
UQ mobile　販売価格一覧
正規販売代理店

株式会社LinkLife

ラインナップ

製品画像

メーカー SHARP SAMUSUNG SHARP Sony Corporation

製品名 AQUOS sense7 Galaxy A23 5G AQUOS wish2 Xperia 10 IV

端末価格

本体価格 ¥59,500 ¥36,960 ¥26,180 ¥69,985

他社からの
お乗りかえ★
くりこしプラン 

+5G

増量オプションⅡ
加入時

¥37,500 ¥14,960 ¥4,180 ¥47,985
代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥1,574 初回 ¥631 初回 ¥178 初回 ¥2,088

2回目～ ¥1,562 2回目～ ¥623 2回目～ ¥174 2回目～ ¥1,999

36回払い
実質年利0%

初回 ¥1,065 初回 ¥435 初回 ¥120 初回 ¥1,365

2回目～ ¥1,041 2回目～ ¥415 2回目～ ¥116 2回目～ ¥1,332

48回払い
実質年利0%

初回 ¥793 初回 ¥343 初回 ¥91 初回 ¥1,032

2回目～ ¥781 2回目～ ¥311 2回目～ ¥87 2回目～ ¥999

増量オプションⅡ
加入なし

¥41,900 ¥19,360 ¥8,580 ¥52,385
代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥1,765 初回 ¥822 初回 ¥369 初回 ¥2,199

2回目～ ¥1,745 2回目～ ¥806 2回目～ ¥357 2回目～ ¥2,182

36回払い
実質年利0%

初回 ¥1,195 初回 ¥565 初回 ¥250 初回 ¥1,460

2回目～ ¥1,163 2回目～ ¥537 2回目～ ¥238 2回目～ ¥1,455

48回払い
実質年利0%

初回 ¥916 初回 ¥419 初回 ¥214 初回 ¥1,108

2回目～ ¥872 2回目～ ¥403 2回目～ ¥178 2回目～ ¥1,091

新規契約
くりこしプラン 

+5G

増量オプションⅡ
加入時

¥48,450 ¥25,960 ¥15,180 ¥58,985
代理店独自値引き\11,000割引 代理店独自値引き\11,000割引 代理店独自値引き\11,000割引 代理店独自値引き\11,000割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥2,040 初回 ¥1,097 初回 ¥644 初回 ¥2,474

2回目～ ¥2,020 2回目～ ¥1,081 2回目～ ¥632 2回目～ ¥2,457

36回払い
実質年利0%

初回 ¥1,355 初回 ¥725 初回 ¥445 初回 ¥1,655

2回目～ ¥1,347 2回目～ ¥721 2回目～ ¥421 2回目～ ¥1,638

48回払い
実質年利0%

初回 ¥1,030 初回 ¥580 初回 ¥328 初回 ¥1,269

2回目～ ¥1,010 2回目～ ¥540 2回目～ ¥316 2回目～ ¥1,228

増量オプションⅡ
加入なし

¥52,900 ¥30,360 ¥19,580 ¥63,385
代理店独自値引き\6,600割引 代理店独自値引き\6,600割引 代理店独自値引き\6,600割引 代理店独自値引き\6,600割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥2,208 初回 ¥1,265 初回 ¥835 初回 ¥2,642

2回目～ ¥2,204 2回目～ ¥1,265 2回目～ ¥815 2回目～ ¥2,641

36回払い
実質年利0%

初回 ¥1,485 初回 ¥855 初回 ¥575 初回 ¥1,785

2回目～ ¥1,469 2回目～ ¥843 2回目～ ¥543 2回目～ ¥1,760

48回払い
実質年利0%

初回 ¥1,106 初回 ¥656 初回 ¥451 初回 ¥1,345

2回目～ ¥1,102 2回目～ ¥632 2回目～ ¥407 2回目～ ¥1,320

au/povoから
番号移行

くりこしプラン 
+5G

-

¥59,500 ¥36,960 ¥26,180 ¥69,985

代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き適用なし

24回払い
実質年利0%

初回 ¥2,483 初回 ¥1,540 初回 ¥1,110 初回 ¥2,917

2回目～ ¥2,479 2回目～ ¥1,540 2回目～ ¥1,090 2回目～ ¥2,916

36回払い
実質年利0%

初回 ¥1,680 初回 ¥1,050 初回 ¥735 初回 ¥1,945

2回目～ ¥1,652 2回目～ ¥1,026 2回目～ ¥727 2回目～ ¥1,944

48回払い
実質年利0%

初回 ¥1,267 初回 ¥770 初回 ¥565 初回 ¥1,459

2回目～ ¥1,239 2回目～ ¥770 2回目～ ¥545 2回目～ ¥1,458

頭金：0円 実質年率：0%

・支払回数:24回 支払期間:26カ月

・支払回数:36回 支払期間:38カ月

・支払回数:48回 支払期間:50カ月

【増量オプションⅡ】

増量オプションⅡはご加入プランに応じて毎月のデータを増量するサービスです。(550円/月)

＜対象料金プラン＞　くりこしプラン ＋5G（S/M/L）

※2021年9月1日までにご契約されたUQ mobile料金プラン（ 「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」)から
「くりこしプラン ＋5G」への契約移行と同時のお申し込みの場合は、料金プランの切り替えタイミングより日割り適用となります。

※増量分のデータ容量は、適用開始日または毎月月初に自動付与されます。

※本オプションにて増量されたデータ容量も、利用されなかった場合は翌月にくりこされます。

※本オプションを解約（UQ mobileの解約を含む）された場合、ご解約のお申し込みをされた月までオプション料金が発生します。
オプション料金は日割りとならず満額かかります。機種変更と同時に本オプションを解約された場合、変更日当日までの日割り適用となり、オプション料金は日割りとなります。

　　　 「詳しくはこちら」 https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/kurikoshi -5g/#anchor02

【増量オプションⅡ 無料キャンペーン】

<受付期間>　2022年12月1日(木)～終了日未定　　※終了する場合は事前にご連絡します。

＜特典＞　増量オプションⅡの月額料金を、適用月から最大7ヵ月間無料

＜条件＞　増量オプションⅡに初めてご加入いただくこと。

※適用条件を満たした場合、増量オプションⅡ　無料キャンペーン（以下、本キャンペーン）が自動で適用となります。

※増量オプションⅡをご解約された場合、本キャンペーンは解約月まで適用となります。

※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料がかかります。本キャンペーンの終了月末までにオプション解約のお申し込みをいただければオプション料はかかりません。

※掲載の内容は2022年12月1日現在の情報です。

◎「Xperia」は、ソニー株式会社の商標、または登録商標です。

◎「Galaxy」は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。
表記の金額は税込です。



ラインナップ

製品画像

メーカー Sony Corporation SAMSUNG SHARP SHARP

製品名 Xperia Ace Ⅲ Galaxy A53 5G AQUOS sense6s AQUOS wish

端末価格

本体価格 ¥33,415 ¥59,835 ¥33,055 ¥26,180

他社からの
お乗りかえ★
くりこしプラン 

+5G

増量オプションⅡ
加入時

¥11,415 ¥37,835 ¥11,055 ¥4,180
代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥490 初回 ¥1,587 初回 ¥475 初回 ¥178

2回目～ ¥475 2回目～ ¥1,576 2回目～ ¥460 2回目～ ¥174

36回払い
実質年利0%

初回 ¥320 初回 ¥1,085 初回 ¥310 初回 ¥120

2回目～ ¥317 2回目～ ¥1,050 2回目～ ¥307 2回目～ ¥116

48回払い
実質年利0%

初回 ¥276 初回 ¥799 初回 ¥245 初回 ¥91

2回目～ ¥237 2回目～ ¥788 2回目～ ¥230 2回目～ ¥87

増量オプションⅡ
加入なし

¥15,815 ¥42,235 ¥15,455 ¥8,580
代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥681 初回 ¥1,778 初回 ¥666 初回 ¥369

2回目～ ¥658 2回目～ ¥1,759 2回目～ ¥643 2回目～ ¥357

36回払い
実質年利0%

初回 ¥450 初回 ¥1,180 初回 ¥440 初回 ¥250

2回目～ ¥439 2回目～ ¥1,173 2回目～ ¥429 2回目～ ¥238

48回払い
実質年利0%

初回 ¥352 初回 ¥922 初回 ¥368 初回 ¥214

2回目～ ¥329 2回目～ ¥879 2回目～ ¥321 2回目～ ¥178

新規契約
くりこしプラン 

+5G

増量オプションⅡ
加入時

¥22,415 ¥48,835 ¥22,055 ¥15,180
代理店独自値引き\11,000割引 代理店独自値引き\11,000割引 代理店独自値引き\11,000割引 代理店独自値引き\11,000割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥956 初回 ¥2,053 初回 ¥941 初回 ¥644

2回目～ ¥933 2回目～ ¥2,034 2回目～ ¥918 2回目～ ¥632

36回払い
実質年利0%

初回 ¥645 初回 ¥1,375 初回 ¥635 初回 ¥445

2回目～ ¥622 2回目～ ¥1,356 2回目～ ¥612 2回目～ ¥421

48回払い
実質年利0%

初回 ¥513 初回 ¥1,036 初回 ¥482 初回 ¥328

2回目～ ¥466 2回目～ ¥1,017 2回目～ ¥459 2回目～ ¥316

増量オプションⅡ
加入なし

¥26,815 ¥53,235 ¥26,455 ¥19,580
代理店独自値引き\6,600割引 代理店独自値引き\6,600割引 代理店独自値引き\6,600割引 代理店独自値引き\6,600割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥1,124 初回 ¥2,221 初回 ¥1,109 初回 ¥835

2回目～ ¥1,117 2回目～ ¥2,218 2回目～ ¥1,102 2回目～ ¥815

36回払い
実質年利0%

初回 ¥775 初回 ¥1,505 初回 ¥765 初回 ¥575

2回目～ ¥744 2回目～ ¥1,478 2回目～ ¥734 2回目～ ¥543

48回払い
実質年利0%

初回 ¥589 初回 ¥1,112 初回 ¥558 初回 ¥451

2回目～ ¥558 2回目～ ¥1,109 2回目～ ¥551 2回目～ ¥407

au/povoから
番号移行

くりこしプラン 
+5G

-

¥33,415 ¥59,835 ¥33,055 ¥26,180

代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き適用なし

24回払い
実質年利0%

初回 ¥1,399 初回 ¥2,496 初回 ¥1,384 初回 ¥1,110

2回目～ ¥1,392 2回目～ ¥2,493 2回目～ ¥1,377 2回目～ ¥1,090

36回払い
実質年利0%

初回 ¥935 初回 ¥1,665 初回 ¥925 初回 ¥735

2回目～ ¥928 2回目～ ¥1,662 2回目～ ¥918 2回目～ ¥727

48回払い
実質年利0%

初回 ¥703 初回 ¥1,273 初回 ¥719 初回 ¥565

2回目～ ¥696 2回目～ ¥1,246 2回目～ ¥688 2回目～ ¥545

頭金：0円 実質年率：0%

・支払回数:24回 支払期間:26カ月

・支払回数:36回 支払期間:38カ月

・支払回数:48回 支払期間:50カ月

【増量オプションⅡ】

増量オプションⅡはご加入プランに応じて毎月のデータを増量するサービスです。(550円/月)

＜対象料金プラン＞　くりこしプラン ＋5G（S/M/L）

※2021年9月1日までにご契約されたUQ mobile料金プラン（ 「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」)から
「くりこしプラン ＋5G」への契約移行と同時のお申し込みの場合は、料金プランの切り替えタイミングより日割り適用となります。

※増量分のデータ容量は、適用開始日または毎月月初に自動付与されます。

※本オプションにて増量されたデータ容量も、利用されなかった場合は翌月にくりこされます。

※本オプションを解約（UQ mobileの解約を含む）された場合、ご解約のお申し込みをされた月までオプション料金が発生します。
オプション料金は日割りとならず満額かかります。機種変更と同時に本オプションを解約された場合、変更日当日までの日割り適用となり、オプション料金は日割りとなります。

　　　 「詳しくはこちら」 https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/kurikoshi -5g/#anchor02

【増量オプションⅡ 無料キャンペーン】

<受付期間>　2022年12月1日(木)～終了日未定　　※終了する場合は事前にご連絡します。

＜特典＞　増量オプションⅡの月額料金を、適用月から最大7ヵ月間無料

＜条件＞　増量オプションⅡに初めてご加入いただくこと。

※適用条件を満たした場合、増量オプションⅡ　無料キャンペーン（以下、本キャンペーン）が自動で適用となります。

※増量オプションⅡをご解約された場合、本キャンペーンは解約月まで適用となります。

※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料がかかります。本キャンペーンの終了月末までにオプション解約のお申し込みをいただければオプション料はかかりません。

※掲載の内容は2022年12月1日現在の情報です。

◎「AQUOS/アクオス」及び「AQUOS」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。

◎ 「arrows We」は、FCNT株式会社の商標です。 表記の金額は税込です。



ラインナップ

製品画像

メーカー FCNT Xiaomi KYOCERA

製品名 arrows We Redmi Note 10 JE BASIO4

端末価格

本体価格 ¥26,180 ¥28,765 ¥34,580

他社からの
お乗りかえ★
くりこしプラン 

+5G

増量オプションⅡ
加入時

¥4,180 ¥6,765 ¥12,580
代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引 代理店独自値引き\22,000割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥178 初回 ¥302 初回 ¥528

2回目～ ¥174 2回目～ ¥281 2回目～ ¥524

36回払い
実質年利0%

初回 ¥120 初回 ¥220 初回 ¥365

2回目～ ¥116 2回目～ ¥187 2回目～ ¥349

48回払い
実質年利0%

初回 ¥91 初回 ¥185 初回 ¥266

2回目～ ¥87 2回目～ ¥140 2回目～ ¥262

増量オプションⅡ
加入なし

¥8,580 ¥11,165 ¥16,980
代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引 代理店独自値引き\17,600割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥369 初回 ¥470 初回 ¥719

2回目～ ¥357 2回目～ ¥465 2回目～ ¥707

36回払い
実質年利0%

初回 ¥250 初回 ¥315 初回 ¥495

2回目～ ¥238 2回目～ ¥310 2回目～ ¥471

48回払い
実質年利0%

初回 ¥214 初回 ¥261 初回 ¥389

2回目～ ¥178 2回目～ ¥232 2回目～ ¥353

新規契約
くりこしプラン 

+5G

増量オプションⅡ
加入時

¥15,180 ¥12,265 ¥12,580
代理店独自値引き\11,000割引 代理店独自値引き\16,500割引 代理店独自値引き\22,000割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥644 初回 ¥512 初回 ¥528

2回目～ ¥632 2回目～ ¥511 2回目～ ¥524

36回払い
実質年利0%

初回 ¥445 初回 ¥365 初回 ¥365

2回目～ ¥421 2回目～ ¥340 2回目～ ¥349

48回払い
実質年利0%

初回 ¥328 初回 ¥280 初回 ¥266

2回目～ ¥316 2回目～ ¥255 2回目～ ¥262

増量オプションⅡ
加入なし

¥19,580 ¥16,665 ¥16,980
代理店独自値引き\6,600割引 代理店独自値引き\12,100割引 代理店独自値引き\17,600割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥835 初回 ¥703 初回 ¥719

2回目～ ¥815 2回目～ ¥694 2回目～ ¥707

36回払い
実質年利0%

初回 ¥575 初回 ¥495 初回 ¥495

2回目～ ¥543 2回目～ ¥462 2回目～ ¥471

48回払い
実質年利0%

初回 ¥451 初回 ¥356 初回 ¥389

2回目～ ¥407 2回目～ ¥347 2回目～ ¥353

au/povoから
番号移行

くりこしプラン 
+5G

-

¥26,180 ¥28,765 ¥14,230

代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き適用なし 代理店独自値引き\20,350割引

24回払い
実質年利0%

初回 ¥1,110 初回 ¥1,211 初回 ¥614

2回目～ ¥1,090 2回目～ ¥1,198 2回目～ ¥592

36回払い
実質年利0%

初回 ¥735 初回 ¥800 初回 ¥405

2回目～ ¥727 2回目～ ¥799 2回目～ ¥395

48回払い
実質年利0%

初回 ¥565 初回 ¥612 初回 ¥318

2回目～ ¥545 2回目～ ¥599 2回目～ ¥296

頭金：0円 実質年率：0%

・支払回数:24回 支払期間:26カ月

・支払回数:36回 支払期間:38カ月

・支払回数:48回 支払期間:50カ月

【増量オプションⅡ】

増量オプションⅡはご加入プランに応じて毎月のデータを増量するサービスです。(550円/月)

＜対象料金プラン＞　くりこしプラン ＋5G（S/M/L）

※2021年9月1日までにご契約されたUQ mobile料金プラン（ 「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」)から
「くりこしプラン ＋5G」への契約移行と同時のお申し込みの場合は、料金プランの切り替えタイミングより日割り適用となります。

※増量分のデータ容量は、適用開始日または毎月月初に自動付与されます。

※本オプションにて増量されたデータ容量も、利用されなかった場合は翌月にくりこされます。

※本オプションを解約（UQ mobileの解約を含む）された場合、ご解約のお申し込みをされた月までオプション料金が発生します。
オプション料金は日割りとならず満額かかります。機種変更と同時に本オプションを解約された場合、変更日当日までの日割り適用となり、オプション料金は日割りとなります。

　　　 「詳しくはこちら」 https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/kurikoshi -5g/#anchor02

【増量オプションⅡ 無料キャンペーン】

<受付期間>　2022年12月1日(木)～終了日未定　　※終了する場合は事前にご連絡します。

＜特典＞　増量オプションⅡの月額料金を、適用月から最大7ヵ月間無料

＜条件＞　増量オプションⅡに初めてご加入いただくこと。

※適用条件を満たした場合、増量オプションⅡ　無料キャンペーン（以下、本キャンペーン）が自動で適用となります。

※増量オプションⅡをご解約された場合、本キャンペーンは解約月まで適用となります。

※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料がかかります。本キャンペーンの終了月末までにオプション解約のお申し込みをいただければオプション料はかかりません。

※掲載の内容は2022年12月1日現在の情報です。

◎「Redmi Note 10 JE」はXiaomi Technology, Co.LTD.の商標または登録商標です。
表記の金額は税込です。


