
本サービスは「スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社」が
提供するものです。本書の注意事項を必ずご確認ください。

重要事項説明重要事項説明

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
電気通信事業者届出番号:A-27-14424



【重要】 本サービスのご利用にあって
当社は、本サービスの正確性、確実性、的確性、安全性、有用性、そ
の他お客様による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本
サービスの利用に基づきお客様が損害を被った場合でも、当社の故意
又は過失により生じた場合を除き、当該損害を賠償する責任を負わな
いものとします。
また、当社は、無線機器の故障、通信回線や移動体通信端末機器
等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その
他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社の故意又は
過失により生じた場合を除き、当該損害を賠償する責任を負わないも
のとします。



１ サービスのお申し込み・ご利用にあたって

本サービスの付帯オプションサービスである「安心サポート」「安心サポー
トワイド」にお申し込みの場合は、「安心サポート利用」の内容を必ずご
確認いただきご同意のうえお申し込みください。

本サービスのお申し込みにあたり、「スマモバ WiMAX +5G サービス利
用規約」、「スマートモバイルコミュニケーションズ割賦契約利用規約」、
及び「スマモバ WiMAX +5G サービス利用規約」に定めたとおり、UQ
コミュニケーションズ株式会社及び提携事業者の約款の内容を必ずご
確認いただきご同意のうえお申し込みください。

利用規約① 利用規約②

本サービスのお申し込み時に当社に届出いただいた契約者情報に変
更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出をお
願いいたします。
お客様は当社に対し、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、
変更届出いただかなかったことにより生じたいかなる損害賠償も請求す
ることはできません。

お申し込み完了メールや出荷完了メールをはじめとする当社からの電
子メールでのご連絡は＜＠smamoba.jp＞よりお送りいたします。ドメ
イン指定受信や拒否設定を行っている方は、＜@smamoba.jp＞を
受信できるようご設定ください。
なお、当社からのメール本文はURLを含む場合がございますのでURLを
含むメールも受信できるようご設定ください。

登録メールアドレス 登録情報変更時の届出

本サービスの提供にあたりお客様から取得したお客様情報については、
当社が別途定める個人情報保護方針に沿って適正に取り扱います。

本サービスに係る契約上の一切の権利・義務は、第三者（ご家族を
含む）に譲渡もしくは承継することはできません。
また、契約名義の変更もお受付できません。

譲渡・承継 個人情報の取り扱い



２ 通信について
本サービスの通信にはUQコミュニケーションズ株式会社及び提携事業者のネットワークを利用します。
本サービスの通信は、ベストエフォート方式（技術規格上最大値）であり、通信速度・品質を保証するものではありません。

ネットワークについて

本サービスはUQコミュニケーションズ株式会社及び提携事業者のネットワークを利用しますが、UQコミュ
ニケーションズ株式会社及び提携事業者が提供するサービスではありません。

（サービス提供元:スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社）

通信エリアについて
本サービスのデータ通信対応エリアは、WiMAX 2+エリア、au 4G LTEエリア、au 5Gエリアに準
じます。5Gは一部エリアでの提供です。最新の対応エリアはUQホームページでご確認ください。
対応エリア外では通信サービスがご利用いただけませんので、ご注意ください。また、通信対応エリア
内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通
信を行うことができない場合や通信速度が大幅に低下する場合があります。

通信速度・品質について
本サービス上は、ベストエフォート方式を採用しているため、本書及び本サービス公式サイト等、当社
が本サービスに関して記載する通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度の上限を
示すものではありません。接続状況、お客様が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の
理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、予め了承ください。また、当社は、本サー
ビスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。



3 データ通信容量について
本サービスの月間データ容量及びご利用モード別の利用可能通信種別は以下の通りです。

通信モード 月間データ容量 容量超過時の
スタンダードモード制限 利用可能な通信 ※１

スタンダードモード
（初期設定）

無制限
※2

－
WiMAX 2+

au 5G
au 4G LTE

プラスエリアモード 15GB
※3

スタンダードモードは
制限なし

WiMAX 2+
au 5G

au 4G LTE
※１．スタンダードモードの場合、一部周波数は対応していません。各モードにおいて、WiMAX 2+、au 4G LTE、au 5G通信がご利用いただけます。各モードでご利用いただけ

るエリアは、UQホームページを参照ください。
※２．一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
※３．プラスエリアモードで当月のご利用通信容量が月間15GBを超過した場合、プラスエリアモードにおける通信速度を翌月１日まで送受信最大128kbpsに制限します。

なお、プラスエリアモードの速度制限はスタンダードモードには影響ありません。プラスエリアモードが15GBを超過し速度制限となった場合でもスタンダードモードでは高速通信
が可能です。
プラスエリアモードを選択して通信を行うとオプション利用料がかかります（お申し込み不要）。また、スタンダードを選択し直した場合でも同月の利用料は日割とはなりません。



4 ご利用料金

料金プラン名

ギガ放題プラス
しばりなし

25～36ヵ月目 37ヵ月目以降

1,859円
（2,045円税込）

4,587円
（5,045円税込）

5,087円
（5,595円税込）

4,537円
（4,990円税込）

1～2ヵ月目 3～24ヵ月目 25～36ヵ月目 37ヵ月目以降
請求項目 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜

月額基本料金 4,990円 4,537円 4,990円 4,537円 4,990円 4,537円 4,990円 4,537円

はじめる割① -550円 -500円 -550円 -500円 ― ―

はじめる割② -3,000円 -2,728円 ― ― ―

本体割賦代金 605円 550円 605円 550円 605円 550円 ―

ご利用料金 2,045円 1,859円 5,045円 4,587円 5,595円 5,087円 4,990円 4,537円

いつ解約しても解約違約金はかかりません
ご利用開始月から36ヵ月以内に解約された場合

残月数分の割賦残金は継続してご請求
もしくは解約月のご利用料金に合算して一括でご請求します。

解約違約金

本体割賦代金

※１ヵ月目のご利用料金（月額基本料金、はじめる割①、はじめる割②）は、サービス提供開始日から当月末日までの日割計算をいたします。
※別途ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。
※36ヵ月間の割賦期間中に解約された場合、残月数分の本体割賦代金は継続してご請求もしくは解約月のご利用料金に合算して一括でご請求します。

本サービスのご利用料金は以下の通りです。
オプションサービスにご加入いただいた場合は、別途ご加入いただいたオプションサービスの月額料金が発生します。

1～２ヵ月目 3～24ヵ月目



5 本体割賦代金

Galaxy 5G
Mobile Wi-Fi

Speed Wi-Fi 
HOME 5G L11

本体割賦代金（税込） 割賦期間/支払回数 割賦支払総額（税込）

605円 36ヵ月間/36回

36ヵ月間/36回

21,780円

21,780円605円

36ヵ月間の割賦期間中にご解約いただいた場合、割賦残金額（本体割賦代金×残月数）は、
継続してご請求もしくは解約月のご利用料金に合算して一括でご請求します

月額基本料金

1,440円※１

本体割賦代金

605円

月額基本料金

1,440円※1

本体割賦代金

605円
本体割賦代金

605円

月額基本料

4,440円※2

登録事務手数料

3,300円

解約翌月以降に発生する本体割賦代金

605円×12ヵ月分（25～36ヵ月分）

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 ・ ・ ・ 25月目 36ヵ月目

・ ・ ・

本体割賦代金

605円

月額基本料金

4,440円※2

24ヵ月目

解約翌月以降の
本体割賦代金

7,260円

・ ・ ・

［お支払イメージ］24ヵ月目に途中解約した場合（一括請求の場合）

機種種別

※１．ギガ放題プラスしばりなしプランの基本料金4,990円（税込）にはじめる割①550円（税込）割引、はじめる割②3,000円（税込）割引を適用した金額です。
※２．ギガ放題プラスしばりなしプランの基本料金4,990円（税込）にはじめる割①550円（税込）割引を適用した金額です。



6 プラスエリアモード（有料）

プラスエリアモード

オプション料金

1,100円/月

LTEオプション

プラスエリアモードで当月のご利用通信容量が月間15GBを超過した場合、プラスエリアモードにおける通信速度を翌月１日まで送受信最大128kbpsに制限します。
なお、プラスエリアモードの速度制限はスタンダードモードには影響ありません。プラスエリアモードが15GBを超過し速度制限となった場合でもスタンダードモードでは高速通信が可能です。
プラスエリアモードを選択して通信を行うとLTEオプション利用料1,100円（税込）がかかります（お申し込み不要）。また、プラスエリアモード選択後にスタンダードを選択し直した場合で
も同月のLTEオプション料金は日割とはなりません。

プラスエリアモードのご利用は、ご利用中のWiMAX機器本体もしくは設定ツールの通信モード選択より
「プラスエリアモード」を選択してください。詳しくはご利用中のWiMAX機器の取扱説明書でご確認ください。

プラスエリアモードを利用することで、よりつながりやすいauプラチナバンド（700MHz、800MHz帯）に接続が可能となり
使えるエリアが拡大します。（ご利用には別途オプション料金が必要です。）

月間データ容量

15GB

月間データ容量超過後月間データ容量超過後
の通信速度

128kbps



7 支払方法・料金計算・手数料について
本サービスのお支払方法はクレジットカードのみとなり、月額基本料金やオプションサービス月額料金など（以下「利用料」といい
ます）のお支払は、毎月クレジット会社より引き落とされます。クレジットカードの有効性の確認をもって本サービスご利用開始手
続きの完了となり、確認できなかった場合は申込みいただけません。

手数料項目 手数料概要 金額（税込）

登録事務手数料 新規ご契約の際に発生する手数料 3,300円

中断手数料 紛失等の理由でお客様の任意により一時的に回線停止を実施する際に発生する手数料 550円

再開手数料 回線の停止後、停止を解除し利用を再開する際に発生する手数料 550円

UIMカード交換手数料 破損・紛失等の理由でUIMカードを交換・再発行する際に発生する手数料 2,200円

請求項目 簡易詳細 初月 2ヵ月目以降 解約月

月額基本料金 ギガ放題プラスしばりなしプランの基本料金 日割 満額 満額

オプションサービス
月額料金 お申し込みいただいたオプションサービスごとの月額料金 満額 満額 満額

はじめる割① ご利用１ヵ月目から24ヶ月目までの割引
割引額:550円（税込）/月

日割 満額
(※1)

満額
（※1）

はじめる割② ご利用１ヵ月目から2ヶ月目までの割引
割引額:3,000円（税込）/月

日割 満額
(※2)

満額
（※2）

本体割賦代金 WiMAX端末機器の割賦代金（36回） 満額 満額 満額

本体割賦代金
残金額

36ヵ月以内に解約いただいた場合の割賦代金の残金
額（残月数×本体割賦代金） ― ― 満額もしくは

分割支払継続

お支払が遅滞した場合、本サービスの提供を停止するとともに、年14.6％の延滞利息が発生する場合があります。
また、停止期間中も利用料は発生します。なお、お支払の確認が取れたのちにサービス提供を再開いたしますが、
再開までに2営業日前後の時間を要します。

※１．はじめる割①の割引適用は24ヵ月目までです。25ヵ月目以降は適用されません。解約月が25ヵ月目以降の場合も同様に適用されません。
※２．はじめる割②の割引適用は2ヵ月目までです。3ヵ月目以降は適用されません。解約月が3ヵ月目以降の場合も同様に適用されません。



安心サポート
ワイド

安心サポート

8 オプションサービス:安心サポート／安心サポートワイド
万が一WiMAX機器本体が故障してしまった場合や水没、破損させてしまった場合の修理・交換費用を補償するサービスです。
本サービスの新規お申し込みと同時にお申し込みいただいた場合のみご加入いただけます。

330円

550円

補償対象オプション月額料金（税込）

・正常な使用状態で機器が故障した場合

・対象期間は本サポートサービスご加入期間中

・お客様の故意による故障、改造による損害、
その他盗難・紛失

・外部損傷、水濡れ、バッテリー不良/膨張、全損

・ケーブル等のWiMAX機器本体以外の付属品

・正常な使用状態で機器が故障した場合

・その他故障・破損・水濡れによって弊社が
修理を認めた場合

・対象期間は本サポートサービスご加入期間中

・お客様の故意による故障、改造による損害、
その他盗難・紛失

・全損

・ケーブル等のWiMAX機器本体以外の付属品

補償対象外

※複数のWiMAX機器をご利用の場合は、WiMAX機器ごとに本サポートサービスのお申し込みが必要となります。
※本サポートサービスは、スマモバ WiMAX +5G用機器として弊社よりご購入いただいたWiMAX機器のみご利用可能です。
※安心サポートワイド［月額550円（税込）］から安心サポート［月額330円（税込）］へのプラン変更は可能ですが、安心サポート［月額330円（税込）］から安心サ

ポートワイド［月額550円（税込）］へのプラン変更はできません。
※スマモバ WiMAX +5Gサービスの解約があった場合、本サポートサービスは自動的に解約となります。

▼補償適用に関する注意事項
本サポートサービスは6ヵ月間に１度のご利用を上限とします。
本サポートサービスをご利用後、再度ご利用が可能となるのは、当社からお客様へ修理機器（または交換機器）を発送した日
の翌月から6ヵ月経過後（※1）となります。なお、再度ご利用可能となるまでの間も本サポートサービスのご利用料金は通常通り
発生いたしますので、予めご了承ください。
※１．例:2022年4月10日に修理機器（または交換機器）を発送した場合、次回本サポートサービスをご利用いただけるのは2022年11月1日からとなります。

ご加入者のみ



9 マイページ

マイページURL https://sim-entry.jp/app/login.php
会員ID 申込完了メール及び「スマモバ WiMAX +5G申込内容通知書兼割賦契約書」に記載されています。

パスワード お申し込み時にお客様にて設定いただいたパスワードがマイページパスワードです。

※会員ID/パスワードの管理・使用はお客様の自己の責任で行うものとし、お客様は当該会員ID/パスワード情報を用いて行われた全ての行為及びその結果に責任を負うものとします。
※会員ID/パスワード情報の使用上の過誤または第三者による無断使用によりお客様が被る損害については、お客様の故意または過失の有無を問わず、当社は一切の責任を負いません。

お手続き項目 お手続き概要 マイページ手続き可否

契約者情報変更申請 住所、連絡先、メールアドレス、請求先クレジットカード（※1）の変更申請 365日 24時間 受付可

オプション変更申請 オプションサービスの追加・解除の申請 365日 24時間 受付可

解約申請 本サービスの解約申請（※2） 365日 24時間 受付可

利用料金明細確認 毎月のご利用料金の明細書の確認・ダウンロード 365日 24時間 受付可

※１．クレジットカード変更申請は毎月8～15日の間は申請いただけません。
※２．初期契約解除制度、クーリングオフ制度を利用した契約の解除はマイページでは申請できません。

お手続き項目 お手続き概要 掲載期間起算日/月 掲載期間

利用料金明細
掲載期間 毎月のご利用料金明細書の掲載期間（確認・ダウンロード可能期間） 利用月 6ヵ月間

解約後の
ログイン可能期間 解約後にログイン可能な期間 解約月 6ヵ月間

▼マイページで可能なお手続き

▼マイページへの掲載期間等



10 故障時の対応について
端末本体の故障・修理、UIMカードの不具合については以下に沿ってお申し出ください。
安心サポート、安心サポートワイドへのご加入状況は、お申し出の前にマイページ（https://sim-entry.jp/app/login.php）にて
ご確認いただきますようお願いいたします。

安心サポート
安心サポートワイド

にご加入中のお客様

安心サポート
安心サポートワイド
に未加入のお客様

カスタマーサポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
※安心サポート、安心サポートワイドにご加入中のお客様がauショップにご来店いただき保守対応をお受けになられた場合、

安心サポート、安心サポートワイドの端末補償を適用することが出来ませんのでご注意ください。
※UIMカードの不具合に関しては、安心サポート、安心サポートワイドにご加入中のお客様もauショップにご来店いただき

ご相談をお願いいたします。

最寄りのauショップにご来店いただきご相談をお願いいたします。
※安心サポート／安心サポートワイドに未加入の場合、カスタマーサポートセンターではお受け付けできません。
※対象WiMAX機器本体、対象WiMAX機器本体保証書、本人確認書類をご持参ください。
※修理・交換等の保守対応が有償となる場合は、その費用はauショップ店頭にてお支払いただきます。

▼WiMAX機器本体の故障・修理

すべてのお客様
最寄りのauショップにご来店いただきご相談をお願いいたします。
※UIMカード、WiMAX機器本体、WiMAX機器本体保証書、本人確認書類をご持参ください。
※UIMカードの交換・再発行が必要な場合、UIMカード交換手数料をauショップ店頭にてお支払いただきます。
※UIMカードの不具合かWiMAX機器本体の故障か判断がつかない場合はカスタマサポートセンターまでご連絡ください。

▼UIMカードの不具合

すべてのお客様
カスタマーサポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
※商品到着後、ご利用に伴い発生した故障等は、以下の「WiMAX機器本体の故障・修理」に沿ってご対応をお願いいたします。

UIMカードの不具合は、課金開始日から8日以内の場合も、以下の「UIMカードの不具合」に沿ってご対応をお願いいたします。
※課金開始日から9日以上経過したWiMAX機器本体の故障等及び弊社への初期不良端末のご返却が課金開始日から８日を

超過する場合は初期不良として受付ができません。以下の「WiMAX機器本体の故障・修理」に沿ってご対応をお願いいたします。

▼初期不良（課金開始日から8日以内のWiMAX機器本体の故障）



11 盗難・紛失時の対応について

端末本体もしくはUIMカードを盗難・紛失された場合は以下に沿ってお申し出ください。
なお、安心サポート、安心サポートワイドにご加入の場合でも盗難・紛失による交換費用は補償対象外となります。

端末本体のみ

交換費用 交換前端末本体交換前端末本体
の割賦請求

UIMカードのみ

端末本体と
UIMカード

対応方法

端末本体交換

UIMカード交換

端末本体交換
UIMカード交換

各機種ごとの
所定金額

UIMカード
交換手数料

各機種ごとの所定金額
及び

UIMカード交換手数料

［交換月が36ヶ月以内の場合］

課金開始月から
36ヵ月目まで
継続して発生

［交換月が37ヶ月以降の場合］

割賦支払終了済
のため発生なし

交換費用の交換費用の
請求時期

交換月の
ご利用料金に

合算請求

※盗難・紛失から交換品を受領いただくまでの期間も月額基本料金、オプションサービス月額料金等のご利用料金は発生は通常通り発生いたします。

盗難・紛失対象

auショップ
店頭でお支払

お申し出先

カスタマー
サポートセンター

auショップ ―



いつ解約しても解約違約金はかかりません

12 解約
ご解約の際はマイページより注意事項を必ずご確認いただいたうえでお手続きをお願いいたします。申請内容に不明点等がある
場合、初期契約解除制度もしくはクーリングオフ制度を利用した契約解除をご希望の場合は、マイページ手続きを停止し、
カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。マイページでの手続き完了後は解約申請内容の変更・取消はできません。

1ヵ月目 36ヵ月目 37ヵ月目以降・ ・ ・ ・ ・

ご利用開始月から36ヵ月以内にご解約された場合

割賦残金 × 残月数分は継続してご請求
もしくは解約月のご利用料金に合算して一括でご請求いたします。

36ヵ月間の割賦契約期間内にご解約いただく場合、
ご利用期間に応じて本体割賦代金残金額のお支払が必要となります。

本体割賦代金残金額は、継続してご請求もしくは解約月のご利用料金に合算して一括でご請求いたします。

解約違約金

本体割賦代金

最低利用期間について

本サービスの最低利用期間はありません。いつ解約しても解約違約
金はかかりません。

割賦契約期間と割賦残金額について

本サービスでご利用いただくWiMAX機器本体は36ヵ月間の割賦契
約でのご購入です。36ヵ月間の割賦期間中にご解約いただいた場
合、割賦残金額（本体割賦代金×残月数）は、継続してご請求
もしくは解約月のご利用料金に合算して一括でご請求いたします。

月途中の解約について

本サービスの解約日は解約申請月の末日です。
月の途中で本サービスの解約申請を実施した場合も解約日は末日
となり、１ヵ月分の月額利用料金をご請求いたします。
※日割り計算はいたしません。

UIMカードについて

本サービスを解約される場合、当社の指定する方法にて当社の指定
する場所にUIMカードを返却する必要があります。ただし、当社が定
める基準によりUIMカードの返却を求めない場合に限り返却は不要
です。



13 初期契約解除制度
契約成立日もしくは書面受領日のいずれか遅い日付より8日を経過するまでの間、本契約の解除を行う事が出来ます。

当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するま
でに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であ
れば契約を解除することができます。詳細は後日送付される御申込通知書をご確認ください。

契約成立日
or

書類受領日
8日以内であれば解除できる 対象外

1日目 8日目

損害賠償もしくは解約違約金を請求されることはありません。
初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金及び登録事務手数料、ユニバーサル
サービス料、電話リレーサービス料は請求いたします。初期契約解除制度（以下、「本制度」といいます）の対象は、
電気通信役務となり割賦契約及び同時にご購入いただいたケーブル等周辺機器の売買契約は対象外です。
初期契約解除された場合でも周辺機器のご購入代金は一括でご請求いたします。

※初期契約解除のご申告方法、詳細は商品発送後に別途郵送いたします御申込通知書をご確認ください。

▼割賦契約の解除について
割賦契約は本制度の対象外ですが、本制度を利用して本契約を解除する場合、割賦契約にて購入した
端末機器が当社が指定する方法にて当社の指定する場所に当社が発送した状態と同等の状態で初期契約
解除申告日の３日後（例:初期契約解除申告日がN月20日の場合、到着期日は N月23日）までに到着した場合に限り、
本契約と同時に契約した割賦契約を解除することが可能です。当社が指定する返却期日までに未返却の
場合や返却物に不足・汚損等がある場合は割賦残金額を継続してご請求もしくは解除月のご利用料金に
合算して一括でご請求します一括でご請求いたします。



14 個人情報について
当社は、当社のプライバシーポリシー（https://smamoba.jp/wimax/privacypolicy/）に則り、ご契約者様の個人情報
を適切に取り扱いいたします。

15 反社会的勢力に対する表明保証
本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力でないこ
と、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し・保証するものとします。

16 注意事項

サービス内容については、スマモバ WiMAX +5G公式サイトの「よくある質問」もご確認ください。
ご契約内容・ご利用料金明細は、マイページ（https://sim-entry.jp/app/login.php）でご確認が可能です。

■カスタマーサポートセンター 0570-666-639 【受付時間】午前10時～18時（年中無休）
※公衆電話、非通知設定の電話、一部のIP電話、国際電話からはご利用いただけません。

初期契約解除制度、クーリングオフ制度に
沿った契約解除以外のキャンセルはできま
せん。周辺機器販売は初期契約解除制
度の対象外です。

商品発送日の翌営業日に、ご契約内容
を記した書面を発送いたします。
必ずご確認をお願いいたします。

各種お問い合わせは、サポートセンター
までお問い合わせください。

＜お問い合せ先＞


