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BIGLOBEモバイルのご紹介
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格安SIM
顧客満足度 第1位

2020年 オリコン顧客満
足度®調査「格安SIM」に
て、BIGLOBEモバイルが
総合1位に選ばれました。

Webサポート格付け
三つ星獲得

2019年度HDI主催の
「Webサポート格付け」
にて、最高評価の「三つ
星」を獲得しました。

問合せ窓口格付け
三つ星獲得

2018年度HDI主催の
「問合せ窓口格付け」
にて、最高評価の「三
つ星」を獲得しました。

2017年 MM総研大賞
話題賞受賞

2017年 MM総研大賞
にて、エンタメフリー・
オプションが話題賞を
受賞しました。

BIGLOBEモバイルのご紹介

BIGLOBEモバイルは、NTTドコモ(タイプD)・au 4G LTE(タイプA)の回線を利用したモバイル通信サービスです。
それぞれNTTドコモ、au 4G LTEと同じエリアで通信できます。

※貴社店頭でのお申し込みは「タイプD」のみとなります。

■ BIGLOBEモバイルとは

■ BIGLOBEモバイル 選ばれてNO.1

https://life.oricon.co.jp/rank-mvno/sim/
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BIGLOBEモバイルのポジショニング
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■データ通信使用量の実態

大手携帯会社4社のサービスを利用する方のうち

★20GB以上の彫金プランを契約している方・・・

★20GB以上の容量を使っている方・・・

40％以上

約10％

大きな
乖離がある
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※出典：総務省HP（https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_denwa_portal/index.html）

〈データ通信量の目安〉 ※各社HP等を参考に総務省が作成した表を参照

20GB、3GB等のデータ通信量、実際に何をするとどの程度消費するのか？

動画等、使用するデータ通信量が多いサービスの利用が少ない(またはWi-Fi環境下
で使用)場合、20GBは過剰になってしまう。

■〈参考〉データ通信量の目安

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_denwa_portal/index.html
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「BIGLOBEモバイル」サービスについて
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下記の点を必ずお客様にご説明、ご確認をお願いします。
●新規契約の場合、月々の利用料のお支払い方法は、契約者ご本人名義の
国内発行のクレジットカードのみとなります。

●法人名義、未成年者(20歳未満)のお申し込みはできません。

●BIGLOBEの接続コースをご利用中の場合、ユーザIDを引き継ぐことが可能です。

●ご申し込み手続き完了後のキャンセルはできません。

●対応端末、およびSIMカード種別（サイズ）を必ず確認してください。

その他注意事項
○ サービス開始月の月額費用はかかりません。翌月よりプランに応じた月額費用がかかります。
サービス開始月中に解約された場合は、月額費用の全額を請求いたします。

○ サービス開始月に、SIMカード準備料として394円(税別)をご請求いたします。

○ 月額費用は「月単位」で計算します(毎月の初日から末日までの間を単位として計算します)

○ BIGLOBEお申し込み手続き完了後（もしくはSIMカードがお客様に到着したことを確認
後）、すぐにサービスが開始されます。

○ 「BIGLOBEモバイル」の解約をお申し込みをされた場合、解約月の月末までご利用いただ
けます。解約月の月額費用の日割り計算はいたしません。月額費用は全額お支払いいただき
ます。

○ 「BIGLOBEモバイル」データ通信サービスのみをご利用の場合は、解約に伴う契約解除料
はございません。音声通話サービスは、最低利用期間中に解約された場合、契約解除料
として１,000円(税別)のお支払いが必要となります。

「BIGLOBEモバイル」 ご販売の注意事項
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① BIGLOBEのWEBサイトで公開しております。
※本サイトでは、SIMサイズや設定方法等もご確認いただけます！

■ 「BIGLOBEモバイル」の動作確認端末については下記をご確認ください。

http://0962.jp/hdt/

②「BIGLOBE動作確認済端末一覧表」のデータを作成し、店舗様に共有させていただきます。

「BIGLOBEモバイル」 動作確認済端末
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料金プランについて

■ 月額料金とエンタメフリー・オプション

現行料金プラン エンタメフリー・オプション

新料金プラン（2021年2月19日発表） エンタメフリー・オプション

★1/3/6ギガプランの月額料金の値下げ(開始時期については10月1日以降が濃厚)
★エンタメフリー・オプションの月額料金の値下げ(4月1日より適用)
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公式キャンペーン

★対象期間：2021年4月1日(木)～2021年5月31日(月) ※開通期限：2021年6月30日(水)

〈BIGLOBEモバイル〉即時開通 特典内容一覧

※表記は全て税別
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プラン月額料金について

接続コースとは インターネットに接続するためのBIGLOBEのコース。 回線の種類（光ファイ
バー、ADSL、アナログ回線）別に各種コースがあります。

●月額料金の仕組み

例）新料金プラン(音声通話3ギガプラン）の場合

BIGLOBEの月額料金は、接続コース料金＋プラン月額料金となります。
BIGLOBEモバイルご契約の場合、「ベーシック」コース(税込220円)＋各プラン月額料金がプラ
ン月額料金となります。ただし、家族回線は接続コース料金はかかりません。

「ベーシック」コース
(税込)220円

3ギガプラン
(税込)1,100円

「ベーシック」コース
(税込)1,320円
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契約可能回線数と家族回線について①

1名義の契約可能回線数 5回線

●契約可能回線数について

●家族回線について

「BIGLOBEモバイル」では、家族グループを作ることができます。
家族グループは、親回線に最大4回戦まで子回線を紐づける事が出来ます。
家族グループを作った場合、毎月の請求は親回線の支払での一括請求となります。
子回線はプラン月額料金からベーシックコース(税込220円)が引かれた金額となります。

父

母子子子

例）それぞれ音声通話3ギガプランで家族グループで契約した場合

親回線
770円(税込)

子回線
550円(税込)×4回線

合計
2,970円(税込)

同一名義での当日契約数は
最大3回線までとなります。
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家族回線の受付について
●家族回線(同一名義含む)の受付方法

主回線登録

『受付番号』の発行依頼
BIGLOBEパートナー専用窓口

0120-923-648

登録用タブレット
店舗受付(家族会員）から

取得した「受付番号」と主回線契約者の「生
年月日」を入力

2回線目以降登録

家族回線の受付時に必要な情報

「BIGLOBE IDとパスワード」又は「受付番号」

※既存でBIGLOBEを利用されている場合、
「BIGLOBE IDとパスワード」で受付できます。
当日に新規で複数回線契約等の場合やIDを忘れ
てしまった場合など「受付番号」を発行することで
対応可能です。
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各種サービスとおすすめポイント
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<通話料金の比較>

標準の通話料

22円（税込）/30秒
BIGLOBEでんわ

9.9円（税込）/30秒

通話パック90

約5円（税込）/30秒
（913円（税込）/最大90分を30秒あたり金額に換算）

さらに、4つの中から選べる通話オプション！

BIGLOBEサービス 「BIGLOBEでんわ 選べる通話オプション」

「BIGLOBEでんわ」で誰とでも国内通話料半額！
「BIGLOBEでんわ（専用アプリ）」はアプリ経由で電話するだけで
国内通話料が半額以下になります。
※110等の3桁特番やフリーダイヤル等はご利用になれません。

※オプション料金が適用されるのは、BIGLOBEでんわ(専用アプリ)を利用した通話のみになります。※選べる通話オプションは、1つしか適用されません。また、選べる通話オプションを月途中で
変更することはできません。

＊1 国内通話料9円(税別)/30秒。標準国内通話料20円(税別)/30秒との比較。＊2 BIGLOBEでんわ(専用アプリ)を利用した国内通話のみが対象です。＊3 ご利用状況によって、月に合計90分未満で
通話パック90を、月に合計60分未満で通話パック60を使い終わることがあります。



17

「BIGLOBEでんわ」ご利用時の注意点

・「BIGLOBE でんわ」は、「BIGLOBE モバイル」⾳声通話サービスをご利用のお客さま向けの
サービスです。「BIGLOBE でんわ」専用アプリを指定サイトからダウンロード後インストール
し、アプリから発信すると、お使いの電話番号はそのままで、「BIGLOBE モバイル」⾳声通話
サービスの標準の国内通話料金20 円/30 秒（税込22 円/30 秒）が9 円/30 秒（税込9.9 円
/30 秒）で利用できます。「BIGLOBE でんわ」専用アプリを使用せずに通話した場合、通常の
国内通話料金20 円/30 秒（税込22 円/30秒）がかかりますのでご注意ください

・特定電話番号（110、119、117 などの3 桁特番や、0120、0800、0570 などで始まる電
話番号）への通話は⾃動的に標準通話に切り替わります。

・「BIGLOBE でんわ」はご利用開始までに数⽇かかります。

「BIGLOBEでんわ」ご利用時の注意点を「BIGLOBE モバイル（タイプD）」 申込確
認書（⾳声通話SIM・店頭開通用）より抜粋しています
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相手からの着信を折り返し発信する場合の注意点(Android版)

注意点
ステータスバー、通知バーから折り返し発信をすると、端末付属の
電話アプリからの発信となるため、「BIGLOBEでんわ」の対象外
となってしまいます。

１，ホーム画面の[BIGLOBE
でんわ]をタップします。

２，「履歴」画面を開き、折り返し
発信したい番号をタップして発
信します。

3，発信番号の頭に「0077500」
が表示されていれ「BIGLOBE
でんわ」アプリから発信されて
います

※電話した相手（着信側）には「0077500」の発信番号部分は通知されません。

●相手からの着信を折り返し発信する
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相手からの着信を折り返し発信する場合の注意点(iOS版)

注意点
ステータスバー、通知バーから折り返し発信をすると、端末付属の
電話アプリからの発信となるため、「BIGLOBEでんわ」の対象外
となってしまいます。

●相手からの着信を折り返し発信する

※OSの制限により、iOS版の「BIGLOBEでんわ」アプリでは通話履歴を表示することが
できません。ご注意ください。

１、端末付属の電話アプリ
の「履歴」画面を開きます。

２、履歴一覧で電話番号以外の表示（お名
前や会社名など）は既に連絡先に登録
されています。「BIGLOBEでんわ」
アプリからおかけ直しください。

連絡先に登録された電話番号は
「BIGLOBEでんわ」の「連絡
先」に⾃動登録されます。

連絡先に登録していない電話番号
へ折り返し発信する手順は次ページ
をご覧ください
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相手からの着信を折り返し発信する場合の注意点(iOS版)

１、折り返し発信したい電話番
号の をタップします

２、電話番号を長押しし［コ
ピー］をタップします。
電話番号がコピーされます。

●連絡先に登録していない電話番号へ折り返し発信する手順

３、ホーム画面の[BIGLOBE
でんわ]をタップします。

３、「キーパッド」画面の[貼
り付け]をタップし、 を
タップして発信します。

２、発信番号の頭に「0077500」が表
示されていれば、「BIGLOBEでん
わ」アプリから発信されています。
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「BIGLOBEでんわ」インストール方法（Android版）

契約情報の反映に時間がかかる場合があり、ご利用まで数⽇程度かかる場合があり
ます。
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「BIGLOBEでんわ」インストール方法（iOS版）

iOSでご利用頂く場合、「ユーザID」「パスワード」の入力が必要となります。
「ユーザID」「パスワード」はご契約後1週間ほどで書面でお手元に届きます。
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サービス適用例

お申し込みいただいた月の通話料がそのまま、オトクな「選べる通話オプション」の対象となります。

●新規に「選べる通話オプション」を申し込む場合

●すでに「選べる通話オプション」をご契約中で、オプションを変更したい場合
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BIGLOBEサービス 「エンタメフリー・オプション」

エンタメフリー・オプションとは、定額料金でデータ通信量の制限なく、
YouTubeなど対象の動画や⾳楽が楽しみ放題になる、スマホ向けオプションサービスです。
通信速度制限中でも、対象サービスは速度制限されることなくサクサク見られます。

月額料金
(⾳声通話SIMの場合)

308円/月(税込)
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サービス適用例
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「エンタメフリー・オプション」ご利用時の注意事項
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※iosはパスワード管理機能のみ対応

有料の市販セキュリティソフトとの年額を比較

豊富な機能でしっかりガード！
パソコンもスマホ※もこれ1つで安心！

月額380円で3台使えておトク！
ライセンスを追加（100円/1台）もできる！

常に最新バージョンで自動更新
新しいウイルスにも素早く対応！期限切れの心配なし！

※ すべてのウイルスを必ず検出・駆除できること、すべての迷惑メールを正しく判断すること、すべての有害サイトを正しく遮断すること、すべての不正侵入を防止でき
ることを保証するものではありません。

月額料金 418円/月(税込)

BIGLOBEサービス 「セキュリティセット・プレミアム」
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BIGLOBEモバイル 販売スキーム
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BIGLOBEモバイル 取扱い商材

ビッグローブモバイルの商品

タイプD 音声通話SIM（ドコモ回線 即時開通)

MNP用
（nano , micro)

新規発番用
（nano , micro)
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BIGLOBEモバイル 受付手順

店頭では、タブレットでの登録作業と発番確認を実施して頂きます。
登録から最短30分で対応いただけます。
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BIGLOBEモバイル(音声通話SIM) 登録の流れ

2.お客様にチェックシート
を記入して頂きます。

3.タブレットで登録
作業(OSS)をします

34弊社のセンタにて登
録作業をします。
（ALADIN操作）

7.お客様に
お渡しします

8.別途BIGLOBEよりご契約者様あて
に入会資料をご郵送します。
（BIGLOBE既存会員の場合は、
発送されません）

6.レジにてお会計をお
こないます。

54.結果通知メールを
受信します。
メール受信後、発番確
認を実施します。

1紙面または動画にて重
要事項説明を実施します。
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販促物・備品について
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販促品等送付物について ①

■ 備品
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販促品等送付物について ②

■販促品(店頭展示用段ボール什器)

頭部パーツと胴巻きの部分は、
交換式となっていますので、最
新のものをご利用ください。
※初回発送時はセットで納品さ
れます
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販促品等送付物について ③

BIGLOBE モバイル総合カタログ 店頭用チラシ

BIGLOBE モバイル(タイプD)「申込確認書」
(音声通話SIM・店頭開通用) 

「BIGLOBE モバイル」サポートガイド

ポスター

■販促ツール(店頭訴求等発送物)
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販促品等送付物について ④

■販促ツール(データ納品)

「BIGLOBE モバイル」お申し込みチェックシート
「家族会員サービス」重要事項説明書
(店頭開通用・抜粋)

青少年のインターネット利用に関する説明書
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BIGLOBEモバイル

ご入会後の変更・サポート
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プラン変更やSIMカードの種別変更は、店頭ではお受けできません。
BIGLOBEのページ（マイページ）よりお手続きいただくようご案内ください。

自由に料金プランを変更できます
・ 料金プランを変更した翌月から変更後のプランの料金となります（プランを変更した月は変更前のプランの料金となります）。
・ 料金プランを変更した翌月から変更後のプランに応じた月間容量に変更されます。
・ 料金プラン変更手続き後のキャンセルはできません （同月中にさらに別の料金プランに変更することは可能です）。

■ BIGLOBEモバイル プラン変更について

■ SIMカードサイズ、種別変更について
◎SIMカードの種別を変更する場合、SIMカード種別変更手数料(3,000円(税別))と、SIMカード準備料

(394円(税別))が必要になります。SIMカード種別変更のお申し込み後のキャンセルはできませんの
でご注意ください。

◎変更後のSIMカードが着荷したことをBIGLOBEが確認した日まで再度お申し込みできません。
◎変更後のSIMカードが着荷したことをBIGLOBEが確認した日が属する月の翌月以降、変更前のSIM
カードはご利用できません。

◎SIMカードが故障または紛失した場合、SIMカード再発行手数料(3,000円(税別))と、SIMカード準備
料(394円(税別))をお支払いいただきます。

◎SMSオプションを解約される場合、SIMカードの種別変更のお手続きが必要です。
＜ご注意＞
音声通話対応のSIMカードからデータ通信専用またはSMS対応SIMカードへの変更は、現在未対応と
なります。

「BIGLOBEモバイル」 各種お手続き
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ＢＩＧＬＯＢＥ会員専用のマイページでは、ご契約サービスの確認や
お客様情報の確認／変更が行えます。

例 ご契約中のモバイルサービスの確認方法

①BIGLOBEトップから右上にあるアイコンの
「マイページ」を押下します

②BIGLOBE IDとPWを入力すると
マイページにログインできます。

BIGLOBEのサポートページ（マイページ）について
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「モバイル契約の情報」を押下して下さい

【BIGLOBEモバイル契約情報】

BIGLOBEのサポートページ（マイページ）について
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BIGLOBEモバイル契約情報より、通信量の確認やプラン/SIMカード種別の変更を行えます。

【通信量の確認】 【プラン変更】

【SIMカード種別変更】

BIGLOBEのサポートページ（マイページ）について
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BIGLOBE 窓口一覧

※BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口は、店頭販売員様専用の事務局です。
他の窓口、お客様向け窓口へのお問い合わせはご遠慮いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

頼れるサポート窓口を365日運営しています。ぜひご活用ください。


