
料金表（au回線）                                   

【注意事項】 

• この料金表は、携帯電話事業者の定める卸携帯電話サービス契約約款にもとづく当社が提供するデータ通信サービスをご利用いただくお客様に適用するも

のです。 

• 表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税込です。この料金表において、支払いを要するものとされている額は、税別額に消費税を加算した額としま

す。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

• 適用される最低利用期間および契約解除料については、楽天モバイル「解約に関しての詳細」をご確認ください。 

「解約に関しての詳細」 http:s//mobile.rakuten.co.jp/fee/#detail 

• 楽天モバイル 事務手数料の適用および月額基本料の無料期間は、キャンペーン／特典により異なります。事務手数料の適用の有無および無料期間につい

ては、キャンペーン/特典ページ及び楽天モバイルページ（https://mobile.rakuten.co.jp/）に明示します。 

• 料金の計算方法について 

(1) 本サービス（オプションサービスを含む、以下同様。）に関する月額基本料は、利用契約者が月の途中でデータ通信サービスの利用を開始または終了し
た場合でも、日割り計算を行わず、1カ月分を課金します。 

(2)本サービスの利用日と終了日が同一月内の場合、1カ月分を課金します。 

(3)ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料に関する月額基本料ついては、利用開始月、終了月のいずれも日割り計算を行いません。 

• 利用契約の開始日及び課金開始日または課金開始月について 

本サービスお申し込み完了後、当社よりSIMカードの配達が完了した日が本サービスの課金開始日となります。携帯電話番号ポータビリティの適用を希望す

る場合、当社よりSIMカードの配達が完了した日あるいは所定の手続きが完了した日いずれか遅い日を本サービスの課金開始日とします。 

• 伝送速度は技術規格上の最大となる伝送速度を示したもので、実使用速度を示すものではありません。お客様のご利用環境・回線の状況などにより低下する

場合があります。以下、この料金表において同じとします。 

• データ繰り越しについて 

(1)当月内で使わなかった高速通信容量については翌月ご利用分に繰り越せます。ベーシックプランにプラン変更時は繰り越しできません。 

(2)有効期限が近い高速通信容量から消費します。 

(3)有効期限が同一の場合は、繰り越し容量、高速通信容量、高速通信容量追加パックの順に消費します。 

※繰り越せるのは翌月までです。 

 

 

楽天モバイル 

事務手数料 
3,406円（税込3,746円） 

 

 組み合わせプラン：ベーシックプラン 

プラン名 月額基本料 

ベーシックプラン 050-IP電話サービス 

（050データSIM（SMSあり）） 
645円（税込709円） 

ベーシックプラン（SMSあり） 645円（税込709円） 

ア 低速通信（伝送速度が下り方向及び上り方向最大 200kbps であることをいいます。別段の定めがある場合を除き、以下この料

金表において同じとします。）の利用に制限します。 

※通信速度は、ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は対応エリア、通信環境、ネットワークの混雑状況、対

応機種に応じて変化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■楽天モバイル 



組み合わせプラン：3.1GBプラン 

プラン名 月額基本料 

3.1GBプラン 050-IP電話サービス 

（050データSIM（SMSあり）） 
1,020円（税込1,122円） 

3.1GBプラン（SMSあり） 1,020円（税込1,122円） 

ア 高速通信が利用できます。 

※ 高速通信を利用した際の通信速度は、ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は対応エリア、通信環境、

ネットワークの混雑状況、対応機種に応じて変化します。別段の定めがある場合を除き、以下この料金表において同じとします。

以下この料金表において同じとします。 

  詳細は、KDDIのホームページでご確認ください。（http://www.kddi.com/corporate/kddi/public/mvno/user/） 

イ データ通信容量 3.1GBは、暦月単位に計測します。ただし、データ通信量が 3.1GBを超えた日から暦月末までの間は、低速通

信の利用に制限します。 

ウ 直近3日間あたりの通信量が 6GBを超えた場合、当該SIMカードを使った通信の速度を制限する場合があります。（※2021年

1 月 1 日より、この制限は撤廃されます。）また、高速通信容量を使い終わった後や高速通信を OFF にしている状態（最大

200kbps での通信時 別段の定めがある場合を除き、以下この料金表において同じとします。）で、3 日間あたりの通信量が

366MBを超えた場合も、通信の速度を制限する場合があります。 

※通信速度は、ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は対応エリア、通信環境、ネットワークの混雑状況、対

応機種に応じて変化します。 

エ ウにおける制限後の直近3日間のデータ通信量が6GB（高速通信をOFFにしている状態は366MB）を下回り、高速通信容量が

残っている場合は、高速通信の利用に戻ります。 

※ データ通信容量：当月利用容量（3.1ＧＢ）に前月からの繰り越し分を加算した容量とします。 

 

組み合わせプラン：5GBプラン 

プラン名 月額基本料 

5GBプラン 050-IP電話サービス 

（050データSIM（SMSあり）） 
1,570円（税込>1,727円） 

5GBプラン （SMSあり） 1,570円（税込1,727円） 

ア 高速通信が利用できます。 

イ データ通信容量 5GB は、暦月単位に計測します。ただし、データ通信量が 5GB を超えた日から暦月末までの間は、低速通信

の利用に制限します。 

ウ 直近3日間あたりの通信量が 6GBを超えた場合、当該SIMカードを使った通信の速度を制限する場合があります。（※2021年

1 月 1 日より、この制限は撤廃されます。）また、高速通信容量を使い終わった後や高速通信を OFF にしている状態（最大

200kbpsでの通信時）で、3日間あたりの通信量が 366MBを超えた場合も、通信の速度を制限する場合があります。 

エ ウにおける制限後の直近3日間のデータ通信量が6GB（高速通信をOFFにしている状態は366MB）を下回り、高速通信容量が

残っている場合は、高速通信の利用に戻ります。 

※ データ通信容量：当月利用容量（5ＧＢ）に前月からの繰り越し分を加算した容量とします。



組み合わせプラン：10GBプラン 

プラン名 月額基本料 

10GBプラン 050-IP電話サービス 

（050データSIM（SMSあり）） 
2,380円（税込2,618円） 

10GBプラン （SMSあり） 2,380円（税込2,618円） 

ア 高速通信が利用できます。 

イ データ通信容量10GBは、暦月単位に計測します。ただし、データ通信量が10GBを超えた日から暦月末までの間は、低速通信

の利用に制限します。 

ウ 直近3日間あたりの通信量が 6GBを超えた場合、当該SIMカードを使った通信の速度を制限する場合があります。（※2021年

1 月 1 日より、この制限は撤廃されます。）また、高速通信容量を使い終わった後や高速通信を OFF にしている状態（最大

200kbpsでの通信時）で、3日間あたりの通信量が 366MBを超えた場合も、通信の速度を制限する場合があります。 

エ ウにおける制限後の直近3日間のデータ通信量が6GB（高速通信をOFFにしている状態は366MB）を下回り、高速通信容量が

残っている場合は、高速通信の利用に戻ります。 

※ データ通信容量：当月利用容量（10ＧＢ）に前月からの繰り越し分を加算した容量とします。 

 

組み合わせプラン：20GBプラン 

プラン名 月額基本料 

20GBプラン 050-IP電話サービス 

（050データSIM（SMSあり）） 
4,170円（税込4,587円） 

20GBプラン （SMSあり） 4,170円（税込4,587円） 

ア 高速通信が利用できます。 

イ データ通信容量20GBは、暦月単位に計測します。ただし、データ通信量が20GBを超えた日から暦月末までの間は、低速通信

の利用に制限します。 

ウ 直近3日間あたりの通信量が 6GBを超えた場合、当該SIMカードを使った通信の速度を制限する場合があります。（※2021年

1 月 1 日より、この制限は撤廃されます。）また、高速通信容量を使い終わった後や高速通信を OFF にしている状態（最大

200kbpsでの通信時）で、3日間あたりの通信量が 366MBを超えた場合も、通信の速度を制限する場合があります。 

エ ウにおける制限後の直近3日間のデータ通信量が6GB（高速通信をOFFにしている状態は366MB）を下回り、高速通信容量が

残っている場合は、高速通信の利用に戻ります。 

  ※ データ通信容量：当月利用容量（20ＧＢ）に前月からの繰り越し分を加算した容量とします。 

 

組み合わせプラン：30GBプラン 

プラン名 月額基本料 

30GBプラン 050-IP電話サービス 

（050データSIM（SMSあり）） 
5,520円（税込6,072円） 

30GBプラン （SMSあり） 5,520円（税込6,072円） 

ア 高速通信が利用できます。 

イ データ通信容量30GBは、暦月単位に計測します。ただし、データ通信量が30GBを超えた日から暦月末までの間は、低速通信

の利用に制限します。 

ウ 直近3日間あたりの通信量が 6GBを超えた場合、当該SIMカードを使った通信の速度を制限する場合があります。（※2021年

1 月 1 日より、この制限は撤廃されます。）また、高速通信容量を使い終わった後や高速通信を OFF にしている状態（最大

200kbpsでの通信時）で、3日間あたりの通信量が 366MBを超えた場合も、通信の速度を制限する場合があります。 

エ ウにおける制限後の直近3日間のデータ通信量が6GB（高速通信をOFFにしている状態は366MB）を下回り、高速通信容量が

残っている場合は、高速通信の利用に戻ります。 

  ※ データ通信容量：当月利用容量（30ＧＢ）に前月からの繰り越し分を加算した容量とします。 

 



 

プラン名 料金 

050-IP電話サービス通話料金（国内） Viber料金表（https://account.viber.com/ja/rates/） 

ア 050 データSIM の国内通話は、Viber クレジットを事前購入することにより利用できるものとします。 

イ  Viber クレジットは、消費税込みの金額であり、料金額、料金に係る変更等については、

https://account.viber.com/ja/rates/に定めます。 

ウ Viber からViber への無料通話機能による通話は無料となります。 

 

全プラン共通 

プラン名 料金 

SMS通信料（受信） 0円（税込0円）/通 

SMS通信料（対国内） 3～30円（税込3～33円）/通 

SMS通信料（対国際） 100円（不課税）/通 

 

上記の料金に加え、ご利用される楽天モバイルのご契約数に応じて「ユニバーサルサービス料」および「電話リレーサービス料」が毎月発生いたし

ます。 

 

 

2022年1 月から 

プラン名 月額料金 

ユニバーサルサービス料 2円（税込2.2円） 

 050番号追加分 2円（税込2.2円） 

 

2023 年4 月から 2024年1 月まで 

プラン名 月額料金 

電話リレーサービス料 1円（税込1.1円） 

 050番号追加分 1円（税込1.1円） 

ア SMS契約者回線に係る番号が 020番号の場合、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は発生いたしません。 

 

 

 

プラン名 料金 

容量追加オプション 

100MB単位ごとに 300円（税込330円） 

500MB単位ごとに 550円（税込605円） 

1GB単位ごとに 980円（税込1,078円） 

ア データ通信量が基本の高速容量を超えて、高速通信を利用する場合に購入単位でリチャージすること（追加利用分の支払い手

続をすること）ができます。 

イ リチャージ分の有効期限は、購入月の 3カ月後の末日とします。 

ウ 暦月単位に計測したデータ通信量が基本の高速容量を超えた場合、リチャージ分の提供を開始します。 

 

 

 

■楽天モバイル 事務手数料 

■楽天モバイル オプション料金 



SIMカード再発行手数料 3,000円（税込3,300円） 

 

 

 

お支払い方法により、発生する費用が異なります。 

楽天モバイルのご利用料金はクレジットカードまたは口座振替のお支払いが登録可能です。 

■クレジットカード 

楽天モバイル 

クレジットカード 

事務手数料 

無料 

 

■口座振替 

楽天モバイル 

口座振替 

事務手数料 

月額料金 100円（税込110円） 

 

※クレジットカードおよび口座振替でご利用料金を支払えなかった場合は、別途お送りする請求書にてお支払いください。請求書発行・発送にあたり、請求書発行費用が発生

し、ご利用料金と合算して請求いたします。ご了承ください。 

 

■代金引換手数料 

代金引換手数料 

商品合計額    ～10,000円の場合     300円（税込330円） 

商品合計額    ～30,000円の場合     400円（税込440円） 

商品合計額   ～100,000円の場合     600円（税込660円） 

商品合計額   ～300,000円の場合   1,000円（税込1,100円） 

商品合計額は、端末購入費＋アクセサリー購入費＋送料の合計額の税込です。商品合計額によって代金引換手数料が変わります。 

 

■窓口払い 

楽天モバイル 

請求書発行費用 

（窓口払い） 

月額料金 200円（税込220円） 

 

※法人契約の場合、請求書発行費用は発生いたしません。 

 

2023年3月22日現在 

■楽天モバイル 事務手数料                                           


