ご家族全員おトク
★1

自宅
セット割

900
990

円/月〜

1, 628

（税込）

2 コース
月々のお支払い
イメージ

円/月〜

でんきコース

選べる

「くりこしプランS 5G」で
「自宅セット割」適用の場合。

インターネットコース

S +5G

データ容量

3 GB

くりこしプラン

M+5G

2021年11月以降
受付開始予定

対象のインターネットと電話サービス★3
または「au ホームルーター 5G」

または

くりこしプラン

お申し込み
必要

円/月〜）

（税込

割引前

3GB/月

（税抜）

スマホ料金が1人あたり
ずーっと★2

新登場

データ容量

or

15 GB

データ容量

くりこしプラン

L +5G

データ容量

25GB

割引前料金

1,480円/月（税込1,628円/月）

2,480円/月（税込2,728円/月）

3,480円/月（税込3,828円/月）

自宅セット割

−580円/月（税込−638円/月）

−580円/月（税込−638円/月）

−780円/月（税込−858円/月）

1, 900 円/月〜

2 ,700 円/月〜

自宅セット割
適用時

900 円/月〜
（税抜）

（税込 990 円/月）

（税抜）

（税込 2, 090 円/月）

（税抜）

（税込 2, 970 円/月）

【国内通話料】税込22円/30秒が別途かかります。
※衛星船舶電話への通話は税込55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。
【国内SMS】SMS
通信料税込3.3円/通
（70文字以内）
が別途かかります。※機種により最大全角670文字まで送信可能です。
ただし、134文字までは2通分、
それ以降は67文字ごとに1通分の送信料がかかります。

対象サービス

でんきコース＊1：
「auでんき＊2」

＊1:「でんきセット割」は「自宅セット割」に変更となりました。＊2:「UQでんき」
ご利用中のお客さまについては「UQでんき」で、
「自宅セット割」にお申し込みいただけます。

インターネットコース：
「auひかり/auひかり ちゅら」などご自宅のインターネットサービス★3（ネット＋電話)または「au ホームルーター 5G」

対象料金プラン くりこしプラン +5G（S/ M / L） ※でんきコースのみ、くりこしプラン（S/M/L）
（新規受付終了）でご利用いただけます。
条件

【でんきコース／インターネットコース】対象サービスのご契約者本人：①〜③すべてを満たした場合／ご家族：②〜④すべてを満たした場合

①対象サービスを新規ご契約、またはご契約中であること。②UQ mobileで対象料金プランにご加入、
またはご加入
中であること。③自宅セット割（「でんきコース（11月までは専用サイトで受付）
」または「インターネットコース（11月以
降受付開始予定）」）にお申し込みいただくこと。④対象サービスご契約者と同一姓・同一住所のご家族であること。★4

【インターネットコース 先行キャンペーン★5（受付期間:9月2日〜11月下旬）】①②すべてを満たした場合

①UQ mobileで対象料金プランにご加入、
またはご加入中であること。②専用サイトから「インターネットコース 先
行キャンペーン」にお申し込みいただくこと。

★1：対象サービス1契約につき、
UQ mobile回線合計10回線
（対象サービスがau ホームルーター 5G/auスマートポートの場合、
合計9回線。
以下同じ）までとなります。
「くりこしプラン +5G」
でご家族がau回線をお持ちの場合、割引となるUQ mobile回線は、
ご家族のau回線と合わせて10回線までとなります。★2：
「インターネットコース 先行キャンペーン」による割引は2022年1
月ご利用分までとなります。割引を継続適用するためには、11月以降インターネットコースにお申し込みいただき、
条件を満たすことが必要です。受付方法・詳細については別途ご案内します。
★3：別途、利用料・オプション料がかかります。インターネットサービス解約時に、ご契約期間に応じて契約解除料が発生する場合があります（例：auひかりホーム・ずっとギガ得プランの場合 契
約期間3年、
契約解除料 税込16,500円）
。対象のインターネットサービスは裏面へ。★4：※キャンペーンにより、別住所にお住まいのご家族も対象となります。住所が異なる場合、店頭でのお申
し込み・家族関係証明書(住民票など)が必要です。※50歳以上のご家族の場合は、
対象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できます。別姓やUQ mobile回線が累計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)。★5：
「インターネットコース」の提供開始と同時に受付を終了します。

自宅セット割のお申し込みはコチラ
表記の金額は特に記載のある場合を除き税抜です。 裏面のご注意事項もご確認ください。

でんき
コース

インター
ネット
コース

自宅セット割

※お申し込み翌月以降、
条件を満たした月のご利用分から割引を適用します。
※「でんきコース」
と
「インターネットコース」
は重複して適用されず、
「インターネットコース」
を適用します。
※ UQ mobileの解約・対象料金プラン以外への変更をした場合、
お手続きの当月分をもって割引の適用を終了します。
UQ mobileの月額基本料が日割となる場合
は本割引も日割を適用します。
※ 割引額は、
月末時点で加入しているUQ mobileの料金プランにより判定します。
月末時点で条件を満たさない月は、
割引は適用されません。

でんきコース

※「くりこしプラン」
で
「でんきコース
（旧でんきセット割）
」
を適用されているお客さまが
「くりこしプラン +5G」
にプラン変更し、
条件を満たした場合、
「でんきコース」
が継続して適用されます。なお、
プラン変更月の割引はプラン変更日までの日割となりますが、
プラン変更翌月以降のご利用料金より、
残りの金額を割引します。
※「くりこしプラン」
で
「UQ学割」
適用期間中もご加入できますが、
本割引は適用されません。
「UQ学割」
適用期間終了後、
翌月ご利用分より本割引を適用します。

インターネットコース 先行キャンペーン

※ご自宅のインターネットサービスを手続き中またはご契約予定の場合も割引の適用となります。
※「でんきコース」
が適用されている場合は、
本キャンペーンは適用されません。

インターネットコース（11月以降受付開始予定）

＜対象のご自宅のインターネットサービス＞
【光サービス】
au ひかり、
auひかり ちゅら・コミュファ光・eo光・ピカラ光・メガエッグ・BBIQ 【ケーブルテレビ】
J:COM・提携先ケーブルテレビ
※ 一部サービスは対象外となります。
※ 一部の対象ケーブルテレビ局をご利用の方は、
「ネット＋テレビ」
「テレビ＋電話」
も対象です。
※「ネット＋電話」
「
、ネット＋テレビ」
「
、テレビ＋電話」
を同一のご自宅のインターネットサービスでご加入の場合に限ります。
※ 対象のご自宅のインターネットサービスの詳細については、
店頭スタッフ(またはUQホームページ)までご確認ください。
適用期間中に
「インターネットコース」
にお申し込みのうえ、
適用条件を満たした場合、
「インターネットコース 先行キャン
※「インターネットコース 先行キャンペーン」
ペーン」
の適用を終了し、
「インターネットコース」
を適用します。

auでんき ※全国で提供
（一部離島を除く）
。

＜お申し込み条件＞
● UQ mobile／auユーザーの方：auでんきご契約者ご本人さま、
またはその同一世帯のご家族さまがUQ mobile／au（携帯電話または
「auひかり/auひかり
ちゅら」
）
をご契約していること。
詳しくはこちら（https://www.au.com/electricity/）
マンション一括受電サービスを導入している集合住宅やオール電化住宅にお住まいの場合などは、
でんきサービスを申し込むことはできません。
また、
法人契約
は対象外です。
「UQでんき」
ご利用中のお客さまについては、
「UQでんき」
で、
「自宅セット割」
にお申し込みいただけます。
詳しくはこちら （https://www.uqwimax.jp/electricity/）

au ホームルーター 5G

対象機種：Speed Wi-Fi HOME 5G L11、
対象の料金プラン：ホームルータープラン 5G（基本料金：税込5,170円/月）
※「ホームルータープラン 5G」
のご契約と同時に、
対象機種のご購入が必要です。
※「auスマートバリュー mine」
「auスマートバリュー(ルーター割引)」
は対象外です。
※ご契約住所でのみご利用いただけます。
/Speed Wi-Fi HOME L01
/WiMAX HOME 01、
※ auスマートポートご利用者も対象です。
対象機種：Speed Wi-Fi HOME L02/Speed Wi-Fi HOME L01s
対象の料金プラン：ホームルータープラン、
WiMAX 2+ フラット for HOME
（新規受付終了）
詳しくはauホームページをご確認ください。

くりこしプラン +5G

※ 本プランはスマートフォン
（5G）
向けプランです。
スマートフォン
（4G LTE）
でもご契約できますが、
その場合4G LTE通信でのご利用となります。
※データ容量の消費は、
くりこし分 →月間データ容量
（増量データ容量含む）→ 追加チャージ購入分の順番に行われます。
くりこし上限は、
前月の残データ容量分
プラン変更前後でデータ容量
までで、
当月末まで利用可能です。
「くりこしプラン +5G」
内で月途中にプラン変更が適用される場合、
適用月の月間データ容量は、
の大きい方のプランのデータ容量となります。
※ 新規契約または機種変更と同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適用となります。
プラン変更の場合は、
翌月から適用となります。
※ 2021年9月1日までにご契約されたUQ mobile料金プラン
（
「くりこしプラン」
など)から本プランへ契約移行する場合は、
当面の間、
本プラン用のSIMカードへの
変更が必要となります。
この場合、
本プランはSIMカードの切り替え日から適用となり、
本プラン、
「旧プラン」
ともに料金は日割となります。
また、
現在適用中の各種
割引などが終了する場合があります。
※「旧プラン」
から本プランへ契約移行する場合、
旧プランの各種データ容量
（くりこし分／月間データ容量／追加購入データ容量）
の引継ぎは行いませんが、
月の
途中に本プランへ契約移行する場合も、
本プランの月間データ容量をご利用いただけます。
※月の途中でのご解約などの場合、
基本料は日割とはならず満額かかります。
※ 混雑回避のための速度制限
（3日間で6GB以上利用時）
があります。
※ UQ mobile通信サービスはau通信サービスのエリア内でご利用いただけます。
※ 別途機種代金、
契約事務手数料
（税込3,300円）
、
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料などがかかります。

共通注意事項

※ 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。
※ 掲載の内容は2021年8月27日現在の情報です。

UQ mobileお客さまセンター

自宅セット割について
詳しくはコチラ

9:00〜20:00（年中無休）

TEL 0120-929-818
（通話料無料）
◆お申し込み後の手続き・お問い合わせ TEL

※盗難・紛失のご案内は24時間ご利用いただけます。
（メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます）

UQ 新規お申し込みご相談窓口

9:00〜20:00（年中無休）

◆新規お申し込みの受付、
（通話料無料）
TEL 0120-959-001
TEL
お申し込み前のご相談・お問い合わせ
詳しくは店頭スタッフまたはUQ mobileホームページへ
ADQ0002

2109 UQM 9月施策チラシ ka2108-0127

