イオンモバイル【３年学割】提供条件書
■ サービス概要
「3年学割」は、新たにイオンモバイルをご契約いただく25歳以下のお客さまを対象に、タイプ１（NTTドコモ回線・au回線）の
音声・シェア音声・データ各プランの2GB・4GB・6GB・8GBプランについて、
ご契約月から3年間、月額基本料金を据え置いたまま、高速データ通信容量をそれぞれ1GB増量するサービスです。

■ 受付期間
2019年 2月 15日（金）〜 2019年 5月 7日（火）

■ 適用条件等
（1）契約種別

新規・MNP
※ 既にご利用中の契約を「３年学割」に変更することはできません。
※ 法人名義でのご契約はできません。

（2）回線種別

タイプ１（NTTドコモ回線・au回線）
※ タイプ２での「３年学割」の提供はございません。

（3）対象プラン

音声プラン、シェア音声プラン、データプラン

（4）利用者の年齢

25歳以下

（5）契約数の制限

利用者１名につき１契約まで（同じ利用者名で２契約以上をご契約いただくことはできません）

（6）最低利用期間等

最低利用期間はありません。解約金もございません。

■ 対象プランと料金
プラン名称
音声プラン
月額料金

【学割】

【学割】

【学割】

【学割】

音声2+1GBプラン

音声4+1GBプラン

音声6+1GBプラン

音声8+1GBプラン

1,380円

プラン名称
シェア音声プラン

―

月額料金

―

契約可能なSIM枚数
SIM追加利用料/枚

1,580円

1,980円

2,680円

【学割】

【学割】

【学割】

シェア音声4+1GBプラン

シェア音声6+1GBプラン

シェア音声8+1GBプラン

1,780円

2,280円

2,980円

5枚

5枚

5枚

4枚目以降1枚につき200円/月（初月無料・解約月は満額請求）

音声付帯料金/枚

2枚目以降1枚につき700円/月

SMS付帯料金/枚

2枚目以降1枚につき140円/月（au回線は無料）

プラン名称
データプラン
月額料金

【学割】

【学割】

【学割】

【学割】

データ2+1GBプラン

データ4+1GBプラン

データ6+1GBプラン

データ8+1GBプラン

780円

980円

1,480円

1,980円

3GB/月（3年目まで）

5GB/月（3年目まで）

7GB/月（3年目まで）

9GB/月（3年目まで）

2GB/月（4年目以降）

4GB/月（4年目以降）

6GB/月（4年目以降）

8GB/月（4年目以降）

SMS付帯料金/枚
高速データ通信容量

1枚につき140円/月（au回線は無料）

（高速データ通信容量は、当月ご利用プランの高速データ通信容量分まで翌月に繰り越せます）
※ 上記にとくに記載のないサービス仕様・料金等については、通常プランと同じです。 ※ 記載の価格はすべて税抜価格です。

■ 重要事項
□ 「３年学割」（以下本サービス）の対象は、イオンモバイル通信サービスをご契約の時点で、25歳以下のお客さまに限ります。
※ ご契約時点で25歳以下であれば、契約後に26歳以上となった場合においても継続して特典をご利用いただけます。
□ 本サービスのご利用には、ご利用になるお客さまの年齢が確認できる書類（以下年齢確認書類）のご登録が必要です。
□ 25歳以下の成人のお客さまは、ご本人の名義でご契約いただけます。なお、その場合の年齢確認書類は、
運転免許証、日本国パスポート等の本人確認書類をもって対応します（データ通信サービスのみをご契約の場合でも必要です）
□ 25歳以下のお子さまが、ご家族の名義で本サービスをご利用になる場合は、お子さまの利用者情報を登録（以下利用者登録）する
ことで本サービスをご利用いただけます。
なお、この場合にご契約名義人となれるお客さまについては、本サービスをご利用になるお子さまの保護者に限ります。
※ ここでいう保護者とは、親権者（利用者が成年の場合は、かつて親権を保持していた親）または未成年後見人をいいます。
□ 利用者登録される場合の年齢確認書類については、契約名義と姓が一致し年齢が確認できる有効な書類に限ります。
なお、年齢確認書類として、運転免許証、日本国パスポート、学生証等、本人性を証明する書類をご登録される場合は、
当該の書類を保有するお子さまご本人に限りご提示をいただけます。
※ 年齢確認書類は当社の自主基準によります。ご提示いただく書類によっては本サービスのご利用をお断りすることがあります。
□ 25歳以下のお客さま１名につき１契約（音声・データプランの場合は１回線、シェアプランの場合は同一シェアの最大５回線）に
限りご契約いただけます。同じ利用者の名前で、２契約以上はご契約いただけません。
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■ 重要事項（つづき）
□ イオンモバイル通信サービスのご利用者が18歳未満の場合は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等
に関する法律」に従い、フィルタリングサービスのお申込みが必要です。
□ お客さまのご契約内容およびご利用状況により、基本料金のほかに、通話料、SMS送受信料等の従量料金、SMS付帯料等の
各種オプション料金が別途発生します。
□ 本サービスの、音声・シェア音声・データ各プランの、5GB（4+1GB）、7GB（6+1GB）、9GB（8+1GB）プランを
ご契約いただいたお客さまは、「【春得】月額基本料金・３カ月半額」のキャンペーン対象となり、ご契約翌月から３カ月間、
の月額基本料金を半額にてご提供いたします。なお、お客さまマイページでは、ご契約初月のプラン名および月額基本料金が
割引後のプランおよび料金で表示されますが、実際の初月の利用料金は、割引とはならず、通常の月額基本料金の日割りとなります。
詳しくは、「イオンモバイル【春得】提供条件書」をご確認ください。
□ 本サービスの提供期間中は、お客さまマイページにて、本サービスの対象プラン内に限りプラン変更することができます。
ただし、プラン種別や回線種別の変更をともなうプラン変更はできません。
※ お客さまマイページでは、本サービスの対象プラン以外の通常プランには変更できません。対象プラン以外へのプラン変更は、
イオンモバイル各店舗またはイオンモバイルお客さまセンターにて承りますが、本サービスの提供は終了します。
□ 本サービスの最低利用期間はありません。解約金もございません。
□ イオンモバイル通信サービスを４年目以降も引き続きご利用になる場合、月額基本料金は変わりませんが、
高速データ通信容量は通常プランの容量に戻ります。
□ 本サービスをご契約後に、本提供条件に満たないご契約（同一のお名前での２契約以上のご契約、年齢確認書類等の証明書類の
不正利用、およびその他の不正行為など）が判明した場合は、本サービスの一部または全部のご利用をお断りすることがあります。
またその場合、当社が相当と判断するご利用料金を、ご契約時点に遡って請求することがあります。

■ ３年学割・スマホセット
対象スマートフォン
一括払い
24回分割払い

HUAWEI

SHARP

ASUS

nova lite 3

SH-M05

Zenfone Live（L1）

24,000円

20,400円

12,000円

1,000円/月

850円/月

500円/月

支払い回数

24回

金利手数料

無金利（実質年率０％）

※ スマホセットのお申し込みは必須ではございません。 ※ 記載の価格はすべて税抜価格です。

■ ３年学割・スマホセットを同時にご契約の場合の注意事項
□ 「３年学割」スマホセットは、「3年学割」各プランをご契約いただいたお客さまを対象に、
端末代金を特別価格でご提供するサービスです。
「３年学割」サービスの対象ご利用者１人あたり端末１台（音声・データプランの場合はご本人、
シェアプランの場合は同一シェアのうち対象の利用者が利用される場合）に限りご契約いただけます。
□ 記載の「一括払い」とは、端末代金を一括でお支払いいただく場合の価格です。
□ 記載の「24回分割払い」とは、端末代金を24回分割払いにて、月々のご利用料金と合わせてお支払いいただく場合の、
１か月あたりの分割支払金です。
□ 「24回分割払い」のご利用には、イオンマークの付いたクレジットカードが必要です。
□ 「一括払い」「24回分割払い」のお支払い方法にかかわらず、税別の端末代金は同額です（消費税はお支払方法により異なります）
□ イオンモバイルの高速通信サービスに最低利用期間／解約金はございませんが、イオンモバイルの通信サービスをご解約の時点で、
分割支払金が残っている場合、お支払いの完了まで継続してお支払いいただきます。

■ 提供条件書について
□ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合の料金その他の提供条件は、
変更後の提供条件書の記載事項によります。
□ 本提供条件書の記載事項を変更する場合は、個別の通知および説明に代え、あらかじめ当社のホームページにその内容を掲示します。
□ 本提供条件書に記載のない項目については、イオンモバイルサービス契約約款、ご契約サービスの利用規約および重要事項説明書の
内容を適用します。各契約約款、利用規約、重要事項説明書等の詳細は、当社のホームページでご確認いただけます。
【初版】 2019年 2月 15日

・本書は 2019年 2月時点の情報を基に作成しています。内容は将来予告なく変更することがあります｡
・表示金額はすべて税抜表示です。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。
・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
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イオンモバイル【春得】提供条件書
■ サービス概要
「春得」は、イオンモバイル３周年キャンペーンにおいて実施する各サービスの特典の総称です。
各サービスの特典の詳細につきましては、以下の各項目をご確認ください。

■ 受付期間
2019年 2月 15日（金）〜 2019年 5月 7日（火）

■ 適用条件等
（1）回線種別

タイプ１（NTTドコモ回線・au回線）／タイプ２（NTTドコモ回線）

（2）対象プラン

音声プラン、シェア音声プラン、データプラン

■ 春得「月額基本料金・３カ月半額」について
□ 期間中に新たにご契約いただいた、イオンモバイルのタイプ１（NTTドコモ回線・au回線）およびタイプ2（NTTドコモ回線）の
音声・シェア音声・データ各プランの4GB・6GB・8GBプランが対象です。
□ 「３年学割」各プランをご契約いただいたお客さまは、「３年学割」の音声・シェア音声・データ各プランの、
5GB（4+1GB）、7GB（6+1GB）、9GB（8+1GB）プランが対象です。
※ 「３年学割」の詳細につきましては、「イオンモバイル【３年学割】提供条件書」をご確認ください。
□ 対象のご契約について、ご契約の翌月から3か月間の月額基本料金を半額にてご提供いたします。
□ ご契約当月の基本料金は、通常の基本料金のご契約日から末日までの日割り相当額をご請求いたします。
なお、ご契約当月に解約された場合は、通常の基本料金の満額をご請求いたします。
※ システムの都合上、お客さまマイページでは、ご契約初月のプラン名および月額基本料金が割引後のプランおよび料金で
表示されますが、実際の初月の利用料金は、上記のとおり割引とはならず、通常の月額基本料金の日割りとなります。
□ 割引対象期間中は、お客さまマイページにて、割引対象プラン内に限りプラン変更することができます。
ただし、プラン種別や回線種別の変更をともなうプラン変更はできません。
※ お客さまマイページでは割引対象プラン以外のプランには変更できません。対象プラン以外へのプラン変更は、
イオンモバイル各店舗またはイオンモバイルお客さまセンターにて承りますが、本割引特典は終了いたします。
□ お客さまのご契約内容およびご利用状況により、基本料金のほかに、通話料、SMS送受信料等の従量料金、SMS付帯料等の
各種オプション料金が別途発生します。
□ すでにイオンモバイルをご契約のお客さまは対象外です（ご利用中のシェア音声プランに新たにSIMを追加される場合を含みます）

■ 春得「イオンでんわ10分かけ放題・31日間無料」について
□ 期間中に新たにイオンモバイルをご契約いただいたお客さまのうち、ご契約と同時に「イオンでんわ10分かけ放題」オプション
（オプション月額基本料金：850円）にご加入いただいた回線が対象です。
□ ご契約日から31日間、「イオンでんわ10分かけ放題」オプションサービスが月額基本料金無料でご利用いただけます。
無料期間中に当オプションサービスを解約された場合は、当オプションの基本料金は発生しません。
□ ご契約日から32日目以降に課金開始となり、課金開始日が属する月の当オプションの基本料金は日割りとなります。
□ 「イオンでんわ10分かけ放題」は、「イオンでんわ」アプリを利用して発信した10分以内の通話が、
何度でも無料になるオプションサービスです（10分を超えた通話については、10円／30秒でご利用いただけます）
「イオンでんわ10分かけ放題」「イオンでんわ」の詳細につきましては、重要事項説明書または当社ホームページをご確認ください。
□ 当オプションサービスを継続してご利用にならない場合は解約のお手続きが必要です。解約のお手続きは、イオンモバイル各店舗
またはお客さまサービスセンターにて承ります。
なお、毎月月末最終日はオプションサービスの解約ができません。解約をご希望の場合は、月末最終日前日までにお申し出ください。
□ 「イオンでんわ10分かけ放題」オプションを解約された場合でも、当月末まで10分以内の通話は無料でご利用いただけます。
□ イオンモバイル音声通話サービスの解約またはMNP転出後であっても、「イオンでんわ」がご利用可能な場合があります。
当該機能のご利用が確認できた場合は、サービス解約日または転出日がいつであるかにかかわらず、
当該利用に起因する料金を請求します。
□ すでにご利用中の回線への、当オプションサービスの追加お申し込みは対象外です。
□ タイプ２での音声通話サービスの提供はございません。
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■ 春得「子どもパック・最大３カ月無料」について
□ 期間中に新たにイオンモバイルをご契約いただいたお客さまのうち、ご契約と同時に「子どもパック」オプション（オプション
月額基本料金：150円）にご加入いただいた回線が対象です。
□ ご契約当月を含む３カ月間、「子どもパック」オプションサービスが月額基本料金無料でご利用いただけます。
無料期間中に各オプションサービスを解約された場合は、各オプションサービスの基本料金は発生しません。
□ ご契約月を起算月として４カ月目の１日より課金を開始いたします。
□ 当オプションサービスを継続してご利用にならない場合は解約のお手続きが必要です。解約のお手続きは、イオンモバイル各店舗
またはお客さまサービスセンターにて承ります。
なお、毎月月末最終日はオプションサービスの解約ができません。解約をご希望の場合は、月末最終日前日までにお申し出ください。
□ 「子どもパック」の各サービス内で、別途追加料金が発生するサービスを利用された場合は、当該料金のご請求が発生いたします。
□ すでにご利用中の回線への、当オプションサービスの追加お申し込みは対象外です。

■ 春得「スマート留守電／music.jp・最大３カ月無料」について
□ 期間中に「スマート留守電」（オプション月額基本料金：290円）「music.jp」（オプション月額基本料金：500円）の
各オプションサービスをお申し込みいただいたお客さまが対象です。
（すでにご利用中の回線への、当オプションサービスの追加お申し込みも対象です）
□ ご契約当月を含む３カ月間、各オプションサービスの月額基本料金が無料でご利用いただけます。
無料期間中に各オプションサービスを解約された場合は、各オプションサービスの基本料金は発生しません。
□ ご契約月を起算月として４カ月目の１日より課金を開始いたします。
□ 当オプションサービスを継続してご利用にならない場合は解約のお手続きが必要です。解約のお手続きは、イオンモバイル各店舗
またはお客さまサービスセンターにて承ります。
なお、毎月月末最終日はオプションサービスの解約ができません。解約をご希望の場合は、月末最終日前日までにお申し出ください。
□ 各オプションサービス内で、別途追加料金が発生するサービスを利用された場合は、当該料金のご請求が発生いたします。
□ 「スマート留守電」は、ソースネクスト株式会社が提供する「読める」留守番電話サービスです。
サービスのご利用には、ご利用のスマートフォンで初期設定が必要です。
□ 「music.jp」は、株式会社エムティーアイが提供するエンタメ総合配信サービスです。
□ 過去に各オプションサービスをご利用になったことがある回線でのお申し込みは、本キャンペーンの対象外です。

■ 提供条件書について
□ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合の料金その他の提供条件は、
変更後の提供条件書の記載事項によります。
□ 本提供条件書の記載事項を変更する場合は、個別の通知および説明に代え、あらかじめ当社のホームページにその内容を掲示します。
□ 本提供条件書に記載のない項目については、イオンモバイルサービス契約約款、ご契約サービスの利用規約および重要事項説明書の
内容を適用します。各契約約款、利用規約、重要事項説明書等の詳細は、当社のホームページでご確認いただけます。

【初版】 2019年 2月 15日

・本書は 2019年 2月時点の情報を基に作成しています。内容は将来予告なく変更することがあります｡
・表示金額はすべて税抜表示です。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。
・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
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