
【 UQ mobile オンラインショップ販売価格】iPhone 12 / iPhone 12 mini

au/povo1.0 から乗りかえ

または機種変更

増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり 増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり

111,855円 111,855円 111,855円 111,855円 111,855円

-17,600円 -22,000円 -12,100円 -16,500円 -5,500円

94,255円 89,855円 99,755円 95,355円 106,355円

分割支払い

（24回）の場合
総賦払金 （初回3,934円）＋（3,927円/月×23回） （初回3,766円）＋（3,743円/月×23回） （初回4,167円）＋（4,156円/月×23回） （初回3,976円）＋（3,973円/月×23回） （初回4,442円）＋（4,431円/月×23回）

au/povo1.0 から乗りかえ

または機種変更

増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり 増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり

118,420円 118,420円 118,420円 118,420円 118,420円

-17,600円 -22,000円 -12,100円 -16,500円 -5,500円

100,820円 96,420円 106,320円 101,920円 112,920円

分割支払い

（24回）の場合
総賦払金 （初回4,220円）＋（4,200円/月×23回） （初回4,029円）＋（4,017円/月×23回） （初回4,430円）＋（4,430円/月×23回） （初回4,262円）＋（4,246円/月×23回） （初回4,705円）＋（4,705円/月×23回）

au/povo1.0 から乗りかえ

または機種変更

増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり 増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり

94,855円 94,855円 94,855円 94,855円 94,855円

-17,600円 -22,000円 -12,100円 -16,500円 -5,500円

77,255円 72,855円 82,755円 78,355円 89,355円

分割支払い

（24回）の場合
総賦払金 （初回3,241円）＋（3,218円/月×23回） （初回3,050円）＋（3,035円/月×23回） （初回3,451円）＋（3,448円/月×23回） （初回3,283円）＋（3,264円/月×23回） （初回3,726円）＋（3,723円/月×23回）

au/povo1.0 から乗りかえ

または機種変更

増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり 増量オプションⅡ加入なし 増量オプションⅡ加入あり

102,360円 102,360円 102,360円 102,360円 102,360円

-17,600円 -22,000円 -12,100円 -16,500円 -5,500円

84,760円 80,360円 90,260円 85,860円 96,860円

分割支払い

（24回）の場合
総賦払金 （初回3,547円）＋（3,531円/月×23回） （初回3,356円）＋（3,348円/月×23回） （初回3,780円）＋（3,760円/月×23回） （初回3,589円）＋（3,577円/月×23回） （初回4,055円）＋（4,035円/月×23回）

くりこしプラン +5G くりこしプラン +5G
くりこしプラン +5G

UQ mobile オンラインショップ おトク割

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

[増量オプションⅡ：1年間無料キャンペーン適用で加入当月から最大13ヵ月間無料！]

iPhone 12 mini 128GB

MNP(番号移行除く)

※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む

新規

UQ mobile オンラインショップ おトク割

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

機種代金

くりこしプラン +5G くりこしプラン +5G
くりこしプラン +5G

機種代金

UQ mobile オンラインショップ おトク割

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

iPhone 12 mini 64GB

MNP(番号移行除く)

※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む

新規

くりこしプラン +5G くりこしプラン +5G
くりこしプラン +5G

機種代金

機種代金

UQ mobile オンラインショップ おトク割

総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格)

iPhone 12 128GB

MNP(番号移行除く)

※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む

新規

くりこしプラン +5G くりこしプラン +5G
くりこしプラン +5G

iPhone 12 64GB

MNP(番号移行除く)

※povo2.0からUQ mobileへの乗りかえ含む

新規

ご購入はこちら ( https://shop.uqmobile.jp/shop ) 

【個品割賦販売契約について】頭金0円、実質年率0%、支払回数24回/支払期間：ご契約月の翌々月から26ヵ月

iPhone 12 賦払金 [MNP][増量オプションⅡ加入なし]64GB：（初回3,934円）＋（3,927円/月×23回） 128GB：（初回4,220円）＋（4,200円/月×23回） [増量オプションⅡ加入あり]64GB：（初回3,766円）＋（3,743円/月×23回） 128GB：（初回4,029円）＋（4,017円/月×23回）

[新規][増量オプションⅡ加入なし]64GB：（初回4,167円）＋（4,156円/月×23回） 128GB：（初回4,430円）＋（4,430円/月×23回） [増量オプションⅡ加入あり]64GB：（初回3,976円）＋（3,973円/月×23回） 128GB：（初回4,262円）＋（4,246円/月×23回）

[機種変更]64GB：（初回4,442円）＋（4,431円/月×23回） 128GB：（初回4,705円）＋（4,705円/月×23回）

iPhone 12 mini 賦払金 [MNP][増量オプションⅡ加入なし]64GB：（初回3,241円）＋（3,218円/月×23回） 128GB：（初回3,547円）＋（3,531円/月×23回） [増量オプションⅡ加入あり]64GB：（初回3,050円）＋（3,035円/月×23回） 128GB：（初回3,356円）＋（3,348円/月×23回）

[新規][増量オプションⅡ加入なし]64GB：（初回3,451円）＋（3,448円/月×23回） 128GB：（初回3,780円）＋（3,760円/月×23回） [増量オプションⅡ加入あり]64GB：（初回3,283円）＋（3,264円/月×23回） 128GB：（初回3,589円）＋（3,577円/月×23回）

[機種変更]64GB：（初回3,726円）＋（3,723円/月×23回） 128GB：（初回4,055円）＋（4,035円/月×23回）

※支払回数は36回、48回も選択可。

【UQ mobile オンラインショップ おトク割】

<特典>機種代金から最大22,000円（税込）割引★

<期間>2022年2月1日(火) ～

<条件> UQ mobile オンラインショップで対象機種のご購入と同時にくりこしプラン +5Gにご加入。

★選択された、機種、契約方法、増量オプションⅡ 加入有無によってUQ mobile オンラインショップおトク割の割引金額が異なります。

※受付時期により、条件や割引金額など予告なく変更または終了する場合があります。

【増量オプションⅡ】

増量オプションⅡはご加入プランに応じて毎月のデータを増量するサービスです。(550円/月)

※お申し込みいただいた翌月より適用となります。※新規契約または機種変更と同時のお申し込みの場合は、加入日または変更日当日から日割り適用となります。

＜対象料金プラン＞ くりこしプラン ＋5G（S/M/L）

※2021年9月1日までにご契約されたUQ mobile料金プラン（ 「おしゃべりプラン」「ぴったりプラン」「データ高速＋音声通話プラン」「データ無制限＋音声通話プラン」「スマホプラン」「くりこしプラン」)から「くりこしプラン ＋5G」への契約移行と同時のお申し込みの場合は、料金プランの切り替えタイミングより日割り適用となります。

※増量分のデータ容量は、適用開始日または毎月月初に自動付与されます。※本オプションにて増量されたデータ容量も、利用されなかった場合は翌月にくりこされます。

※本オプションを解約（UQ mobileの解約を含む）された場合、解約のお申し込みをされた月までオプション料金が発生します。オプション料金は日割りとならず満額かかります。

※auおよびpovoへの番号移行の場合、 解約日までの日割り適用となりますが、当面の間、オプション料金全額を一旦ご請求した上で、番号移行のお申し込み翌月以降の移行先サービスのご利用料金から差額を割引きます。ただし、KDDI・沖縄セルラー間のMNPは対象外です。

※機種変更と同時に本オプションを解約された場合、変更日当日までの日割り適用となり、オプション料金は日割となります。「詳しくはこちら」

【増量オプションⅡ 1年間無料キャンペーン】

<受付期間> 2021年9月2日(木)～終了日未定 ※終了する場合は事前にご連絡します。

＜特典＞ 増量オプションⅡの月額料金を、適用月から最大13ヵ月間無料

＜条件＞ 増量オプションⅡに初めてご加入いただくこと。

※適用条件を満たした場合、増量オプションⅡ 1年間無料キャンペーン（以下、本キャンペーン）が自動で適用となります。

※増量オプションⅡをご解約された場合、本キャンペーンは解約月まで適用となります。

※過去に「ぴったりプラン」「おしゃべりプラン」にて、「増量オプション」に加入されていた場合も、本キャンペーンは適用されます。

※本キャンペーン終了後は、自動的にオプション料がかかります。本キャンペーンの終了月末までにオプション解約のお申し込みをいただければオプション料はかかりません。

※2021年12月2日以前に本キャンペーンが適用開始されたお客さまは、適用開始から最大12ヵ月間の割引となります。

※UQ mobile オンラインショップの販売価格です。店頭でご購入の場合、実際の機種代金のお支払額は店舗により異なる場合があります。※5Gは一部エリアでの提供です。詳しくはUQ mobileホームページでご確認ください。※受付時期により条件や対象機種・割引額など予告なく変更または終了する場合があります。

※通信契約の解約などをされた場合、分割支払金の残額は引き続きお支払いいただきます。（一括でのお支払いも可能。）※分割購入ご利用にはUQ mobileのご契約と一緒に購入が条件となります。※ご利用には別途UQ mobileのご契約が必要です。

※弊社が実施する他の施策とは併用できない場合があります。※表記の金額は税込です。※別途、契約にかかる費用などがございます。

※掲載の内容は2022年7月15日時点の情報です。◎iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.

https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/kurikoshi -5g/#anchor02

https://shop.uqmobile.jp/shop
https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/kurikoshi-5g/

