


1回5分以内の国内通話が24時間かけ放題＊2＊3

＋500円/月（通常＋700円/月）
「通話定額ライト スタートキャンペーン」で「通話定額ライト」
適用月から12ヵ月間は＋500円/月でご利用できます。

通話定額ライト 通話定額

2019年
10月1日～
受付開始

電話をよくかける方には、通話オプションがオススメ！

国内通話が24時間かけ放題＊3

＋1,700円/月

Instagram FacebookTwitter +メッセージ

★2： 対象サービス内の一部機能
については、データ通信量
を消費する場合があります。
詳しくはauホームページを
ご確認ください。

人気のSNSの
データ消費はゼロ！★2

対象SNS
順次拡大
予定

「家族割プラス（3人以上）」「2年契約N★1」「auスマートバリュー」適用時
※通話料（20円/30秒）＊1、固定通信サービス料など、別途かかります。

※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限いたします。

同居家族
3人

1人あたり 3,480翌月から

円/月～（7GB）

7GB＋人気のSNSがデータ消費ゼロ！★2

ずーっと

★1：特にお申し出がない場合、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（1,000円）がかかります（更新期間（2年契約N満了月の当月、翌
月、翌々月の３ヵ月間）を除く）。＊1：衛星船舶電話への通話は50円/30秒かかります。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、20円/30秒の通話料が別途かかります。＊3：0570（ナビダイヤル）への特番通話などは対象外です。※別
途、機種代金などがかかります。※各種適用には条件があります。



月々のお支払い

★1：特にお申し出がない場合、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（1,000円）がかかります（更新期間（2年契約
N満了月の当月、翌月、翌々月の３ヵ月間）を除く）。
＊1：衛星船舶電話への通話は50円/30秒かかります。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。
【auフラットプラン7プラスN】※auスマートフォン（4G LTE）専用の料金プランです。※データチャージ（無料）へのご加入が必要です。※LTE NET
の料金を含む金額です。※「データギフト」「長期優待データギフト」「データくりこし」の対象外です。※本プランに加入された場合、現在、適用中の
各種割引などが終了する場合があります。※料金プラン変更のみの場合などは、翌月から適用となります。月の途中での解約などは満額かかりま
す。※2020年3月付与分（2月ご利用分）をもって「au STAR長期優待ポイント」の対象外となります。2020年4月以降は「長期優待ポイント」を提
供します。【通話定額ライト スタートキャンペーン】※1回線につき1回限りです。※料金プランが日割りとなる場合、本キャンペーンも日割りとなり
ます。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・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。

【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。※別途、機種代金、
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、契約に関わる費用などがかかります。※掲載の内容は2019年9月18日現在の情報です。
○Ⓒ2019 Twitter, Inc. ○「Facebook」、「Instagram」は、Facebook.Incの登録商標です。

【auスマートバリュー】※お申込み必要＜特典＞毎月auスマートフォンのご利用料金から割引（翌月から適用）＜条件：①＋②にご加入＞①au
スマートフォンで対象の料金プラン②対象の固定通信サービス（ネット＋電話）※ご契約回線数には上限があります。※固定通信とau携帯電
話のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申込みできます。

ご加入のご家族の人数に応じて、対象プランの料金を永年割引

■特典：お申込み翌月利用分から永年割引
　【auデータMAXプラン Netflixパック】 
　　　●同居家族2回線以上：永年1,000円/月割引
　【その他割引対象料金プラン】 
　　　●同居家族3回線以上：永年1,000円/月割引  ●同居家族2回線：永年500円/月割引
■対象：①②すべて満たす方
　①同一住所にお住まいの家族であること　②「割引対象の料金プラン」にご加入
※2019年9月以前に同一の固定通信サービスとの組み合わせでauスマートバリューにご加入している携帯電話回線も「家族割プラス」グループとして取
扱い自動的に割引が適用されます。

お申込み必要

※ご契約回線数は、2回線～10回線までです。※毎月末日の「家族割プラス」加入状況に応じて割引額が異なります。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・
解約などをした場合、お手続きの当月をもって終了します。※法人のお客さま向けには「法人割プラス」を提供します。サービス内容は「家族割プラス」と同様です。

内訳

継続利用による料金割引未加入時

2年契約N★1適用時 5,480円/月
5,650円/月

-1,000円/月
-500円/月

-1,000円/月
3人以上でご加入時

2人でご加入時

Ⅱ： auスマートバリュー

Ⅲ： 家族割プラス

料金プラン名
データ利用量

お支払合計額　Ⅰ～Ⅲ
（家族割プラス3人でご加入の場合　翌月から1人あたり）

3,480円/月～

７GB

auフラットプラン7プラスN

20円/30秒の国内通話料＊1が別途かかります。
Ⅰ： ご利用料金

VKプラン / VKプランS / VKプランM / スーパーカケホ（ケータイ） / カケホ（ケータイ）

割引/カウント対象の
料金プラン

カウント対象の
料金プラン

※「家族割プラス」の
割引はされません

auスマートフォン
（4G LTE）

auケータイ
（4G LTE）

【2019年10月1日受付開始】 auピタットプランN（s） / auフラットプラン20N / auフラットプラン25 NetflixパックN
【2019年9月30日新規受付終了】 auピタットプラン（s） / auフラットプラン20 / auフラットプラン25 Netflixパック
【2019年6月30日新規受付終了】 auフラットプラン30
【2019年5月31日新規受付終了】 auフラットプラン5（学割専用）

【受付中】 auデータMAXプラン Netflixパック
【2019年10月1日受付開始】 新auピタットプランN / auフラットプラン7プラスN / auデータMAXプランPro
【2019年9月30日新規受付終了】 新auピタットプラン / auフラットプラン7プラス / auデータMAXプラン

（翌月から永年）

（翌月から永年）

（翌月から永年）



「家族割プラス（2人以上）」「2年契約N★1」
「auスマートバリュー」「スマホ応援割プラス」適用時
※通話料(20円/30秒)＊1、固定通信サービス料など、別途かかります。
※動画配信、ストリーミングサービスなどの、大量のデータ通信または長時間接続をともなうサービスをご利用の際、通信速度を制限いたします。なお、通信
の切断は行いません。※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限いたします。※テザリング、データ
シェア、世界データ定額でデータ通信をご利用の場合、データ容量の上限は合計2GBです（世界データ定額のご利用には、別途利用料がかかります）。

その他注意事項について裏面もご確認ください

4,880同居
家族2人
1人あたり

円/月～
「料金プラン」
お申込み
翌月から6ヵ月間

7ヵ月目以降5,880円/月～

テザリングなどの
データ容量は合計2GBまで。

データ容量 上限なし!!
お申込み翌月から

4,880円/月～6ヵ月間
0GB 上限なし

auデータMAXプラン
Netflixパック
（各種割引適用時）

電話をよくかける方には、通話オプションがオススメ！

※テザリングなどの
　データ容量は合計2GBまで。

1回5分以内の国内通話が24時間かけ放題＊2＊3
通話定額ライト  ＋500円/月（通常＋700円/月）

国内通話が
24時間かけ放題＊3

通話定額  ＋1,700円/月

「通話定額ライト スタートキャンペーン」で「通話定額ライト」適用月から
12ヵ月間は＋500円/月でご利用できます。

データ容量上限なし!!新登
場!!

★1：特にお申し出がない場合、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（1,000円）がかかります（更新期間（2年契約N満了月の当月、翌月、
翌 月々の３ヵ月間）を除く）。＊1：衛星船舶電話への通話は50円/30秒かかります。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、20円/30秒の通話料が別途かかります。＊3：0570（ナビダイヤル）への特番通話などは対象外です。※別途、機種代金など
がかかります。※各種適用には条件があります。

【スマホ応援割プラス】＜特典＞「auデータMAXプランNetflixパック」にお申込み翌月ご利用分から6ヵ月間1,000円/月割引＜条件＞「auデータMAXプランNetflixパック」
にお申込み＜注意事項＞※1回線につき1回限りです。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・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。
※受付期限はありません。変更となる場合は事前にお知らせいたします。



月々のお支払い

詳しくは店頭スタッフまたはauホームページへ表記の金額は税抜です

★1：特にお申し出がない場合、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（1,000円）がかかります(更新期間（2年契約N満了月の当月、翌
月、翌々月の３ヵ月間）を除く）。＊1：衛星船舶電話への通話は50円/30秒かかります。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。【au
データMAXプラン Netflixパック】※auスマートフォン（4G LTE）専用の料金プランです。※データチャージ（無料）へのご加入が必要です。※Netflixベーシックプラン
の料金が含まれた金額です。Netflixベーシックプランの料金は変更となる場合があります。※LTE NETの料金が含まれた金額です。※料金プラン変更のみの場合など
は、翌月から適用となります。月の途中での解約などは満額かかります。※本プランご加入前に「Netflix」をご利用されている場合、ご利用開始月の各ご利用料金には満
額がかかります。※本料金プランにお申込みした場合、割引適用中でも本料金プラン適用の前月分をもって毎月割の割引を終了します。※「データギフト」「長期優待
データギフト」「データくりこし」の対象外です。※解約・一時休止、料金プラン変更（「auフラットプラン25 Netflixパック（2019年9月30日新規受付終了）auフラットプラ
ン25 NetflixパックN（2019年10月1日受付開始）」への変更を除く）などの場合、「Netflix」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の方は、設
定などにより「Netflix」がご利用できない場合があります。※2020年3月付与分(2月ご利用分)をもって｠「auSTAR長期優待ポイント」の対象外となります。2020年4月以
降は「長期優待ポイント」を提供します。【通話定額ライト スタートキャンペーン】※1回線につき1回限りです。※料金プランが日割りとなる場合、本キャンペーンも日割
りとなります。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・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。【Netflix】※「ベーシックプラン」です。「ス
タンダードプラン/プレミアムプラン」をご希望の場合、別途ご利用料金（「auかんたん決済」でお支払い）がかかります。※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。※未成年のお客さまは、親権者の同意が必要です。※新規契
約・機種変更と同時に本プランをお申込みの場合、当日からご利用できます。料金プラン変更の場合は、翌月からのご利用となります。※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。

【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。※別途、機種代金、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、契約に関わる費用などがかかります。※掲載の内容は2019年9月13日現在の情報です。

【auスマートバリュー】※お申込み必要＜特典＞毎月auスマートフォンのご利用料金から割引（翌月から適用）＜条件：①＋②にご加入＞①auスマートフォンで対象の料金プラン
②対象の固定通信サービス（ネット＋電話）※ご契約回線数には上限があります。※固定通信とau携帯電話のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申込みできます。

20円/30秒の国内通話料＊1が
別途かかります。

2019年9月30日までのご利用分は「家族割プラス」未加入でも
「家族割プラス スタートキャンペーン」適用で-1,000円/月となります。

2年契約N★1適用時

継続利用による料金割引未加入時

お支払い合計額 Ⅰ～Ⅳ
（家族割プラス 同居家族2人以上でご加入の場合 1人あたり）

Ⅰ：ご利用料金

Ⅱ：auスマートバリュー

Ⅲ：家族割プラス

Ⅳ：スマホ応援割プラス

4,880円/月～（翌月から6ヵ月間）

－1,000円/月（翌月から永年）

－1,000円/月（翌月から永年）

－1,000円/月（翌月から6ヵ月間）

7,880円/月

8,050円/月

内訳

ご加入のご家族の人数に応じて、対象プランの料金を永年割引

■特典：お申込み翌月利用分から永年割引
　【auデータMAXプラン Netflixパック】
　　●同居家族2回線以上　永年1,000円/月割引
　【その他割引対象料金プラン】
　　●同居家族3回線以上　永年1,000円/月割引 ●同居家族2回線　永年500円/月割引
■対象：①②すべて満たす方
　①同一住所にお住まいの家族　②「割引対象の料金プラン」にご加入

■家族割プラス スタートキャンペーン
　2019年9月ご利用分は、「家族割プラス」「auスマートバリュー」未加入の場合でも、1,000円/月割引です。

※2019年9月以前に同一の固定通信サービスとの組み合わせでauスマートバリューにご加入している携帯電話回線も
　「家族割プラス」グループとして取扱い自動的に割引が適用されます。

※機種変更と同時に月途中で料金プランを変更されたなどで料金プランが日割りとなる場合は、割引額も日割りとなります。
※本キャンペーン終了後も、家族割プラスを継続してご利用いただく場合は、2019年9月30日までに別途お申込みが必要です。

お申込み必要

※ご契約回線数は、2回線～10回線までです。※毎月末日の「家族割プラス」加入状況に応じて割引額が異なります。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・
解約などをした場合、お手続きの当月をもって終了します。※法人のお客さま向けには「法人割プラス」を提供します。サービス内容は「家族割プラス」と同様です。

＜2019年10月1日受付開始＞auピタットプランN（s） / auフラットプラン20N / auフラットプラン25 NetflixパックN
＜2019年9月30日新規受付終了＞auピタットプラン（s） / auフラットプラン20 / auフラットプラン25 Netflixパック
＜2019年6月30日新規受付終了＞auフラットプラン30
＜2019年5月31日新規受付終了＞auフラットプラン5（学割専用）

＜受付中＞auデータMAXプラン Netflixパック
＜2019年10月1日受付開始＞新auピタットプランN / auフラットプラン7プラスN / auデータMAXプランPro 
＜2019年9月30日新規受付終了＞新auピタットプラン / auフラットプラン7プラス / auデータMAXプラン

VKプラン / VKプランS / VKプランM / スーパーカケホ（ケータイ） / カケホ（ケータイ）

割引/カウント対象の
料金プラン

auスマートフォン
（4G LTE）

auケータイ
（4G LTE）

（7ヵ月目以降）5,880円/月～

カウント対象の
料金プラン

※「家族割プラス」の
　割引はされません



1回5分以内の国内通話が24時間かけ放題＊2＊3

＋500円/月（通常＋700円/月）
「通話定額ライト スタートキャンペーン」で「通話定額ライト」
適用月から12ヵ月間は＋500円/月でご利用できます。

通話定額ライト 通話定額

2019年
10月1日～
受付開始

電話をよくかける方には、通話オプションがオススメ！

国内通話が24時間かけ放題＊3

＋1,700円/月

「家族割プラス（3人以上）」「2年契約N★1」「auスマートバリュー」「スマホ応援割プラス」
適用時 ※通話料（20円/30秒）＊1、固定通信サービス料など別途かかります。

※動画配信、ストリーミングサービスなどの、大量のデータ通信または長時間接続をともなうサービスをご利用の際、通信速度を制限いたします。なお、通
信の切断は行いません。※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限いたします。※テザリング、データ
シェア、世界データ定額でデータ通信をご利用の場合、データ容量の上限は合計20GBです(世界データ定額のご利用には、別途利用料がかかります)。

【スマホ応援割プラス】＜特典＞「auデータMAXプランPro」にお申込み翌月ご利用分から6ヵ月間1,000円/月割引＜条件＞「auデータMAXプランPro」にお申込み＜注意事項＞※1回線につき1回
限りです。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・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。※受付期限はありません。変更となる場合は事前にお知らせいたします。

データ容量上限なし

同居家族
3人

1人あたり 5,980「料金プラン」お申込み
翌月から6ヵ月間

円/月～
7ヵ月目以降6,980円/月～

★1：特にお申し出がない場合、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（1,000円）がかかります（更新期間（2年契約N満了月の当月、翌月、翌々月の３ヵ月間）
を除く）。＊1：衛星船舶電話への通話は50円/30秒かかります。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、20円/30秒の通話料が別途かかります。＊3：0570（ナビダイヤル）への特番通話などは対象外です。※別途、機種代金などがかかります。※各種適用には条件があります。



月々のお支払い

★1：特にお申し出がない場合、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（1,000円）がかかります（更新期間（2年契約N満了月の当月、翌月、
翌々月の３ヵ月間）を除く）。★2：◎動画配信、ストリーミングサービスなどの、大量のデータ通信または長時間接続をともなうサービスをご利用の際、通信速度を制限い
たします。なお、通信の切断は行いません。◎一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限いたします。◎テザリング、デー
タシェア、世界データ定額でデータ通信をご利用の場合、データ容量の上限は合計20GBです（世界データ定額のご利用には、別途利用料がかかります）。
＊1：衛星船舶電話への通話は50円/30秒かかります。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。
【auデータMAXプランPro】※auスマートフォン（4G LTE）専用の料金プランです。※データチャージ（無料）へのご加入が必要です。※LTE NETの料金を含む金額です。
※「データギフト」「長期優待データギフト」「データくりこし」の対象外です。※本プランに加入された場合、現在、適用中の各種割引などが終了する場合があります。
※料金プラン変更のみの場合などは、翌月から適用となります。月の途中での解約などは満額かかります。※2020年3月付与分（2月ご利用分）をもって「au STAR長期優待
ポイント」の対象外となります。2020年4月以降は「長期優待ポイント」を提供しま す。【通話定額ライト スタートキャンペーン】※1回線につき1回限りです。※料金プランが
日割りとなる場合、本キャンペーンも日割りとなります。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・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。

【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。※別途、機種代金、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、契約に関わる費用などがかかります。※掲載の内容は2019年9月18日現在の情報です。

【auスマートバリュー】※お申込み必要＜特典＞毎月auスマートフォンのご利用料金から割引（翌月から適用）＜条件：①＋②にご加入＞①auスマートフォンで対象の料金プ
ラン②対象の固定通信サービス（ネット＋電話）※ご契約回線数には上限があります。※固定通信とau携帯電話のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申込みできます。

ご加入のご家族の人数に応じて、対象プランの料金を永年割引

■特典：お申込み翌月利用分から永年割引
　【auデータMAXプラン Netflixパック】 
　　　●同居家族2回線以上：永年1,000円/月割引
　【その他割引対象料金プラン】 
　　　●同居家族3回線以上：永年1,000円/月割引  ●同居家族2回線：永年500円/月割引
■対象：①②すべて満たす方
　①同一住所にお住まいの家族であること　②「割引対象の料金プラン」にご加入
※2019年9月以前に同一の固定通信サービスとの組み合わせでauスマートバリューにご加入している携帯電話回線も「家族割プラス」グループとして取
扱い自動的に割引が適用されます。

お申込み必要

※ご契約回線数は、2回線～10回線までです。※毎月末日の「家族割プラス」加入状況に応じて割引額が異なります。※割引適用期間中に対象プラン以外への変更・
解約などをした場合、お手続きの当月をもって終了します。※法人のお客さま向けには「法人割プラス」を提供します。サービス内容は「家族割プラス」と同様です。

内訳

継続利用による料金割引未加入時

2年契約N★1適用時 8,980円/月
9,150円/月

-1,000円/月
-500円/月
-1,000円/月

-1,000円/月
3人以上でご加入時

2人でご加入時

Ⅱ： auスマートバリュー

Ⅲ： 家族割プラス

Ⅳ： スマホ応援割プラス

料金プラン名
データ利用量

お支払合計額　Ⅰ～Ⅳ
（家族割プラス3人でご加入の場合　翌月から1人あたり）

6ヵ月間  5,980円/月～
(7ヵ月目以降6,980円/月～)

上限なし★2
auデータMAXプランPro

20円/30秒の国内通話料＊1が別途かかります。
Ⅰ： ご利用料金

VKプラン / VKプランS / VKプランM / スーパーカケホ（ケータイ） / カケホ（ケータイ）

割引/カウント対象の
料金プラン

カウント対象の
料金プラン

※「家族割プラス」の
割引はされません

auスマートフォン
（4G LTE）

auケータイ
（4G LTE）

【2019年10月1日受付開始】 auピタットプランN（s） / auフラットプラン20N / auフラットプラン25 NetflixパックN
【2019年9月30日新規受付終了】 auピタットプラン（s） / auフラットプラン20 / auフラットプラン25 Netflixパック
【2019年6月30日新規受付終了】 auフラットプラン30
【2019年5月31日新規受付終了】 auフラットプラン5（学割専用）

【受付中】 auデータMAXプラン Netflixパック
【2019年10月1日受付開始】 新auピタットプランN / auフラットプラン7プラスN / auデータMAXプランPro
【2019年9月30日新規受付終了】 新auピタットプラン / auフラットプラン7プラス / auデータMAXプラン

（翌月から永年）

（翌月から永年）

（翌月から永年）

（翌月から6ヵ月間）
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