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報道関係各位 

GMO インターネット株式会社 

 

「GMO とくとく BB」で「UQ mobile」が 

月額最大 858 円（税込）割引で使える 

「自宅セット割」インターネットコースを提供開始！ 

～お申込みの翌月から、対象のインターネットサービスをお使いの方は 

UQ mobile のスマホ料金が割引適用に～ 

 

GMO インターネット株式会社が運営する、お得なプロバイダーサービス「GMO とくとく BB」（URL：

https://gmobb.jp/）は、KDDI 株式会社が提供する「UQ mobile」の「自宅セット割」インターネットコ

ース（URL：https://gmobb.jp/service/auhikari/home_set/）を、「GMO とくとく BB」の『au ひか

り』をご利用のお客様を対象として提供を開始いたします（※1）。 

「自宅セット割」インターネットコースは、対象サービス契約者とそのご家族全員（※2）が、「自宅セット

割」お申込み翌月から、「UQ mobile」のスマホ料金を月額最大 858 円（税込）割引で利用できるようにな

る割引サービスです。おひとりでお使いの場合も、家族でお使いの場合もよりお得にご利用いただけるよう

になります。 

正式なサービス提供開始は 2021 年 11 月以降に予定されていますが、UQ mobile では正式な提供開始に

先立ち、2021 年 9 月 2 日（木）より「インターネットコース先行キャンペーン」として、キャンペーンへ

のお申込日から正式提供開始日までの「UQ mobile」月額料金が割引となる特別なキャンペーンも実施して

います。「GMO とくとく BB」では、この「インターネットコース先行キャンペーン」への対応もあわせて

開始いたします。 
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（※1）別途利用料がかかります。また、「UQmobile」回線解約時に、ご契約期間に応じて契約解除料が発生する場合があります (例: 

『au ひかりホーム・ずっとギガ得プラン』の場合 契約期間 3 年、契約解除料 16,500 円 (税込))。 

（※2）対象サービス 1 契約につき、「UQ mobile」回線合計 10 回線(対象サービスが au ホームルーター 5G/au スマートポートの場

合、合計 9 回線。以下同じ)までとなります。｢くりこしプラン +5G｣でご家族が au 回線をお持ちの場合、割引となる「UQ 

mobile」回線は、ご家族の au 回線と合わせて 10 回線までとなります。 

 

【「自宅セット割」インターネットコースについて】 

（URL：https://gmobb.jp/service/auhikari/home_set/） 

「GMO とくとく BB」の au ひかり(ネット＋電話) にお申込みいただくと、「UQ mobile」の『くりこし

プラン +5G』の料金が毎月最大 858 円（税込）割引になります（※３）（※４）。 

（※3）「ネット＋電話」を同一のご自宅のインターネットサービスでご加入の場合に限ります。 

（※4）割引適用には申請が必要です。詳細は、以下サービスサイトをご確認ください。 

   URL：https://gmobb.jp/service/auhikari/home_set/ 

 

▼「自宅セット割」インターネットコース適用後の月々のお支払いイメージ（UQ mobile） 

 
【国内通話料】税込 22 円/30 秒が別途かかります。 

※衛星船舶電話への通話は税込 55 円/30 秒となります。また、他社が料金設定している電話番号へは指定の通話料がかかります。 

【国内 SMS】 SMS 通信料税込 3.3 円/通(70 文字以内)が別途かかります。 

※機種により最大全角 670 文字まで送信可能です。ただし、134 文字までは 2 通分、それ以降は 67 文字ごとに 1 通分の送信料がか

かります。 

 

■適用条件 

対象サービス契約者ご本人が UQ mobile をご利用の場合は以下①②③、対象サービス契約者のご家族が

UQ mobile をご利用の場合は以下②③④の条件を満たすと割引を適用します。 

 

①対象サービスを新規ご加入もしくは既にご利用中 

②UQ mobile の対象料金プランにご加入 
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③「自宅セット割」をお申し込み 

④対象サービスご契約者と同一姓・同一住所のご家族であること。50 歳以上のご家族は対象サービスに契

約している住所と別住所でもお申し込み可能です。 

 

なお、年齢を問わず、住所の異なるご家族の方も「自宅セット割」にご加入いただけるキャンペーンを

2021 年 9 月 2 日から実施します。受付終了日は未定で、決まり次第お知らせします。 

詳細はサービスページ（URL：https://gmobb.jp/service/auhikari/home_set/）をご確認ください。 

 

※別姓や UQ mobile が累計 5 回線以上の場合はご家族・同一住所であることの証明書が必要です (別住所で 50 歳以上の方はご家族

の証明書のみ)。 

※インターネットコースとでんきコースは重複適用されず、インターネットコースを適用します。 

※対象サービス 1 契約につき、 UQ mobile 回線合計 10 回線 (対象サービスが au ホームルーター 5G の場合、合計 9 回線。以下同

じ) までとなります。「くりこしプラン +5G」でご家族が au 回線をお持ちの場合、割引となる UQ mobile 回線は、ご家族の au 回線

と合わせて 10 回線までとなります。 

 

【「インターネットコース先行キャンペーン」について】 

「自宅セット割」インターネットコースの正式提供が開始するまでの期間、キャンペーン適用のお申込み

された翌日から、「UQ mobile」の『くりこしプラン S＋5G』『くりこしプラン M ＋5G』をお使いの場合

は月額 638 円（税込)、『くりこしプラン L＋5G』をお使いの場合は月額 858 円（税込）がそれぞれ「UQ 

mobile」スマホ料金から割り引かれる「インターネットコース先行キャンペーン」を実施します。 

 

■受付期間 

2021 年 9 月 2 日（木）から 2021 年 11 月以降のインターネットコース提供開始前日まで。 

キャンペーン終了日は決まり次第、「GMO とくとく BB」の『au ひかり』のサービスページ（URL：

https://gmobb.jp/service/auhikari/）および「UQ mobile」のサービスページ（URL：

https://www.uqwimax.jp/mobile/newplan/）にてお知らせします。 

 

■適用条件 

①「UQ mobile」の対象料金プランにご加入 

②専用サイトからインターネットコース先行キャンペーンにお申し込み 

 

※「インターネットコース先行キャンペーン」では、「GMO とくとく BB」の『au ひかり』にてご自宅のインターネットサービスを手

続き中などの場合にも割引を適用します。なお、「インターネットコース先行キャンペーン」による割引は 2022 年 1 月ご利用分ま

でとなります。割引を継続適用するためには、別途、2021 年 11 月以降に「自宅セット割」インターネットコースへのお申し込み

手続きが必要です。 

※既に「自宅セット割」でんきコース（URL：https://www.uqwimax.jp/electricity/denki_set/）が適用されている場合は、本キャ

ンペーンは適用されません。 

※2021 年 11 月までは、「インターネットコース 先行キャンペーン」と「自宅セット割」でんきコースの両方をお申し込みされた場 

合でんきコースのお申し込みが優先されます。2021 年 11 月以降は、でんきコースとインターネットコースの両方をお申し込みさ 

れた場合、インターネットコースのお申し込みが優先されます。 
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【『au ひかり』新規入会者向けのキャッシュバックキャンペーンも実施】 

 「GMO とくとく BB」では、『au ひかり』新規入会者向けのキャッシュバックキャンペーンを実施してい

ます。適用条件、キャンペーン期間等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。 

 

＜特典情報概要＞（金額は全て税込） 

対 象 
キャンペーンページより au ひかりをお申し込みいただいた「GMO とくとく BB」

新規ご入会のお客様 

特 典 

以下の金額をキャッシュバックいたします。 

・キャンペーンページ限定ご入会特典最大 20,000 円キャッシュバック 

・他社乗り換えで最大 30,000 円キャッシュバック 

※詳細は下記キャンペーンページをご確認ください  

キャンペーンページ https://gmobb.jp/service/auhikari/ 

 

【「GMO とくとく BB」の『au ひかり』について】 

「GMO とくとく BB」の『au ひかり』は月額 2,860 円（税込）からご利用可能な、低価格にこだわった

料金設定となっています。さらに「自宅セット割」インターネットコースを適用いただくことでよりお得に

ご利用いただけます。 

＜ご利用料金概要＞（金額は全て税込） 

月 額 料 金 
●マンション V16 プラン 2,860 円～  

●ずっとギガ得プラン 4,400 円～  

初 期 費 用 3,300 円 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/ ） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■仮想通貨事業 

資 本 金 50 億円 
  

【サービスに関するお問い合わせ先】 
●GMO とくとく BB お客さまセンター 

E-mail：info@gmobb.jp URL：https://gmobb.jp/  

【報道関係お問い合わせ先】 
●GMO インターネット株式会社  
グループコミュニケーション部 広報担当 寺山 
TEL：03-5456-2695  E-mail：pr@gmo.jp  

※本文中に記載の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。 
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