开始 次月后开始 次月后开始 次月后开始 次月后开始

（第3年以后：11,046日元/月～）（第3年以后：9,046日元/月～）（第3年以后：8,046日元/月～）
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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スマートバリュー＋au国際通話定額適用後の合計

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～）

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P30

翌月から 1,480円/月 翌月から 980円/月

データ定額2/3の場合 データ定額5/20/30の場合

合 計
翌月から 5,566円/月～ 翌月から 6,266円/月～ 翌月から 6,590円/月～ 翌月から 7,590円/月～ 翌月から 9,000円/月～

（3年目以降：7,066円/月～） （3年目以降：8,066円/月～） （3年目以降：10,066円/月～）

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

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P25P25

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年契約」「2年契約（自動更
新なし）」未加入の場合、基本使用料は日割となります〉。★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）機器間の変更等の場合は、契約事務手数料（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが
4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。
※au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」「データ定額サービス」は名称の後ろに（V）がつきます。

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

● 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P16

「2年契約       」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）。
2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。
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。  

P22

P21

P33 P33

カケホのご利用料金イメージ

2,700円/月
カケホ     ＋2年契約 P22

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！

（「2年契約」適用前：4,200円/月）下記

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。

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 -2,000円/月
最大
2年間

P11

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金

カケホ 対象機種
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

国内SMS（C-mail）使用资费国内通话资费

其他公司手机、固话等进行通话

1点～21点：国内通话免费！★2

打给au智能手机/au手机

全天：20日元/30秒
21点～次日1点：20日元/30秒

接收：免费　发信：3日元/封

打给au智能手机/au手机 其他公司手机

24小时收发免费！

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

定额费5,700日元/月（需要申请/当月适用按日计算★3）

• 「WiMAX 2＋」 的数据通信资费在「LTE Flat」的定额费用以及上限额的对象范围内。

• 在海外使用「世界Flat-rate Data      」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的智能手

机包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku      」时，将针对在海外使用的通

信收费。不属于国内的包月数据流量的使用对象范围。

「LTE Plan」和「LTE Flat」必须以套餐形式申请加入。「Super Kakeho        」「Kakeho        」不能

加入。

以定额费用来使用4G LTE的高速通信。

P33

P33

P11 P14

当月的通信费

5,700日元／月

包月数据流量0 7GB

最大通信速度128kbps

超过7GB后，将限制到当月底的
通信速度 P16

★3：新申请加入，以及从3G机向4G LTE智能手机〈Android™/iPhone〉进行机型变更的场合，则从加入日起适用（定额费按日计算）。另外，「LTE Flat」与「按量资费方案」间、「LTE Flat」与「Flat-rate Data」间的变更从次月起适用。※支持au VoLTE
的4G LTE智能手机(2016年以前已发售的iPhone除外)的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」，其名称处带有(V)。

Flat-rate Data服务
LTE Flat

对象机型

「LTE Plan」＋「LTE NET」＋「LTE Flat」的使用资费示意图

※LTE Plan不能使用「au International Calling FLAT」。※支持au VoLTE对应的4G LTE智能手机（2016年以前已发售的iPhone除外）的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」在名称后带有（V）。

★1：新申请加入，以及申请进行机型变更的场合，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。月中发生加入或解约等情况时，基本使用费按实际使用天数收费。此外，解约等时如果加入「2年合约」，则不按天数计算，
需满额支付。

★2：【关于打给au手机的通话免费】※如果通话跨21点以及翌日1点，跨时间带的收费次数（30秒内）为免费。 ※对于连续长时间通话等，当本公司在认为其影响其他通信时，有可能会切断该通话。
【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，如果是在4G LTE(支持au VoLTE)设备之间、4G LTE(不支持au VoLTE)设备之间进行机型更换时，需收取合约事务手续费(2,000日元)。「iPhone 7/7 
Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」虽然支持au VoLTE，但属于4G LTE(不支持au VoLTE)设备。

如果您在2017年7月14日以后购买机型时，将无法在未包含有机型购入的「au Adjust Plan」「au Flat Plan」及其他资费方案之间变更资费方案。

基本使用费中不包括免费通话。

录音电话（1417）等各种特殊号码的通话不属于免费对象。

LTE Plan 和 LTE Flat 必须以套餐形式申请加入。必须加入「LTE NET」         等才能上网。

基本使用费934日元/月（需要申请/当月适用按日计算★1）

「2年合约      」适用时的基本使用费（「2年合约」适用前的基本使用费为1,868日元/月）。

「2年合约      」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费（9,500日元）（更新期间除外）。P22

P22

通话费用、通信费、其他选项费用Universal Service费用         等另计。P11

上网服务&Flat-rate Data服务

资费方案

合 计

6,934日元/月～

＋

P16

资费方案

LTE Plan
对象机型

934日元/月（「2年合约」适用前：1,868日元/月）P22LTE Plan       ＋2 年合约下述

LTE NET 300日元/月P16 LTE Flat 5,700日元/月下述

智能
手机

智能
手机
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

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。

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

※LTEプランでは「au国際通話定額」はご利用いただけません。※ au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」「データ定額サービス」は名称の後ろに（V）がつきます。
★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「2年契約」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）機器間の変更等の場合は、契約事務手数料
（2,000円）がかかります。「iPhone 7/7 Plus/iPhone SE/iPhone 6/6 Plus/iPhone 6s/6s Plus」、「GRATINA 4G KYF34」はau VoLTEに対応していますが4G LTE（au VoLTE対応除く）機器として扱います。

2017年7月14日以降に機種購入した場合、機種購入を伴わない「auピタットプラン」「auフラットプラン」とその他の料金プランとの間のプラン変更はできません。
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」　　  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）
「2年契約       」適用時の基本使用料です（「2年契約」適用前基本使用料1,868円/月）。
「2年契約       」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）。P22

P22

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。P11

「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。

P33

P33

P11
P14

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 P16

インターネット接続&データ定額サービス

料金プラン

合 計
6,934円/月～

LTE NET 300円/月P16 LTEフラット 5,700円/月下記＋

934円/月 （「2年契約」適用前：1,868円/月）LTEプラン　  ＋2年契約下記 P22

★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。※au VoLTE対応の4G LTEスマートフォン（2016年以前に発売のiPhoneを除く）の「料金プラン」「データ定額サービス」は名称の後ろに（V）がつきます。

P16

料金プラン
LTEプラン

対象機種

データ定額サービス
LTEフラット

対象機種

PRICE PLAN　スマートフォン（4G LTE）のご利用料金
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

「数据通信选项」Data Charge

当月中使用的通信量超过一定的数值，接近通信速度限制时，我们将会向注册 au ID 的邮箱地址发送通知。关于通信量达到的通知

通信速度限制

★1：月中发生加入或解约等情况时，使用费按实际使用天数收取。此外，通过解约等加入「2年合约」、「2年合约(无自动更新)」、「au Adjust Plan」、「au Flat Plan」等任一方案时，「LTE NET」的资费不按日计费，而是需满额支付。
★2：视线路的拥挤状况等，连接上经本公司判断为拥挤程度较低的网络。使用「4G LTE」、「WiMAX 2＋」的场合，智能手机/Tablet的画面显示为「4G」。

利用费300日元/月（需要申请/当月适用按日计算★1）

WiMAX 2＋选项
无需使用费（无需申请 / 当日适用）

• 如果是「WiMAX 2＋」对应机型，加入「LTE NET        」的话，除了使用「4G LTE」的网络外，还能使用「WiMAX 2＋」的数据通信★2。

网络的阅览以及au-mail、app的使用，必须加入LTE NET因特网连接服务。

未加入「LTE Flat」（不再接受新申请）的场合：则为按量制资费方案，数据通信资费根据收发信数据量收费。

P29

本服务指南中记载的通信服务均为Best effort型服务。记载的速度是技术规格上的最大值，并不表示实际使用速度。即使在区域内，
由于用户使用环境、线路情况等的不同，有时通信速度会大幅降低或不能利用通信功能。通信速度取决于连接机器的功能。关于Best effort型服务

上网服务

LTE NET
对象机型

价格方案   智能手机（4G LTE）的利用资费

智能
手机

Tablet

如果当月使用的通信量的总和超过包月数据流量(「au Adjust Plan 」为20GB)时，到当月末为止，发送接收信息的最快通信速度为128kbps (Best 
effort型服务       )(通信速度的限制，从次月1日起逐步解除)。使用「Data Charge       」购买的数据流量，在使用时没有通信速度限制。

为了避免网络拥挤，有可能会对近期3天（不含当天）的使用通信量合计超过6GB以上的用户实施全天通信速度限制（「Data Charge」购买的数据
流量也在限制范围之内）。

无论是否加入Flat-rate Data服务，所利用的通信费达到高额的场合，有可能会暂时停止线路。

Tethering Option （需要申请／当月适用）　

「au Adjust Plan        」、「au Flat Plan        」：资费标准500日元/月
加入「Flat-rate Data 20/30                    」的场合，资费标准500日元/月
• 可将智能手机、Tablet作为Wi-Fi Router，利用支持Wi-Fi的PC、游戏机等连接因特网。

下述

上述

P11 P12 P14

P03 P06

P29

【关于Tethering Option】※不限制通信速度而能利用的通信量的追加，从第二天起适用。但因申请的时机，也有可能会从第三天起适用。
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

テザリングオプション（お申し込み必要／当月適用）
「auピタットプラン　　 」「auフラットプラン　　 」： 利用料500円/月
「データ定額20/30　　        　　 」： 利用料500円/月
• 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。

P11

P03 P06

P12 P14

当月中にご利用の通信量が一定の値を超え、通信速度制限が近づいた場合、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（「auピタットプラン」の場合は20GB）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「2年契約」「2年契約（自動更新なし）」「auピタットプラン」「auフラットプラン」いずれかに加入の場合、「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＋」をご利用の場合、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auメール、アプリのご利用には、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        P29

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。通信速度は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

【テザリングオプションについて】※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。

P29

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（4G LTE）のご利用料金
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

Router

★1：部分机型只适用36个月的打折。

※在打折优惠对象期间中，当有机型变更（增设终端）、暂停使用、解约或由对象的Flat-rate Data服务变更为对象外服务及废止等时，则以变更申请后（首个资费方案不适用月份）的上一个月利用额结束适用打折优惠。※有时不能并用敝公司实

施的其他方案。※「Monthly Discount」虽没有期限，但是根据购买时期的不同，有时可能变更打折优惠的条件和打折金额发生变更的场合，将事先通知用户。※有关另外所需的签约费用，请向店铺进行确认。※「Flat-rate Data费用1       」除外。

※记载的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」，4G LTE（支持au VoLTE）的方案也在对象范围内。

智能手机

购入货款

（分期付款费）

基本使用费＋

通话费·通信费

无需支付分期

付款费
（打折期间结束）

通常

费用支付

通常

费用支付

购买月份 第25个月以后第24个月（最多）第1个月（购买的第2个月份） 

关于智能手机（4G LTE）的其他方案详情请在au网页上确认。

Tablet根据机型也有在对象范围内的，但适用条件等有所不同。详情请向店铺或客户中心        确认。

※「 a u  A d j u s t  
P l a n 」、「 a u  
Flat Plan」不在
对象范围内。

购入对象机型，

每月的使用费最多可打折24个月
★1

！

无需定额费（无需申请／第2个月适用）

从各种打折优惠服务适用后的月额基本使用费（「LTE Plan」除外）、国内通话费、国内通信费、选项费（「故障遗失支援       /故障遗失
支援with AppleCare Services        」、「Upgrade Program        /（a）       」除外）的合计额中打折。在打折对象合计额低于打折额
的场合，则以打折对象合计额为上限进行打折。

根据机型和购买时期以及有无加入au Smart Pass/au Smart Pass Premium，折扣金额有所不同。
另外，根据机型也能选择最多36个月的打折。详细情况，请在店铺或客户中心        确认。P36

P26

P18 P13P27

■「Monthly Discount」的示意

     以24次分期付款购入对象机型的场合，在最多24个月期间，每月从基本使用费等中扣除各机型分别设定的打折额。

对象机型

智能
手机

Tablet

打折方法

对象机型/打折额

条件 新签约或机型变更时在购买对象机型的同时，还需要加入「Flat-rate Data 2/3/5/20/30                            」或「LTE Flat         」。P15P11 P14P12

P36

P11

购买手机等购机费根据机型不同，可在一次性全额付款★2和无需手续费的分期付款★3(支付次数：48次、36次、24次、12次)中任选其一。

分期付款时

★2：一次性全额付款可用现金或信用卡支付。★3：可分期付款的机型请到店确认。★4：因店铺及购买条件，首付可能有所差异。★5：在分期支付额/分期付款额的总额付清之前更换机型或解约时，未支付的费用需要继续支付(可一次性支付)。★6：充
当购买手机等的首付及每月的分期支付额/分期付款额。可使用的「WALLET积分」或「au积分」仅限为在申请个别信用购入介绍合约/个别物品分期付款销售合约时有进行申请的「WALLET积分」或「au积分」的使用积分数。

关于分期付款※购买手机等购机费以分期付款形式支付时，需要另外申请个别信用购入介绍合约/个别物品分期付款销售合约。申请时，需要审查签约者本人的证明材料       以
及au所规定的手续。※「个别信用购入介绍/个别物品分期付款销售」是指，顾客在销售店购买au指定的手机等时，本公司签订代替顾客将除销售店所设定的首付以外的购机费垫付
给销售店的个别信用购入介绍合约/个别物品分期付款销售合约后，顾客将垫付的购机费分期支付给本公司的购入方法。※每月分期支付额/分期付款额将与au通信服务的使用费合
算后一并扣除，支付方法及支付日期与au通信服务的使用费的支付方法及支付日期相同。※根据分期付款销售法的相关规定，申请或签订个别信用购入介绍合约后，将在经济产业
省的指定信用信息机关查询或登记包含签约者支付情况等在内的个人信用信息。登记的签约者信息可能会被指定信用信息机关的其他会员所使用。用信息机关留有记录，因此，在
申请其他信用卡或贷款时，可能会被拒绝，敬请注意。

购机费的支付方法

●购买手机等：仅需首付★4 
●每月分期支付额/分期付款额：与手机的使用费合算后支付★5(也可充当「WALLET积分」或「au积分」使用★6)

P34

Monthly Discount

价格方案   费用打折优惠服务
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

定額料不要（お申し込み不要／翌月適用）

★1：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）・一時休止・解約や対象のデータ定額サービス（一部料金プラン含む）から対象外のサービスへ変更または廃止された場合、変更お申し込み（プラン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
用は店頭にてご確認ください。※「データ定額1        」は対象外です。※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。

対象機種の購入で
毎月のご利用料金を最大24ヶ月間★1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 　　/故障紛失サポート with AppleCare Services 　　」「アップグレードプログラム 　　/（a） 　　」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。

P36

P15P11 P14P12

P26 P18 P13P27

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。

スマホ（4G LTE）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。P36

P11

機種により、携帯電話等ご購入代金の一括払い★2と手数料なしの分割払い★3（お支払い回数：48回・36回・24回・12回）のいずれかをご選択いただけます。

分割払いの場合

★2：一括払いは現金・クレジットカードでのお支払いとなります。★3：分割払いが可能な機種については店頭でご確認ください。★4：店舗および購入条件により頭金は異なります。★5：分割支払金/賦払金の総額を払い終わる前に機種変更または
解約などをされた場合は、未払い分のお支払いが引き続き必要です（一括でお支払いいただくこともできます）。★6：携帯電話機等をご購入される際の頭金および月々の分割支払金/賦払金に充当されます。利用できる「WALLET ポイント」または

「auポイント」は、個別信用購入あっせん契約/個品割賦販売契約お申し込み時においてご利用のお申し込みがあった「WALLET ポイント」または「auポイント」の利用ポイント数に限ります。

　 分割払いについて ※携帯電話機等購入代金を分割払いでお支払いされる場合、別途個別信用購入あっせん契約/個品割賦販売契約のお申し込みが必要です。お申し込みに際し
て、契約者ご本人さまの確認書類　　  およびauが定める手続き・審査が必要です。※「個別信用購入あっせん/個品割賦販売」とは、お客さまが販売店からau指定の携帯電話機等を
ご購入される際、販売店が設定した頭金を除く購入代金を、当社がお客さまに代わって販売店に立替払いする個別信用購入あっせん契約/個品割賦販売契約を締結した上で、立替払
いした購入代金を分割でお支払いいただく購入方法です。※月々の分割支払金/賦払金は、au通信サービスのご利用料金と合算請求となり、お支払い方法およびお支払い日はau通
信サービスのご利用料金の場合と同様になります。※割賦販売法の規定により、個別信用購入あっせん契約のお申し込み時および契約後に、ご契約者のお支払い状況等を含む個人
信用情報を、経済産業省の指定する信用情報機関に照会・登録します。登録されたご契約者の情報は指定信用情報機関の他の会員により利用される場合がございます。また、支払延
滞情報は完済後から5年間は指定信用情報機関に記録が残るため、他のクレジットやローン等のお申し込みが断られる場合がありますのでご注意ください。

機種ご購入代金のお支払い方法

●携帯電話等ご購入時：頭金のみ★4  
●分割支払金/賦払金の月々のお支払い：携帯電話ご利用料金と合算してお支払い★5（「WALLET ポイント」または「auポイント」での充当も可★6） 

P34

毎月割

PRICE PLAN　料金割引サービス

対象機種
※「auピタットプ

ラン」「auフラッ
トプラン」は対
象外です。
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

程序费300日元/月(不征税)★3（需要申请）

Upgrade Program对象机型：请在au网页上确认。

【特惠适用示意图】

■Upgrade Program

＋

①以分期付款合同（24个月）的方式购买对象机型
时申请加入本程序

②加入「au Adjust Plan」、「au Flat Plan」「Flat-rate 
Data 1～30                          」或「LTE Flat         」P15P11 P14P12

本程序的加入仅限在购买au智能手机时申请。已解约时，在下次购买au智能手机前不能再加入。

＊1：关于旧机型的

      回收

特惠适用条件 特 惠★4加入条件

连续12个月使用所购买的对象机型，

部分旧机型购机费的分期支付余额(最多7个月)实质为免费★1★2。

同时满足下述①②的条件时，适用于该优惠。

①对象机型已使用12个月，并要进行机型变更（Upgrade Program对象
机型）

②机型变更时，将回收旧机型＊1

部分旧机型购机款

项的分期付款余额

（最多免除7个月）
实质为免费★1★2

旧机型无法回收时，则不能利用特惠服务。仅相当于已支付的程序费用的充值为适用对象。

下述的①～⑥为无法回收的例子。

①无法接通电源②无法充电，充电指示灯也不亮③电话机主体和液晶显示屏破损及有裂纹④密码没有解锁及没有全部清零⑤厂家指定部位的淋水膜

有淋水反应⑥无法确认制造编号、改造等非厂家品质保证范围的情况

●无法在利用程序优惠时回收的顾客，请将旧机型带到au经销店或者邮寄退还。退还期限为机型更换申请日的次月末。（须在本公司完成验货）。超

过退还期限时，优惠无效。

※如果加入了「故障遗失支援」，请在        确认。

※回收对象机型内的数据请顾客自行备份并进行数据初始化设置。回收后，将删除机型内的遗留数据，无法恢复。

※回收时，存储卡和手机绳等所有配件、附属品请顾客自行卸除。回收后，配件、附属品等将全部废弃。

P26

★1：机型变更后，虽会继续请求支付分期付款部分，但加入本程序后，每月都会对分期付款部分余额（第18～24次）的请求额打折，与旧机型回收的返金相抵扣，实质为免费。★2：第13个月～18个月进行机型变更时，必须支付提前使用费〈2,000日

元（不征税）〉。另外，根据时期、机型内容有可能变更。★3：49个月以后无须支付程序费用。★4：Upgrade Program的退会、12个月以内的机型变更、变更为对象外的Flat-rate Data服务、线路的转让、暂停使用、解约时不属于本程序特惠及相当于

程序费用的充值对象。为一次性支付机型购机款的余额的场合，不属于本程序的特惠对象，但相当于程序费用的充值则为适用对象。※相当于程序费用的充值将会充入至au ID已设定的本签约线路的au WALLET Prepaid Card。※au WALLET 
Prepaid Card的开始利用手续没有完成时、或au WALLET Prepaid Card被解约等的场合，相当于程序费用的充值不属于对象范围。※4G LTE (支持au VoLTE)的方案也在记载的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」的对象范围内。

～第12个月 第19个月 第20～25个月 第26个月以后
(分期付款结束后)

程序加入
月数

下一次
机型更改的时间

第13～19个月

第20～25个月

第26个月～

第13～
18个月★2

程序费用

全额充值

(收款)

将从程序加入第19个月到机型变更前一个月期

间 的 月 份 数 的 程 序 费 用 相 当 的 金 额 充 入 a u 

WALLET Prepaid Card

将从第1个月到机型变更前一个月期间的程序费

用相当的金额充入au WALLET Prepaid Card

Upgrade Program

价格方案   费用打折优惠服务

智能
手机

对象机型

旧机型购机费最多实质免费7个月

使用13个月以上，即使不使用特惠服务而变更机型，也需将程序费用相当的金额（最多48个月的份额）充入au WALLET Prepaid Card

机型变更月～第25个月
实质为免费

程序费用部分充值(收款)

※关于面向 T a b l e t 的「 U p g r a d e  
program（Tablet）」，请在au网页上
或向店铺工作人员确认。
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

プログラム料 300円/月（不課税）★3（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「auピタットプラン」「auフラットプラン」
　「データ定額1～30　　     　    　」または
　「LTEフラット　　 」にご加入いただくことP15

P11 P14P12

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。 

＊1：旧機種の回収
について

特典適用条件 特 典★4加入条件

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

下記①②の条件を両方満たした場合、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機種変更した際、旧機種を回収させていただくこと＊1

旧機種代金の分割
支払金残額の一部
（最大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
●プログラム特典利用時に回収できなかったお客さまは、au取扱店へお持ち込みいただくか、郵送にてご返却ください。返却期限は、機種変更お申し込み

日の翌月末となります（当社での検品まで完了する必要があります）。返却期限を過ぎた場合は、特典は無効となります。
※「故障紛失サポート」にご加入の場合は  　　 をご確認ください。
※回収対象機種内のデータは、あらかじめバックアップおよびデータの初期化をお客さまご自身で実施ください。回収後、機種内に残されたデータはすべて

消去され、復元することはできません。
※回収時にはメモリーカード、ストラップなどのアクセサリー・付属品等はすべてお客さまご自身で外してください。回収後は、アクセサリー・付属品等はすべ

て廃棄します。

P26

★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）は、回収機種の下取り金額との相殺等により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（不課税）〉のお支払いが必要です。また、時期・機種により内容を変更する場合があります。★3：49ヶ月以降のプログラム料はかかりません。★4：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。※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。※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。 　

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

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

旧機種代金が最大7ヶ月分実質無料

 プログラム料
全額チャージ

   （入金）

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ヶ月目以降、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）

機種変更月～25ヶ月目まで
実質無料

プログラム料一部チャージ
（入金）

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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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

合 计

6,934円/月～

可以与智能手机组合轻松使用的方案。

价格方案
1,700日元/月［2年合同：2,500日元/月］★2

LTE NET    　300日元/月

Tablet Plan ds （3年合同）/（2年合同）

需要申请/当月适用按日计算★1

Tablet Plan ds （3年合同）

网络的阅览以及au-mail的使用，必须加入因特网连接服务。

Tablet 利用费用是　2,000 日元/月 [ 2年合同：2,800日元/月 ]

关于通信量
达到的通知

使用「Date Charge」的用户，当月所使用的通信量达到包月数据流量套餐加上所购买的数据流量套餐的合计剩余流量的 5%、1% 以下时，我们将会向注册 au ID 的邮箱地址发送通知。

智能手机（4G LTE）…………「au Adjust Plan」、「au Flat Plan」、「Flat-rate Data 1～30                                  」、「LTE Flat         」

■组合对象的 Flat-rate Data 服务 / 资费方案 ※关于下述以外的对象资费方案，请在au 网页上确认。

当月所使用的通信量合计超过包月数据流量套餐的场合，至当月底的通信速度将为最大收发信128kbps（Best effort型服务      ）。（通信速度的限制从次月1日起逐步解除）。

使用「Data Charge       」购买的数据流量，或者申请「Extra Option」的场合，通信的使用则没有速度限制。

为了避免网络拥挤，有可能会对在近期3天内（不含当天）使用通信量的合计在6GB以上的用户实施全天通信速度限制（「Data Charge」购买的数据流量也在限制范围之内）。

所利用的通信费达到高额的场合，有时会暂停线路。

通信速度限制

P16

P29

智能手机

共享 共享

智能手机的包月

数据流量

20GB
可以与组合使用的
智能手机共享包月数据流量。

Data Share P28

Tablet的
包月数据流量 0GB 例如···与使用「au Flat Plan 20」的智能手机组成套餐使用时

Tablet

0GB

※使用时必须设定「Data Share         」。P28

：

对象机型

P16

【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，机型变更如果是在4G LTE Tablet（2015年以后发售）之间、4G LTE Tablet（2014年以前发售）之间进行变更（增设）等时，需另外支付合同
事务手续费（2,000日元）。

使用条件
使用au智能手机（4G LTE），且签订了组合对象的Flat-rate Data服务/资费方案         合同者为适用对象。

上述Tablet线路均必须以同一名义签约。

下述

Tablet

「Tablet Plan ds (3年合约)」的合约期间是3年，初次更新后，只要顾客没有提出废止的申请，将以2年为单位自动更新。「Tablet Plan ds (2年合约)」的合约期间是2

年，只要顾客没有提出废止的申请，将以2年为单位自动更新。     更新期间外解约·暂停使用、由「Tablet Plan ds (3年合约)」变更为「Tablet Plan ds (2年合约)」或者在

未加入「2年合约        」的情况下变更方案时，将收取解约费(「Tablet Plan ds (3年合约)」为9,900日元、「Tablet Plan ds (2年合约)」为9,500日元)(更新期间除外)。    当

组成方案使用的智能手机解约、暂停使用、转让、继承，或变更为不属于对象范围的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」时，「Smartphone Set Discount」废止，Tablet的

资费方案「Tablet Plan ds (3年合约) / (2年合约)」将无法继续使用。需变更为「LTE Flat for Tab / Tab (i) / Tab (L)」方案时，将收取解约费。

★1：申请新加入或变更机型时，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。月中发生解约等情况时，按实际使用天数收费。★2：使用国内SMS (C-mail)的场合，发信须支付3日元/封(全角最
多可输入70字符)的发信费。收信免费。此外，因机型不同，发信时全角最多可输入670字符。但是，134字符以内收取2封分发信费，超过134字符的部分按67字符收取1封分的发信费。※不可以申请「au Smart Value       」、「2
年合约        」。※在海外使用「世界Flat-rate Data         」时，将消费国内Flat-rate Data服务的智能手机包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku        」时，将针对在海外使用的通信收费。不在国内智能手机的包月
数据流量的使用对象范围内。※必须申请「Smartphone Set Discount」。但是，本方案不在优惠对象范围内。※2015年以后发售的机型在方案名称后带有（L）。※自加入日期起按日计算。月中发生解约等情况时，按实际使用
天数收费。※须另外支付所需的签约费用、4G LTE智能手机的月基本使用费、Universal Service        费用 。

P25

P33P22 P33

P11

上网服务

P11 P14P12 P15

P22

价格方案   Tablet（4G LTE）的利用费用
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

合 計

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 1,700円/月［2年契約：2,500円/月］★2

インターネット接続
サービス LTE NET    　300円/月

お申し込み必要／当月日割適用★1

タブレットプラン ds（3年契約）

　 WEB 閲覧やau 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：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、ご利用日数分の日割となります。
★2：国内SMS（Cメール）ご利用の場合、送信3円/通（全角70文字まで）の送信料がかかります。受信は無料です。また、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。※「auスマートバリュー  　　」「2年契約 　　 」はお申し込みいただけません。※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。※「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。※別途、契約にかかる費用、4GLTEスマートフォンの月額利用料、ユニバーサルサービス料 　　  がかかります。

スマートフォン（4G LTE）…………「auピタットプラン」「auフラットプラン」「データ定額1～30　  　　  　　     」「LTEフラット　     」P11 P14P12 P15

■セット対象のデータ定額サービス/料金プラン ※下記以外の対象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、初回更新後は廃止のお申し出がない限り２年単位で自動更新となります。「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年単位で自動更新となります。　  更新期間以外で解約・一時休止、「タブレットプラン ds（3年契約）」
から「タブレットプラン ds（2年契約）」へ変更、または「2年契約        」未加入でプラン変更などを行うと、契約解除料（「タブレットプラン ds（3年契約）」の場合は
9,900円、「タブレットプラン ds（2年契約）」の場合は9,500円）がかかります（更新期間を除く）。　  セットでご利用になるスマートフォンを解約・一時休止・譲渡・
承継した場合や、対象外の「料金プラン」「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。「LTEフラット for Tab/Tab（i）/Tab（L）」へプラン変更が必要となり、契約解除料がかかります。

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）。
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

P16

P29

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 P28

タブレットの
月間データ容量 0GB

例えば・・・「auフラットプラン20」をご利用のスマートフォンとセットでご利用の場合

共有

スマホ
共有

スマホの月間
データ容量

20GB
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。P28

：

対象機種

P16

【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（4G LTE）で、対象のデータ定額サービス/料金プラン         でご利用の方。
上記1回線につき、同一名義でタブレット1回線のご契約が必要です。

下記

P22

P25
P33

P22 P33

P11

PRICE PLAN　タブレット（4G LTE）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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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

对只使用Tablet者的推荐方案
Data Share

也可使用！

P28

在海外使用「世界Flat-rate Data       」时，将消耗国内的Flat-rate Data服务的包月数据流量。使用「Overseas Double-Teigaku       」时，将针对在海外使用的
通信收费。不属于国内的包月数据流量的使用对象范围。

如果希望能适用「au Smart Value       」，必须申请「LTE Flat for Tab/Tab（i）/Tab（L）」。这种场合不适用「Smartphone Set Discount」的折扣。

关于达到通信量的通知，请在       确认。

「2年合约       」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费（9,500日元）（更新期间除外）。

超过7GB场合等，达到规定数值将受到「通信速度限制       」。

下述

P22

P25

【关于事务手续费等】新签约合同时及机型变更时，需支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，机型变更如果是在4G LTE Tablet（2015年以后发售）之间、4G LTE Tablet（2014年以前发售）之间进行变更（增设）等时，需另外支付合同
事务手续费（2,000日元）。

★1：申请新加入或变更机型时，自加入日期或变更日期起生效。合同内容发生变更的情况，则次月起生效。月中发生解约等情况时，按实际使用天数收费。此外，通过解约等加入「2年合约」时，不按日计费，而需满额支付。
★2：使用国内SMS (C-mail)的场合，发信须支付3日元/封(全角最多可输入70字符)的发信费。收信免费。此外，因机型不同，发信时全角最多可输入670字符。但是，134字符以内收取2封分发信费，超过134字符的部分
按67字符收取1封分的发信费。※需另外支付Universal Service费用         。P11

价格方案   Tablet（4G LTE）的利用费用

对象机型

Tablet单独型方案
LTE Flat for Tab/Tab（i）/Tab（L）

Tablet

P33 P33

P16

合 计

上网服务 LTE NET    　300日元/月

网络的阅览以及电子邮件的使用，必须加入因特网连接服务。

6,000日元/月

P16

能以安心的定额费使用最多7GB的高速通信。

5,700日元/月★2LTE Flat for Tab/Tab（i）/Tab（L）

需要申请/当月适用按日计算★1

价格方案

「2年合约       」适用时

基本使用费
（适用前：6,700日元/月）

P22

当月中所利用的通信量在超过 6GB及 7GB（「Tethering Option」加入时为＋500MB）的第二天通过 SMS（C-mail）进行通知。使用「Date Charge」的用
户，当月所使用的通信量达到包月数据流量套餐加上所购买的数据流量套餐的合计剩余流量的 5%、1% 以下时，我们将会向注册 au ID 的邮箱地址发
送通知。

关于通信量

达到的通知

通信速度限制 详情请确认        。P16
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

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！

P28

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。

「2年契約 　　 」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）。
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。P16

P22

【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：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、ご利用日数分の日割となりま
す。なお、ご解約などで「2年契約」加入の場合、日割とならず、満額かかります。★2：国内SMS（Cメール）ご利用の場合、送信3円/通（全角70文字まで）の送信料がかかります。受信は無料です。また、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。※別途、ユニバーサルサービス料        がかかります。P11

P33 P33

合 計

インターネット接続
サービス LTE NET    　300円/月

お申し込み必要／当月日割適用★1

　 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。

6,000円/月

P16

料金プラン
「2年契約       」適用時

基本使用料
（適用前：6,700円/月）

P22
高速通信が7GBまで安心の定額料で使えます。 

5,700円/月★2LTEフラット for Tab/Tab（i）/Tab（L）

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

通信速度制限 詳細は       でご確認ください。P16

P25

下記

PRICE PLAN　タブレット（4G LTE）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）
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

新签约合同时及各机之间变更（包括增设）时，需另外支付合同事务手续费（3,000日元）。但是，Wi-Fi Router之间进行变更（增设）等时，需另外支付合同事务手续费（2,000日元）。

「2年合约       」以2年为单位自动更新。中途解约等场合，需支付解约费（9,500日元）（更新期间除外）。

「WiMAX 2＋Cost-Saving Discount」与「au Smart Value（Router打折）」不能并用。

需另外支付Universal Service 费用        。

P22

P11

★1：月中发生解约等情况时，将按实际使用天数收费。此外，通过解约等加入「2年合约」时，不按日计费，而需满额支付。★2：可能会有不能与敝公司所实施的其他方案并用的情况。本打折优惠没有实行期限。内容等发生变更的场合，将事先通知

用户。★3：从各种打折服务适用后的月基本使用费中打折。从新签约合同、机型变更的当天利用部分开始自动实行25个月的打折，结束后将变成通常费用。在打折对象合计额低于打折额的场合，则以打折对象合计额为上限进行打折。打折对象适

用期间，申请机型变更、暂停使用、解约等的场合，打折将于办理完手续的前一天结束。★4：「WiMAX 2＋Cost-Saving Discount」将自动适用。★5：变更价格方案的场合，适用中的「WiMAX 2＋Cost-Saving Discount」将继续。但是，从「au Smart 
Value mine（4年）」的方案变更为其他价格方案的场合，将停止打折。★6：选择High Speed Plus Area Mode进行通信，需要支付选项费（无需申请）。同时，再次选择回其他方式的场合，当月的利用费不能按日计算。※Speed Wi-Fi NEXT 
W06/W05、Speed Wi-Fi HOME L02/L01s在方案名称处带有(L)。

3,696日元/月
（26个月以后为4,196日元/月）

Extra Option
利用费2,500日元/2GB（需要申请/当月适用

＊1
）

• 即使当月所利用的通信量超过7GB（加入「Tethering Option」时为＋500MB）的场合，也可利用无限制通信速度。

• 包月数据流量超过7GB后，每2GB自动加收2,500日元
＊2

。

面向希望尽情使用 High Speed Mode 的用户的方案 面向希望轻松使用的用户的方案

「WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount」适用后合计

最多25个月间（包括加入月份）

WiMAX 2＋ Flat for 
DATA EX （2年合同）＊

4,880日元/月需要申请 / 当月适用按日计算★1

价格方案

「2年合约       」适用时

基本使用费
（适用前：5,880日元/月）

P22

含运营商使用费
（LTE NET for DATA）

High Speed Mode
月数据流量（7GB） 无限制※

使用WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount★2★3 有优惠

条
件

新签约或机型变更时，在购买WiMAX 2＋支持Router的同时，还需要
加入「WiMAX 2＋Flat for DATA 」★4。

即使 1台Wi-Fi Router

需要申请/当月适用按日计算★1

以「WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount」 500日元/月OFF★5
最多25个月间（包括加入月份）

4,380日元/月
（26个月以后为4,880日元/月）

「WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount」适用后合计

最多25个月间（包括加入月份）

使用WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount★2★3 有优惠

条
件

新签约或机型变更时，在购买WiMAX 2＋支持Router的同时，还需要
加入「WiMAX 2＋Flat for DATA EX」★4 。

即使 1台Wi-Fi Router

需要申请/当月适用按日计算★1

以「WiMAX 2＋ Cost-Saving Discount」 500日元/月OFF★5
最多25个月间（包括加入月份）

WiMAX 2＋ Flat for 
DATA

4,196日元/月需要申请 / 当月适用按日计算★1

价格方案

「2年合约       」适用时

基本使用费
（适用前：5,196日元/月）

P22

含运营商使用费
（LTE NET for DATA）

High Speed Plus Area Mode
月数据流量（7GB） 有限制

1,005日元/月〈仅限使用High Speed Plus Area Mode的月份★6〉选项使用费

请确认                         。

通信速度限制

价格方案   Wi-Fi Router（4G LTE）的利用费用

WiMAX 2＋支持Router的价格方案
对象机型

Router

智能手机

【关于包月流量限制】

　　
【关于其他通信限制】

「WiMAX 2＋」「4G LTE」的当月利用通信量一旦合计超过7GB，到该月底的通信速度为收发信最大128kbps（通信速度的
限制将在下个月1日依次解除）。申请「Extra Option」的场合，通信速度没有限制。

近期3天「WiMAX 2＋」、「4G LTE」的使用通信量合计超过10GB时，为了避免网络拥挤，将会把网络拥挤时段(18时～2时以
后逐步解除)的通信速度限制在1Mbps左右。无论剩余数据流量多少，均在限制范围之内。加入「Extra Option」时，也在对象
范围内。

所利用的通信费达到高额的场合，有时会暂停线路。

＊：与「WiMAX 2＋Flat for DATA 」相比，速度可能会因所利用区域的网络拥挤状况而
下降。
※：High Speed Plus Area Mode 时，当月流量超过 7GB 且包月流量的通信速度受到
限制后，包括 High Speed Mode 通信在内，当月内「WiMAX 2＋」「4G LTE」的通信速
度都将受到限制。关于包月流量限制以外的通信速度，请确认                      。通信速度限制 下述

通信速度限制 下述

＊1：「Extra Option」也可选择从第二个月起适用。申请当月适用、从月份中途加入的场合，从第二天起就可以利用无限制速度，而利用费将与加入Option之前所使用的通信量的费用合并计算。＊2：根据当月所使用的包月数据流量，有可能

会出现高额使用费。此外，终止的场合，将从提出申请的第二个月开始，故请注意。※不能和Data Charge并用。

月数据流量（7GB）
High Speed Plus Area ModeHigh Speed Mode

有限制有限制

21
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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

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。

「2年契約　　  」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）。
「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。

P22

P11

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
「2年契約　　 」適用時

基本使用料
（適用前：5,880円/月）

P22

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
「2年契約　　 」適用時

基本使用料
（適用前：5,196円/月）
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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10GB以上の場合、ネット
ワーク混雑帯（18時～2時以降順次解除）の通信速度が概ね1Mbpsの制限を行います。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。

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「2年契約」加入の場合、日割とならず、満額かかります。★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。★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。※Speed Wi-Fi NEXT W06/W05、Speed Wi-Fi HOME L02/L01sはプラン名称に（L）がつきます。 

＊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。

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

PRICE PLAN　Wi-Fiルーターの（4G LTE）ご利用料金

WiMAX 2＋対応ルーターの料金プラン
対象機種
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

关于合同期限

料费用打折
下一个2年

费用打折

需支付合同解约费

下一个2年

需支付合同解约费

第1个月、第2个月第24个月

需支付合同解约费

无需支付合同解约费★2

自动更新

第1个月、第2个月第24个月

自动更新

无需支付合同解约费★2

价格方案   费用打折优惠服务

智能
手机

费用打折

申请月份＋从第2个月起2年

RouterTablet

★1：自「1年合约」变更为「2年合约」方案时，无需支付解约费，但之前的服务合约期将无法接续。「2年合约」在加入au11年以后，加入「Family Discount」时，解约费为3,000日元。「2年合约」在加入au11年以后，加入「Family Discount        」时，解约费为
3,000日元。★2：解约、暂停使用、终止「2年合约」时，无论其更新月份为何时，其优惠适用到该月使用额为止。 

P23

● 关于对象资费方案及优惠额，请在各资费方案页面、au网页上确认。关于更新期间，可在「My au          」确认。附件①

「2年合约」与「2年合约(无自动更新)       」无法并用。P23

以2年单位继续利用为条件。如不申请废止的场合，自动更新2年合同。在更新月以外进行解约、暂停使用、
终止本打折优惠，需支付合同解约费9,500日元★1。

无需定额费（需要申请／当月适用按日计算）

基本使用费打折

2年合约
对象机型

22
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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

契約期間について

★1：「1年契約」から「2年契約」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年契約」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・「2年契約」を廃止した場合、更新月に関わらず、当月利用分までの割引となります。

P23

● 対象料金プラン・割引額については各料金プランページ、auホーム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。別紙①

「2年契約」は「2年契約（自動更新なし）　　 」と併用はできません。P23

料金割引
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

1ヶ月目・2ヶ月目24ヶ月目

契約解除料がかかります

契約解除料は不要★2

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★1。

定額料不要（お申し込み必要／当月日割適用）

自動更新 

1ヶ月目・2ヶ月目24ヶ月目

自動更新 

契約解除料は不要★2

基本使用料割引
2年契約

対象機種

PRICE PLAN　料金割引サービス
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

智能
手机

智能
手机

无需定额费（需要申请／当月适用按日计算）　

「2年合约（无自动更新)」与「2年合约        」无法并用。P22

关于合同期限

费用打折★3

第3年以后无须支付解约费

第3年以后

费用打折★3

需支付合同解约费

申请月份＋从第2个月起2年

第3年以后 打折额也不变！

★2：自「1年合约」、「2年合约」变更为「2年合约（无自动更新）」方案时，无需支付解约费，但之前的服务合约期将无法接续。★3：解约、暂停使用、终止「2年合约（无自动更新）」时，其优惠适用到该月使用额为止。

对象机型

通话费打折

2年合约 + Family Discount®

对象机型

基本使用费打折

2年合约 （无自动更新） 

价格方案   费用打折优惠服务

家庭成员之间的国内发信SMS（C-mail）免费!
（家庭成员间的国内通话费24小时免费★1）

Family 
Discount
的特点

• 可签约2～10条线路！
• 分开生活也OK。
• 付款通知单分别寄送家庭成员也OK。

★1：无论「2年合约」的更新期间为何，废止打折、解约线路和暂停使用线路时，打折适用到该月使用部分为止。另外，使用CDMA Prepaid Card的的通话，不属于家庭成员间通话费打折的对象。

【关于通话限制】※对于连续长时间通话等情况，如果本公司认为会影响其他通信时，本公司可能会切断该通话。

无需定额费（需要申请／当月适用）　

• 需要「2年合约        」和「Family Discount」双方的申请。

• 打给加入同一「Family Discount」的家庭成员的通话及SMS（C-mail）发信可适用打折。在申请「Family Discount」时，为确认是否是家庭成员，可

能需要身份资料      。

P22

P34

2年内连续利用时基本使用费可以打折。第3年以后打折额不变，无须支付解约费。
2年以内如果进行解约、暂停使用、终止本打折优惠，需支付合同解约费9,500日元★2。

• 关于对象资费方案及优惠额，请在各资费方案页面、au网页上确认。关于更新期间，可在「My au         」中确认。附件①
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

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★1）

定額料不要（お申し込み必要／当月適用）
• 「2年契約 　　」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およびSMS（Cメール）送信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。

P22

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。

★1：「2年契約」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。 

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★2。

契約期間について

料金割引★3

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★3

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!

P34

● 対象料金プラン・割引額については各料金プランページ、auホーム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。別紙①

「2年契約（自動更新なし）」は「2年契約　　 」と併用はできません。P22

定額料不要（お申し込み必要／当月日割適用）

★2：「1年契約」「2年契約」から「2年契約（自動更新なし）」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。★3：解約・一時休止・「2年契約（自動更新なし）」を廃止した場合、当月利用分まで
の割引となります。

通話料割引
2年契約＋家族割® 対象機種

基本使用料割引
2年契約（自動更新なし）

対象機種

PRICE PLAN　料金割引サービス
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

au智能手机＋宽带服务两者组合使用好处多多!

宽带服务是au的服务时 宽带服务不是au的服务时

现在可以

　使用哪种宽带服务呢？

au Smart Value

固定网络 移动 Wi-Fi Router

●利用au智能手机或Tablet ●

+

加入au Smart Value时，

au智能手机的使用费能享受优惠！

在购买au的Router的同时加入

au Smart Value时，

将适用于au Smart Value且

au智能手机的使用费也能享受优惠！

价格方案   费用打折优惠服务
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P25➡Smart Value

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

auのスマホ＋ブロードバンドサービス両方のご利用でメリットたくさん！

ブロードバンドサービスがauのサービスの場合 ブロードバンドサービスがauのサービス以外の場合

現在どのような

ブロードバンドサービスをお使いですか？

au スマートバリュー

固定のインターネット モバイルWi-Fiルーター

●auスマホやタブレットとセットで

 auスマートバリューに入れば
 auスマホ利用料金が割引に！

●auのルーターを新規購入と同時に
 auスマートバリューにご加入の場合
 auスマートバリューが適用され
 auスマホ利用料金が割引に！

+

P25➡

PRICE PLAN　料金割引サービス
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

★1：部分服务不属于对象范围。会有因用户所居住的地区或使用环境而不能申请的情况。仅限以同一固定通信服务加入「网络＋电话」或「网络＋电视」、「电视＋电话」的场合。★2：关于「网络＋电视」「电视＋电话」的对象有线电视台请在au网页上确

认。★3：固定通信（含au SmartPort）和au手机/Tablet的签约者是同姓、同一住址时，可以申请。如果是50岁以上的家人，即使现住址与固定对象通信服务合约上所记载的住址不同，也可以申请。异姓或au手机/Tablet累计超过5条线路时，需要提供能

证明其为家庭成员及同一住址的证明书（住址不同且年龄超过50岁时，仅需要家庭成员证明书）在每份合约中，对于1条固定通信线路最多可申请10条au手机/Tablet线路（或者对于1条au SmartPort线路最多可申请9条au手机/Tablet线路）。此外，同

一au手机/Tablet无法重复申请。※4G LTE（支持au VoLTE）的方案也在记载的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」的对象范围内。

【关于打折适用】※「au Smart Value」从申请的次月开始适用打折。※加入「Smartphone Set Discount」的用户申请「au Smart Value」的场合，自动转换为「au Smart Value」的折扣服务。但是，在「au Smart Value」适用前废止了「Smartphone Set 
Discount」的场合，则以上一个月的月底结束「Smartphone Set Discount」，而「au Smart Value」从次月开始打折。※关于最多2年间折扣（434日元/月、476日元/月或1,066日元/月中的任一折扣）的适用，就作为对象的au手机/Tablet的每一条线路，以

最初适用「au Smart Value」折扣的月份作为第一个月进行计算，可有最多24个月的折扣，而后结束优惠。※根据各种打折优惠服务适用后（包括「Monthly Discount」）的基本使用费用（「LTE Plan」除外）、国内通话费、国内通信费、选项费（「故障遗失

支援       /故障遗失支援with AppleCare Services       」、「Upgrade Program EX/EX(a)       」、「Upgrade Program         /(a)       」除外）的合计额进行打折。打折对象合计额低于打折金额时，以打折对象合计额为上限进行打折。※优惠额根据月

底时加入的au手机的资费方案/Flat-rate Data服务进行判定。※月底时未能达到条件的月份，则不适用打折。※au手机/Tablet解约（暂时停用、转让）的场合，打折优惠适用到解约（暂时停用）的当月，或是转让月份的前一个月为止。※固定通信服务处

于「利用中」或「手续中」的场合也适用打折。※解除固定通信的合约时，优惠仅适用到解约月份的上一个月为止。※申请「au Smart Value」后，如果固定通信服务(「网络＋电话」、「网络＋电视」、「电视＋电话」)在6个月后仍未开通时，将依次停止优惠。

待开通后，再重新实施优惠。※因提供固定通信服务的公司方的原因而被取消的场合，则从取消月份的下一月开始打折到第3个月。但是，如果是用户的原因而被取消的场合，折扣优惠则到受理的前一个月为止，而至此时的折扣额将与au手机

/Tablet的利用费用一起计算收取。※有时无法与本公司所实施的其他方案并用。※内容等发生变更时，将事先通知用户。※有关另外所需的签约费用，请向店铺进行确认。

P18 P13

无需定额费（需要申请／第2个月适用）

对象固定通信服务

合作企业各有线电视公司有线电视

光通信合作服务

正在向日本全国扩大中！
※部分服务不属于对象范围。※会有因用户所居住的地区或使用环境而不能申请的情况。
※仅限以同一固定通信服务加入「网络＋电话」或「网络＋电视」、「电视＋电话」的场合。

※对象固定通信服务的详细情况，请在店铺或客户中心        确认。

光通信服务

P36

也可以使用上述以外的「资费方案」「Flat-rate Data服务」。详情请在au网页上确认。

家人也在优惠的对象范围内！ 住在一起的家人⋯⋯家人们的au手机、Tablet共同享受优惠
★3

！没有住在一起的家人⋯⋯50岁以上没有住在一起的话也在对象范围内！

Flat-rate Data 2/3 P11 P14

资费方案·Flat-rate Data服务 优惠额

次月开始　长年 优惠934日元/月

【上述以外的对象服务和优惠额】 ※「Flat-rate Data1        」最多2年间优惠934日元/月（优惠额详情：长年优惠500日元/月＋最多2年间优惠434日元/月），第3年以后优惠500日元/月。

(Super Kakeho/Kakeho/Simple)               ： 超过2GB

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

P11 P14P12

P11 P14P12

P15

P20
优惠934日元/月优惠额详情：

长年优惠934日元/月＋最多2年间优惠476日元/月

优惠1,410日元/月

优惠额详情：

长年优惠934日元/月＋最多2年间优惠1,066日元/月

Flat-rate Data 30

次
月
开
始
最
多
2
年
间

第
3
年
以
后
长
年

优惠2,000日元/月

优惠934日元/月

au Adjust Plan

(Simple)        ：1GB以内

根据流量的使用

量，优惠额将有

所不同。

P06au Flat Plan 

(Super Kakeho/Kakeho)               ： 2GB以内

(Simple)        ：超过1GB~2GB

不在优惠的对象范围内。

次月开始　长年 优惠500日元/月

次月开始　长年 优惠1,000日元/月

次月开始　长年 优惠1,000日元/月

P05

P05

P03~P04

■申请「au Smart Value」时，使用费将根据资费方案及Flat-rate Data服务享受优惠

P11

P26 P27 P09

与自家的宽带组合使用、au手机的费用就有优惠！

P03~P05

（@nifty、@TCOM、ASAHI net、au one net、BIGLOBE、DTI、So-net）

利用费用打折

au Smart Value

价格方案   费用打折优惠服务

对象机型

智能
手机

Tablet

条件❶ 条件❷

任选其一加入

如果是au手机或Tablet，可在下表的

指定资费方案
或者Flat-rate Data服务

如果是下表的「固定对象通信服务」，

可加入网络＋电话★1

部分使用对象有线电视台的用户

也可加入「网络＋电视」★2

25
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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

★1：一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。★2：「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。★3:固定通信（auスマートポート含む）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。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です（別住所で50歳以上はご家族の証明書のみ）。
ご契約は固定通信1回線につき、au携帯電話/タブレット10回線（またはauスマートポート1回線につきau携帯電話/タブレットは9回線）までとなります。なお、同一のau携帯電話/タブレットは重複して申し込みできません。※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。【割引適用について】※「auスマートバリュー」お申し込み翌月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        /故障紛失サポート with AppleCare Services        」「アップグレードプログラムEX/EX（a）        」「アップグレードプログラム
　　　/（a）        」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携帯電話の料金プラン/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、順次割引を停止します。開通後、再び割引を再開します。※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、開通前にお客さま都合によ
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。

P18 P13

定額料不要（お申し込み必要／翌月以降適用）

対象固定通信サービス

提携先ケーブルテレビ各社ケーブルテレビ

光コラボレーションサービス

日本全国で拡大中！※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。

※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

P36

上記以外の「料金プラン」「データ定額サービス」でもご利用いただけます。詳しくはauホームページでご確認ください。　

家族も割引の対象！ 同居の家族……家族みんなのau携帯電話・タブレットが割引に★3！  離れて暮らす家族……50歳以上なら離れて暮らしていても対象！

データ定額2/3 P11 P14

料金プラン・データ定額サービス 割引額

翌月から　永年 934円/月割引

【上記以外の対象サービスと割引額】 ※「データ定額1　　  」は、最大2年間934円/月割引（割引額内訳：永年500円/月＋最大２年間434円/月）、3年目以降500円/月割引となります。

（スーパーカケホ/カケホ/シンプル）               ： 2GB超

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

P11 P14P12

P11 P14P12

P15
P20

934円/月割引割引額内訳：
永年934円/月＋最大2年間476円/月

1,410円/月割引

割引額内訳：
永年934円/月＋最大2年間1,066円/月

データ定額30

翌
月
以
降
最
大
2
年
間

3
年
目
以
降
永
年

2,000円/月割引
934円/月割引

auピタットプラン
（シンプル） 　　  ： 1GBまで

データ利用量に
応じて割引額が
異なります。

P06auフラットプラン

（スーパーカケホ/カケホ）               ：2GBまで
（シンプル） 　　  ： 1GB超～2GBまで

割引の対象となりません。

翌月から　永年 500円/月割引

翌月から　永年 1,000円/月割引

翌月から　永年 1,000円/月割引

P05

P05

P03~P04

■「auスマートバリュー」お申し込みで、料金プラン・データ定額サービスに応じてご利用料金を割引

条件❶ 条件❷

いずれかにご加入

au携帯電話・タブレットで下表の

指定の料金プラン
または データ定額サービス

下表の「対象固定通信サービス」で
ネット＋電話にご加入★1

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★2

P11

P26 P27 P09

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！

P03~P05

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

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

25



标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

630日元/月＊7 

380日元/月 
智能手机· Tablet…………
Wi-Fi Router………………

故障遗失支援应用程序
在智能手机/Tablet故障时给予全面支持。以备万一的应用程序。

Android™ 4.0以上

●可以综合检查是否存在不良等多个项目！

●选择症状并回答问题后可以找到应对方法！

想要确认是否发生故障
●轻触一下即可访问网络申请页面！

●电话连线故障遗失支援中心！

发生故障时想要更换或咨询★5

有关应用程序的详情

请扫二维码

其他数据迁移应用程序也可轻松启动★6。

价格方案   各种选项服务

对象机型

※对应机型的详细情况，请向店铺工作人员或在客户中心　　　确认。P36

★1：加入本服务的线路或与该线路属于同一「Family Discount」内的线路中，如有au合同超过25个月以上的线路，则加入本服务的线路属于长期使用折扣的对象范围。正在利用Wi-Fi Router、Tablet的用户，加入Set Discount（「WIN Single Set 
Discount」或「Smartphone Set Discount」）并且Set Discount的对象线路的合同在第3年以上的场合，均在对象范围内。★2：因用户自身过失造成的损害不在对象范围内。★3：从第二个月利用部分的请求支付金额中打折（当月利用部分的请求

支付时，暂按通常费用请求支付）。在月中退出「故障遗失支援」的场合，退出月份的上限额不在对象范围内。★4：4G LTE Tablet以及Wi-Fi router不在对象范围内。

■保管修理服务
由au店铺和TOYOTA的au经销店保管。可利用3年保修和修理货款打折、浸水、全损时的特别价格的再生等。

■调换用手机交付服务

申请方法

24小时受理■通过互联网申请

利用服务时的负担金额

 ＊5：长期使用折扣（au合同25个月以上）适用时的金额
★1
。

※难以提供同一机型、同一颜色的场合，将另行提供本公司指定机型、颜色的调换用手机。

■通过电话申请　9：00～20：00（全年无休）

  　   0120-925-919 故障遗失支援中心

・没有代用机而适用折扣时500日元折扣优惠。

・通过互联网申请可享500日元折扣优惠。

・从购买日期起1年以内出现自然故障时免费★2。

故障时或遗失时，可以补偿部分调换、修理的费用。

·终端购入时以外的智能手机（4G LTE）⇔Tablet（4G LTE）或WiMAX 2＋支持机型的合同变更手续费打折1,000日元

·利用「调换用手机交付服务」时的au IC卡再发行手续费打折100日元

·自2015年11月以前起连续使用按量资费方案 （未加入「Flat-rate Data服务」）的场合，数据通信资费的上限额限制在15,000日元/月★3★4

■定额费 ■对象机型 智能手机⋯Android™    Tablet…Android™（仅限4G LTE机型）

Wi-Fi  Router…WiMAX 2+对应机型

auホームページトップ（au网页顶部）▶ サポート（支持）▶ 
修理・故障 （修理、故障）▶WEBで交換を申し込む（互联网在线申请更换）

在手机发生故障、损坏、遗失等事故时，最快可在申请后的4个小时内＊1 把同一机型、同一颜色的二手品送达东京23区及大阪市

各个区域，关东、关西、中部地区，最快可在当天送达＊2。可以指定送达日期及时间段，也可以在便利店或快递柜自行领取＊3 。

送达品贴有液晶保护膜＊4。

＊1：2018年10月以后发售的Android™智能手机、Tablet、Wi-Fi Router等为服务对象。截止至17时的申请，需支付3,000日元/次的利用费。

＊2：关东和关西地区在中午12点之前申请，中部地区（爱知县、三重县、岐阜县、静冈县中部分区域在服务对象外）在上午10点之前申请，可当天送达。配送目的地仅限国内。其他地区、时间段原则

      上亦可于次日送达（部分地区、孤岛等除外）。天气恶劣或交通混乱时，配送可能会有所延迟。

＊3：仅限在网上申请时，可以在便利店或快递柜自行领取。详情请在au网页上确认。

＊4：2018年10月以后发售的Android™智能手机、Tablet、Wi-Fi Router等为服务对象。在使用过程中造成的磨损、顶端浮起剥落等不属于保障对象范畴。

损坏的手机更换完成后，请务必于14天之内退还旧机。如未按期退还，将收取40,000日元违约金。au回收的旧机不退还给用户，因此，请用户自行事先处理

好数据的备份、转移、清除等事宜。

本服务的加入仅限在购买au手机时申请。一旦退出，截至下次购买au手机前，不能再次加入。

上述以外的对象机型也在对象范围内。详情请在au网页上确认。

一年可以利用2次

■4G LTE用户的各种费用也十分合理

故障遗失支援

第1次／年： 3,000日元＊5 通常 5,000日元

第2次／年： 6,000日元＊5 通常 8,000日元

■「Upgrade Program EX」的优惠＊6

加入「Upgrade Program EX       」时，

旧机型出现故障、漏水、破损等情况时，故障时使用费将优惠2,000日元（不征税）〈通常为20,000日元（不征税）〉
＊6：加入「Upgrade Program」「Upgrade Program （Junior）」时，在使用Upgrade Program优惠更换机型时，旧机型出现故障、漏水、破损等情况也在优惠（无需故障时使用费）的对象范围内。
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★5：仅限加入了「故障遗失支援」者。★6：由于不同机型功能有异，不能保证实现完整的数据转移。

＊7：2018年9月以前已发售的Android™智能手机、 Tablet收费为380日元/月。

智能
手机

Tablet Router
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

★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EX」ご利用特典＊6

「アップグレードプログラムEX　　  」にご加入の場合、
旧機種が故障、水濡れ、破損等の際の故障時利用料を2,000円（不課税）に割引〈通常20,000円（不課税）〉

■お預かり修理サービス
auショップやトヨタのau取扱店でお預かり。 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＊5

6,000円＊5
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

＊5：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500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。

・端末購入時以外のスマートフォン（4G LTE）⇔タブレット（4G LTE）/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

＊6：「アップグレードプログラム」「アップグレードプログラム（ジュニア）」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、水漏れ、破損等でも特典
　　（故障時利用料は不要）の対象となります。

＊7：2018年9月以前に発売のAndroidTMスマホ・タブレットは、380円/月です。

＊1：2018年10月以降発売のAndroidTMスマホ・タブレット・Wi-Fiルーター等が対象。17時までのお申し込み、かつご利用料金3,000円/回がかかります。
＊2：関東・関西地域で昼12時まで、中部地域（愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、一部対象外地域あり）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）。お届け先は国内のみです。悪天候や交通機関の混乱等が生じた場合、お届けが遅れる場合があります。
＊3：コンビニエンスストアや宅配受取ロッカーでの受け取りは、インターネットでのお申し込み時に限ります。詳細はauホームページでご確認ください。
＊4：2018年10月以降発売のAndroidTMスマホ・タブレットが対象。ご使用中に生じたキズ、端部の浮き剥がれは保障いたしかねます。

630円/月＊7 

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
スマートフォン・タブレット…
Wi-Fiルーター………………

auホームページトップ ▶ サポート ▶ 修理・故障 ▶
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東京23区および大阪市全域ならお申し込み
から4時間以内＊1、関東・関西・中部地域なら最短で当日にお届け＊2 。お届け日・時間帯のご指定や、コンビニエンスストアや宅配受
取ロッカーでの受け取り＊3 も可能。液晶保護フィルムを貼りつけてお届け＊4。

壊れた電話機は交換用携帯電話機を受領後、14日以内にご返却ください。返却がない場合は、40,000円の違約金が発生します。また、auで回収後は、返却でき
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

★5：「故障紛失サポート」にご加入の方のみ対象です。★6：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。
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■4G LTEのお客さまなら各種料金もお手頃に

故障紛失サポートアプリ
スマホ/タブレット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。

Android™ 4.0以上

●不具合が無いか複数の項目をまとめて検査できます！
●症状を選んで、質問に答えると対処方法が見つかります！

故障しているか確認したい
●ワンタッチでインターネット申込画面へアクセスできます！
●故障紛失サポートセンターへ、お電話をおつなぎします！

故障時の交換・相談がしたい★5

アプリの詳細は
こちら

その他データ移行アプリも、かんたんに起動できます★6。

PRICE PLAN　各種オプションサービス

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。P36
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https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/repair/application/
https://pass.auone.jp/web/
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/repair/application/
https://pass.auone.jp/web/


标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

价格方案   各种选项服务

故障遗失支援with AppleCare Services
对象机型

故障时或遗失时，可以补偿部分调换、修理的费用。

月费
（需要申请）

产品保证

被盗·遗失补偿

＊2：提供Apple认证的整备完了的产品。

＊3：可送达的对象地区有东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县、茨城县、栃木县、群马县、山梨县。需在当天11时之前完成申请。

＊4：部分地区、孤岛等不属于当天送达对象。＊5：被盗或遗失补偿仅以iPhone/ iPad机身为对象。＊6：补办SIM卡需要另外支付2,000日元的手续费。

电话号码／0120-925-050
受理时间／9:00～20:00 (全年无休)

※4年内最多可
   补偿2次。 用户承担费用11,800日元＊6

正规支持的优点

硬件产品4年品质保证

可以享受机身、电池、
配套耳机和配件的修理服务

Apple的专职技术人员
免费提供技术支持

(电话或聊天)

iPhone遗失被盗
支援中心

电话号码／0120-27753-5Apple 支持

修理及更换方法

现场修理申请快速更换服务

更换品(机身)
在申请递交后数日内送达

上门取货&送货修理

根据产品的诊断结果，
配送更换品

被盗或遗失时，只需一个电话，相当于新品的同款产品＊2最快可于当天＊3＊4
为您送达＊5

将产品带到附近的Apple Store或
正规经销店后由Apple的专家处理

※月费将从加入月份的使用费中开始请求支付，支付48次后结束请求(部分情况会从加入月份的次月的使用额开始请求支付)。在更换机型或增设终端等时购买新的iPhone/iPad，针对以前所使用的iPhone/iPad的「故障遗失支
援with AppleCare Services」将自动解除会员。※解除或暂停使用au手机合约时，将自动退出本服务。※因利用者的故意、严重过失导致被盗、遗失或因灾害(地震、火山喷发、海啸、水灾)等导致的损害不在对象范围内。※月中加
入或解约时，将不进行按日计费。※可在Apple Store/Apple Store呼叫中心单独购买「AppleCare+」。如果是在保证对象iPhone/iPad的购买日起的30天内，可以以一次性付款的形式购买。

1,190日元／月
iPhone Xs、iPhone Xs Max

iPhone X

790日元／月
iPhone 8
iPad Pro＊7

890日元／月
iPhone XR

iPhone 8 Plus

590日元／月
iPad、iPad mini

加入本程序只能在au店铺、au经销店购买iPhone/iPad对象机型时申请。解除会员时，在再次购买iPhone/iPad对象机型前无法再次加入。

＊1：2018年11月1日以后，自iPad机身购入之日起30天内购买的Apple Pencil是修理服务的对象。

＊7：2018年10月31日以前已购入的iPad Pro的月费调整为590日元/月。

※关于其他机型请在官方网页上确认。※月费为2019年2月现在的信息。可能会存在没有预告就变更月费的情况。

Apple、iPad的标志iPad、iPhone是在美国及其他国家注册的Apple Inc.的商标。根据爱峰株式会社的许可使用iPhone商标。App Store、AppleCare是Apple Inc.的服务商标。

TM and Ⓒ 2019 Apple Inc. All rights reserved.

针对疏忽或事故导致的损伤的
修理等服务

屏幕损伤／3,400日元
其他损伤／11,800日元

4年内最多4次

iPhone

机身/4,400日元（含税）
Apple Pencil /3,400日元＊1

iPad
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

故障時や紛失時、交換や修理の費用の一部を補償します。

月額料
（お申し込み必要）

製品保証

盗難・紛失補償

＊2：Apple認定整備済品を提供します。
＊3：お届け先が東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県が対象。当日11時までのお申し込み完了分が対象となります。 
＊4：当日のお届けは、一部地域・離島を除きます。＊5：盗難・紛失補償はiPhone/iPad本体のみが対象です。＊6：SIMカード再発行時に別途2,000円の手数料が必要となります。

電話番号／0120-925-050
受付時間／9:00～20:00 （年中無休）

※4年間で2回まで
　補償いたします。 ご負担金 11,800円＊6

正規サポートの
メリット

ハードウェア製品を4年間保証 過失や事故による損傷に対する
修理などのサービスAppleの

専任スペシャリストによる
テクニカルサポートが
無償（電話やチャット）

本体、バッテリー、
付属のイヤフォンとアクセサリの
修理サービスを受けられます

画面の損傷／3,400円
その他の損傷／11,800円

iPhone紛失盗難
サポートセンター

電話番号／0120-27753-5Apple サポート

4年間で
4回まで

iPhone

本体/4,400円（税込）
Apple Pencil/3,400円＊1iPad

修理・交換の
方法

持ち込み修理エクスプレス交換サービス
交換品（本体）を

お申し込みから数日でお届け

ピックアップ&デリバリー修理
製品の診断結果によって、

交換品をお届けします

盗難・紛失時はお電話一本で新品同等品＊2を最短で当日＊3＊4

にお届け＊5

お近くのApple Storeまたは正規プロバイダに
お持ちいただき、Appleの専門家が対応します

※月額料のご請求は加入月のご利用料金からご請求を開始し、48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）。機種変更時・端末増設時などにより、新しい iPhone/iPadをご購入いた
だいた場合、以前にご利用の iPhone/iPadに対する「故障紛失サポート with AppleCare Services」は自動的に退会となります。※au携帯電話契約の解約・一時休止などをされた場合、本サービスは自動的に退会となります。※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。※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。※「AppleCare+」のみのご購入はApple Store／
Apple Store コールセンターより可能です。保証対象となるiPhone／ iPadのご購入日から30日間以内であれば一括払いでご購入いただけます。

1,190円／月

iPhone Xs、iPhone Xs Max
iPhone X

790円／月

iPhone 8
iPad Pro＊7

890円／月

iPhone XR
iPhone 8 Plus

590円／月
iPad、iPad mini

本サービスのご加入はauショップ、au取扱店にてiPhone/iPad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iPhone/iPadご購入時まで再加
入できません。

＊1：2018年11月1日以降に、iPad本体購入から30日以内に購入したApple Pencilが修理サービスの対象となります。

＊7：2018年10月31日以前に購入されたiPad Proの月額料は590円/月となります。
※その他機種についてはホームページをご確認ください。※月額料は2019年2月現在の情報です。予告なく月額料が変更となる場合がございます。

故障紛失サポート with AppleCare Services

PRICE PLAN　各種オプションサービス

対象機種

Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録された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。App Store、AppleCareは、Apple Inc.のサービスマークです。
TM and Ⓒ 2019 Apple Inc. All rights reserved.
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

若以套餐形式使用 Tablet（4G LTE）和智能手机（4G LTE），则可共享包月数据流量。

■对象的资费方案 / Flat-rate Data服务

Tablet

大屏 Tablet 用于

离线观影和

工作中的提案

方便的智能手机

用于日常使用
智能手机（例）

Tablet 资费方案：Tablet Plan ds （3年合同）

智能手机 Price Plan 服务：au Flat Plan 20

Tablet （4G LTE） …………「Tablet Plan ds （3 年合同） / （2 年合同）         」、「LTE Flat for Tab/Tab（i）/Tab（L）        ★」

智能手机（4G LTE）………「au Adjust Plan 」「au Flat Plan 」「Flat-rate Data 1～30                        」、「LTE Flat         」
●Tablet（4G LTE）和智能手机（4G LTE）均必须以同一名义签约。 （已进行用户登录时， 签约者与用户必须是同一人）。

P19

P15

P20

共享Tablet和智能手机的

包月数据流量！

2台共享的包月数据流量★

★：使用Tablet单独型方案        的场合，智能手机和Tablet的包月数据流量的合计是共享对象。

【关于Data Share】※进行了「Data Charge         」时，该流量也在Data Share的对象范围内。※相对于智能手机（4G LTE）的1条线路，可适用Data Share的Tablet（4G LTE）最多可设定5

条线路。此外，Tablet之间最多5台可利用Data Share。※海外不能利用Data Share。（使用「世界Flat-rate Data       」时除外）※加入「安心接入服务(安心过滤除外)」、「WEB使用限制」时，

将不能使用。※通过利用Data Share的线路进行用户登录、转让（含家庭成员之间转让）、继承时，将分离已合并的au ID，并解除Data Share的设定。此外，在月底办理这些手续时，有时不
会反映次月可利用的包月数据流量，因此不能申请。※利用Data Share的线路中包括不是Data Gift对象的方案时，则利用Data Share的其他线路也不在Data Gift的对象范围内。※记载

的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」，4G LTE（支持au VoLTE）的方案也在对象范围内。

P29

P20

Tablet 部分

智能手机部分

20GB

共享 共享

价格方案   各种选项服务

Data Share　 对象机型

Tablet
智能
手机

■利用方法

●au ID的合并需以同一名义签约（已进行用户登录时，签约者与用户必须是同一人）。●以合并前的au 
ID利用的服务或优惠活动不能接续至合并后的au ID。此外，不能再利用au WALLET Prepaid Card的

优惠功能。

【au ID合并时的注意事项】

相同的「au ID」

加入「Data Charge」

并设定「Data Share」
STEP 2STEP 1 STEP 3

开始利用

「Data Share」！
关于Data Share

将au Tablet和au智能手机

设为相同的「au ID」

其他注意

事项请点击

此处

详情请

点击此处

P33

P11 P14P12
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

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

■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

●タブレット（4G LTE）とスマートフォン（4G LTE）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 料金プラン：「auフラットプラン20」

タブレット（4G LTE） ……… 「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）       ★」
スマートフォン（4G LTE） … 「auピタットプラン」「auフラットプラン」「データ定額1～30  　　        　  」「LTEフラット       」

P19

P11 P14P12

P20

P15

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タブレット（4G LTE）は、スマートフォン（4G LTE）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）。※「安心アクセスサービス（あんしんフィルターを除く）」「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。
※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。

P29

P20

スマホ
利用分

タブレット
利用分

20GB

共有 共有

P33

PRICE PLAN　各種オプションサービス

データシェア 対象機種
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https://www.au.com/mobile/charge/data-option/data-share/
https://id.auone.jp/id/sp/help/auid/17.html
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https://id.auone.jp/id/sp/help/auid/17.html


标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

数据流量单位 利用资费 有效期间

0.5GB 550日元

充值时起的

62天

1GB 1,000日元

适用对象的Flat-rate Data服务或者资费方案★

3GB 3,000日元

5GB 5,000日元

★：使用「DATA Charge」需要设定「au ID」。存在用户虽未申请，但根据利用情况等仍适用「Data Charge」的情况（法人除外）。
※购买的数据流量不适用于Data Gift。※购买数据流量可利用au简单结算。※在变更至适用对象的Flat-rate Data服务或资费方案之外时，剩余的已购买的数据流量将无法使用。※通过「My au         」在8点－21点办理完启用Data Charge手续后，
即可立即使用。21点－次日8点办理手续时，在次日8点以后可以使用。另外，同一天还办理了新签约或机型变更手续时，则在次日8点以后可以使用。※记载的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」，4G LTE（支持au VoLTE）的方案也在对象范围内。

通信速度限制 详情请确认        。
关于达到
通信量的通知

P16
当月所使用的通信量达到包月数据流量加上所购买的数据流量的合计剩余流量的5%、
1%以下时，我们将会向au ID注册的邮箱地址发送通知。

可即时充值购买数据流量。

月额数据流量用完后也可追加购买数据流量。用完前也可充值购买。

包月

数据流量
购买的

数据流量

包月数据流量

0GB

本月使用量过多，

数据流量不足⋯

仅充值购买想要

使用的量

高速通信OK 高速通信OK通信速度受限

充值利用费 （需要申请）
• 使用「Data Charge」时需设定「au ID」。

利用「au Adjust Plan」「au Flat Plan」「Flat-rate Data 1～30                         」、

「LTE Flat        」、「Tablet Plan ds （3年合同） / （2年合同）       」

「LTE Flat for Tab/Tab（i）/Tab（L）        」

下述加入「Data Charge        」

附件①

※截至当月末时对象的服务/资费方案适用中的用户为适用对象。但是，如果次月适用的资费方案是「au Ajust Plan」将不在对象范围内。此外,申请资费方案变更等的时期不同时，流量转入适用可能会从次月开始。变更为「Data Charge」适用对
象以外的Flat-rate Data服务或资费方案的场合，Carry Over的数据流量将不能继续使用。
※利用「Data Share」的场合，Data Share设定的全部线路都必须加入对象的Flat-rate Data服务或资费方案。※Carry Over的对象是Flat-rate Data服务或资费方案中指定的包月数据流量。优惠活动等增加的流量、从上个月Carry Over的数据流
量、通过Data Charge购买的流量不属于对象范围。

加入适用对象的「Flat-rate Data服务」或资费方案：

「au Flat Plan       」「Flat-rate Data 5～30                       」、

「Tablet Plan ds （3年合同） / （2年合同）      」、「LTE Flat for Tab ds/Tab（i） ds/Tab ds（L）       」

条件②条件①

不收取定额费 （无需申请）
利用条件 …… 满足下述①②的所有条件者可利用。

剩余的包月数据流量可以
Carry Over到次月月末为止。

剩余的包月数据流量

可以在次月自己使用！

Data Carry Over

价格方案   各种选项服务

Data Option
Data Charge

对象机型

智能
手机

Tablet

对象机型

智能
手机

Tablet

※「au Ajust Plan」不在对
象范围内。

P06 P11 P14P12

P20P19

P15

P11 P14P12

P19

P20
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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。

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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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）。 

チャージ利用料 （お申し込み必要）
• 「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」のご利用には「au ID」の設定が必要です。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。※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。

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、翌月適用される料金プランが「auピタットプラン」の場合は対象外となります。また、料金プラン変更等をお申し込みいただいた時期により、データのくりこし適用が
翌月からとなる場合があります。「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：
「auフラットプラン       」「データ定額5～30                     」
「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

P11P06 P14P12

P20P19

条件①

「データチャージ　　」への
ご加入

下記

「auピタットプラン」「auフラットプラン」「データ定額 1～30　　 　　  　　」
「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

P11 P14P12

P20

P19P15

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。
定額料不要 （お申し込み不要）

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！

別紙①

3GB 3,000円
5GB 5,000円

データくりこし

PRICE PLAN　各種オプションサービス

データオプション
データチャージ 対象機種

通信量到達の
お知らせについて

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。

対象機種

※「auピタットプラン」は
対象外です。

通信速度制限 詳細は       でご確認ください。P16
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。

■对象…………智能手机（4G LTE）加入

   「au Adjust Plan        」「au Flat Plan        」

   「Flat-rate Data1～30                       」者

■定额费用★2 … 980日元/月 :加入「au Adjust Plan        」

 「au Flat Plan        」「Flat-rate Data5～30                       」

 的场合

■通话费………从日本国内往对象国家、地区拨打以010★3 开头的au国际电话服务通话费如下。

※1次15分钟以内
   （每月最多50次）

※2018年12月时信息。最新信息请在au网页上确认。

通话次数/月

通话时间 / 次

第50次为止 免费

次数超过费300日元/次
+20日元/30秒

15分钟以内 超过15分钟的时间

第51次起

必须■申请

■对象国家、地区⋯中国 （澳门除外）、 菲律宾、韩国、泰国、台湾、越南、 香港、马来西亚、印度、尼泊尔、巴西、秘鲁、

                        美国本土（阿拉斯加除外）、加拿大、墨西哥、夏威夷、关岛、英国、奥地利、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞典

※从申请的第二个月开始适用。

★1:15分钟以内的从日本国内往对象国家、地区拨打以010开头的au国际电话服务的通话费，50次/月为止可免费。从第51次开始，每次通话须另外支付次数超过费300日元。无论次数， 1次通话超过15分钟时，超过的时间按照每30秒钟20日元收

取通话费。

★2:4G LTE(支持au VoLTE)的方案也在记载的「资费方案」、「Flat-rate Data服务」的对象范围内。也可以使用上述以外的「资费方案」「Flat-rate Data服务」。详情请在au网页上确认。

★3:用005345代替010进行拨打也可利用此服务。※通话次数按照日本时间计算。按照日本时间，通话时间跨了月份时，以通话结束时的月份进行计算。※线路转让、继承时，通话次数也将接续。

※通话次数等利用情况可在My au或客户中心确认（截至前一天的利用部分）。※本公司设定au国际电话服务每月的利用限度额为（30,000日元）。本公司确认超过该限度额时，将依次停止利用 （本选项的定额费用及次数超过费不属于限度额的

对象范围）。另外，在确认到该通话费的支付以前，此服务的利用可能会被暂停。※在海外的接打电话、SMS（C-mail）发信、拨打卫星电话/卫星船舶电话、本公司另行指定的电话号码的通话等，不属于本方案的免费通话对象范围。另外，以下情况有

可能不适用本选项的免费通话。•对于加入本选项的手机，用户将其连接于自己持有的通信设备等进行利用，或使用软件等进行自动发信的场合（除非事先征得本公司的同意）。•使用通信媒介、传输功能，或连接到其他公司提供的服务，以通过通

信获取直接收入为目的进行使用的场合。•用于通话以外的用途的场合。※不属于免费通话对象范围的通话将根据各服务收取相应通话费（拨打卫星船舶电话为每30秒钟50日元（不含税））。※在申请本项目时如果已经签订「Mobile Talk等001国

际电话的打折服务」的合同，「Mobile Talk等001国际电话的打折服务」将在当月末或次月初自动终止。在自动终止之前的期间，以以往的001010等开头的拨打方法即使通话在15分钟以内也将收取通话费，因此请变更为以010开头的au国际电话

服务进行使用。※不同通话对象国家、地区，根据当地运营商的设备等状况有可能无法连接。

【关于适用费用】※从申请的第二个月开始适用。如在月份中途停止可选服务或解除协议等，须支付定额费，不可按日计费。※如在月份中途变更为适用范围外的数据定额服务等，本可选服务中途停止时，定额通话可使用至适用对象的数据定额服

务的适用期限为止。

免费★1

※1次15分钟以内（每月最多50次）

以定额费用使用au（日本国内）向对象国家、地区拨打国际电话时通话费免费
★1

P06

P06

P11 P14P12

P11 P14P12

P11 P14

P03

P03

1,480日元/月 : 加入「Flat-rate Data1～3                」的场合

服务   国际服务

〈au International calling FLAT〉
au 国际通话定额

对象机型

※对应机型的详情请在au网页上确认。

智能
手机

向世界23个国家和地区拨打电话时国际通话费为
  980日元/月～最多750分钟可供利用!!
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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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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：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「料金プラン」「データ定額サービス」でもご利用いただけます。詳しくはauホームページでご確認ください。
★3: 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

※2018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 ･･･････スマートフォン（4G LTE）にて
 「auピタットプラン      」「auフラットプラン　　」「データ定額1～30                  」
 にご加入の方 

■定額料★2 ･･･980円/月：「auピタットプラン      」
 「auフラットプラン　　」「データ定額5～30                  」
 ご加入の場合 

 1,480円/月： 「データ定額1～3            」
 ご加入の場合 

■通話料 ･････日本国内から対象の国・地域宛の010★3 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

※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。

P11 P14P06

P06

P12

P11 P14P12

P11 P14

P03

P03

SERVICE　国際サービス

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

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。
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。

P36

※也需要国家号码、市外局号。关于国家号码，请通过au网页或
客户中心       进行确认。市外局号以「0」开始的场合，请除去

「0」拨号（意大利的固定电话等也有部分例外的情况）。
※除「010」外，也可加拨「005345」进行利用。

从日本打给主要国家的国际通话费（30秒钟的通话费）关于本页未记载的国家和地区的情况，请在 au 网页或客户中心         确认。P36

ー（国家号）ー（对方电话号码）▶0 1 0
P36

利用费

发信

100日元/封

发信方法

在 SMS（C-mail）的收件人地址输入下列，发信。

免费

收信

ー（国家号码）ー（对方的手机号码）0 1 0

※有关能收发信的海外服务商及国家号码的情况，请在 au 网页或客户中心        确认。
对方的手机号码以「0」开头的场合，请输入时去掉「0」。

P36

能与海外当地的智能手机及
  手机相互收发SMS（C-mail）。

【关于国际SMS（C-mail）】※预付服务手机不能利用。※国际SMS利用费，不属于各种打折优惠服务的适用对象。因发信方法错误等即使在发信未完毕的场合，有时也会发生利用费。※由于海外通信服务商的某种原因，有时用户所发送的国际

SMS传递不到收信人的场合也会发生利用费。※au手机能显示的文字可以发信。但是，根据海外通信服务商的手机种类，有时发信的文字会无法正确显示的情况。※与利用敝公司规定的连接对象以外的通信服务商的用户之间，有时也能利用国

际SMS。其时，也将发生利用费。

无需基本费（无需申请）

智能
手机

智能
手机

※au国际电话服务不属于超级无限拨打等定额通话、其他各种通话费打折的对象范围。

※签约「001 World Mobile Talk」的用户适用「001 World Mobile Talk」的费用。但加「010」拨打国际电话时，则适用「au国际服务」的费用，敬请留意。

【关于au国际电话服务】※从确认到「au国际电话服务」的每月利用限额超过初期设定额（30,000日元）时起依次停止利用。在希望变更利用限度额的场合，请向客户中心       咨询。

澳大利亚
［国家拨号61］

新加坡
［国家拨号65］

德国
［国家拨号49］

法国
［国家拨号33］

拨打方法

无需基本费（无需申请）

按国家或地区的通话费24小时一律均一。

无需办理手续，即刻就能拨打。

没有基本费用，只需支付通话费。

Po i n t1

Po i n t2

Po i n t3

打给海外的通话合算！

日本国内的au智能手机/au手机 海外的手机 / 固定电话

全天20日元 全天65日元 全天65日元 全天65日元

服务   国际服务

au 国际电话服务

对象机型

国际SMS  (C-mail)

※部分机型不能利用。

对象机型

向不包含在au International Calling FLAT内的国家、地区
拨打国际电话时，推荐使用此服务。
从日本打给海外的国际电话也安心的费用。
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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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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。

P36

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。

P36

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。P36

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）
P36

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

国際 SMS （Cメール）

対象機種

対象機種

※一部ご利用いただけない機種があります。
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。

★1：au世界服务在不使用「VoLTE」时，无法使用「留言服务」、「语音邮件服务」、「呼叫转送服务（无应答转送、通话中转送）」、「呼叫等待」、「三方通话」。「转送服务」只能使用「完全转送服务」。除外，无论是在使用au世界服务「VoLTE」时，亦或是

在关岛、塞班，都无法使用「三方通话」。在海外进行「VoLTE」通话者一旦离开au世界服务的「VoLTE」区域，通话会被切断。此外，受海外的通信条件等影响，可能存在不能使用的情况。★2：部分海外地区，可以进行通话的区域和可以进行数据通

信的区域可能并不相同。★3：根据机型或使用区域不同，最多可以发送670个全角字符的信息。但是，134字符以内收取2封的费用，超过134字符的部分按每封67字符收取发信费。〈使用au世界服务时〉※在新加入之时，从次日起便可以在海外

开始利用。此外，若是通过网上商城加入，自在日本国内开始通话（发信）的次日开始便可以利用。〈关于au世界服务的通话费、通信费〉※通话费、通信费不在国内的各种打折服务、Flat-rate Data服务（使用「世界Flat-rate Data」时除外）的对象

范围内。※在海外接电话也须支付通话费。此外，在部分国家和地区，可能存在按下呼叫按钮时就须支付通话费的情况。※适用「Overseas Double-Teigaku」、按量收费时，根据接收的数据量收取数据通信资费。当在海外的使用通信费达到高额

的场合，有可能会暂时停止线路。加入「Data Charge」者在海外使用数据通信时，必须在网上或应用程序上选择「开始利用」。在按下「开始利用」前，不会产生通信费用。

■按量收费时的通话费、通信费
●在海外的通话费★2 ●在海外的通信费★2

海
外

美国 （包括阿拉斯加和夏威夷）

韩国

德国

主要国家的通话费

从海外发信的场合

120日元/分

50日元/分

80日元/分

140日元/分

125日元/分

180日元/分

210日元/分

265日元/分

280日元/分

165日元/分

70日元/分

110日元/分

在海外的

国内通话

打给日本的

国际通话

打给日本以外的

国际通话

在海外接信的

场合
数据通信费 SMS（C-mail）发信费

1.6日元/KB
100日元/次

（最多可输入70个全角字符★3）

（收信0日元）

连接230个以上的国家和地区★1！

支持LTE通信的国家和地区也正在扩大中！

※地图为示意图。

在美国本土、阿拉斯加、夏威夷、韩国、关岛、塞班、

印度尼西亚及印度均可使用高清语音通话「VoLTE」＊（2018年12月时信息）。

※根据au世界服务制式（LTE/UMTS/GSM）不同，可使用的国家和地区可能不同。详情请在au网页上确认。

＊：关于对象机型及利用方法，详情请在au网页上确认。

在海外也能直接使用au手机（4G LTE）。
※详细内容请查阅 au 网页＜https://www.au.com/english/mobile/service/global/au-world-service/ (仅提供日语/英语信息)＞

海外使用的停止、「au IC 卡」的 PIN Code 设定、在国内的事先设定等，请在出国前通过 au 网页进行
确认并设定。

对去海外的

用户

服务   国际服务

au世界服务 Tablet
智能
手机 Router

对象机型

※对应机型的详细情况，请在au网页上确认。
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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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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/au-world-service/（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。

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。ただし、「三者通話」はau世界サービス「VoLTE」ご利用時であっても、グアム、サイパンではご利用いただけません。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。★3：機種またはご利用のエリアにより、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。【au世界サービスのご利用に際して】※新規ご加入の場合、翌日から海外でのご利用が可能です。ただし、オンラインショップでご加入の場合、日本国内で通話（発信）し
た翌々日よりご利用が可能です。【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。

■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

（全角70文字まで★3）
（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、グアム、サイパン、
インドネシア、インドで高音質通話「VoLTE」がご利用いただけます＊
（2018年12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。

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。

海外でもそのままau携帯電話（4G LTE）が使えます。

au世界サービス
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实际请求额为基本使用费、购买手机货款分期付款额（利用分期支付时）、通话费（免费通话超额部分·不属于免费通话对象的通话部分）、通信费（利用适用数据定额制的服务时，不属于各服务上限额对象的通信费）、固定对象通信费等各种服务

利用费用的合计。另外，由于实际请求付款额是从各个税前额的合计来计算税额的，因此，与各个含税额的合计不同。另外，对于含税额，舍去小数点以下标价（通话费·通信费除外）。

※各国际服务的利用费用中不算入相当于消费税的金额。

服务   国际服务

★1：需要加入「Tethering Option」。★2：au手机（包括Tablet）的au-mail及互联网等的使用、Tethering进行的使用均在对象范围。语音通话、Video Phone以及SMS（C-mail）/国际SMS不属对象范围。

〈关于Overseas Double-Teigaku〉※「世界Flat-rate Data」、「Overseas Double-Teigaku」的通信费不适用于各资费方案中的免费通信部分。即使选择了「Family Discount」、「Company Discount」的「Sharing」Course，其他的家庭成员、员

工剩余的免费通信部分亦不适用。

2,980日元

日费请款额

1,980日元

打折前的通信费（日费）1,980日元 40,000日元 41,000日元

无论如何使用

最多2,980日元/天

约24.4MB（相当于40,000日元）以内

最多1,980日元/天

只需支付

所使用的费用

不是根据海外所在地的当地时间，而是根据日本时间1天（0:00 ～ 23:59）的通信进行收费。并且，不是月额制的定额费。

※对象运营商可能会在无预告的情况下进行追加或终止。
※在对象国家和地区外，连接到船舶、飞机运营商的场合，属于「Overseas Double-Teigaku」的对象，数据通信资费适用按量收费。
※日本国内的资费方案 / Flat-rate Data 服务的包月数据流量不在利用对象范围内。
 

■使用条件 ...加入「LTE NET」或「LTE NET for DATA」

Tablet
智能
手机 Router

对象机型

※对应机型的详细情况，请在au网页上确认。

Overseas Double-Teigaku

无论如何使用，

最多2,980日元/天，可安心使用！

Tethering★1的通信费也属于定额的对象范围。

覆盖范围约24.4MB以内
最多1,980日元/天★2

世界Flat-rate Data
对象机型

※对应机型的详细情况，请在au网页上确认。

Tablet
智能
手机

■对象国家和地区（2018 年12月时信息） …150个以上的国家和地区

为在海外使用数据通信提供支持。

在国内事先进行设定，到海外后只需轻轻一按，即可开始利用！

在海外自动识别适用的数据通信服务。

世界Flat-rate Data应用程序 在出国前确认！详情在此▼

通过「世界Flat-rate Data」使用的通信量将消耗「au Ajust Plan」、「au Flat Plan」、「Flat-rate Data 1～30」以及「LTE Flat」等国内资费方案/Flat-rate Data服务的包月数
据流量或通过「Data Charge」购买的数据流量＊。

【关于「世界Flat-rate Data」】＊：超过包月数据流量及所购买的数据流量的场合，通信速度将为最大收发信128kbps（Best effort型服务）。另外，即使是在合同的数据流量内，也会有因海外通信服务商政策而限制通信速度的情况。〈加入Data 
Charge时〉在「世界Flat-rate Data」的对象国家和地区，将适用于「世界Flat-rate Data」。〈未加入Data Charge或在对象国家和地区以外连接到船舶、飞机运营商时〉不适用于「世界Flat-rate Data」，数据通信费适用于「Overseas 
Double-Teigaku」或者按量收费。〈不希望使用「世界Flat-rate Data」时〉需要申请「世界Flat-rate Data关闭选项」。在这种情况下，将适用于「Overseas Double-Teigaku」。

※当在海外的使用通信费数额较大时，有可能会暂时停止线路。※受海外的通信条件等影响，存在合作运营商及地区、城市发生变更的情况；区域内也可能因地形或所处位置条件等限制而无法使用。

※通过「Data Share」使用时，所使用的智能手机/Tablet将分别收取固定费用。

Android™ iOS

※若要在海外使用本应用程序，建议在日本国内事先进行设定。

■使用条件···加入「Data Charge       」※也可以通过「世界Flat-rate Data应用程序」加入。P29

在世界150个以上的国家和地区，可以直接使用日本的数据流量。

网络共享也在对象范围内！★1

在海外，只需轻轻一按，即可开始利用

按下开始使用后，24小时后将自动断开，可安心利用。

980日元/24小时
★2

利用费

简单使用/安心设计

每月将赠送1次24小时免费使用

如果是au STAR会员 P08

在「世界Flat-rate Data」的对象国家和地区，未加入Data Charge时也可使用该服务。

覆盖世界150个以上的国家和地区（2018年12月时）
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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）、対象固定通信
サービスなど各種サービスのご利用料金の合算となります。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：「テザリングオプション」へのご加入が必要です。★2：au携帯電話（タブレット含む）からのau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。
【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。

約24.4MBまで
最大1,980円/日★2

どれだけ使っても
最大2,980円/日で安心！

テザリング★1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（2018年12月現在） …150以上の国・地域

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、「auピタットプラン」「auフラットプラン」「データ定額1～30」や「LTEフラット」などの国内の料金プラン/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。〈データチャージ加入の場合〉「世界データ定額」対象の国・地域において「世界データ定額」が適用されます。〈データチャージ未加入の場合、または対象の国・地域以外、船舶・航空機事業者に接続されている場合〉「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」または従量課金が適用されます。〈「世界データ定額」の利用をご希望されない場合〉「世界データ定額 拒否オプション」へのお申し込みが必要です。その場合、「海外ダブル定額」が適用されます。
※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・都市が変更となる場合やエリア内でも地形・立地条件などによりご利用できない場合があります。
※「データシェア」にてご利用の場合、スマホ・タブレットそれぞれのご利用ごとに定額料がかかります。

Android™ iOS

※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。P29

※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。
※日本国内の料金プラン／データ定額サービスの月間データ容量の利用対象外です。

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。

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

世界150以上の国・地域で、日本のデータ量をそのまま使える。
テザリング利用も対象！★1

渡航先でワンタッチで利用開始
利用開始を押してから、24時間で自動切断されるから安心。

980円 /24時間★2利用料

カンタン利用・安心設計
毎月1回24時間分プレゼント

au STAR会員　　ならP08

「世界データ定額」対象の国・地域でデータチャージ未加入の場合、適用されるサービスです。

世界150以上の国・地域をカバー（2018年12月現在）

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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https://pass.auone.jp/app/
https://itunes.apple.com/jp/app/id1133408621?mt=8
https://pass.auone.jp/app/
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1  签约者本人名义的「提款卡」「存折」「信用卡」其中一种
未成年人签约时，其本人无法准备本人名义提款卡等的时候，请准备好监护人名义的提款卡等。

※确认个人本人身份的资料，需记载姓名、出生日期、现在住址，而且均需有效期限内的。

※证明本人资料中记载的地址与现地址不同时，所提供的公共费用付讫收据的抬头须为本人。

4  所需费用

2  确认本人身份的资料

• 监护人同意书和过滤服务申请表只能由监护人或身份保证人等盖章、签字。
※签约者是小学生以下的场合，合同需以监护人名义签订。

※各资料条件以上述该资料为准。

3  每个月利用费支付方法的设定所必要的资料

用信用卡支付的用户 ……………… 信用卡 账户转账的用户 ……………… 提款卡或银行和邮局等金融机构的
登录印章＋存折

※一部分有不能利用的情况。能利用的信用卡，请在au网页上确认。 ※部分店铺，可能仅用提款卡不能办理账户转账手续。另外，法人账户及部分金融机构的提款卡不能利用。有关对象金融
机构，请确认au网页。仅用提款卡办理手续的场合，需账户名义人本人输入密码号。
※未成年人签约时，其本人无法准备本人名义提款卡等的时候，请准备好监护人名义的提款卡等。

未成年者（中学生以上）

确认监护人本人身份的资料监护人同意书及过滤服务申请表上述确认本人身份的资料

合同事务手续费3,000日元

（加上初次电话费一同支付。）

购买电话机等的货款

（根据手机等而不同。也可以选择分期付款。）

※在签订合同时，有时需保管委托保管金（1个合同在10万日元以内，本公司另行规定的金额/无利息/不课税）。此种场合，在购买手机等时，不能利用分期付款的支付方法。

监护人同意书及过滤服务申请表
请从au网页下载

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

※如果是居住于同一住址、而且是同姓的话，不需要附加资料。

※同一户口异姓的场合，则需要健康保险证（有效期限内）或居民卡（记载亲属关系/自发行日起3个月以内）。

※因单身赴任等无法确认居住于同一住址的场合，需要远隔地用健康保险证（有效期限内） （●远隔地用健康保险证上记载有作为适用打折的全体家庭成员的场合「远隔地用健康保险证」

1张 ●未记载全体家庭成员的场合，「远隔地用健康保险证」1张+「健康保险证」1张）。

※上述以外的父母和子女（包括无血缘关系的法律上的父母和子女）的场合⋯能证明家庭关系的「户籍副本(自发行日起3个月以内)」或作为对象的本人确认资料(复印件可)＋「家庭关系申

报书」(可在店铺或au网页上下载)。

Family DiscountⓇ 在申请时，为了确认是否是家庭成员，因此，有需要以下资料的情况。

P23

• 在留卡：到在留期限不足90天的场合，仅限每月资费由签约用户本人的信用卡支付的

情况方可申请。居住地记载为「未定（申报登录后记载于背面）」的场合，则需要另

外证明住址的公共费用付讫收据或居民卡。
※公共费用付讫收据 ( 电费、煤气费、水费等 )、居民卡 : 自发行日起 3个月之内，并记载了现住址的资料。

※在留期限少于分期付款期限的场合，可能无法申请个别信用购买中介合同。

• 健康保险证：需记载有姓名、出生日期、现住址，若为有有效期的，则需在有效期限内。

健康保险证中记载的地址与现地址不同时，则需要另外证明地址的公共费用付讫收据

或居民卡。

• 信用卡：用信用卡支付每月利用费用的用户，必须是合同签约人本人的名义。
※非日本国籍并有在留期限的用户申请个别信用购买中介合同的场合，需要提供可以确认在留期限的文件及信用卡。在留期限少于分期

付款期限的场合，可能无法申请 个别信用购买中介合同。

※公共费用付讫收据 ( 电费、煤气费、水费等 )、居民卡 : 自发行日起 3个月之内，并记载了现住址的资料。

外国发行的护照

在留卡

健康保险证

信用卡

问讯处   合同手续

在新加入时所需要的资料
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。 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。

4  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ヶ月以内）」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。
P23

3  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。

2  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およびフィルタリングサービス申出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

• 親権者同意書およびフィルタリングサービス申出書は、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。

親権者同意書およびフィルタリングサービス申出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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机型变更  从 au 手机向 au 手机更换时需要以下资料等。

MNP（手机号码沿用）从国内的手机事业公司转换 au，手机号码可沿用。

需准备的资料等

STEP 2 请用「MNP预约号码」，在15天以内到au经销店签约新合同。   

1  MNP 预约号码　　2  确认本人身份的资料　详细情况，见  　　　P34

购买电话机等的货款
（根据手机等而不同。也可以选择分期付款。）

※在签订合同时，有时需保管委托保管金（1个合同在10万日元以内，本公司另行规定的金额/无利息/不课税）。此种场合，在购买手机等时，不能利用分期付款的支付方法。

• 机型变更的场合▶合同事务手续费（3,000日元）

• 4G LTE（支持au VoLTE）机之间、4G LTE（支持au VoLTE者除外）机之间、

4G LTE Tablet（2015年之后发售）之间、4G LTE Tablet（2014年之前发售）之间、

以及部分Wi-Fi Router之间的变更（增设）的场合▶合同事务手续费（2,000日元）

均为与初次的电话费用合计请求支付。

STEP 1 请在现在签约合同的手机公司的窗口或受理店进行 MNP 预约申请，并领取「MNP 预约号码」。

机型变更／MNP时所需要的资料

问讯处   合同手续

5  所需费用

4  每个月利用费支付方法的设定所必要的手续

3  签约者本人名义的「提款卡」「存折」「信用卡」其中一种
未成年人签约时，其本人无法准备本人名义提款卡等的时候，请预备好监护人名义的提款卡等。

※一部分有不能利用的情况。能利用的信用卡，请在au网页上确认。 ※部分店铺，可能仅用提款卡不能办理账户转账手续。另外，法人账户及部分金融机构的提款卡不能利用。有关对
象金融机构，请确认au网页。仅用提款卡办理手续的场合，需账户名义人本人输入密码号。

健康保险证

信用卡

合同事务手续费3,000日元
（加上初次电话费一同支付。）

购买电话机等的货款
（根据手机等而不同。也可以选择分期付款。）

※在签订合同时，有时需保管委托保管金（1个合同在10万日元以内，本公司另行规定的金额/无利息/不课税）。此种场合，在购买手机等时，不能利用分期付款的支付方法。

※与所转往的手机公司的签约为2016年5月17日以后的，费用发生变更。

未成年者（中学生以上）

• 监护人同意书，仅限于能做监护人或身份保证的人等盖章和签字的。
※签约者是小学生以下的场合，合同需以监护人名义签订。※各个资料的条件以       为准。P34

监护人同意书及过滤服务申请表请从au网页下载。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/foreignlanguage/

确认监护人本人身份的资料监护人同意书及过滤服务申请表左记确认本人身份的资料

账户转账的用户 ………………

※以2018年12月时的其他公司网页为参考。

提款卡或银行和邮局等金融机构的
登录印章＋存折

用信用卡支付的用户 ……………… 信用卡

外国发行的护照

在留卡

所利用中的 au 手机本体（包括 au IC Card）         　
确认本人身份的资料（「在留卡」、「健康保险证」）  ※请务必准备好原件。

所需费用

1

2

3

签约 NTT docomo
 （包括 Disney Mobile）的
用户

签约 SoftBank 的
用户

签约 Y!mobile 的
用户

［ Web］ My docomo▶ ログイン（登录）（受理时间 9:00 ～ 21:30）

[ 电话 ] 由手机拨打「151」/ 由一般电话拨打       0120-800-000 （受理时间 9:00 ～20:00）

  （スマートフォン・PC（智能手机·PC））TOP▶ My Y!mobile（ログイン（登录） ）▶ 契約内容の確認・変更（合同内容的确认・变更）

　　　　　　　　　▶ 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）予約関連手続き（手机号码沿用（MNP）预约相关手续）（受理时间 9:00 ～ 21:30）

［My Y!mobile］

[ 电话 ] 由手机拨打「116」/ 由一般电话拨打       0120-921-156 （受理时间 9:00 ～20:00）

［Yahoo!ケータイ（Yahoo! 手机） ］ TOP▶ My  Softbank▶ 各種変更手続き（各种变更手续） ▶ MNP予約関連手続き（MNP 预约相关手续）（受理时间 9:00 ～ 21:30）

[ 电话 ] 由手机拨打「    5533」/ 由一般电话拨打 0800-100-5533 （免费、受理时间 9:00 ～20:00）
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标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。 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。

3  必要な費用

5  必要な費用

4  月々のご利用料金のお支払方法の設定に必要なもの

3  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 P34

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。P34

親権者同意書およびフィルタリングサービス申出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およびフィルタリングサービス申出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）

ワイモバイル
をご契約の方

  （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］

［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）

※2018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/common/document-dl/#anc02
https://www.au.com/support/service/common/document-dl/#anc02


标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

问讯处   问讯处窗口

• 本服务指南的内容为2018年12月时的内容。

用网络的咨询（仅限日语）

au网页 https://www.au.com/　（日语/部分英语记载）

在部分au店铺，提供使用Video Phone的翻译服务。

＜对应语言＞

英语、韩国语、汉语、葡萄牙语、西班牙语、越南语、他加禄语、泰语、法语、尼泊尔语、印地语、俄语＊

＊他加禄语和泰语、越南语、法语、尼泊尔语、印地语、俄语有对应日程和时间的限制。

■工作人员以native为中心。也拥有日语鉴定1级。

Video Phone Service

用电话的咨询

免费多语言直线通话 (受理时间 9：00～20：00/通话费免费 )

英语 中文0120-959-472 0120-959-476

0120-959-473 0120-959-478葡萄牙语 韩语

0120-933-952 0120-933-961他加禄语 越南语

关于au手机的咨询处

从au智能手机·手机拨打 无局号 113

综合咨询
［受理 9:00～20:00］

被盗·丢失·故障咨询
［24小时受理］

客户中心（通话费免费/全年无休）

从au以外的手机/

一般电话拨打
0077-7-1130077-7-111

上述号码无法接通时 0120-925-3140120-977-033

无局号 157

利用Multi-Party Calling Service，能通过翻译进行通话。

可利用的au店铺在此

https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

【关于电话咨询】

※签约内容的变更或问询，需要用户所使用的「au手机号码」与「密码」。

※语音应答菜单的费用查询、线路停止或恢复使用的手续办理提供24小时服务。（除了维修时）。

※部分IP电话服务等会有接不通上述电话号码的情况。

从PC

日本語：https://www.au.com/my-au/
另有英文版 au 网页。

总结了诸如 FAQ 等在使用时常会遇到的问题。

英語：https://www.au.com/english/

可确认利用费用或请求支付金额、也可办理服务的申请或变更、
住址变更等手续。

是用户间可解决问题的社区网站。
也可确认au的官方FAQ。

My au 常见问题（官方Q&A）
（信息费免费、无需注册会员）

从智能手机

从手机 EZ 键▶トップメニュー (Top Menu) 或 auポータル トップ(au Portal Top)▶My au(My au)（通信费免费）

根据所利用的Menu，

需 要 注 册 。请 用

「Support ID」或「au I 
D」注册后加以利用。

有关「Support ID」 的

取得及详细介绍，请

在 「My au」 Web 
Site上确认。

https://www.au.com/support/faq/

https://www.au.com/support/faq/

https://www.au.com/support/faq/

au English

［WebSite］ ［app］

从 au Market或
App Store以「My au」进行检索
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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2018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：https://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。

auの公式FAQが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

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▶My au（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 https://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・フランス語・ネパール語・ヒンディ語・ロシア語＊

＊タガログ語・タイ語・ベトナム語・フランス語・ネパール語・ヒンディ語・ロシア語については、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
https://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］

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 0077-7-1130077-7-111

上記番号が
つながらない場合 0120-925-3140120-977-033

157 局番なし

au English

多言語直通ダイヤル (受付時間 9：00～20：00/通話料無料)

英語 中国語0120-959-472 0120-959-476
0120-959-473 0120-959-478ポルトガル語 韓国語

0120-933-952 0120-933-961タガログ語 ベトナム語

［Webサイト］ ［アプリ］

au Market もしくは
App Storeから「My au」で検索

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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https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/
https://www.au.com/my-au/
https://www.au.com/english/
https://www.au.com/my-au/
https://www.au.com/support/faq/
https://www.au.com/support/faq/
https://www.au.com/support/faq/
https://www.au.com
https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/
https://www.au.com/my-au/
https://www.au.com/english/
https://www.au.com/my-au/
https://www.au.com/support/faq/
https://www.au.com/support/faq/
https://www.au.com/support/faq/
https://www.au.com


※画面为示意画面。 标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为税前金额。

au ID 的设定方法

附 件 1

什么是 au ID ？  
利用au的各种服务时所必需的ID。

使用 iPhone 的用户（使用「My au」应用程序进行设定）

My au （应用程序版）

可以确认每月的费用和通信量。还有遇到困难

时的操作指南，推荐在最初的时候进行设定

使用费用 签约内容 遇到困难时

可以确认的主要内容

My au au WALLET au Smart Pass

主要的服务举例 任何时候都可以轻松确认。

英语 中文 葡萄牙语

3 6

点按「My au」的图标进行下载
※没有图标者请在「App Store」
检索「My au」

在邮件的画面点按

「送信（发送）」

安装应用

程序并启动

2
在au ID设定画面上
点按「空メール送信
画面へ（至发送
空邮件画面）」

已持有au ID的用户

4

主画面 新信息画面

※1 个人识别码是签约时设定的4位数字
※2 请输入由半角英文数字组成的
      8至32位的密码

1 5

点按「au IDでログインする
（使用au ID登录）」

登录、设定画面 au ID设定完毕画面

新注册的用户

（设定密码）

在个人识别码确认画面输入个人

识别码后点按「次へ（下一步）」※1

　　　　　 　▼
在密码设定画面输入密码

点按「同意して次へ
（同意，进入下一步）」※2

使用 Android 的用户（使用「My au」应用程序进行设定）

2 5

输入个人识别码后点按

「次へ（下一步）」
※个人识别码是签约时设

定的4位数字

已持有au ID的用户

启动主页面 ·My au 应用程序

个人识别码确认画面

1

3

输入密码后点按「同意して
次へ（同意，进入下一步）」
※请输入由半角英文数字

组成的8至32位的密码

au ID密码设定画面4

点按「au IDでログインする
（使用au ID登录）」

登录、设定画面 au ID设定完毕画面

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

新注册的用户

(设置密码)

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（「My au」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

3 6

2 5

「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

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

暗証番号を入力して「次へ」
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。

au IDをお持ちの方

ホーム画面・My auアプリを起動

暗証番号確認画面

1

3

パスワードを入力して「同意
して次へ」をタップ
※パスワードは半角英数字
を組み合わせた8～32
ケタを入力して下さい。

au IDパスワード設定画面4

「au IDでログイン」をタップ

ログイン・設定画面 au ID設定完了画面

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

新規登録の方
（パスワードを設定する）

au ID 設定方法
別 紙 1

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


※画面为示意画面。

标记的金额，除了有特别记载的场合，全部为含税金额。

在WEB能确认付款通知单。（仅限日语）

输入个人识别码后点按下方的
「次へ（下一步）」按钮。
※个人识别码是签约时设定的
4位数字

付款通知单的看法

※在希望邮寄「纸张付款通知单」的场合，需要申请。纸质付款通知单发行手续费: 每份付款通知单200日元(不含税)。

1： 用 PC通过 au网页访问My au

2： 用智能手机访问My au

①访问My au ③付款通知单的看法

②请注册账户

请输入密码后

点开此处。

签约多条线路的场合，请在此处输入电话号码

确认上个月、次月的费用明细

请求支付金额的总额

au电话费
点击▼，可确认各号码的手机费用明细

au“光”费用
点击▼，可确认固定通信服务的“光”费用明细

au简单结算使用费
点击▼，可确认 au 简单结算的费用明细

※图片仅供参考。用户可在此确认合约内服务的
明细。

可下载费用明细的 PDF

付款代码（咨询时必须出示）

付款清单的支付月份是？

付款清单的使用月份是？

汇款的具体日期

汇款的具体金额

汇出款项的金融机构名称

金融机构的存折编码

金融机构的存折账号

可以确认合约内服务的费用明细

附 件 2

请点击此处

https: //www.au.com/my-au/

URL
My au（网页版）

请点开此处

My au（应用程序版）

请点开此处

请点开此处

※画面はイメージです。

表記の金額は、特に記載のある場合を除き、全て税込です。

請求書はWEBでご確認いただけます。（日本語表記のみ）

暗証番号を入力して「次へ」
をタップ
※暗証番号はご契約時に設定
された４ケタの番号です。

複数回線ご契約の場合、ここで電話番号を選択で
きます

前月・次月の料金内訳を確認できます

ご請求金額の総額

au電話料金
▼を押すと、携帯電話料金の番号ごとの詳細が確
認できます

auひかり料金
▼を押すと、固定通信サービスのauひかり料金の
詳細が確認できます

auかんたん決済利用料
▼を押すと、auかんたん決済の利用料金の詳細が
確認できます

※画像は例です。お客さまがご契約中のサービス
の内訳が確認できます。

料金内訳のPDFをダウンロードできます

ご請求コード（問い合わせ時に必要です）
何月に請求されるか
何月にご利用した請求か
口座振替の場合、いつ引き落としになるか
いくら口座振替されるか
どの金融機関から引き落とされるか
金融機関の通帳記号
金融機関の通帳番号

ご契約中のサービスの料金内訳が確認できます

https: //www.au.com/my-au/
リンク

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。紙請求書発行手数料：1請求書あたり200円（税抜）です。

1： PCでauホームページからMy auへアクセス

2： スマートフォンでMy auへアクセス

①My auへのアクセス

②ログインしてください

③請求書の見方

My au（WEB版）

My au（アプリ版）

別 紙 2

ここをクリック

ここをタップ

ここをタップ

ここをタップ

暗証番号を入力して
ここをタップ

https://www.au.com/my-au/
https://www.au.com/my-au/
https://www.au.com/my-au/
https://www.au.com/my-au/



