
 

 

提供条件書の一部改正 

 

 

【現行】 【改正】 

「UQ学割（2020）」提供条件書 

1. 概要（略） 

2. 提供条件 

(1) 受付期間 

2020 年 11 月 20 日～ 

※終了日は当社ホームページにて別途お知らせします。 

(2)対象料金プラン 

区 分 内      容 

学生回線 スマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプランR又はスマホプランR(V) 

家族回線 スマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプランR又はスマホプランR(V) 

 

 

 

(3)対象回線 

区分 内容 

学生回線 ・（略） 

① （略） 

② （略） 

③ 受付期間内に対象料金プランへの料金種別の変更（スマホプラン間の変更

を除きます。）の申込みを行ったもの 

家族回線 （略） 

 

 

(4)割引内容 

区 分 内      容 

学生回線 ・アに定める割引開始月から起算してイに定める割引期間が経過するま

での間、その基本使用料からイに定める割引額を割り引きます。ただ

し、スマホプランS又はスマホプランS(V)について、割引期間満了後に

スマホプランR又はスマホプランR(V)への料金種別の変更を行った場

合は、割引開始月から起算して9ヶ月目にその変更を行ったときを除

き、変更後の料金種別に係る割引の適用は行いません。 

ア 割引開始月 

区    分 割引開始月 

① （略） （略） 

② （略） （略） 

③ 受付期間内に対象料金プランへ

の料金種別の変更（スマホプラ

ン間の変更を除きます。）の申

込みを行った学生回線（②の申

（略） 

「UQ学割（2020）」提供条件書 

1. 概要（略） 

2. 提供条件 

(1) 受付期間 

2020 年 11 月 20 日～2021年 5 月 31 日 

 

(2)対象料金プラン 

区分 内容 

学生回線 くりこしプラン、スマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプランR又はスマ

ホプランR(V) 

家族回線 くりこしプラン、スマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプランR又はスマ

ホプランR(V) 

 

(3)対象回線 

区分 内容*1 

学生回線 ・（略） 

①（略） 

②（略） 

③受付期間内に対象料金プランへの料金種別の変更（対象料金プラン間の変

更を除きます。）の申込みを行ったもの 

家族回線 （略） 

*1：スマホプランに新たにご加入（スマホプラン間の変更を含みます｡)いただくことはできません。 

 

(4)割引内容 

区分 内容 

学生回線 ・アに定める割引開始月から起算してイに定める割引期間が経過するまでの

間、その基本使用料からイに定める割引額を割り引きます。ただし、区分1

の料金種別について、割引期間満了後に区分2の料金種別への変更を行った

場合は、割引開始月から起算して9ヶ月目にその変更を行ったときを除き、

変更後の料金種別に係る割引の適用は行いません。 

 

ア 割引開始月  

区分 割引開始月 

① （略） （略） 

② （略） （略） 

③ 受付期間内に対象料金プランへの

料金種別の変更（対象料金プラン

間の変更を除きます。）の申込みを

行った学生回線（②の申込みと同

（略） 
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【現行】 【改正】 

込みと同時に料金種別の変更の

申込みを行った場合を含みま

す。） 

イ 割引額 

1学生回線ごとに月額 

基本使用料の料金種別 割引期間 割引額（税抜） 

スマホプランS又はスマホプランS(V) 8ヶ月間 580円 

スマホプランR又はスマホプランR(V) 12ヶ月間 1,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(略)  

① 割引開始月から起算して9ヶ月目以降にスマホプランR、スマホプラ

ンR(V)からスマホプランS又はスマホプランS(V)への料金種別の変

更を行った場合 

② UQ mobile契約を解除した場合 

家族回線 ・初めて特定家族割グループによりUQ家族割の適用を開始した月（以下

この欄において「割引開始月」といいます。）から起算して下表に定

める割引期間が経過するまでの間、その基本使用料から同表に定める

割引額を割り引きます。ただし、スマホプランS又はスマホプランS(V)

について、割引期間満了後にスマホプランR又はスマホプランR(V)への

料金種別の変更を行った場合は、割引開始月から起算して9ヶ月目にそ

の変更を行ったときを除き、変更後の料金種別に係る割引の適用は行

いません。 

1家族回線ごとに月額 

基本使用料の料金種別 割引期間 割引額（税抜） 

スマホプランS又はスマホプランS(V) 8ヶ月間 580円 

スマホプランR又はスマホプランR(V) 12ヶ月間 1,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

時に料金種別の変更の申込みを行

った場合を含みます。） 

 

イ 割引額 

１学生回線ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 割引期間 割引額 

区分1 くりこしプランS又は

くりこしプランS(V) 

8ヶ月間 税抜額580円 

(税込額638円) 

スマホプランS又はス

マホプランS(V) 

8ヶ月間 税抜額580円 

(税込額638円) 

区分2 くりこしプランM又は

くりこしプランM(V) 

12ヶ月間 税抜額1,000円 

(税込額1,100円) 

くりこしプランL又は

くりこしプランL(V) 

12ヶ月間 税抜額1,000円 

(税込額1,100円) 

スマホプランR又はス

マホプランR(V) 

12ヶ月間 税抜額1,000円 

(税込額1,100円) 

・(略) 

① 割引開始月から起算して9ヶ月目以降に 区分2の料金種別から区分1

の料金種別への変更を行った場合 

 

② UQ mobile契約を解除した場合 

家族回線 ・初めて特定家族割グループによりUQ家族割の適用を開始した月（以下この欄

において「割引開始月」といいます。）から起算して下表に定める割引期間

が経過するまでの間、その基本使用料から同表に定める割引額を割り引きま

す。ただし、区分1の料金種別について、割引期間満了後に区分2の料金種別

への変更を行った場合は、割引開始月から起算して9ヶ月目にその変更を行

ったときを除き、変更後の料金種別に係る割引の適用は行いません。 

 

 

１家族回線ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 割引期間 割引額 

区分1 くりこしプランS又は

くりこしプランS(V) 

8ヶ月間 税抜額580円 

(税込額638円) 

スマホプランS又はス

マホプランS(V) 

8ヶ月間 税抜額580円 

(税込額638円) 

区分2 くりこしプランM又は

くりこしプランM(V) 

12ヶ月間 税抜額1,000円 

(税込額1,100円) 

くりこしプランL又は

くりこしプランL(V) 

12ヶ月間 税抜額1,000円 

(税込額1,100円) 

スマホプランR又はス

マホプランR(V) 

12ヶ月間 税抜額1,000円 

(税込額1,100円) 
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【現行】 【改正】 

・(略)  

① 割引開始月から起算して9ヶ月目以降にスマホプランR又はスマホ

プランR(V)からスマホプランS又はスマホプランS(V)への料金種別

の変更を行った場合 

② (略)  

③ (略)  

・(略)  

 

■提供条件書について 

・(略)  

・(略)  

・(略)  

・(略)  

 

 

 

 

 

 

■作成日  ：2020 年 11月 20 日 

 

・(略)  

① 割引開始月から起算して9ヶ月目以降に区分2の料金種別から区分1の料 

金種別への変更を行った場合 

 

② (略) 

③ (略) 

・(略) 

 

■提供条件書について 

・(略)  

・(略)  

・(略)  

・(略)  

・本提供条件書および契約約款等（UQ mobile 通信サービス契約約款その他 KDDI/沖縄セルラーの各契約約款

および各規約をいいます。以下同じとします｡)の規定により支払いを要する額は、本提供条件書および契約

約款等に記載の税込額（税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます｡)に基づき計算した額と異なる場

合があります。 

 

 

■作成日  ：2020 年 11月 20 日 

■最終更新日：2021 年 2 月 1 日 

 

「シニア割（60歳以上）」提供条件書 

1.概要（略） 

2.提供条件 

(1)（略） 

(2)対象契約 

ア（略） 

① （略） 

② スマホプランの適用を受けていること。 

③ ～④（略） 

イ（略） 

(3) 割引内容 

ア (略) 

適用の契機 割引開始月 

(略) (略) 

料金種別の変更 スマホプランの適用を開始した日を含む月 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

イ 本サービスの適用を受けている UQ mobile 契約（以下「対象契約」といいます。）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から下表に定める

割引額（初回適用時は、割引開始月から起算して 6 ヶ月間、月額 1,700 円（税抜）を適用します。）を割

り引きます。 

 

「シニア割（60歳以上）」提供条件書 

1.概要（略） 

2.提供条件 

(1)（略） 

(2)対象契約 

ア（略） 

① （略） 

② くりこしプラン又はスマホプランの適用を受けていること。 

③ ～④（略） 

イ（略） 

(3) 割引内容 

ア (略)  

適用の契機 割引開始月 

(略) (略) 

料金種別の変更 くりこしプラン又はスマホプランの適用を開始した日を含む月 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

イ 本サービスの適用を受けている UQ mobile 契約（以下「対象契約」といいます。）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から下表に定める

割引額（初回適用時は、割引開始月から起算して 6 ヶ月間、税抜額 1,700 円(税込額 1,870 円)/月を適用

します。）を割り引きます。 
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【現行】 【改正】 

 

区 分 料金額（税抜） 

割引額 1対象契約ごとに月額1,000円 

ウ～オ (略)  

 

■提供条件書について 

・(略)  

・(略)  

・(略)  

・(略) 

 

 

 

 

 

■作成日  ：2019 年 12月 18 日 

■最終更新日：2020 年 10月 1 日 

１対象契約ごとに月額 

区 分 料金額 

割引額 税抜額1,000円(税込額1,100円) 

ウ～オ (略)  

 

■提供条件書について 

・(略)  

・(略) 

・(略) 

・(略) 

・本提供条件書および契約約款等（UQ mobile 通信サービス契約約款その他 KDDI/沖縄セルラーの各契約約款

および各規約をいいます。以下同じとします｡)の規定により支払いを要する額は、本提供条件書および契約

約款等に記載の税込額（税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます｡)に基づき計算した額と異なる場

合があります。 

 

■作成日  ：2019 年 12月 18 日 

■最終更新日：2021 年 2 月 1 日 

 


