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自宅セット割適用ありの場合
　料金プラン名 くりこしプランS +5G くりこしプランM +5G くりこしプランL +5G

　お支払合計額　Ⅰ～Ⅱ 990円/月　 990円/月あ 1,870円/月あ

　Ⅰ：基本使用料 1,628円/月　 2,728円/月　 3,828円/月　
　Ⅱ：自宅セット割★1 永年　 ー638円/月
　Ⅱ：UQ親子応援割 －0/月　 翌月から1年間　 ー1,738円/月　 翌月から1年間　 ー1,958円/月　

　料金プラン名 くりこしプランS +5G くりこしプランM +5G くりこしプランL +5G

　お支払合計額　Ⅰ～Ⅱ 990円/月　 2,090円/月あ 翌月から1年間　3,058円/月あ

　Ⅰ：基本使用料 1,628円/月　 2,728円/月　 3,828円/月　
　Ⅱ：自宅セット割★1 永年 ー638円/月 永年 ー638円/月　 永年 ー858円/月　

　データ容量
　　余った容量は翌月に繰越

3GB/月　 15GB/月　 25GB/月　

　データ容量超過後速度 最大300Kbps　 最大1Mbps　 最大1Mbps　

自宅セット割適用なしの場合
2回線目～

　料金プラン名 くりこしプランS +5G くりこしプランM +5G くりこしプランL +5G

　お支払合計額　Ⅰ～Ⅱ 1,628円/月　 翌月から1年間　 990円/月あ 翌月から1年間　 1,870円/月あ

　Ⅰ：基本使用料 1,628円/月　 2,728円/月　 3,828円/月　
　Ⅱ：UQ親子応援割 －0/月　 翌月から1年間　 ー1,738円/月　 翌月から1年間　 ー1,958円/月　

1回線目
　料金プラン名 くりこしプランS +5G くりこしプランM +5G くりこしプランL +5G

　お支払合計額　Ⅰ～Ⅱ 1,628円/月　 翌月から1年間　2,178円/月あ 翌月から1年間　3,058円/月あ

　Ⅰ：基本使用料 1,628円/月　 2,728円/月　 3,828円/月　
　Ⅱ：UQ親子応援割 －0/月　 翌月から1年間　 ー550円/月　 翌月から1年間　 ー770円/月　

　データ容量
　　余った容量は翌月に繰越

3GB/月　 15GB/月　 25GB/月　

　データ容量超過後速度 最大300Kbps　 最大1Mbps　 最大1Mbps　

　 ※5Gは一部エリアでの提供です。
    詳しくはUQホームページにてご確認ください。

「ご利用料金（くりこしプランM +5G）」

(割引前)

「くりこしプランM +5G」「UQ親子応援割」適用

受付期間：2022年11月18日(金)～
終了日未定

※終了する場合は事前にご案内します。

2回線目～
または自宅セット割★1適用時

翌月から
1年間

13カ月目以降 2,090円/月

(税込)
データ容量15GB/月

UQ親子応援割対象外

※「くりこしプランS＋5G」はUQ親子応援割の対象外です。
【国内通話料】22円/30秒が別途かかります。※衛星船舶電話への通話は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。
★1：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4,730円(契約時期、料金プランによって契約解除料が異なります。)

UQ親子応援割対象外

ご自宅のインターネットサービス★１またはauでんきなどのご加入が必要です。

UQ親子応援割対象外

UQ親子応援割が適用

13カ月目以降



【UQ親子応援割 18歳以下と家族の方】

＜対象プラン＞　くりこしプランM +5G/くりこしプランL +5G

＜受付期間＞　2022年11月18日(金)～終了日未定　※終了する場合は事前にご案内します。

＜適用条件＞　①②両方を満たすこと。
　　　　　　　　　　　①対象プランに新たに加入すること。
　　　　　　　　　　　②【U18】ご契約者またはご利用者の年齢が申し込み時点で5歳以上18歳以下であること。
　　　　　　　　　　　 　【家族】UQ親子応援割の適用条件を満たすU18の方と同一のUQ親子応援割グループ*に加入していること。
　　　　　　　　　　　　　*UQ親子応援割の適用条件の判定を行うためのグループです。自宅セット割グループへのお申し込みによりご加入いただけます（自宅セット割にご加入済みの方はお手続
    　　　　　　　　　　　　き不要です）。
　　　　　　　　
＜　特　典　＞　U18および家族の方へ、対象プランの基本使用料から以下の金額を1年間割引
　　　　　　　　　　　・1回線目かつ自宅セット割の適用条件を満たさない場合：プランM 　　-550円、プランL 　 -770円
　　　　　　　　　　　・1回線目かつ自宅セット割の適用条件を満たす場合　 　：プランM 　　-1,738円、プランL 　 -1,958円
　　　　　　　　　　　・2回線目以降：プランM  -1,738円、プランL -1,958円
 　　　　　　　　　　　※「1回線目」「2回線目以降」の判定は、当社所定のルールに基づき、毎月行います。お客さまによる指定はできません。

＜　注意事項　＞
※　1回線につき1回のみの適用となります。　
※　対象プランのいずれかにご加入中の方が、対象プラン間でプラン変更した場合は対象外です。
※　適用条件を満たした翌月の基本使用料から割引します。ただし、月末にお手続きをされた場合など、割引の適用が遅れる場合があります。　
※　本割引と自宅セット割の適用条件をいずれも満たす場合、本割引の1回線目の割引額はプランM -1,738円、プランL -1,958円となります。
※　本割引と自宅セット割は重複適用されず、本割引を優先適用します。
※　対象プラン以外への変更・ UQ mobileの解約・利用者の登録/変更をした場合、お手続きの当月利用分をもって割引の適用を終了します。ただし、月の初日に対象プラン以外への変更が　　
　　 行われた場合、前月利用分をもって割引の適用を終了します。
※　UQ親子応援割グループにおいて、対象プランにご加入のU18の回線が存在しなくなった場合、家族の割引を終了します。
※　UQ mobileの基本使用料が日割りとなる場合は本割引も日割りします。
※　割引額の変更等がお手続きの翌月以降になる場合があります。
※　ご契約者が未成年の場合、親権者同伴で来店の場合のみお申し込みいただけます。
※　ご契約者が小学生以下の場合、親権者名義でのご契約となります(中学進学の3ヵ月前より、未成年者ご本人名義でお申し込みいただけます)。

【自宅セット割】　お申し込み必要

インターネットコース　対象の自宅インターネットと電話サービス★1または「auホームルーター5G」★2などの対象ルーターサービス★3にご加入で！
または
でんきコース＊2　「auでんき*1」にご加入で！

※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」でもOK★8
＊2「でんきセット割」は「自宅セット割」に変更となりました。

＜受付開始日＞　2021年9月2日（木）
＜対象サービス＞　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★4」（ネット＋電話）または「au ホームルーター 5G★5/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　auスマートポート★6」「WiMAX +5G★3」などのルーターサービス
  　　　　　　　　　　　　　
                        でんきコース：「auでんき＊1」 
　　                    　＊1:「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。
　　　　　　　　　　　　　※auでんきについて詳しくはこちら　 （https://www.au.com/electricity/）

＜対象プラン＞　くりこしプラン +5G（S/M/L）
　　　　　　　　　　　＊くりこしプラン +5G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。

＜特典＞　S/M：638円/月・ L：858円/月を割引

＜条件＞＜①＋②にご加入＞①UQ mobileで対象の料金プラン② 「対象のご自宅のインターネットサービス(ネット＋電話) 」または「auでんき」
　　　　　　※①②のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みできます。
　　　　　　　　  ※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)。

※　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スマートポートなどの対象のルーターサービスの場合、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au回線と合わせて10回線までとなります。（※au回線は自宅セット割の割引対象外です）
★1：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、ご契約内容、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4,730円(契約時期、料金プランによって契約解除料が異なります)。
★2：auスマートポートも対象となります。詳しくはauホームページをご確認ください。
★3：WiMAX +5Gも対象となります。対象のルーター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。
★4：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(@nifty、@T COM (アットティーコム) (ロゴを使用する場合は”(アットティーコム)”をトル)、ASAHIネット、au one net、BIGLOBE、DTI、So-net)、auひかり ちゅら・
コミュファ光・eo光・Pikara(テキストで記載する場合、“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
【光コラボレーションサービス】ビッグローブ光・So-net光・ @nifty光・ @T COM (アットティーコム)ヒカリ(ロゴを使用する場合は”(アットティーコム)”をトル) )・ひかりゆいまーる・ひかりＪ
※一部サービスは対象外となります。
※「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。
★5：対象機種：Speed Wi-Fi HOME 5G L12/ 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
★6：対象機種：Speed Wi-Fi HOME L02/Speed Wi-Fi HOME L01s/Speed Wi-Fi HOME L01/WiMAX HOME 01、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)
★7：「ネット＋テレビ」、「テレビ＋電話」の対象のケーブルテレビ局は、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。なお、当社所定のサービスをテレビサービスとして取り扱う場合があり
ます。

【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。
※ 「インターネットコース」と「でんきコース」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の月額基本使用料が日割りとなる場合は本割引も日割りを適用します。
※ 対象サービスが開通前の場合も割引の適用となりますが、適用開始から6ヵ月経過後も開通されていない場合は、順次、割引を終了します。ただし、お申し込み条件外などの理由により開

通できないことを当社が確認した場合は、6ヵ月以内でも割引を終了する場合があります。
※ お客さま都合により対象サービスのお申し込みを取消された場合は、割引を終了し、それまでの割引額をUQ mobileのご利用料金に合算し請求する場合があります。
※ 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。
※ 対象サービスを解約された場合、割引の適用は解約月の前月をもって終了します。ただし2022年9月5日以降、でんきコースの対象サービス（2022年9月5日までにお申し込み済みのau

でんき／UQでんき）を解約またはお申し込みの取消をされた場合、2023年9月ご利用分まででんきコースの割引を適用します。なお、上記による割引適用期間において、月中に対象プラ
ン間の変更をしたときは、プラン変更月の割引は変更前後のプランの日割金額の合計となる場合があります。

【インターネットコース】
※ 「インターネットコース」適用中のお客さまがauへ番号移行し、「auスマートバリュー」の適用条件を満たした場合、番号移行月の翌月より「auスマートバリュー」が自動で適用されます。
※ auで「auスマートバリュー」適用中のお客さまがUQ mobileに番号移行し、「インターネットコース」の適用条件を満たした場合、番号移行の翌月より「インターネットコース」が自動で適用され

ます。
※ 弊社または提携事業者が実施する他の施策とは併用できない場合があります。

【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。プラン

変更月は変更前プランに応じた割引額となります。なお、変更月の割引は変更日までの日割りとなり、残りの割引額は変更翌月以降のご利用料金にて割引します。
※ 「くりこしプラン」での「でんきコース」の受付は終了いたしました。既に適用されている方の割引は継続します。新たにお申し込みの場合は、「くりこしプラン +5G」へのプラン変更をお願いいたしま

す。



【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、前月の基本データ残容量分までで、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、プラン変更前後でデータ容量の大きい方のプランのデータ容量となります。
※ 月の途中でのご解約などの場合、基本使用料は日割りとはならず満額かかります。
※  「おしゃべりプラン」「ぴったりプラン」「データ高速＋音声通話プラン」「データ無制限＋音声通話プラン」「スマホプラン」「くりこしプラン」 （以下、「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。
※ 「旧プラン」から本プランに契約移行する場合、現在適用中の各種割引（UQ家族割、ギガMAX月割など）、各種オプションなどが終了する場合があります。 本プランにご加入後、「旧プラン」

へのプラン変更はできません。
※ 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（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。
※ auおよびpovo1.0/povo2.0からの番号移行の場合、UQ mobileの契約事務手数料はかかりません。 (KDDI・沖縄セルラー間のMNPは対象外です。)

【データ通信】 
※海外にて「世界データ定額」をご利用の場合、国内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。
世界データ定額についてはこちら　(https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/sekai-data/)
海外データ定額についてはこちら　(https://www.au.com/mobile/charge/data-option/kaigai-double-teigaku-lte/)

【通信速度制限】
※ ネットワーク混雑回避のために、直近3日間に6GB以上のご利用があったお客さまの通信速度を、翌日にかけて制限させていただきます。
※ 各プランのデータ容量を超過後は、国内データ通信は、くりこしプランS +5Gでは最大300kbps、くりこしプランM +5G、くりこしプランL +5Gでは最大1Mbpsに通信速度を制限します。
　　 国際ローミングデータ通信は、最大128kbpsに通信速度を制限します（本プラン共通）。
l 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、回線の状況などにより大幅に

低下する場合があります。また、最大通信速度は対応機種により異なります。

【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。
※ 新規契約または機種変更と同時にお申し込みの場合、料金プラン及びオプショ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/オプション変更の場合は、翌月から適用となりま

す。
※ auおよびpovo2.0への番号移行の場合、基本使用料および当社所定の割引サービス、オプションサービス料金等は番号移行の完了日の前日までの日割りとなりますが、当面の間、全額を

一旦ご請求した上で、番号移行の翌月以降に差額を調整します。ただし、沖縄セルラーへのMNPは対象外です。
※ 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2022年12月29日現在の情報です。

表記の金額は税込です。

【自宅セット割】　お申し込み必要

インターネットコース　対象の自宅インターネットと電話サービス★1または「auホームルーター5G」★2などの対象ルーターサービス★3にご加入で！
または
でんきコース＊2　「auでんき*1」にご加入で！

※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」でもOK★8
＊2「でんきセット割」は「自宅セット割」に変更となりました。

＜受付開始日＞　2021年9月2日（木）
＜対象サービス＞　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★4」（ネット＋電話）または「au ホームルーター 5G★5/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　auスマートポート★6」「WiMAX +5G★3」などのルーターサービス
  　　　　　　　　　　　　　
                        でんきコース：「auでんき＊1」 
　　                    　＊1:「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。
　　　　　　　　　　　　　※auでんきについて詳しくはこちら　 （https://www.au.com/electricity/）

＜対象プラン＞　くりこしプラン +5G（S/M/L）
　　　　　　　　　　　＊くりこしプラン +5G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。

＜特典＞　S/M：638円/月・ L：858円/月を割引

＜条件＞＜①＋②にご加入＞①UQ mobileで対象の料金プラン② 「対象のご自宅のインターネットサービス(ネット＋電話) 」または「auでんき」
　　　　　　※①②のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みできます。
　　　　　　　　  ※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)。

※　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スマートポートなどの対象のルーターサービスの場合、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au回線と合わせて10回線までとなります。（※au回線は自宅セット割の割引対象外です）
★1：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、ご契約内容、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4,730円(契約時期、料金プランによって契約解除料が異なります)。
★2：auスマートポートも対象となります。詳しくはauホームページをご確認ください。
★3：WiMAX +5Gも対象となります。対象のルーター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。
★4：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(@nifty、@T COM (アットティーコム) (ロゴを使用する場合は”(アットティーコム)”をトル)、ASAHIネット、au one net、BIGLOBE、DTI、So-net)、auひかり ちゅら・
コミュファ光・eo光・Pikara(テキストで記載する場合、“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
【光コラボレーションサービス】ビッグローブ光・So-net光・ @nifty光・ @T COM (アットティーコム)ヒカリ(ロゴを使用する場合は”(アットティーコム)”をトル) )・ひかりゆいまーる・ひかりＪ
※一部サービスは対象外となります。
※「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。
★5：対象機種：Speed Wi-Fi HOME 5G L12/ 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
★6：対象機種：Speed Wi-Fi HOME L02/Speed Wi-Fi HOME L01s/Speed Wi-Fi HOME L01/WiMAX HOME 01、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)
★7：「ネット＋テレビ」、「テレビ＋電話」の対象のケーブルテレビ局は、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。なお、当社所定のサービスをテレビサービスとして取り扱う場合があり
ます。

【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。
※ 「インターネットコース」と「でんきコース」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の月額基本使用料が日割りとなる場合は本割引も日割りを適用します。
※ 対象サービスが開通前の場合も割引の適用となりますが、適用開始から6ヵ月経過後も開通されていない場合は、順次、割引を終了します。ただし、お申し込み条件外などの理由により開

通できないことを当社が確認した場合は、6ヵ月以内でも割引を終了する場合があります。
※ お客さま都合により対象サービスのお申し込みを取消された場合は、割引を終了し、それまでの割引額をUQ mobileのご利用料金に合算し請求する場合があります。
※ 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。
※ 対象サービスを解約された場合、割引の適用は解約月の前月をもって終了します。ただし2022年9月5日以降、でんきコースの対象サービス（2022年9月5日までにお申し込み済みのau

でんき／UQでんき）を解約またはお申し込みの取消をされた場合、2023年9月ご利用分まででんきコースの割引を適用します。なお、上記による割引適用期間において、月中に対象プラ
ン間の変更をしたときは、プラン変更月の割引は変更前後のプランの日割金額の合計となる場合があります。

【インターネットコース】
※ 「インターネットコース」適用中のお客さまがauへ番号移行し、「auスマートバリュー」の適用条件を満たした場合、番号移行月の翌月より「auスマートバリュー」が自動で適用されます。
※ auで「auスマートバリュー」適用中のお客さまがUQ mobileに番号移行し、「インターネットコース」の適用条件を満たした場合、番号移行の翌月より「インターネットコース」が自動で適用され

ます。
※ 弊社または提携事業者が実施する他の施策とは併用できない場合があります。

【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。プラン

変更月は変更前プランに応じた割引額となります。なお、変更月の割引は変更日までの日割りとなり、残りの割引額は変更翌月以降のご利用料金にて割引します。
※ 「くりこしプラン」での「でんきコース」の受付は終了いたしました。既に適用されている方の割引は継続します。新たにお申し込みの場合は、「くりこしプラン +5G」へのプラン変更をお願いいたしま

す。

住所の異なるご家族の方もご加入いただけるキャンペーンを実施します

＜特典＞
au Style/auショップ/UQスポットなどの店頭でのお手続きの場合、住所の異なるご家族の方でも、「自宅セット割」にご加入いただけます。
＜受付期間＞
2021年9月2日～
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。
＜キャンペーン対象の料金プラン＞
くりこしプラン +5G
•住所が異なる場合、お手続きの際に家族関係証明書が必要となります。


