
２,０６８円
3GB電話プランの場合。通話代、スマホ本体代は含まれておりません



月額利用料 初期費用

電話プラン ＳＣＴ加入者様 ＳＣＴ未加入者様

低速プラン １，５１８円 １，７３８円

３ＧＢプラン １，８４８円 ２，０６８円

５ＧＢプラン ２，６１８円 ２，８３８円

データプラン ＳＣＴ加入者様 ＳＣＴ未加入者様

低速プラン ６６０円 ８８０円

３ＧＢプラン ９９０円 １，２１０円

５ＧＢプラン １，７６０円 １，９８０円

通話料

国内通話１１円／３０秒

※弊社「通話アプリ」を使用した場合
通話アプリを外して発信する場合は、頭に
「００３７６９１」を付けて発信してください。

～ 通話代の目安～
１時間 1,320円
２時間 2,640円
３時間 3,960円
４時間 5 ,280円

※ 通話アプリもしくは「００３７６９１」を付けずに
発信した場合通話料は２２円/３０秒になります。

電話プラン スマホをお得に使いたい方

データプラン タブレット等をお得に使いたい方

マルチプラン

マルチプラン ＳＣＴ加入者様 ＳＣＴ未加入者様

５ＧＢプラン ２，３１０円 ２，５３０円

７ＧＢプラン ２，５３０円 ２，７５０円

１０ＧＢプラン ３，０８０円 ３，３００円

１５ＧＢプラン ４，４００円 ４，６２０円

２０ＧＢプラン ５，３９０円 ５，６１０円

３０ＧＢプラン ９，６８０円 ９，９００円

４０ＧＢプラン １２，９８０円 １３，２００円

５０ＧＢプラン １６，２８０円 １６，５００円

ご家族でデータをシェアしてお得に使いたい方

※ＳＭＳのご利用には、別途165円/月かかります。

※音声通話ＳIMは最大5枚。４枚目から275円/月増となります。
※音声通話ＳIM＋データSIMで最大10枚まで利用可能です。

※低速プラン：下り200Kbps
※追加クーポン：100MB/220円（3ヶ月有効） 1GB/660円（当月有効）

新規契約手数料３，３００円

※SIMカード1枚につき

音声通話ＳＩＭ

1枚 ８５８円

2枚 １,７１６円

3枚 ２,５７４円

4枚 ３,７０７円

5枚 ４,８４０円

★佐久ケーブルテレビに
加入していなくても申込ＯＫ！
★ＳＩＭフリー「スマートフォン」
や「ﾀﾌﾞﾚｯﾄ」の持ち込みOK！
★ iphone6s以降なら
SIMロック解除後に使用ＯＫ！

★バンドルクーポンは割り当
て月の翌月末まで有効！

+

●表示価格は全て税込

SAKU ケーブルスマホ

格
安
SIM



Sakuケーブルスマホお申込みにあたっての注意事項

本人確認書類

・運転免許証
顔写真、現住所が記載で各公安委員会発行で有効期限内のも
の。（国際免許証不可）

・パスポート（契約者の氏名、生年月日の記載があるもの）
日本国政府発行の顔写真、氏名、生年月日、現住所が記載で
有効期限内のもの。

・在留カード、特別永住者証証明書
顔写真･氏名･生年月日･現住所が記載のもので、有効期限の
記載があるものについては有効期限内であるもの。

・身体障害者手帳
氏名、生年月日、現住所が記載のもの。
写真貼付欄があるものについては、写真貼付があるもの。

・国民健康保険証、健康保険証＋補助書類

◎ 本人確認対象書類一覧（本人確認書類は複製させていただきます）
携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認のため、下記の本人確認書類が必要となります。いずれか１点
（１式）を必ずご用意ください。ご契約者さまの氏名・住所・生年月日の記載があり、申込み書に記載の内容と
一致している書類が必要です。住所などの記載が裏面にある場合は、裏面の確認も必要です。

携帯電話会社 取得方法 MNP予約窓口番号 受付時間

NTTドコモ

携帯電話から 151
9:00～20:00

一般電話から 0120-800-000

パソコンから MyDoCoMo7⇒各種お申込み・お手続き 24時間

ａｕ

携帯電話から
0077-75470 9:00～20:00

一般電話から

EZWebから トップ⇒auお客様サポート⇒申し込む/変更する 9:00～21:30

ソフトバンク

携帯電話から
0800-100-5533 9:00～20:00

一般電話から

Yahoo!携帯から トップ⇒MySoftBank⇒各種変更手続き 9:00～21:30

◎ 「MNP予約番号」取得連絡先一覧
現在の携帯電話番号を移行する場合、各携帯電話会社よりＭＮＰ予約番号を取得してください。

【注意事項】

・予約番号の要綱期限は発行日を含め、１５日です。お申込み時点で有効期限が１０日以上残っている必要があります。
１０日以上の有効期限がない場合は、予約番号期限切れ後にMNP予約番号の再取得を行なってください。

・MNP転入の際は、ご利用中の携帯電話会社に登録しているご契約者情報、佐久ケーブルスマホのお申込み情報、本人確認書類

に記載された情報はすべて一致している必要があります。
・MNPで他社から乗換の場合、各携帯会社が設定する違約金やMNP手数料、端末代などをあらかじめご確認の上お申込みください。

本人確認書類が現住所と異なる場合

転居などにより本人確認書類と現住所が異なる場合は、左記の本
人確認書類のどれか１つと、下記のいずれかの補助書類１つをご
用意ください。（補助書類のみでは本人確認できません。）

【本人確認補助書類】
・住民票
発行から３ヶ月以内のもの

・公共料金領収書
電気・水道・ガス
発行から３ヶ月以内で、現住所表記があるもの。領収書の宛名は
ご契約者名義に限ります。

法人契約の場合

・登記簿謄本(抄本)または印鑑証明書(原本)
・ご来店者の本人確認書類(原本)
・社員証/名刺のいずれか



通話料(国内) １１円/３０秒
※1 弊社ホームアプリを

通じて通話した場合

国際電話
※海外への発信

発信国によって異なります。国際電話の通話
料はNTTドコモのサイト内「国際電話の通話・

通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。

国際ローミング
※海外での利用

ご利用にあたっては、NTTドコモのサイト「海外

でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検
索」をご確認ください。

留守番電話 ３３０円

割込通話サービス ２２０円

フィルタリング ２２０円

国内への送信 ３.３円～/１回

海外への送信 ５０円～/１回

海外からの送信 １００円～/１回

SMS受信料 無料

※1 ダイヤルアプリを外して通話した場合は、２２円/３０秒となります。 ※無料通話や、かけ放題はありません。
・テレビ電話などのデジタル通話料は３９.６円/３０秒かかります。
・通話料・SMS送信料は翌々月のご請求となります。
・SMS仕様/全角７０文字（半角英数字のみの場合は１６０文字）までの文字メッセージが送信できます。

・１日に送信できるメッセージは２００通未満です。送信料金は、送信文字数によって異なります。

諸費用

新規契約手数料 ３，３００円（税込）

ＳＩＭカード再発行手数料 ２，７５０円（税込） SIMカードの故障や紛失時には、SIMカードの再発行が可能です。再発行には１週間かかります。

ＳＩＭカードサイズ変更手数料 ２，７５０円（税込） SIMカードのサイズを「標準SIM」、「microSIM」、「nanoSIM」へ変更可能です。

ＭＮＰ転出手数料 ３，８５０円（税込）
弊社から他社へ移行する場合は、佐久ケーブルテレビまでご連絡ください。お客様のMNP転出完
了次第ご請求いたします。MNP予約番号発行までに４営業日程度かかります。

解約手数料（電話プラン） ８４７円（税込）×残余月
電話プランを１２ヶ月以内での解約につきましては、
（１２ヶ月－利用開始月を０ヵ月とした利用月数）×８４７円の解約手数料が必要となります。

【注意事項】
２０未満の方はご契約できません。ユニバーサル料金が別途かかります。お申込時は携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認のため、運転免許証などの本人確認書類が必要です。本サービスのSIMカードは、弊社からレンタルでご
提供しているものですので、SIMカードのカットなどの加工は禁止させていただきます。また、ご解約後はご返却いただきます。NTTドコモが提供するサービスを利用することはできません。@docomo.ne.jpのメールアドレスの提供もあり

ません。通信速度はベストエフォート型サービスです。技術規格上の最大値であり実速度を示すものではありません。また、本サービスは電波を利用しているため、サービスエリア内でも屋内や周辺の障害物（建物・地形）などによりご
利用になれない場合があります。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴の良い場所であってもご利用になれない場合があります。無料通話、話し放題などのプラン提供はありません。
おさいふケータイはサポートしておりません。最低利用期間はありませんが、音声SIMプランの場合（１２ヶ月－利用月）×847円の解約手数料が必要となります。
月途中での解約の場合でも１ヶ月分の基本料及び利用料がかかります。１契約につき５回線までのご契約となります。MNPにてお申込みの場合、手続き中３～４営業日の間、お電話がご利用できなくなる場合があります。新規に電話番
号を発行する場合、電話番号はお選びいただけません。電話番号の変更は受付できません。SIMカード再発行は１週間前後かかります。音声通話には国際電話（最大２万円）、国際ローミング（最大５万円）の利用限度額があります。
（最大利用額の変更はできません。）「家族割」「ファミ割」などの携帯電話会社が提供している割引プランは継続できません。A-GPSに対応しておりません。NTTドコモのスマートフォンを利用できますが、端末によってはデザリングが使えな

い、アンテナピクトが表示されないなど、機能制限がある場合があります。

お申込み・お問い合わせは

佐久ケーブルテレビ
〒385-0051 佐久市中込2336-1 TEL 0267-63-4500
http://www.sakunet.jp

１．申込書の記入
プラン＆機種決定、身分証明書の提示、ご利用中の携帯電話のご契約者情報の確認
Gmailの取得

２．お引渡し日時の調整
スマートフォンやSIMカードが到着次第ご連絡差し上げます。
ご希望のお引渡し日時を教えてください（11：00～17：00）

・ＭＮＰ（電話番号の継続利用）をご希望の方
- お引渡しの前日にＭＮＰ予約番号を取得してください（電話で10～15分程度かかります）
- お引渡しの前日に佐久ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞまでお知らせください（電話 0267-63-4500）

３．お引渡し当日
佐久ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ店頭において、商品をお渡しします（配送等でのお引渡しはしておりません）
簡単な操作説明を行います（約30分程度）

- 初期設定では、アドレス帳データや各種アプリの移行は行いません。
- お引渡し時間の２～３時間前から現在お使いの携帯電話が使えなくなります。
- 利用開始月の利用料及びデータ量は日割りとなります。
※当月ご利用のデータ量が当該プランの容量を超えるまで、下り最大１５０Ｍｂｐｓ、上り最大５０Ｍｂｐｓ（ベストエフォート）で通信可能です。
（超過後は最大２００ｋｂｐｓの速度になります。）
※当月割り当てられたプラン容量は、翌月末まで有効です。
・SIMカードのサイズは「標準SIM」、「microSIM」、「nanoSIM」を選択可能です。

・解約の場合、解約希望日にかかわらず解約月の月末までの料金がかかります。
・月額料金には、ユニバーサル料金がSIMカード毎に別途加算されます。

・２０歳未満の方のお申し込みには、別途必要書類への記入及び親権者の本人書類の確認が必要です（親権名義でのお申し込み）

通話料他 オプション SMS送信料

お申込みからご利用までの流れ

ご用意いただくもの

http://www.sakunet.jp/
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