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2月 2日から料金サービス拡充で、最大 24ヶ月を毎月$10割引！端末代金実質$0～！ 

 
 KDDI America, Inc.(所在地：ニューヨーク 代表取締役 中西雅昭) は、2013 年 2 月 2 日に新料金プラン（ボイスプラン 500、デー

タプラン LL）、新オプションサービス（シェアリング、テザリング、テキスト 300、利用状況通知サービス）のご提供を開始いたします。ま

た、料金プラン・オプションの組み合わせにより最大 24 ヶ月、毎月$10 の月額料金を割引くサービスも合わせて開始いたします。この

サービスをご利用いただけば、2 年間のご利用で最大$240 の割引となります。 

 新サービスのご提供開始に先駆けて、1 月 15 日より予約受付を一部の KDDI Mobile 取扱店で開始（au ショップ（日本）での受付

は 1 月 16 日より開始）いたしますので、この機会にぜひ新サービスをご利用ください。 

 KDDI Mobile は今後もお客様の利便性とサービス品質の更なる向上を目指し、米国に滞在されるお客様のサポートに尽力いたし

ます。 

 

新料金プラン・サービスのご提供開始について 

KDDI Mobile では、2013 年 2 月 2 日より以下の新サービスの提供を開始いたします。加入条件等詳細は別紙をご確認ください。ま

た、1 月 15 日（au ショップでは 1 月 16 日）より下記サービスの予約受付を開始いたします。詳しくは KDDI Mobile ショップ取扱店に

てご確認ください。 

 

【新サービス（料金プラン）】 

（１） ボイスプラン 500 

月額基本料金 $44.99  無料通話分数 500 分*1 

無料通話分数が 500 分で、ご家族・ご友人、日本固定電話宛の通話をたっぷりご利用いただけます。 

 

（２） データプラン LL（スマートフォンご契約のお客様専用） 

月額基本料金 $59.00  無料データ量 2GB*2 

2GB の無料データ量なので、スマートフォンでアプリや SNS、インターネットを存分にご利用いただけます。 

 

【新サービス（オプションサービス）】 

（１） シェアリング 

月額基本料金 無料 

同一アカウント配下のボイスプランまたはボイスプラン 500 にご加入の回線同士の無料通話分数及び無料分テキスト（別

途、テキスト 300 のオプションへの加入が必要）をシェアできます。なお、ボイスプラン・ボイスプラン 500 にご加入のお客様

は自動的にシェアリングサービスが適用となります。 

 

（２） テザリング 

月額基本料金 $6.99 （別途、データプラン L または LL への加入が必要） 

ご利用中のスマートフォンをモバイルホットスポットとして、PC などをインターネットに接続することができます。 

 



2013 年 1 月 15 日 

（３） テキスト 300 

月額基本料金 $9.99 

$9.99 で月々300 通*3 までのテキストメッセージが無料でご利用いただけます。 

 

（４） 利用状況通知サービス 

月額基本料金 無料（データプラン L または LL にご加入のお客様が対象） 

      データプラン L または LL にご加入のお客様に対して、利用データが一定量に達した時点でご登録の Email に利用状況 

      を通知いたします。 

 

（５） 月額$10 割引の適用条件について 

「ボイスプラン 500」 ＋ 「テザリング またはテキスト 300」 、「データプラン LL」 ＋ 「テザリング またはテキスト 300」にご

加入いただいたスマートフォンをご購入いただいたお客様*4 に、最大 24 ヶ月間、毎月$10 を月額のご利用料金から割引

いたします。こちらの割引が適用されますと、1 月 15 日発売の LG Optimus Elite™が、実質無料*5 でご購入いただくこ

とができます。 

 

 

KDDI Mobile は今後もお客様の利便性とサービス品質の更なる向上を目指し、米国に滞在されるお客様のサポートに尽力いたしま

す。引き続き KDDI Mobile を何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

■ 会社概要 

KDDI America, Inc. 

代表者：代表取締役社長 中西雅昭 

所在地：New York Office (Headquarter) 825 Third Avenue, 3rd Floor New York, NY 10022 

設 立： 1989年6月29日（New York州） 

事業内容： MVNO事業含む総合通信事業 

KDDIアメリカ：http://www.kddia.com/jp/ 

KDDI Mobile：http://www.kddimobile.com/ 

 

■ KDDI Mobile メディアコンタクト 

（担当：松本） + 1 212-295-1268  pr@kddimobile.com 
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新料金プラン・オプションサービス情報  

 

【2013年2月2日より受付を開始する新料金プラン・オプションサービス】  
サービス名 内容 月額料金 無料通話・デ

ータ量・テキ

スト数 

その他 

ボイスプラン500 月500分の無料通話の付いた音声料金プラン $44.99 500分  

データプランLL 2GBの無料データのついたデータプラン $59.00 2GB スマートフォンをご利用の方のみご契約が可能です 

シェアリング ボイスプラン・ボイスプラン500の加入者が同一請求アカウント配

下で無料通話・テキストのシェアが可能 

無料 - 同一アカウントで10回線まで適用可能です 

テザリング ご利用のスマートフォンをホットスポットにしてPCなどをインター

ネット接続可能とするサービス 

【対象機種】※2013年1月15日現在 

Galaxy SⅡ Epic 4G、HTC Detail、LG Optimus Elite、LG 

Optimus S、Motorola XPRT 

$6.99 - データプランLまたはLLへのご加入が条件となります 

テキスト300 月300通のテキストをご利用いただけるテキストパッケージプラ

ン。無料テキスト超過分は、$0.15/通を従量にて課金 

$9.99 300通 ボイスプラン・ボイスプラン500に加入の方が対象とな

ります 

利用状況通知サービス データプランLまたはLLにご加入のお客様に対して、データ利

用が一定量を超えた際にEmailにて通知 

データプランL：400MBを超過後に通知 

データプランLL：1.6GBを超過後に通知 

無料 - 同一ビリングサイクル内で、1回の通知のみとなり、国

際ローミングによるデータ利用分は利用状況通知の

対象外 

 

【月額$10の割引を適用いただくための条件】 
適用条件 月額料金 備考 

下記のいずれかの加入条件を満たしたお客様に対して、端末購入時から最大で24ヶ月

間、毎月$10をご利用料金から割引 

・ボイスプラン500 ＋テザリング 

・ボイスプラン500 ＋テキスト300 

・データプランLL ＋テザリング 

・データプランLL ＋テキスト300 

- ・$10の割引開始後、料金プラン変更やオプション廃止などがあった場

合、再度条件を満たした場合でも$10の割引は適用されなくなりますの

でご注意ください 

・割引開始月、終了月は日割りでの割引となります 

 

*1 無料通話分数はアメリカ国内の発着信、または日本固定電話宛の発信に適用されます。（なお、日本携帯電話宛の発信については、無料通話分数＋$0.20／分にて通話可能です。） 

*2 無料データ量はアメリカ国内でのデータ通信に適用されます。 

*3 無料テキストはアメリカ国内での送受信されたテキストに適用されます。 

*4 スマートフォンの購入は、2012年10月2日以降のお客様に限ります。 

*5 割引額が初月で$10適用された場合の実質価格になります。毎月$10の割引は、加入初月は日割り計算となります。また、販売価格はKDDI America直営店での価格で、販売店ごとに異なりますので、

最寄りのKDDI Mobileショップにお問い合わせください。 

Android, Google WalletはGoogle Inc.の登録商標です。SprintはSprint Nextelの登録商標です。LG, LGロゴ, Optimus Eliteは、LG Electronics,Inc.の登録商標です。 

Sprint社について （所在地:バージニア州レストンおよびカンザス州オーバーランドバーグ CEO: Dan Hesse http://sprint.com) 

Sprint社(（英文名称：Sprint Nextel）は、総合的な通信サービスを行う企業で、革新的なテクノロジーの開発,設計,運用, MVNOのネットワークオペレータとしても世界的キャリアです。 

Sprint社はKDDI Mobile利用者にワイヤレスネットワークおよび関連ワイヤレスサービスを提供していますが、KDDI MobileはKDDI America, Inc.の責任のもと提供しているサービスです。 

※サービスの内容は、予告なく変更される場合があります。 

 

 


