
◆注意事項（必ずお読みください）
【BIGLOBEモバイルについて】●接続コースのご契約が必要となります。BIGLOBEに新規ご契約の場合、「ベーシック」コースに同時にお申し込みいただく必要があります。●BIGLOBEに新規ご契約
の場合、クレジットカードでのお支払いのみとなります。ご利用できるクレジットカードはご本人名義のものに限ります。●サービス開始月（サービス開始日が属する月）の本サービスの月額費用はかか
りません。翌月より月額費用がかかります。ただし、サービス開始月中にご解約の場合は、月額費用の全額を請求いたします。●お申し込み後のキャンセル・返品はできません。●解約月の月額費用は
全額かかります（日割りされません）。●店舗によってお取り扱いのないSIM種別があります。●SIMカードはレンタルとなります。SIMカードを故障または紛失された場合、SIMカード再発行手数料
3,000円と、SIMカード準備料394円をお支払いいただきます。●接続コースを解約された場合、BIGLOBEを退会、利用停止された場合は、本サービスも自動的に解約となります。●20歳未満の方は
お申し込みできません。●法人名義ではお申し込みできません。【BIGLOBEモバイル（タイプD）について】●BIGLOBEモバイル（タイプD）は、LTE（Xi）対応端末または3G（FOMA）対応端末でご利
用いただけます。なお、LTEに対応していない端末では3G回線での通信となります。●ご利用の端末に合わせたSIMカードサイズをお申し込みください。●ご解約時にSIMカードのご返却が必要です。
【BIGLOBEモバイル（タイプA）について】●BIGLOBEモバイル（タイプA）は、au VoLTE対応端末でご利用いただけます。auから販売された端末のうち、MVNO用SIMカードに対してロックがかかっ
ているものは、タイプAをご利用の場合でもSIMロック解除が必要です（auから2017年8月1日より前に発売された端末等が該当します）。なお、タイプAのSIMカードでは3G回線での通信はご利用
できません。●SIMカードはマルチサイズSIMとなります。【SMSオプションについて】●SMSオプションご利用開始月のSMSオプション月額利用料はかかりません。ただし、ご利用開始月で解約した場
合、SMSオプション月額利用料がかかります。●海外で送受信することはできません。●SMSオプションのみ解約する場合は、SMS非対応SIMカードへの交換が必要となり、SIMカード種別変更手数料
3,000円と、SIMカード準備料394円がかかります。【音声通話サービスについて】●携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認のため、SIMカードごとに運転免許証、日本国パスポート等の本人確
認書類が必要です。＜MNP転入の場合＞●現在ご利用中の携帯電話会社でMNPの予約お申し込みを行い、「MNP予約番号」を取得する必要があります。●ご利用中の携帯電話会社に登録してい
るご契約者情報・BIGLOBEへのお申し込み者情報・本人確認書類に記載された情報は、すべて一致している必要があります。●本人確認書類の不備等でお手続き中にMNP予約番号の有効期間が
終了した場合、BIGLOBEモバイルのお申し込みをキャンセルさせていただきます。 その場合、再度お申し込みいただく必要があります。本サービスは、SIMカードごとにサービス開始日からサービス開
始日の属する月の翌月を起算月として最低12カ月の継続利用を前提としてご提供するサービスです。最低利用期間中に解約された場合、音声通話サービス契約解除料としてSIMカードごとに8,000
円のお支払いが必要となります。【帯域制御について】●公平な通信速度を維持するために、当月の通信量の合計が前月からの繰り越し分の通信量と当月のプランの月間総量基準値（音声通話ス
タートプラン：1GB／３ギガプラン：3GB／６ギガプラン：6GB／１２ギガプラン：12GB／２０ギガプラン：20GB／３０ギガプラン：30GB）の合計を超えた場合、当月末までの通信速度を送受信最大
200kbpsに制限させていただきます。シェアSIMご利用の場合、ご利用のプランで貸与されているSIMカードの合計値で判定します。●タイプAの回線では、SIMカード1枚につき、直近72時間(3日
間)の通信量の合計が6GBを超えた場合、通信速度を制限することがあります。●ファイル交換（P2P）アプリケーション等のデータ通信は、通信速度を制御または使用を制限させていただく場合があ
ります。●帯域制御の内容は変更する場合があります。【初期契約解除について】●BIGLOBEモバイル（音声通話SIM）は初期契約解除制度の対象です。お申し込み後に送付される契約書面をお客様
が受領した日、またはSIMカードが到着した日のいずれか遅い日を初日として8日を経過するまで、書面にて契約解除が可能です。音声通話サービス契約解除料はかかりませんが、一部の基本料金や
手数料はお支払いいただきます。詳細は、契約書面の「初期契約解除のご案内」に記載していますので、ご参照ください。●MNP（他社からのお乗り換え）でお申し込みの方が、初期契約解除と同時に
MNP転出を行った場合は、MNP予約番号の有効期限中に転出先の手続きが完了するようにしてください。手続き完了前に有効期限が切れると、電話番号は消失し、当社のSIMカードは利用できなく
なります。
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ビッグローブ株式会社
〒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）

お問い合わせはこちら

BIGLOBE
お申し込み相談窓口

0120-984-962
※電話番号はおかけ間違えのないようお願いします。

通話料
無料

9：00～21：00
(365日受付)

●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のない限り税別表示となっております。別途、ご利用の時
点での消費税率に基づく消費税がかかります。●2019年■月■日(■)現在の情報です。

お求めは当店まで

使い方に合わせて選べる　　料金プラン使い方に合わせて選べる　　料金プラン6タイ
プの

ご利用可能端末一覧と設定方法はこちら https://0962.jp/hdt/

発行元

自 分 らし い スマ ホ ラ イフを 楽し もう！音声通話SIMが　　400円/月～！音声通話SIMが　　400円/月～！6カ月
間

初期費用（税別）
※店頭レジにてお支払いいただきます。

※お申し込みの翌月にご請求いたします。

3,000円
394円

SIMパッケージ購入費用

SIMカード準備料

９00円/月
1,020円/月
1,600円/月1,400円/月

1,450円/月
1,570円/月
2,150円/月

2,700円/月
2,820円/月
3,400円/月

4,500円/月
4,620円/月
5,200円/月

6,750円/月
6,870円/月
7,450円/月

３ギガプラン音声通話スタートプラン
（１ギガ） ６ギガプラン １２ギガプラン ２０ギガプラン ３０ギガプラン

＊1：「ベーシック」コース月額基本料金200円/月を含みます。BIGLOBE会員（家族会員を含む）のお客様は、ご利用中の接続コースのユーザIDでお申し込みが可能です。その
場合の月額料金は、「ベーシック」コース月額基本料金200円/月を引いた金額となります。なお、お申し込み時以外にユーザIDの紐付けはできません。＊2：別途、SIMカード1枚
につき毎月ユニバーサルサービス料（https://0962.jp/uni/）がかかります。別途、SMS送信料（文字数により、国内への送信：3～30円/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。＊3：別途、ご利用に応じて音声通話料（国内通話料：20円/30秒、海外通話料：国・地域により異なります。詳しくはhttps://join.
biglobe.ne.jp/mobile/planの「通話料」でご確認ください。）がかかります。音声通話SIMの最低利用期間、契約解除料については下の注意事項をご確認ください。

＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ＊1

＊1＊2
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＊1＊2 ＊1＊2 ＊1＊2 ＊1＊2－

プラン名
SIM種別

タイプD

D

A

タイプA

セレクトプラン月額料金（税別）タイプD タイプA

※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。

※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。

SMS対応SIM

音声通話SIM

データSIM

【BIGLOBEモバイル セレクトプラン月額料金値引き特典について】<特典内容、注意事項>●対象期間中にSIMパッケージをご購入のうえ、新規にBIGLOBEモバイル音声通話SIM3ギガ以上の
セレクトプランをお申し込み、2019年7月31日（水）までにサービスを開始した方（家族会員含む）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。●特
典適用期間中にBIGLOBEを退会、利用停止、BIGLOBEモバイルを解約、音声通話スタートプランへ変更手続きをされた場合、翌月以降は特典適用外となります。●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モバイルの詳細については、初期費用、セレクトプラン月額料金、注意事項をご確認ください。

【BIGLOBE家族会員サービスについて】●1名のBIGLOBE会員に対し、最大4名まで家族会員の登録ができます。家族会員はそれぞれ家族ID（ユーザID）、メールアドレスがもてます。●家族会員
の方は、月額料金に含まれる「ベーシック」コース（月額基本料200円（税別））がかかりません。●お支払いは、家族会員サービスをご契約いただいているBIGLOBE会員にまとめてご請求します。●
家族会員の登録内容の変更、各種設定、独立、家族会員登録解除はBIGLOBE会員のマイページより行えます。●詳しくはhttps://join.biglobe.ne.jp/family/でご確認ください。【Gポイントに
ついて】●本プログラムはビッグローブ株式会社による提供です。本プログラムについてのお問い合わせはビッグローブ株式会社までお願いいたします。●Amazon、Amazon.co.jp およびその
ロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。●「WAON」はイオン株式会社の登録商標です。●「nanaco」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。●LINEポイントは
LINE株式会社が提供するサービスです。●LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。

＊ 音声通話スタートプランは、セレクトプラン月額料金値引き特典の対象外です。
※別途かかる費用は、裏面の初期費用、セレクトプラン月額料金、注意事項をご確認ください。 ※金額はすべて税別表示となります。

音声通話SIMセレクトプラン特典表タイプD タイプA

３ギガ

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

２０ギガ

１２ギガ

６ギガ ０円

＊ 同時申し込みで
６カ月目まで

200円/月値引き

1,200円/月
値引き

同時申し込みで６カ月目まで

200円/月値引き

1,400円/月
＊

1,400円/月

1,600円/月

2,150円/月

3,400円/月

5,200円/月

7,450円/月

400円/月
950円/月
2,200円/月
4,000円/月
6,250円/月

さらに！

さらに！

NTTドコモの
LTEおよび
3Gネットワーク
対応

タイプ

DD
auの
4G LTE
ネットワーク
対応

タイプ

AA

家族会員

BIGLOBE会員

※交換レートが異なる場合や、交換
手数料がかかる場合があります。

Ｇポイントがたまる！

から1Ｇポイント＝1円
お支払いに使える！

の120種類以上
提携サービスに使える！

家族会員サービス Gポイント

nanacoポイント、
Amazonギフト券、WAONポイント
LINEポイント、Tポイント　等

家族会員は
プラン月額料金より

200円/月安く使える！※
さらにプラン月額料金
値引き特典対象にも！

※BIGLOBE会員が光ファイバー対
応コースもしくはBIGLOBEモバイ
ルを契約している必要があります。

最大4人まで
家族会員の追加が可能！

「Gポイント」は、BIGLOBEのサービス利用でポイントがたまるポイ
ントサービスです。ポイントはBIGLOBEモバイルなどのBIGLOBE
のサービス利用料金のお支払いや電子マネーのポイント交換など
に使えます。

家族会員それぞれが
プランを選べる！

BIGLOBEモバイルなら　　おトク！BIGLOBEモバイルなら　　おトク！さら
に 400400円/月円/月※1 ※2

3 ギ ガ 使 えて６カ 月 間

※1 【BIGLOBEモバイル セレクトプラン月額料金値引き特典】適用後の、音声通話SIM 3ギガプランのサービス開始月
翌月から6カ月目までのプラン月額料金となります。7カ月目以降は1,600円/月となります。

※2 別途、SIMパッケージ購入費用とSIMカード準備料394円、毎月ユニバーサルサービス料、およびご利用に応じて音
声通話料、SMS送信料がかかります。

1,200円/月
値引き!

さらにおトク！
YouTubeなど対

象の動画・音楽を
好きなだけ！

※詳細は中面の【BIGLOBEモバイル エンタメフリー・オプション同時申し込み特典について】をご確認ください。

LINE MUSIC、F
acebook Mes

sengerも追加！

音声通話SIMと
同時申し込みで
最 大
3カ月無料

対象期間：2019年5月13日(月)～2019年6月30日(日)
＊以降も継続して実施することがあります。

＊

おトクな特典あり!!こちらをチェック！



BIGLOBEのオプションサービスBIGLOBEのオプションサービス会員
限定
！BIGLOBEのオプションサービスBIGLOBEのオプションサービス会員

限定
！ BIGLOBEのオプションサービスBIGLOBEのオプションサービス会員

限定
！

◆注意事項(必ずお読みください)
【「BIGLOBEでんわ 選べる通話オプション」について】●音声通話SIM1枚ごとにお申し込みが必要です。●お申し込みの月初から適用となり、ご解約のお手続きのない限り、毎月継続し
てご利用いただけます（月途中にご契約した場合も契約当月の1日から末日までの通話が対象となります）。●ご解約月も月末までご利用いただけます（日割りにはなりません）。●各オ
プションのサービス内容は以下となります。<「BIGLOBEでんわ通話パック90」>当月内のBIGLOBEでんわの国内通話1,620円分が対象。<「BIGLOBEでんわ通話パック60」>当月内
のBIGLOBEでんわの国内通話1,080円分が対象。<「BIGLOBEでんわ10分かけ放題」>特定電話番号への通話を除くBIGLOBEでんわの国内通話が対象。<「BIGLOBEでんわ3分か
け放題」>特定電話番号への通話を除くBIGLOBEでんわの国内通話が対象。●各オプションとも超過分の通話は従量料金（9円/30秒）となります。●毎月末2日間は、店頭でのご利用申
し込みができません。別途専用ページにてお申し込みください。詳しくはhttps://join.biglobe.ne.jp/mobile/option/bigtel.htmlでご確認ください。【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3台までご利用いただけます。ご利用のOSによって利用可能な機能が異なります。詳しくはhttps://0962.jp/sspr/をご覧く
ださい。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。動作環境など詳しくはhttps://0962.jp/term/にてご確認ください。【セキュリティセット・プレミ
アム申し込み特典について】＜初月+6カ月無料特典について＞店頭でBIGLOBEモバイルと同時に本サービスを初めてお申し込みいただいた方は、お申し込み月無料に加え、お申し込
み月の翌月を1カ月目として6カ月目までのセキュリティセット・プレミアムの月額料金が無料となります。以降は有料となります。過去にお申し込みいただいた方は、本特典の対象外で
す。＜プラン月額料金200円×6カ月間値引きについて＞店頭でBIGLOBEモバイルの音声通話SIMと同時に本サービスをお申し込みいただいた方は、お申し込み月の翌月を1カ月目と
して6カ月間、BIGLOBEモバイルプラン月額料金を200円/月値引きいたします。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。【BIGLOBEお助けサポー
トについて】サポート範囲、会員専用の電話番号の確認方法、およびリモートサポートの動作環境はhttps://0962.jp/td/をご確認ください。ご利用はご契約者本人のみとなります。すべ

てのご相談を必ず解決できることを保証するものではありません。【お助けサポート申し込み特典について】対象期間中、店頭でBIGLOBEモバイルと同時に本サービスを初めてお申
し込みいただいた方は、お申し込み日を含む月を1カ月目として2カ月目までの月額料金が無料となります。以降は有料となります。過去にお申し込みいただいた方は、本特典の対象外
です。※本特典は継続して実施しています。【スマート留守電について】本サービスを初めてお申し込みいただいた方は、お申し込み日を含む月の月額料金が無料となります。以降は有
料となります。ご利用にはアプリのインストールと設定が必要です。他に転送設定されている場合は使用できません。他の留守番電話サービスとの併用はできません。録音された全て
の内容を正確に認識しテキスト化することを保証するものではありません。【music.jpについて】本サービスを初めてお申し込みいただいた方は、お申し込み日を含む月の月額料金が
無料となります。以降は有料となります。ポイント有効期限は提供日から180日間です。【BIGLOBE SIM端末保証サービスについて】保証端末一覧に掲載があり、90日以内に
BIGLOBEモバイルのSIMで通信を行った実績があるAndroid搭載のスマートフォン・タブレットが故障した際に修理・交換を行い、最大40,000円までその費用を保証します(年に2回
まで保証)。盗難、紛失、故意の破損、改造、消耗、変質、変色、傷、汚損、塗装の剥離など軽微な破損につきましては保証の対象外となります。保証端末一覧および対象となる故障の種類
の詳細はhttps://service.biglobe.ne.jp/simhosho/をご覧ください。BIGLOBEモバイルのSIMでの通信実績を確認するために、故障修理のお申し込みの際に端末のIMEI（端末
識別番号）をオペレータにご連絡いただきます。IMEI番号が確認できない場合、保証を受けられない場合があります。お申し込み日を含む月の翌月1日が保証開始日となります。保証
開始日より前に発生した故障・破損については保証対象外となります。保証開始日までの期間の月額料金はかかりません。＜保証期間＞保証開始日から以下の期日まで(解約後の再申
し込みはお受けできません)●自然故障の場合：端末のメーカー発売日から36カ月間（機種のメーカー発売日から37カ月目以降に発生した自然故障については保証対象外となりま
す）●破損の場合：本サービスを解約されるまで（解約した月の月末まで）　

あなたにピッタリな使い方を4種類から選べる

BIGLOBEでんわ 選べる通話オプション

※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。 ※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。

YouTubeなど対
象の動画・音楽を

好きなだけ！

LINE MUSIC、F
acebook Mes

sengerも追加！
New

音声通話SIMと同時申し込みで
3 ギガ以 上のプラン

無料!無料!最 大
3カ月
最 大
3カ月

※4カ月目以降は480円/月となります。

※

対象の動画や音楽がデータ通信量を気にせず楽しめる！

動画配信 音楽・ラジオ配信 コミュニケーション
Google Play Music／YouTube Music／Apple Music／Spotify
AWA／Amazon Music／LINE MUSIC／radiko.jp／らじる★らじる

YouTube／AbemaTV
U-NEXT／YouTube Kids Facebook Messenger

対象サービス（2019年3月現在）

【BIGLOBEモバイル エンタメフリー同時申込み特典について】<特典内容、注意事項>●対象期間中にSIMパッケージをご購入のうえ、新規にBIGLOBEモバイル音声通話SIMの3
ギガ以上のプランのお申し込みと同時にエンタメフリー・オプションをお申し込み、2019年7月31日（水）までにサービスを開始した方（家族会員含む）が対象です。●特典期間は、
サービス開始月を1カ月目として3カ月目の末日までとなります。●データSIM（SMS機能付きを含む）およびシェアSIMでお申し込みのエンタメフリー・オプションは特典対象外となり
ます。●特典適用期間中に、BIGLOBEモバイルを解約、BIGLOBEを退会、利用停止、エンタメフリー・オプションを解約、音声通話スタートプランなど本オプションを利用できないプラ
ンに変更手続きをされた場合、翌月以降は特典適用外となります。●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モバイルの詳細
については、裏面注意事項（【BIGLOBEモバイルについて】）をご確認ください。

【「エンタメフリー・オプション」について】●BIGLOBEモバイルの3ギガ以上のプランをご契約の個人会員の方がご利用できます。●SIM1枚ごとに契約が必要です。●お申し込み
後から適用されます。月の途中のお申し込みの場合は、お申し込み後から末日までの通信が適用の対象となります（お申し込み前の通信について、遡って適用はされません）。●解
約手続きを行った月は、当月の末日までの通信が本サービス適用の対象となります（日割りにはなりません）。●対象サービスの有料コンテンツ、プランは各社へのお支払いが必要
です。対象サービスのアプリでSMS機能をご利用の場合、別途、SMS送信料がかかります。●お客さまのご利用機器、電波の状態、回線の混雑状況、ご利用エリアなどにより画質
が低下することがあります。●動画視聴はスマートフォン向けに最適化されており、タブレット等の大画面での視聴には適しておりません。●エンタメフリー対象サービスであれば、
公式アプリにおける動画、音楽の再生がエンタメフリーの対象となります。なお、ご利用方法、ご利用環境により、エンタメフリー対象とならない場合があります。●詳しくは、
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/option/entamefree.htmlでご確認ください。

音声通話SIM：特典につき最大3カ月0円
 ※4カ月目以降、SIM1枚につき480円/月
データS I M：SIM1枚につき980円/月
 ※データSIMは特典の対象外です

3ギガ以上のプラン

AndroidTM6、 Android7、 Android8、 Android9 
iOS10、 iOS11、 iOS12　搭載スマートフォン

月額利用料
利用推奨環境

利用可能プラン

サービス詳細

※オプション料金が適用されるのは、BIGLOBEでんわ（ダウンロード無料・国内通話半額＊3の専用通話アプリ）を利用した通話のみになります。
※選べる通話オプションは、1つまでしか適用されません。また、選べる通話オプションを月途中で変更することはできません。
＊1 BIGLOBEでんわ（専用アプリ）を利用した国内通話のみが対象です。＊2 ご利用状況によって、月に合計90分未満で通話パック90を、月に合計60分未満で通話
パック60を使い終わることがあります。＊3 国内通話料9円/30秒。標準国内通話料20円/30秒との比較。

通話パック90
1,620円分＊1（最大90分＊2）の通話が可能

10分かけ放題
10分以内の国内通話＊1が何度でも

通話パック60
1,080円分＊1（最大60分＊2）の通話が可能

3分かけ放題
3分以内の国内通話＊1が何度でも

スマホもパソコンも、セキュリティ対策はこれ1つ！

セキュリティセット・プレミアム

※1 iOSはパスワード管理機能のみ対応。 ※2 詳しくは下記の注意事項をご確認ください。

※2

※対象期間中、店頭でBIGLOBEモバイルの音声通話SIMと同時に「セキュリティセット・プレミアム」をお申し込みの方が対象です。詳細は下記の注意事項をご確認ください。
※他の「BIGLOBEモバイル」の特典や光☆SIMセット割/光☆SIMでんきトリプル割と併用してご利用いただけます。月額利用料値引き特典との併用において値引き合計額が
月額利用料を上回る場合、BIGLOBEモバイル月額利用料の無料を限度とした値引きとなり、他の料金の値引きへの適用や繰り越しての適用はありません。

※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。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モバイルプラン月額料金

値引き200円毎月 ×6カ月間
音声通話SIM即時開通と同時申し込みなら

さらに

3台まで
月額 円380 初回

お申し込みで

Android iOS ※1 macOSWindows

Android iOS macOSWindows

※詳しくは下記の注意事項をご確認ください。

スマホやパソコンのトラブルを電話やリモートサポートでお助け

BIGLOBEお助けサポート

※

月額 円475 初回
お申し込みで

iOS

※「music.jp」を初めてお申し込みいただいた方が対象です。詳しくは下記の
注意事項をご確認ください。

『音楽やコミック、動画も！』毎月ワンコインで640円分楽しめる！

music.jp

※

月額 円500 初回
お申し込みで

iOS

これからの留守電サービス！留守電の音声を自動でテキスト変換

スマート留守電

※１※2
※2

月額 円290 初回
お申し込みで

iOS

※1「スマート留守電」を初めてお申し込みいただいた方が対象となります。
※2 別途、転送電話による通話料（1件あたり最大40 円）がかかります。
※「スマート留守電」について、詳しくは下記の注意事項をご確認ください。

BIGLOBEモバイルのSIM利用端末の故障時に修理・交換します。

BIGLOBE SIM端末保証サービス

iOS

＊修理・交換代金が 40,000 円を超える場合は、修理代金または交換代金
の税込金額から40,000 円を差し引いた金額を別途請求いたします。
※保証対象の端末が自然故障、水濡れ、落下等による破損によって通信がで
きないことが保証の条件となります。保証対象および保証期間について、詳
しくは下記の注意事項をご確認ください。

修理代金

交換代金

1 回目、2回目：無料 *

1回目：4,000 円 *
2 回目：8,000 円 *

1年間に2回まで 最大40,000円/回まで保証※

大人気！

大人気！大人気
！



対象期間：2019年5月13日(月)～2019年6月30日(日)

※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。

対象の動画や音楽がデータ通信量を気にせず楽しめる！
対象サービス（2019年3月現在）

【BIGLOBEモバイル エンタメフリー同時申込み特典について】<特典内容、注意事項>●対象期間中にSIMパッケージをご購入のうえ、新規にBIGLOBEモバイル音
声通話SIMの3ギガ以上のプランのお申し込みと同時にエンタメフリー・オプションをお申し込み、2019年7月31日（水）までにサービスを開始した方（家族会員含む）
が対象です。●特典期間は、サービス開始月を1カ月目として3カ月目の末日までとなります。●データSIM（SMS機能付きを含む）およびシェアSIMでお申し込みのエ
ンタメフリー・オプションは特典対象外となります。●特典適用期間中に、BIGLOBEモバイルを解約、BIGLOBEを退会、利用停止、エンタメフリー・オプションを解約、
音声通話スタートプランなど本オプションを利用できないプランに変更手続きをされた場合、翌月以降は特典適用外となります。●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モバイルの詳細については、別紙（【BIGLOBEモバイル セレクトプラン月額料金値引き特典】チラシ）をご
確認ください。

YouTubeなど
対象の動画・音

楽を好きなだけ
！

LINE MUSIC、
Facebook M

essengerも追
加！New

音声通話SIMと同時申し込みで
3 ギガ以 上のプラン

無料!無料!最 大
3カ月
最 大
3カ月

※4カ月目以降は480円/月となります。

※

動画配信 音楽・ラジオ配信 コミュニケーション
Google Play Music／YouTube Music／Apple Music／Spotify
AWA／Amazon Music／LINE MUSIC／radiko.jp／らじる★らじる

YouTube／AbemaTV
U-NEXT／YouTube Kids

Facebook Messenger

＊以降も継続して実施することがあります。

＊ スマホで動画・音楽を思う存分楽しみたい方にオススメ!

エンタメフリー･オプションって何？

で
対象の動画や音楽をデータ通信量を気にせず楽しめる！

エンタメフリー・オプションとは、BIGLOBEモバイルの料金に加えて月額
480円（音声通話SIMの場合）の定額で対象の動画や音楽をデータ通信量
の制限なくお楽しみいただけるスマートフォン向けオプションです。

【「エンタメフリー･オプション」について】●対象サービスの有料コンテンツ、プランは、各社へのお支払いが必要です。対象サービスのアプリでSMS機能をご利用の場合、別途、SMS
送信料がかかります。●月額利用料は日割りされません。●同時に1サービスまでの視聴を対象としております。複数台・複数アプリでの同時視聴を行うと、エンタメフリーの対象外と
なる場合があります。●対象サービスのコンテンツ事業者が提供する公式アプリ以外による再生、ブラウザ上の再生は本機能の対象外となる場合があるため、公式アプリによる再生
を推奨します。●以下の場合は、エンタメフリーの対象外となります。[エンタメフリー対象サービスの、動画・音楽以外の通信を行う場合（ページや画像、検索結果の読み込み等は、エンタメフ
リーの対象外です。）]また、以下の通信は、エンタメフリー対象とならない場合があります。[エンタメフリー対象サービスのコンテンツ事業者が提供する公式アプリ以外での再生][動画、音楽
等のコンテンツのアップロード][ビデオ通話][ゲーム等の第三者提供コンテンツ][テザリングを利用した複数端末での動画・音楽の再生][VPN、プロキシサーバを介した通信][利用推奨OS以外
のOSをご利用の場合]なお、エンタメフリー対象とご案内しているデータであっても、アプリケーションの更新に伴う識別子の変更などの理由により、エンタメフリーの対象外として認
識される場合があります。●本サービスにおける動画視聴はスマートフォンを対象としており、タブレット等の大画面での視聴、ブラウザによる視聴、高音質な音声の再生には適して
おりません。また、お客さまのご利用機器、電波の状態、回線の混雑状況、ご利用エリアなどにより画質が低下することがあります。●エンタメフリー・オプションは、サービス提供のた
めに、特定のデータ通信をデータ通信利用容量のカウント対象外とする「エンタメフリー機能」を利用します。
※YouTube、YouTube Kids、YouTube Music、Google Play Music、Android は、Google LLC の商標または登録商標です。※Apple Music は、Apple Inc.の商標または登録商標です。
※AbemaTV は、株式会社AbemaTVの商標または登録商標です。※Spotify はSpotifyグループの商標です。※AWA は、AWA株式会社の商標または登録商標です。※radiko.jp、radiko 
は、株式会社radikoの商標または登録商標です。※Amazon Music はアマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッドの商標です。※U-NEXT は、株式会社U-NEXTの商標または登録商標で
す。※LINE MUSIC は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※らじる★らじる は、日本放送協会の商標です。※Facebook は、Facebook, Inc. の商標または登録商標です。※記載され
ている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

PFT-MB20190513-002

ビッグローブ株式会社
〒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）

お問い合わせはこちら

BIGLOBE
お申し込み相談窓口

0120-984-962
※電話番号はおかけ間違えのないようお願いします。

通話料
無 料

9：00～21：00
(365日受付)

●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のない限り税別表示となっております。別途、ご利用の時点での
消費税率に基づく消費税がかかります。●2019年4月11日(木)現在の情報です。

お求めは当店まで

発行元

YouTubeを
１日１時間視聴すると

１カ月
約7.2ギガ

以上！

※360p画質を550kbpsで
視聴した場合/自社調べ

高音質の音楽を
「2時間/日」聞くと

※192kbpsレベルの
音質を想定/自社調べ

SIM1枚につき480円/月※音声通話SIM利用の場合

3ギガ以上のプラン

AndroidTM6、 Android7、 Android8、 Android9 
iOS10、 iOS11、 iOS12
搭載スマートフォン

月額利用料
利用推奨環境

利用可能プラン

サービス詳細

スマホで
音楽！動画！

エンタメフリー
なら

対象サービス
（2019年3月）

YouTube、AbemaTV、U-NEXT、YouTube Kids、Google Play Music、YouTube Music、Apple Music、
Spotify、AWA、Amazon Music、LINE MUSIC、radiko.jp、らじる★らじる、Facebook Messenger

１カ月
約5.1ギガ

以上！


