
対象期間
2017年4月3日(月)～2017年6月4日(日)

※別途かかる費用は、ウラ面の下線部をご確認ください。
※金額はすべて税別表示となります。
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音声通話SIMがが

円円月額月額

国内MVNOにおいて
総合満足度

※MM総研「国内MVNO 利用状況調査」
(2017年 3月 ) において

※

同時お申し込みで
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カ月間カ月間
円OFF！円OFF！

音声通話SIMが音声通話SIMが セキュリティセット・
プレミアム

セキュリティセット・
プレミアム

※特典についての詳細は裏面をご確認ください。

さらにおトク！さらにおトク！

さらにさらに 無料！無料！
６６カ月間カ月間

３ギガ
使えて
ギガ
使えて６カ月間カ月間

音声通話SIM月額料金表音声通話SIM月額料金表音声通話SIM月額料金表

３ギガプラン

音声通話スタート
（１ギガ）

プラン名 サービス開始月 開始翌月（1カ月目）～６カ月目 ７カ月目以降

３０ギガプラン

２０ギガプラン

１２ギガプラン

６ギガプラン

800円/月
1,350円/月
2,600円/月
4,400円/月
6,650円/月

1,600円/月

1,400円/月1,400円/月

2,150円/月

3,400円/月

5,200円/月

7,450円/月

０円
800円OFF

※音声通話スタートプランは、プラン月額料金値引き特典の対象外です。

同時申し込みで
さらに

200円OFF

同時申し込みで
６カ月目まで
200円OFF

※別途かかる費用は、下線部をご確認ください。

〒140-0002
東京都品川区東品川 4-12-4（品川シーサイドパークタワー）

●本チラシに記載されている内容やサービス、仕様、料金、デザインは予告なく変更される場合があります。●本チラシに記載されている会社名、商品名、お
よびサービス名は各社の商標または登録商標です。●表示金額は特に記載がない場合全て税別表示となっております。別途ご利用時点での消費税率に基づく消
費税がかかります。●2017年 4月3日現在の情報です。

0120-984-962 通話料無料9：00 ～ 21：00（365日受付）BIGLOBE お申し込み相談窓口

発行元 ビッグローブ株式会社 www.biglobe.ne.jp

PFT-PL3A-170403-01

【BIGLOBE SIMプラン月額料金値引き特典について】
●店頭にて、SIM パッケージをご購入のうえ、対象期間中に新規に「BIGLOBE SIM」の音声通話 SIM の３ギガ、６ギガ、１２ギガ、２０ギガ、３０ギガいずれかのプラ
ンをお申し込み、2017年 7月31日（月）までにサービスを開始した方が対象です。●特典期間は、サービス開始月の翌月を1カ月目として6カ月目までとなります。●
対象プランにお申し込み後、対象外のプランに変更された場合、変更のお申し込み月をもって値引きが終了し、翌月以降は値引きが適用されません。特典適用中に
SIM の種別変更や BIGLOBE スマホ・ルーターの追加購入（アシストパックの追加）をされた場合、値引額の変更はありません。●特典適用期間中に対象サービスを
解約または BIGLOBE を退会された場合、残月分は特典の適用外とさせていただきます。●不正な利用をしたと弊社が判断した場合、特典の適用がされない場合が
あります。
【セキュリティセット・プレミアム同時申し込み特典について】
<セキュリティセット･プレミアム6カ月間無料>
●店頭にて、SIM パッケージをご購入のうえ、「BIGLOBE SIM」のいずれかのプランのお申し込みと同時に、「セキュリティセット・プレミアム」を新規でお申し込みい
ただいた方が対象となります。●過去に「セキュリティセット・プレミアム」をお申し込みいただいたことがある方は対象外となります。●特典期間は、お申し込み月無
料に加えて、お申し込み月の翌月を１カ月目として６カ月目までとなります。７カ月目以降は380円(税別)/月となります。●無料期間中の「セキュリティセット・プレミアム」
の途中解約による違約金はありません。無料期間中にご解約いただいた場合、ご利用料金はかかりません。
<BIGLOBE SIMプラン月額料金6カ月間200円値引き>
●店頭にて、SIMパッケージをご購入のうえ、「BIGLOBE SIM」のいずれかのプランのお申し込みと同時に、「セキュリティセット・プレミアム」をお申し込みいただいた
方が対象となります。すでに「セキュリティセット・プレミアム」をご利用中の場合も対象となります。●特典期間は、お申し込み月の翌月を１カ月目として６カ月目まで
となります。●値引き期間中に「セキュリティセット･プレミアム」を解約された場合は、解約した日が含まれる月をもって値引き期間は終了いたします。●BIGLOBEスマホ・
ルーターの追加購入（アシストパックの追加）、シェア SIM の追加などの場合は、特典対象外となります。●不正な利用をしたと弊社が判断した場合、特典の適用が
されない場合があります。
【「BIGLOBE SIM」について】
●別途、BIGLOBE はじめまセット（3,000 円（税別））の購入が必要となります。また、購入後、SIM カード準備料（394 円（税別））がかかります。●上記料金表の
金額は「ベーシック」コース月額基本料金200円（税別）/月を含んだ料金になります。別途、SIMカード1枚につき毎月ユニバーサルサービス料（http://0962.jp/uni/）、
およびご利用に応じて、SMS送信料（文字数により、国内への送信：3～30円（税別）/回、海外への送信：50～500円（不課税）/回、国内外からの受信：0円）、
音声通話料（20 円（税別）/30 秒）がかかります。●音声通話 SIMごとの最低利用期間（サービス開始月からサービス開始月の翌月を1カ月目として12カ月目まで）
内に解約等をされると音声通話サービス契約解除料（8,000 円 ( 税別 )）のお支払いが必要となります。●「BIGLOBE SIM」各プランの詳細は、店頭スタッフにご確認
ください。●本サービスは、初期契約解除制度の対象外となります。
【セキュリティセット・プレミアムについて】
●ソフトウェアのインストールが必要です。●1契約でWindows、Mac、Android、iOS（スマートフォン／タブレット）を3台までご利用いただけます。●iOS版では、パスワー
ド管理機能のみご利用いただけます。●すべてのウイルスを必ず検出・駆除できること、すべての迷惑メールを正しく判定すること、すべての有害サイトを正しく遮断
すること、すべての不正侵入を防止できることを保証するものではありません。●他社提供のウイルス対策ソフトとの同時利用はできません。●一部の機種、OS およ
びWi-Fi接続のみの端末では、SMSの遮断機能はご利用いただけません。●動作環境など詳しくはhttp://security.biglobe.ne.jp/set/terms.htmlにてご確認ください。



対象期間
2017年4月3日(月)～2017年6月4日(日)

※別途かかる費用は、ウラ面の下線部をご確認ください。
※金額はすべて税別表示となります。
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がが

円円月額月額

国内MVNOにおいて
総合満足度

※MM総研「国内MVNO 利用状況調査」
(2017年 3月 ) において

※

同時お申し込みで
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カ月間カ月間
円OFF！円OFF！

データ通信SIMがデータ通信SIMが セキュリティセット・
プレミアム

セキュリティセット・
プレミアム

※特典についての詳細は裏面をご確認ください。

さらにおトク！さらにおトク！

さらにさらに 無料！無料！
６６カ月間カ月間

データ通信SIM月額料金表データ通信SIM月額料金表データ通信SIM月額料金表

３ギガ

プラン名 サービス
開始月

開始翌月（1カ月目）
～６カ月目 ７カ月目～12カ月目 13カ月目

以降

３０ギガ

２０ギガ

１２ギガ

６ギガ

500円/月500円/月

1,050円/月1,050円/月

2,300円/月2,300円/月

4,100円/月4,100円/月

6,350円/月6,350円/月

900円/月

1,450円/月

2,700円/月

4,500円/月

6,750円/月

０円

400円OFF400円OFF

※SMS対応 SIMは、上記金額に SMS オプション料金120 円 /月が加算されます。

同時申し込みで
さらに

200円OFF200円OFF

500円/月500円/月

1,050円/月1,050円/月

2,300円/月2,300円/月

4,100円/月4,100円/月

6,350円/月6,350円/月

400円OFF400円OFF

※別途かかる費用は、下線部をご確認ください。

〒140-0002
東京都品川区東品川 4-12-4（品川シーサイドパークタワー）

●本チラシに記載されている内容やサービス、仕様、料金、デザインは予告なく変更される場合があります。●本チラシに記載されている会社名、商品名、お
よびサービス名は各社の商標または登録商標です。●表示金額は特に記載がない場合全て税別表示となっております。別途ご利用時点での消費税率に基づく消
費税がかかります。●2017年 4月3日現在の情報です。

0120-984-962 通話料無料9：00 ～ 21：00（365日受付）BIGLOBE お申し込み相談窓口

発行元 ビッグローブ株式会社 www.biglobe.ne.jp

PFT-PL3B-170403-01

【BIGLOBE SIMプラン月額料金値引き特典について】
●店頭にて、SIMパッケージをご購入のうえ、対象期間中に新規に「BIGLOBE SIM」のデータ通信SIM、SMS対応SIMのいずれかをお申し込み、2017年7月31日（月）
までにサービスを開始した方が対象です。●特典期間は、サービス開始月の翌月を 1 カ月目として 12 カ月目までとなります。●特典適用中に SIM の種別変更や
BIGLOBE スマホ・ルーターの追加購入（アシストパックの追加）をされた場合、値引額の変更はありません。●特典適用期間中に対象サービスを解約または
BIGLOBEを退会された場合、残月分は特典の適用外とさせていただきます。●不正な利用をしたと弊社が判断した場合、特典の適用がされない場合があります。
【セキュリティセット・プレミアム同時申し込み特典について】
<セキュリティセット･プレミアム6カ月間無料>
●店頭にて、SIMパッケージをご購入のうえ、「BIGLOBE SIM」のいずれかのプランのお申し込みと同時に、「セキュリティセット・プレミアム」を新規でお申し込みい
ただいた方が対象となります。●過去に「セキュリティセット・プレミアム」をお申し込みいただいたことがある方は対象外となります。●特典期間は、お申し込み月
無料に加えて、お申し込み月の翌月を１カ月目として６カ月目までとなります。７カ月目以降は 380 円 ( 税別 )/月となります。●無料期間中の「セキュリティセット・
プレミアム」の途中解約による違約金はありません。無料期間中にご解約いただいた場合、ご利用料金はかかりません。
<BIGLOBE SIMプラン月額料金 6カ月間200 円値引き>
●店頭にて、SIMパッケージをご購入のうえ、「BIGLOBE SIM」のいずれかのプランのお申し込みと同時に、「セキュリティセット・プレミアム」をお申し込みいただい
た方が対象となります。すでに「セキュリティセット・プレミアム」をご利用中の場合も対象となります。●特典期間は、お申し込み月の翌月を１カ月目として６カ月目
までとなります。●値引き期間中に「セキュリティセット･プレミアム」を解約された場合は、解約した日が含まれる月をもって値引き期間は終了いたします。●
BIGLOBEスマホ・ルーターの追加購入（アシストパックの追加）、シェアSIMの追加などの場合は、特典対象外となります。●不正な利用をしたと弊社が判断した
場合、特典の適用がされない場合があります。
【「BIGLOBE SIM」について】
●別途、BIGLOBE はじめまセット（3,000 円（税別））の購入が必要となります。また、購入後、SIMカード準備料（394円（税別））がかかります。●上記料金表の金額
は「ベーシック」コース月額基本料金 200 円（税別）/月を含んだ料金になります。別途、SIMカード1枚につき毎月ユニバーサルサービス料（http://0962.jp/uni/）、
およびご利用に応じて、SMS対応 SIMは SMS送信料（文字数により、国内への送信：3～30円（税別）/回、海外への送信：50 ～ 500 円（不課税）/回、国内外か
らの受信：0円）がかかります。●「BIGLOBE SIM」各プランの詳細は、店頭スタッフにご確認ください。●本サービスは、初期契約解除制度の対象外となります。
【セキュリティセット・プレミアムについて】
●ソフトウェアのインストールが必要です。●1契約でWindows、Mac、Android、iOS（スマートフォン／タブレット）を3台までご利用いただけます。●iOS版では、
パスワード管理機能のみご利用いただけます。●すべてのウイルスを必ず検出・駆除できること、すべての迷惑メールを正しく判定すること、すべての有害サイトを
正しく遮断すること、すべての不正侵入を防止できることを保証するものではありません。●他社提供のウイルス対策ソフトとの同時利用はできません。●一部の
機種、OSおよびWi-Fi 接続のみの端末では、SMSの遮断機能はご利用いただけません。●動作環境など詳しくはhttp://security.biglobe.ne.jp/set/terms.htmlに
てご確認ください。


