
 

 

提供条件書の一部改正 

 

 

【改正】 【現行】 

「シニア割（60歳以上）」提供条件書 

1.概要 

「シニア割（60歳以上）」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」と

いいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に基づき UQ mobile契約を締結している者の年齢（利

用者登録がなされている場合は、その利用者の年齢とします。以下「利用年齢」といいます。）が満 60

歳以上の場合に、一定の要件を満たす契約者回線について、かけ放題（24 時間いつでも）又はアプリ通

話かけ放題（24 時間いつでも）の通話オプション料の割引等を行うサービス（以下「本サービス」とい

います。）です。なお、本提供条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile

通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うものとします。 

2.提供条件 

(1)（略） 

(2)対象契約 

ア 次の全ての要件（以下「適用要件」といいます。）を満たしている UQ mobile 契約のうち、その

全ての適用要件を満たす契機となった UQ mobile 契約の締結、料金種別の変更、通話オプションの

適用又は機種変更（端末機器の購入又は持ち込みに際して当社所定の手続きに基づきその IMEI情報

を登録することをいいます。以下同じとします。）に係る申込みを受付期間内に行い、かつその時点

の利用年齢が満 60歳以上である契約について、別段の申込みを要さず自動的に本サービスを適用す

るものとします。 

①～③（略） 

④BASIO4 又はおてがるスマホ 01（KDDI 株式会社との間に締結された UQ mobile 契約にあっては、

BASIO4、おてがるスマホ 01又は DIGNO® Phone とします。）を利用していること。 

 

イ（略） 

(3)（略） 

「シニア割（60歳以上）」提供条件書 

1.概要 

「シニア割（60歳以上）」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQモバイル沖縄株式会社（以下、

併せて「当社」といいます。）の UQ mobile通信サービス契約約款に基づき UQ mobile契約を締結して

いる者の年齢（利用者登録がなされている場合は、その利用者の年齢とします。以下「利用年齢」といい

ます。）が満 60 歳以上の場合に、一定の要件を満たす契約者回線について、かけ放題（24 時間いつで

も）又はアプリ通話かけ放題（24時間いつでも）の通話オプション料の割引等を行うサービス（以下「本

サービス」といいます。）です。なお、本提供条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない

限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うものとします。 

2.提供条件 

(1)（略） 

(2)対象契約 

ア 次の全ての要件（以下「適用要件」といいます。）を満たしている UQ mobile 契約のうち、その

全ての適用要件を満たす契機となった UQ mobile 契約の締結、料金種別の変更、通話オプションの

適用又は機種変更（端末機器の購入又は持ち込みに際して当社所定の手続きに基づきその IMEI情報

を登録することをいいます。以下同じとします。）に係る申込みを受付期間内に行い、かつその時点

の利用年齢が満 60歳以上である契約について、別段の申込みを要さず自動的に本サービスを適用す

るものとします。 

①～③（略） 

④BASIO4又はおてがるスマホ 01（UQコミュニケーションズ株式会社との間に締結された UQ mobile

契約にあっては、BASIO4、おてがるスマホ 01又は DIGNO® Phone とします。）を利用しているこ

と。 

イ（略） 

(3)（略） 

「スマホプラン データ増量キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「スマホプラン データ増量キャンペーン」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併

せて「当社」といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定する UQ mobile 契約について、

毎月のデータチャージ料を一定期間にわたって減額するキャンペーンです。なお、本提供条件書で使用

する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意

味に従うものとします。 

2.（略） 

「スマホプラン データ増量キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「スマホプラン データ増量キャンペーン」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQ モバイル沖縄

株式会社（以下、併せて「当社」といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定する UQ mobile

契約について、毎月のデータチャージ料を一定期間にわたって減額するキャンペーンです。なお、本提

供条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定

義する用語の意味に従うものとします。 

2.（略） 

「UQ学割」提供条件書 

1.概要 

「UQ学割」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」といいます。）の

UQ mobile 通信サービス契約約款に基づき UQ mobile契約を締結している者又は利用者登録されている

者（以下「利用者」といいます。）が満 5歳以上 18歳以下である場合に、その UQ mobile契約に係る基

本使用料の割引その他の取扱いを行うサービス（以下「本サービス」といいます。）です。なお、本提供

条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義

する用語の意味に従うものとします。 

2.（略） 

「UQ学割」提供条件書 

1.概要 

「UQ学割」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQ モバイル沖縄株式会社（以下、併せて「当社」

といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に基づき UQ mobile 契約を締結している者又は利用

者登録されている者（以下「利用者」といいます。）が満 5歳以上 18歳以下である場合に、その UQ mobile

契約に係る基本使用料の割引その他の取扱いを行うサービス（以下「本サービス」といいます。）です。

なお、本提供条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契

約約款で定義する用語の意味に従うものとします。 

2.（略） 
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【改正】 【現行】 

「新料金登場キャンペーン データ増量」提供条件書 

1.概要 

「新料金登場キャンペーン データ増量」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せ

て「当社」といいます。）の UQ mobile通信サービス契約約款に規定する UQ mobile契約について、毎

月のデータチャージ料を一定期間にわたって減額するキャンペーンです。なお、本提供条件書で使用す

る用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味

に従うものとします。 

2.（略） 

「新料金登場キャンペーン データ増量」提供条件書 

1.概要 

「新料金登場キャンペーン データ増量」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQ モバイル沖縄株

式会社（以下、併せて「当社」といいます。）の UQ mobile通信サービス契約約款に規定する UQ mobile

契約について、毎月のデータチャージ料を一定期間にわたって減額するキャンペーンです。なお、本提

供条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定

義する用語の意味に従うものとします。 

2.（略） 

「DIGNO Phone メール無料キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「DIGNO Phone メール無料キャンペーン」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併

せて「当社」といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定する UQ mobile 契約について、

DIGNO Phone のご購入と同時に締結し、又はその締結後に DIGNO Phoneへの機種変更（当社所定の取扱店

等で端末機器をご購入いただき、当社のシステムにその購入履歴が記録されたものに限ります。以下同

じとします。）を行った場合に、その電子メール機能（以下「UQ mobileメールサービス」といいます。）

に係る付加機能利用料を無償とするキャンペーンです。なお、本提供条件書で使用する用語の意味は、

本書に特段の定めがない限り、UQ mobile 通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うものとし

ます。 

2.（略） 

「DIGNO Phone メール無料キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「DIGNO Phone メール無料キャンペーン」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQ モバイル沖縄

株式会社（以下、併せて「当社」といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定する UQ mobile

契約について、DIGNO Phoneのご購入と同時に締結し、又はその締結後に DIGNO Phoneへの機種変更（当

社所定の取扱店等で端末機器をご購入いただき、当社のシステムにその購入履歴が記録されたものに限

ります。以下同じとします。）を行った場合に、その電子メール機能（以下「UQ mobileメールサービス」

といいます。）に係る付加機能利用料を無償とするキャンペーンです。なお、本提供条件書で使用する用

語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従

うものとします。 

2.（略） 

「スマトク割適用キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「スマトク割適用キャンペーン」は、KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当

社」といいます。）の au通信サービス又は当社の携帯電話回線を利用した MVNOサービスから携帯電話・

PHS番号ポータビリティ（以下「MNP」といいます。）を利用して UQ mobile通信サービスへ変更・転入

いただいたお客様へスマトク割を適用するキャンペーンです。なお、本提供条件書で使用する用語の意

味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うもの

とします。 

 

2.提供条件 

（１） （略） 

（２） キャンペーン対象者 

・上記受付期間内に MNP により au 通信サービス又は当社の携帯電話回線を利用した MVNO サービス

に係る契約の解除と同時に 2年契約プランを選択して UQ mobile 契約を申し込んだお客様を本キ

ャンペーンの対象とします。 

（３）提供内容 

・当社の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定するスマトク割について、その適用範囲の定めに

かかわらず上記キャンペーン対象者にもこれを適用します。 

 

「スマトク割適用キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「スマトク割適用キャンペーン」は、KDDI 株式会社若しくは沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて

「au」といいます。）の携帯電話サービス又は au の携帯電話回線を利用した MVNO サービスから携帯電

話・PHS番号ポータビリティ（以下「MNP」といいます。）を利用して UQコミュニケーションズ株式会社

又は UQモバイル沖縄株式会社（以下、併せて「当社」といいます。）の UQ mobile通信サービスへ転入

いただいたお客様へスマトク割を適用するキャンペーンです。なお、本提供条件書で使用する用語の意

味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うもの

とします。 

2.提供条件 

（１） （略） 

（２）キャンペーン対象者 

・上記受付期間内に MNPにより auの携帯電話サービス又は auの携帯電話回線を利用した MVNOサー

ビスに係る契約の解除と同時に 2年契約プランを選択して UQ mobile 契約を申し込んだお客様を

本キャンペーンの対象とします。 

（３）提供内容 

・当社の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定するスマトク割について、その適用範囲の定めに

かかわらず上記キャンペーン対象者にもこれを適用します。 

・2018 年 6 月 12 日以前の本提供条件書の規定に基づき適用を受けたデータ増量キャンペーンの取

扱いについては、なお従前のとおりとします。 
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【改正】 【現行】 

「ファミゼロ学割」提供条件書 

1.概要 

「ファミゼロ学割」は、KDDI 株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」といいま

す。）の UQ mobile通信サービス契約約款に基づき UQ mobile 契約を締結した者又は利用者登録された

者（以下「利用者」といいます。）が満 5歳以上 18歳以下である場合に、その UQ mobile契約に係る基

本使用料の割引その他の取扱いを行うサービス（以下「本サービス」といいます。）です。なお、本提供

条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義

する用語の意味に従うものとします。 

2.（略） 

「ファミゼロ学割」提供条件書 

1.概要 

「ファミゼロ学割」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQモバイル沖縄株式会社（以下、併せて

「当社」といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に基づき UQ mobile契約を締結した者又は

利用者登録された者（以下「利用者」といいます。）が満 5歳以上 18歳以下である場合に、その UQ mobile

契約に係る基本使用料の割引その他の取扱いを行うサービス（以下「本サービス」といいます。）です。

なお、本提供条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契

約約款で定義する用語の意味に従うものとします。 

2.（略） 

「増量オプション 2年間無料キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「増量オプション 2 年間無料キャンペーン」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、

併せて「当社」といいます。）の UQ mobile通信サービス契約約款に規定する UQ mobile契約について、

増量オプション料を一定期間にわたって免除するサービスです。なお、本提供条件書で使用する用語の

意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うも

のとします。 

2.（略） 

「増量オプション 2年間無料キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「増量オプション 2 年間無料キャンペーン」は、UQ コミュニケーションズ株式会社及び UQ モバイル沖

縄株式会社（以下、併せて「当社」といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定する UQ 

mobile 契約について、増量オプション料を一定期間にわたって免除するサービスです。なお、本提供条

件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義す

る用語の意味に従うものとします。 

2.（略） 

「データ増量キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「データ増量キャンペーン」は、KDDI 株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」

といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定する UQ mobile契約について、毎月のデータ

チャージ料を一定期間にわたって減額するサービスです。なお、本提供条件書で使用する用語の意味は、

本書に特段の定めがない限り、UQ mobile 通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うものとし

ます。 

2.提供条件 

(1)～(2)（略） 

(3)対象回線 

・次のいずれかに該当する契約者回線を本キャンペーンの対象とします。 

①上記対象期間内に上記対象料金プランを選択して UQ mobile 契約の申込みを行ったもの（当社が提

供する au通信サービス（その卸電気通信役務を利用して他の電気通信事業者が提供する携帯電話サ

ービスを含みます｡）に係る契約の解除と同時に携帯電話・PHS 番号ポータビリティを利用して申し

込んだものを除きます。）。 

②（略） 

(4)（略） 

「データ増量キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「データ増量キャンペーン」は、UQ コミュニケーションズ株式会社及び UQ モバイル沖縄株式会社（以

下、併せて「当社」といいます。）の UQ mobile通信サービス契約約款に規定する UQ mobile契約につ

いて、毎月のデータチャージ料を一定期間にわたって減額するサービスです。なお、本提供条件書で使

用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile 通信サービス契約約款で定義する用語の

意味に従うものとします。 

2.提供条件 

(1)～(2)（略） 

(3)対象回線 

・次のいずれかに該当する契約者回線を本キャンペーンの対象とします。 

①上記対象期間内に上記対象料金プランを選択して UQ mobile 契約の申込みを行ったもの（KDDI株式

会社又は沖縄セルラー電話株式会社が提供する携帯電話サービス（その卸電気通信役務を利用して

他の電気通信事業者が提供する携帯電話サービスを含みます｡）に係る契約の解除と同時に携帯電

話・PHS番号ポータビリティを利用して申し込んだものを除きます。）。 

②（略） 

(4)（略） 

「無料通話 2倍キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「無料通話 2倍キャンペーン」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」

といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に規定する UQ mobile契約について、毎月の無料通

話料を一定期間にわたって増額するサービスです。なお、本提供条件書で使用する用語の意味は、本書

に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うものとします。 

 

2.（略） 

「無料通話 2倍キャンペーン」提供条件書 

1.概要 

「無料通話 2倍キャンペーン」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQモバイル沖縄株式会社（以

下、併せて「当社」といいます。）の UQ mobile通信サービス契約約款に規定する UQ mobile契約につ

いて、毎月の無料通話料を一定期間にわたって増額するサービスです。なお、本提供条件書で使用する

用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款で定義する用語の意味に

従うものとします。 

2.（略） 
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【改正】 【現行】 

「UQゼロ学割」提供条件書 

1.概要 

「UQゼロ学割」は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」といいます。）

の UQ mobile 通信サービス契約約款に基づき UQ mobile契約を締結した者又は利用者登録された者（以

下「利用者」といいます。）が満 5歳以上 18歳以下である場合に、自動的にその UQ mobile契約に係る

基本使用料の割引等を行うサービス（以下「本サービス」といいます。）です。なお、本提供条件書で使

用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile 通信サービス契約約款で定義する用語の

意味に従うものとします。 

2～3（略） 

「UQゼロ学割」提供条件書 

1.概要 

「UQゼロ学割」は、UQコミュニケーションズ株式会社及び UQモバイル沖縄株式会社（以下、併せて「当

社」といいます。）の UQ mobile 通信サービス契約約款に基づき UQ mobile 契約を締結した者又は利用

者登録された者（以下「利用者」といいます。）が満 5歳以上 18歳以下である場合に、自動的にその UQ 

mobile 契約に係る基本使用料の割引等を行うサービス（以下「本サービス」といいます。）です。なお、

本提供条件書で使用する用語の意味は、本書に特段の定めがない限り、UQ mobile通信サービス契約約款

で定義する用語の意味に従うものとします。 

2～3（略） 

 


