楽天モバイル通話 SIM 料金表（Rakuten UN-LIMIT）
【注意事項】
この料金表は、楽天モバイル株式会社（以下、
「当社」といいます）が楽天モバイル通信サービス契約約款に基づき提供するデ
ータ通信サービス（Rakuten UN-LIMIT）をご利用になるお客様に適用するものです。
 表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税別です。この料金表において、支払いを要するものとされている額
は、税別額に消費税を加算した額とします。ただし、国際通話、海外ローミング（データ通信）に係る料金については
この限りでありません。
 料金の計算方法について本サービス（オプションサービスを含む、以下同様）に関する月額料金は、利用契約者が月の
途中でデータ通信サービスの利用を開始または終了した場合、別途本書に記載のある場合を除き日割り計算を行います。
 利用契約の開始日および課金開始日または課金開始月について
本サービスお申し込み完了後、当社より SIM カードの配達が完了した日または本サービスの提供を開始した日が本サー
ビスの課金開始日となります。携帯電話番号ポータビリティの適用を希望する場合、所定の手続きが完了した日を本サ
ービスの課金開始日とします。
 当月内で使わなかった残データ容量は翌月ご利用分に繰り越されません。
 本料金表に表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税別です。

■楽天モバイル プラン料金
プラン料金

月額 2,980 円

データ容量

楽天回線エリア 容量制限なし※1
パートナー回線エリア(国内)

月 2GB※2

パートナー回線エリア(海外)

月 2GB※3

残データ容量は翌月に繰り越されません。
国内通話

Rakuten Link を利用した場合 無料
通常の電話を利用した場合 従量課金
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ）料金をご確認ください。

国内 SMS

Rakuten Link のメッセージ機能を利用した場合 無料
通常の SMS を利用した場合 3 円/70 文字（全角）

国際通話

Rakuten Link を利用した場合 国・地域別従量課金
通常の電話を利用した場合 国・地域別従量課金
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ）料金をご確認ください。
国際通話かけ放題サービスは国際通話かけ放題をご確認ください。

国際 SMS

Rakuten Link を利用して、海外指定 66 の国と地域への送信した場合 無料
Rakuten Link を利用して、その他の地域への送信した場合 100 円/70 文字（全角）
通常の国際 SMS を利用して送信した場合 100 円/70 文字（全角）
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ）料金をご確認ください。

海外ローミング（データ通信）

海外指定 66 の国と地域に関してはパートナー回線エリア（海外）のデータ容量を消費
その他の地域に関しては国・地域別従量課金
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ）料金をご確認ください。

データチャージ（データ容量の追加購入）

1GB 500 円 / 2GB 1,000 円 / 3GB 1,500 円 / 4GB 2,000 円 / 5GB 2,500 円

パートナー回線エリア（国内）

データ容量は 31 日間有効です。

データチャージ（データ容量の追加購入）

1GB 500 円 / 2GB 1,000 円 / 3GB 1,500 円 / 4GB 2,000 円 / 5GB 2,500 円

パートナー回線エリア（海外）

データ容量は 31 日間有効です。

※1 楽天回線として提供する基地局の電波をご利用した場合に限ります。ご利用中のデータ通信がどちらのエリアに属するかは my 楽天モバイ
ルアプリの「ホーム画面」にてご確認ください。
※2 パートナー回線エリア（国内）のデータ容量を超えた場合、パートナー回線エリア（国内）での通信速度が最大 128kbps に制限されます。
※3 パートナー回線エリア（海外）とは海外ローミング（データ通信）でご利用可能な海外指定 66 の国と地域です。
パートナー回線エリア（海外）のデータ容量を超えた場合、パートナー回線エリア（海外）での通信速度が最大 128kbps に制限されます。

■楽天モバイル 通話/SMS/海外ローミング（データ通信）料金

Rakuten Link を利用した場合の料金
1. Rakuten Link 同士の通話、メッセージ 無料
2. Rakuten Link 以外との通話、SMS
通話料金
日本から日本へ電話をかける
発信料金

無料

海外から日本へ電話をかける
日本から海外へ電話をかける

国・地域別従量課金

海外から海外へ電話をかける
日本で電話をうける
着信料金

無料
海外で電話をうける

※（0180）
（0570）などから始まる他社接続サービス、一部特番（188）への通話については、無料通話の対象外となります。
※国際通話料金は国や地域によって異なります。詳しくは Web をご確認ください。
国際通話：https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/international-call/
SMS 料金
日本から日本へ SMS 送信する

無料

海外から日本へ SMS 送信する
送信料金

日本から海外へ SMS 送信する

海外指定 66 の国と地域 無料

海外から海外へ SMS 送信する

その他の地域：100 円/ 70 文字（全角）

日本で SMS 受信する
受信料金

無料
海外で SMS 受信する

※国際 SMS 送信料金は国や地域によって異なります。詳しくは Web をご確認ください。
国際 SMS : https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/international-sms/

通常の電話/SMS を利用した場合の料金
通話料金

発信料金

着信料金

日本から日本へ電話をかける

20 円/30 秒

海外から日本へ電話をかける

ご利用できません

日本から海外へ電話をかける

国・地域別従量課金

海外から海外へ電話をかける

ご利用できません

日本で電話をうける

無料

海外で電話をうける

ご利用できません

※国際通話料金は国や地域によって異なります。詳しくは Web をご確認ください。
国際通話：https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/international-call/
SMS 料金

送信料金

受信料金

日本から日本へ SMS 送信する

3 円/ 70 文字（全角）

海外から日本へ SMS 送信する

ご利用できません

日本から海外へ SMS 送信する

100 円/ 70 文字（全角）

海外から海外へ SMS 送信する

ご利用できません

日本で SMS 受信する

無料

海外で SMS 受信する

ご利用できません

※国際 SMS 送信料金は国や地域によって異なります。詳しくは Web をご確認ください。
国際 SMS : https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/international-sms/

海外ローミング（データ通信）を利用した場合の料金
海外指定 66 の国と地域
データ通信料金

無料

その他の国と地域

国・地域別従量課金

※海外指定 66 の国と地域に関してはパートナー回線エリア（海外）2GB/月のデータ容量を消費します。
※海外ローミング（データ通信）料金は国や地域によって異なります。詳しくは Web をご確認ください。
海外ローミング（データ通信）
： https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/international-roaming/

国際通話かけ放題
国際通話かけ放題

月額 980 円

※海外指定 66 の国と地域の通話がかけ放題になるサービスです。
※日本から海外の通話、海外から海外の通話が月額 980 円で使い放題となります。
※国際通話かけ放題サービスのみ月の途中で解約した場合は、月額料金の日割り精算はされません。
また、解約日以降、かけ放題の対象となる国と地域への通話は従量課金となります。
①

国際通話かけ放題 Rakuten Link を利用した場合

日本から海外へ電話をかける
海外から海外へ電話をかける
②

海外指定 66 の国と地域への発信

国際通話かけ放題対象

国際通話かけ放題 通常の電話を利用した場合

日本から海外へ電話をかける
海外から海外へ電話をかける

海外指定 66 の国と地域への発信

国際通話かけ放題対象
ご利用できません

※かけ放題の対象となる国と地域について、詳しくは Web をご確認ください。
国際通話かけ放題 ： https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/international-unlimited-talk/
■楽天モバイル サービス料金

1GB 500 円
2GB 1,000 円
データチャージ（データの追加購入）
パートナーエリア（国内）/（海外）共通

3GB 1,500 円
4GB 2,000 円
5GB 2,500 円

※データ容量は、31 日間有効です。

留守番電話

月額 0 円

着信転送

月額 0 円

割込通話

月額 0 円

■楽天モバイル 手数料
楽天モバイル

3,000 円

契約事務手数料

SIM カード交換手数料

3,000 円

※SIM 交換は SIM カードから SIM カード／eSIM から eSIM／eSIM から SIM カード／SIM カードから eSIM への交換となります。

eSIM 交換手数料

3,000 円

MNP 転出料

3,000 円

名義変更手数料

3,000 円

※ご家族や第三者に名義変更の場合。
ご契約者さまがお亡くなりになった場合に、ご契約をご家族が引き継ぎ、契約を継続される場合が対象となります。

■楽天モバイル その他手数料
お支払い方法により、発生する費用が異なります。
楽天モバイルのご利用料金はクレジットカードまたは口座振替のお支払いが登録可能です。
クレジットカード
手数料
口座振替
手数料

代金引換手数料

0円

月額 100 円

商品合計額

～10,000 円未満の場合

300 円

商品合計額

～30,000 円未満の場合

400 円

商品合計額

～100,000 円未満の場合

600 円

商品合計額

～300,000 円未満の場合

1,000 円

※商品合計額は、製品購入費＋アクセサリー購入費＋送料の税込合計額です。商品合計額によって代金引換手数料が変わります。
※商品合計額が 300,000 円を超えるものは代金引換のご利用はできません。

送料

819 円

※アクセサリー購入時の送料となります。

書類郵送サービス手数料

300 円

※利用明細、支払い証明書、購入証明書、通話明細などの発行、郵送が対象となります。一回あたりの金額です。
コンビニ支払い手数料
請求書支払い手数料

200 円

※１回あたりの金額です。
2020 年 3 月 3 日現在

