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株式会社U-NEXT

格安SI Mカード『U-mobile』で新たに⼤容量& ライトサービスを提供開始
プ ラン名称も変更し「データ 専⽤」「通話プ ラス」で合計10プ ラン〜
株式会社 U-NEXT（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役社⻑︓宇野 康秀）は、モバイル通信サービス『U-mobile』の新
たなラインナップとして、⼤容量で 5GB/7GB、⼩容量で 1GB までのデータ容量が利⽤できるサービスの提供を平成 26 年 8 ⽉ 1
⽇より開始いたします。
併せて、同⽇より『U-mobile』のプラン名称も、⾳声通話機能付き SIM の「U-mobile」は「U-mobile 通話プラス」へ、データ
専⽤ SIM の「U-mobile＊d」は「U-mobile データ専⽤」に変更いたします。
■『U-mobile』とは
本サービスは、NTTドコモのLTEに対応したデータ通信サービスで、NTTドコモのサポートエリアでは
下り最⼤150Mbps/上り最⼤50Mbps（※1）の⾼速データ通信をご利⽤いただけるデータ通信
専⽤のSIMカードと、⾼速データ通信と併せて090/080/070の電話番号で⾳声通話がご利⽤
いただける⾳声通話機能を搭載したSIMカードです。従来、⾳声通話機能付きのSIMカードは、
通話ができても通信速度を数百kbpsに制限をかけているサービスが多いなか、『U-mobile』は
NTTドコモのLTE網に対応した⾼速通信でサービス提供をしているため、通信をメインに検討されて
いる⽅にもご満⾜いただけるスペックとなっています。『U-mobile』は通信サービスと親和性の⾼い、
映像・書籍といったデジタルエンタメコンテンツの提供も併せて⾏ってまいります。
■『U-mobile』プ ラ ン⼀覧（※2）
サービス

プラン

通話プラス

U-mobile

データ専⽤

Total名称

料⾦

1GB

U-mobile 通話プラス 1GB

new

1,580円

3GB

U-mobile 通話プラス 3GB

5GB

U-mobile 通話プラス 5GB

new

3,380円

7GB

U-mobile 通話プラス 7GB

new

4,580円

ダブルフィックス

U-mobile 通話プラス ダブルフィックス

1GB

U-mobile データ専⽤ 1GB

3GB

U-mobile データ専⽤ 3GB

5GB

U-mobile データ専⽤ 5GB

new

2,980円

7GB

U-mobile データ専⽤ 7GB

new

3,480円

ダブルフィックス

U-mobile データ専⽤ ダブルフィックス

1,980円

1,660円〜2,960円
new

790円
1,480円

680円〜1,980円
＊3GBプランは旧「スタンダード」プラン
＊料⾦は全て税抜

▼プ ラ ン名称変更について
・旧名称

・新名称

「U-mobile 」（⾳声通話機能付き）

「U-mobile 通話プラス 1GB/3GB/5GB/7GB/ダブルフィックス」

「U-mobile＊d」（データ通信のみ）

「U-mobile データ専⽤ 1GB/3GB/5GB/7GB/ダブルフィックス」

▼その 他利⽤料⾦
・登録事務⼿数料︓3,000円（税抜）

・通話料⾦︓20円（税抜）/30秒

＊その他オプションにつきましては「http://umobile.jp/service/sim/vc/」でご確認下さい。

■スマートフォンセット
『U-mobile』の販売に伴い、格安のSIMロックフリースマートフォン（※3）を取り扱っております。指定2機種のスマートフォンでは
24カ⽉での分割でのセット販売も執り⾏っております。 （※4）
通話プラス
容量

データ専⽤

Ascend G6

FT132 priori

Ascend G6

FT132 priori

1,242円

400円（初回600円）

1,242円

400円（初回600円）

1GB

2,822円

1,980円

2,032円

1,190円

3GB

3,222円

2,380円

2,722円

1,880円

5GB

4,622円

3,780円

4,222円

3,380円

7GB

5,822円

4,980円

4,722円

3,880円

2,902円〜4,202円

2,060円〜3,360円

1,922円〜3,222円

1,080円〜2,380円

ダブルフィックス

＊料⾦は全て税抜
＊⾚字︓端末分割代⾦
＊「Ascend G6」「FT132 priori」の詳細スペックは「http://umobile.jp/service/sim/set/spec/」で確認下さい。

■U-mobileの 特典（「通話プ ラ ス」の み）
『 U-mobile 』 を 加 ⼊ い た だ い た ⽅ に は 、 当 社 が 運 営 す る 映 像 配 信 サ ー ビ ス 「 U-NEXT 」 （ ユ ー ネ ク ス ト 、 URL ︓
http://unext.jp）のポイント（※5）を毎⽉600円分プレゼントいたします。このポイントは、「U-NEXT」の最新映画や、地上波
テレビの⾒逃し作品を購⼊する際に使⽤できるだけでなく、電⼦書籍ストア「Book Place for U-NEXT」での書籍購⼊の際に利
⽤することができます。
■U-mobileの お申し込みについて
・当社HPから申込み

「http://umobile.jp/entry/」から申し込む

・「Amazon」で購⼊

「Amazon」で「U-mobile」検索（データ専⽤のみ販売）

・ヤマダ電機で購⼊

ヤマダ電機店舗で「YAMADA SIM powered by U-mobile」を購⼊

・「価格.com」で購⼊

「価格.com」で「U-mobile」検索

【株式会社U-NEXT】
株式会社U-NEXTは、⽇本最⼤規模の映像配信と、ブロードバンド通信環境を提供しております。
「感動や喜びをもっと⾃由に。」をモットーに、最⾼クラスのエンターテイメント環境をインターネットを通じてご提供いたします。
■映像配信サービス『U-NEXT』
配信本数80,000本以上（※6）をラインナップしている、⽇本最⼤級の映像配信サービスです。
ハリウッドメジャースタジオの作品を含む洋画、邦画、ドラマ、アニメ、キッズ、ドキュメンタリーなど、あらゆるジャンルのコンテンツが最
新作はPPV（※7）、準新作・旧作は定額⾒放題（※8）でお楽しみいただけます。
地上波で放送中のドラマやアニメの⾒逃し配信や、最新映画もDVDやブルーレイの発売やレンタル開始と同⽇に配信されるの
で話題作もすぐにチェックできます。
マルチデバイスに対応しているため、PC・スマートフォン・タブレットPC・対応テレビで、いつでも、どこでもお楽しみいただけます。
●ジャンルの ご 紹介
多彩なジャンルと充実のラインナップで、お客様の「⾒たい︕」にお応えします。

*デバイスによって視聴できるジャンルが異なります。

●U-NEXT サービス内容
・ビデオ⾒放題プ ラ ン︓1,990円（税抜）／⽉

毎⽉1,000円分の ポイント付き

あらゆるジャンルのコンテンツが⾒放題でご覧いただけるプランです。
→毎⽉付与される1,000円分のポイントは、PPV作品の購⼊、および電⼦書籍購⼊時に利⽤可能となります。
→⼀部、PPV作品は別途料⾦がかかります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(※1) 下り最⼤150Mbps／上り最⼤50Mbpsとは、当社の設備が整った段階で且つNTTドコモの⾼速通信設備エリアにおける最⼤値であって、その速度を現段階で保証するも
のではございません。
(※2) データ通信量がプランごとの最⼤容量を超えた場合、通信速度は最⼤128kbpsへ制限されます。解約時SIMカード返却が必須となります。SIMカード紛失・未返却時は
2,000円(税抜)の費⽤が発⽣します。通信の公平性を担保するため、当社の定める⼀定期間⼀定利⽤帯域を超えた場合は、速度制限を⾏う可能性がございます。
「通話プラス」プランのみ6か⽉の最低利⽤期間がございます。期間内に解約の場合は、解約事務⼿数料として6,000円（税抜）を請求させて頂きます。
(※3) 提携端末は台数に限りがございます。
(※4) 実際のご請求はU-mobile⽉額基本料⾦と端末割賦代⾦につき、個別に消費税を加えて計算した料⾦額を合算してご請求いたしますので、「端末代⾦含む⽉額基本料
⾦」として税抜き表記されている合算⾦額に消費税を加えて計算した⾦額とは異なる場合がございます。
(※5) ポイントは、1ポイント＝税込1円として「U-NEXT」サービスでのお⽀払にご利⽤いただけます。ポイントには有効期限があります。
(※6) 平成26年7⽉28⽇時点。カラオケのタイトル数を含む。
(※7) PPV（ペイ・パー・ビュー）とは、1本の視聴毎に課⾦されるビデオサービスです。PPVコンテンツは、ポイントでもご視聴いただけます。ポイントがご利⽤いただける作品にはポイン
トOKのアイコンが表⽰されています。
(※8) ⾒放題・・・対象サービス加⼊、または7days⾒放題購⼊で⾒放題となるビデオサービスです。7days⾒放題とは、⾒放題サービスを契約されていないお客様も、7⽇間
（168時間）⾒放題ビデオコンテンツまたはカラオケコンテンツを視聴できるサービスです。（「映画」「ドラマ」「アニメ」のごく⼀部の作品は視聴制限されております。）

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社U-NEXT http:/ / unext.jp
<報道関係者向けお問い合わせ先／広報︓吉本・滝⼝>
TEL／03-6741-4425、MAIL／publicrelations@unext.jp
<お客様向けお問い合わせ先／U-mobile カスタマーセンター>11︓00〜19︓00（年末年始を除く）
TEL／0120-992-449、MAIL／http://umobile.jp/support/inquiry/sim/form/（お問い合わせフォーム）

