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新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、 

学生（25歳以下）のお客さま向けに 

データ使い放題プランの割引を実施 
 

このたびの新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げます。 

また、罹患された皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快癒を、心よりお祈り 

申し上げます。 

 

KDDI、沖縄セルラーは、全国の各種教育機関の休校措置を踏まえ、学生やお子さまのオンライン授業

や各種教育コンテンツのご利用の支援をするため、25 歳以下のお客さまを対象に、データ通信が使い 

放題（注 1）となる 4 つの料金プラン（「データ MAX 5G」「データ MAX 5G Netflix パック」「au データ

MAX プラン Pro」「au データ MAX プラン Netflix パック」）のいずれかに 2020 年 4 月中にお申し込み

いただいた場合、月額料金から 2,000 円を 2 カ月間割り引く「U25 データ通信料割引」（以下 本割引)を

実施します。 

 

その他の支援や、au ショップの営業情報については、こちら(https://www.kddi.com/important-

news/20200402/)をご参照ください。 

 

■「U25データ通信料割引」について 

1．対象地域 

全国 

 

2．対象期間 

2020 年 4月 1 日～4 月 30 日 
※各地方自治体からの外出自粛要請を受け、一部 au ショップでは営業時間を変更して営業しています。 

au ショップへご来店されなくても、オンラインで簡単にお申し込みいただける My au（https://my.au.com/aus/au-

cs1/AuHome?PageID=SSO&ActionID=CHARGEPLAN&agdt=2）をぜひご利用ください。 

 

3．適用条件 

対象期間内に以下 2 つの条件を満たした場合、自動的に適用します。 

（1）ご契約者または登録利用者が 25歳以下であること 

※2020 年 3 月 31 日時点のご契約情報に基づきます。 

 

（2）新たに対象料金プランに加入すること 

※既に対象料金プランに加入いただいている場合、対象料金プランまたは「au データ MAX プラン」（2019 年 9 月 30 日を 

もって受付終了済み）から他の対象料金プランに変更する場合は、本割引の適用対象外となります。 
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【対象料金プラン】 

データ MAX 5G/データMAX 5G Netflix パック/au データMAXプラン Pro/ 

au データMAXプラン Netflix パック 

 

4．割引内容 

お申し込み翌月から 2カ月間、月額料金を 2,000円割り引きます。 

なお、「au の学割」「スマホ応援割Ⅱ」と本割引の適用条件を同時に満たした場合、「au の学割」 

「スマホ応援割Ⅱ」が適用されます。ただし、「au の学割」「スマホ応援割Ⅱ」の割引額を合算して 

2,000 円に満たない場合は、差額を本割引により割り引きます。 
※ご利用された月の翌月以降のご利用分の請求から減算となります。 

 

5．ご利用料金 ※通話料金は 20 円/30 秒となります（注３）。 

（1）データ MAX 5G/データ MAX プラン 5G Netflix パックにおける月額料金 

 データ MAX 5G データ MAX 5G Netflix パック 

通常 
２GB 以下 

の場合 
通常 

２GB 以下 

の場合 

2 年契約 N（注２）適用時【１】 8,480 円 7,000 円 9,480 円 8,000 円 

家族割 

プラス 

2 人 -500 円 -500 円 

3 人 -1,000 円 -1,000 円 

4 人以上【２】 -2,020 円 -2,020 円 

au スマートバリュー【３】 -1,000 円 -1,000 円 

５G スタートキャンペーン【4】

※25 カ月間 
-1,000 円 -1,000 円 

U25 データ通信料割引【5】 

※２カ月間 
-2,000円 -2,000円 

合計 

【1】+【2】+【3】+【4】+【5】 
2,460円 980 円 3,460円 1,980 円 

 

（2）auデータMAXプラン Pro/au データ MAX プラン Netflix パックにおける月額料金 

 au データ MAX プラン Pro au データ MAX プラン Netflix パック 

2 年契約 N（注２）適用時【１】 7,480 円 7,880 円 

家族割プラス ２人 -500 円 -1,000 円 

３人以上【2】 -1,000 円 -1,000 円 

au スマートバリュー【３】 -1,000 円 -1,000 円 

U25 データ通信料割引【４】 

※２カ月間 

-2,000円 -2,000円 

合計【1】+【2】+【3】+【4】 3,480円 3,880円 

 

 
 

 



（注 1）テザリング・データシェア・国際ローミング通信 (世界データ定額) をご利用の場合、「データ MAX 5G」は 30GB/月、

「データ MAX 5G Netflix パック」は 60GB/月、「au データ MAX プラン Pro」は 30GB/月、「au データ MAX プラン 

Netflix パック」は 2GB/月の上限があります。動画配信、ストリーミングサービスなどの大量のデータ通信または長時間

接続を伴うサービスをご利用の際、通信速度を制限します。対象となるサービスなど、制限の内容については、 

当社ネットワークへの影響などを勘案し定めます。なお、通信の切断は行いません。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します。 

(注 2）特にお申し出がない場合、２年単位で自動更新となります。更新期間（２年契約 N 満了月の当月、翌月、翌々月の 

３カ月間）以外に途中解約などの場合、契約解除料（1,000 円）がかかります。 

（注 3）衛星船舶電話への通話は 50 円/30 秒かかります。 

 

※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税抜きです。 

 

以 上 


