楽天モバイル通話 SIM 料金表（Rakuten UN-LIMIT Ⅵ）
【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」および「楽天モバイル通信サー
ビス契約約款（5G）
」に基づき提供するデータ通信サービス（Rakuten UN-LIMIT Ⅵ）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込です。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。

 課金開始日について
以下のいずれか該当する日から課金開始となります。
（1）新規お申し込みの場合：プラン（SIM カード、eSIM）にて楽天回線またはパートナー回線の電波が利用できるようになった日、ま
たは当社に配送完了データが通知された日のいずれか早い方
（2）他社から乗り換え（MNP）の場合：プラン（SIM カード、eSIM）にて楽天回線またはパートナー回線の電波が利用できるようにな
った日
（3）楽天モバイル（ドコモ回線・au 回線）の料金プランから移行した場合：プラン（SIM カード、eSIM）にて楽天回線またはパートナ
ー回線の電波が利用できるようになった日

 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。

■楽天モバイル プラン料金
プラン料金

月額 0 円～2,980 円（税込0 円～3,278 円）
データ利用量

1 回線目

2～5 回線目

1GB まで

月額 0 円（税込 0 円）

月額 980 円（税込 1,078 円）

3GB まで

月額 980 円（税込 1,078 円）

20GB まで

月額 1,980 円（税込 2,178 円）

月額 1,980 円（税込 2,178 円）

20GB 超過後

月額 2,980 円（税込 3,278 円）

月額 2,980 円（税込 3,278 円）

プラン料金は、毎月のデータ利用量によって変動いたします。※1
データ利用量は、楽天回線エリア、パートナー回線エリア（国内）、パートナー回線エリア（海
外）の合算値となります。また、データ利用量は、速度制限の有無にかかわらず、すべてのご
利用分が含まれます。
高速データ容量

楽天回線エリア 容量制限なし※2
パートナー回線エリア(国内)

月 5GB※3

パートナー回線エリア(海外)

月 2GB※4

残データ容量は翌月に繰り越されません。
国内通話

Rakuten Link アプリを利用した場合 無料
OS 標準の電話アプリを利用した場合 従量課金
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ通信）料金をご確認ください。
10 分（標準）通話かけ放題サービスは 10 分（標準）通話かけ放題をご確認ください。

国内 SMS

Rakuten Link アプリのメッセージ機能を利用した場合 無料
OS 標準のメッセージアプリを利用した場合 3 円（税込 3.3 円）/70 文字（全角）
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ通信）料金をご確認ください。
10 分（標準）通話かけ放題サービスは 10 分（標準）通話かけ放題をご確認ください。

国際通話

Rakuten Link アプリを利用した場合 国・地域別従量課金
OS 標準の電話アプリを利用した場合 国・地域別従量課金
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ通信）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 アプリを利用して、海外指定 66 の国と地域への送信した場合 無料
Rakuten Link アプリを利用して、その他の地域への送信した場合 100 円（不課税）/70 文字
（全角）

OS 標準のメッセージアプリを利用して送信した場合 100 円（不課税）/70 文字（全角）
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ通信）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ご利用できません。
詳細は通話/SMS/海外ローミング（データ通信）料金をご確認ください。

データチャージ（高速データ容量の追加購入）

1GB 500 円（税込 550 円） / 2GB 1,000 円（税込 1,100 円） / 3GB 1,500 円（税込 1,650 円） / 4GB

パートナー回線エリア（国内）

2,000 円（税込 2,200 円） / 5GB 2,500 円（税込 2,750 円）
データ容量は 31 日間有効です。

データチャージ（高速データ容量の追加購入）

1GB 500 円（不課税） / 2GB 1,000 円（不課税） / 3GB 1,500 円（不課税） / 4GB 2,000 円（不課

パートナー回線エリア（海外）

税）

/ 5GB 2,500 円（不課税）

データ容量は 31 日間有効です。
ユニバーサルサービス料※5

2022 年 1 月より 2 円（税込 2.2 円）

電話リレーサービス料※5

2022 年 4 月ご利用分～9 月ご利用分 1 円（税込 1.1 円）

※1 月を跨いでデータ通信を行った場合、当該通信は翌月分のデータ利用量として算定いたします。
また、当月末日のデータ通信の一部は翌月分のデータ利用量として算定される場合がございます。
my 楽天モバイルで表示されるデータ利用量の円グラフは概算となり、実際の請求金額に反映されるデータ利用量と異なる場合があります。
最終的な請求金額は利用料金画面でご確認ください。
※2 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。5G サービスは楽天回線エリアの一部の地域でご利用いただけます。
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。
※3 パートナー回線エリア（国内）の高速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 1Mbps に制限されます。
また、パートナー回線エリア（国内）は 5G サービスの提供はございません。
※4 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）の高速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。
また、パートナー回線エリア（国内）は 5G サービスの提供はございません。
※5 プラン料金 1 回線目において毎月のデータ利用量が 1GB まで、月額 0 円の月は、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料はい
ただきません。

■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(Android 版/iOS 版共通)
2. Rakuten Link アプリ以外との通話、SMS を利用した場合の料金、OS 標準の電話アプリでの通話／OS 標準のメッセージアプリでの SMS を利用
した場合の料金
※ご利用製品の OS によって Rakuten Link アプリの提供サービスが異なります。詳しくは以下をご確認ください。
通話料金(Android の場合)
Rakuten Link アプリを利用した場合
日本から日本の電話番号へかける
発信料金

無料

海外から日本の電話番号へかける※1
日本から海外の電話番号へかける

20 円（税込 22 円）/30 秒
国・地域別従量課金※3

国・地域別従量課金

海外から海外の電話番号へかける※1

国・地域別従量課金
国・地域別従量課金※3

日本で電話をうける
着信料金

Android 標準の電話アプリを利用した場合

無料
無料

海外で電話をうける※2

国・地域別従量課金※3

※（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/
※Android 標準の電話アプリを利用した場合、当該通話は発信時刻を基準として当月利用分の通話料金として算定いたします。
ただし、海外から海外の電話番号へかける・海外から日本の電話番号へかける場合の通話は翌月利用分の通話料金として算定する場合があり
ます。
※1 海外指定 66 の国と地域からのみ発信可能となります。その他の地域に関しては Wi-Fi 接続中の場合のみ発信可能となります。

※2 海外指定 66 の国と地域でのみ着信可能となります。その他の地域に関しては Wi-Fi 接続中の場合のみ着信可能となります。
※3 Android 標準の電話アプリを利用した場合、指定 63 の国と地域でのみ発信、着信可能となります。
SMS 料金(Android の場合)
Rakuten Link アプリを利用した場

Android 標準のメッセージアプリを利用し

合

た場合

日本から日本の電話番号へ SMS 送信する
海外から日本の電話番号へ SMS 送信する※1
送信料金

日本から海外の電話番号へ SMS 送信する

3 円（税込 3.3 円）/ 70 文字（全角）
無料

100 円（不課税）/ 70 文字（全角）※3

海外指定 66 の国と地域 無料

100 円（不課税）/ 70 文字（全角）

その他の地域：100 円（不課税）/
海外から海外の電話番号へ SMS 送信する※1

100 円（不課税）/ 70 文字（全角）※3

70 文字（全角）

日本で SMS 受信する
受信料金

海外で SMS 受信する※2

無料
無料

無料※4

※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/
※連続送信文字数によって 1 回あたりの SMS 送信料金が変動いたします。詳しくは別紙 1 をご確認ください。
※1 海外指定 66 の国と地域からのみ送信可能となります。
※2 海外指定 66 の国と地域でのみ受信可能となります。
※3 Android 標準のメッセージアプリを利用した場合、指定 63 の国と地域でのみ送信可能となります。
※4 Android 標準のメッセージアプリを利用した場合、指定 66 の国と地域でのみ受信可能となります。
通話料金(iOS の場合)
Rakuten Link アプリを利用した場合
日本から日本の電話番号へかける
発信料金

無料

海外から日本の電話番号へかける※1
日本から海外の電話番号へかける

着信料金

20 円（税込 22 円）/30 秒
国・地域別従量課金※3

国・地域別従量課金

海外から海外の電話番号へかける※1
日本で電話をうける

iOS 標準の電話アプリを利用した場合

国・地域別従量課金
国・地域別従量課金※3

Rakuten Link アプリでは着信できま

無料

せん。
海外で電話をうける

iOS 標準の電話アプリでの着信と

国・地域別従量課金※3

なります。※2
※（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。
※国際通話のサービスエリアや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/
※iOS 標準の電話アプリを利用した場合、当該通話は発信時刻を基準として当月利用分の通話料金として算定いたします。
ただし、海外から海外の電話番号へかける・海外から日本の電話番号へかける場合の通話は翌月利用分の通話料金として算定する場合がありま
す。
※1 Rakuten Link アプリを利用した場合、指定 66 の国と地域からのみ発信可能となります。その他の地域に関しては Wi-Fi 接続中の場合のみ発
信可能となります。
※2 Rakuten Link アプリでは着信が出来ません。iOS 標準の電話アプリをご利用ください。
※3 iOS 標準の電話アプリを利用した場合、指定 63 の国と地域でのみ発信、着信可能となります。
SMS 料金(iOS の場合)

日本から日本の電話番号へ SMS 送信する
海外から日本の電話番号へ SMS 送信する※1
送信料金

日本から海外の電話番号へ SMS 送信する
海外から海外の電話番号へ SMS 送信する※1

Rakuten Link アプリを利用した場

iOS 標準のメッセージアプリを利用した場

合

合

Rakuten Link アプリでは送信でき

3 円（税込 3.3 円）/ 70 文字（全角）

ません。

100 円（不課税）/ 70 文字（全角）※1

iOS 標準のメッセージアプリでの

100 円（不課税）/ 70 文字（全角）

送信となります。

100 円（不課税）/ 70 文字（全角）※1

Rakuten Link アプリでは受信でき

日本で SMS 受信する
受信料金

無料

ません。
iOS 標準のメッセージアプリでの

海外で SMS 受信する※2

無料※2

受信となります。
※国際 SMS のサービスエリアや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/
※連続送信文字数によって 1 回あたりの SMS 送信料金が変動いたします。詳しくは別紙 1 をご確認ください。
※Rakuten Link アプリでは SMS 送信、受信が出来ません。iOS 標準のメッセージアプリをご利用ください。
※1 iOS 標準のメッセージアプリを利用した場合、指定 63 の国と地域でのみ送信可能となります。
※2 iOS 標準のメッセージアプリを利用した場合、指定 66 の国と地域でのみ受信可能となります。

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

その他の国と地域※1

無料
ご利用できません。

※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/月の高速データ容量を消費します。
※海外指定 66 の国と地域に関して、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/
※1 その他の地域に関しては Wi-Fi 接続中の場合のみご利用可能となります。
10 分（標準）通話かけ放題
10 分（標準）通話かけ放題

月額 1,000 円（税込 1,100 円）

※OS 標準の電話アプリ・メッセージアプリを利用した、日本から日本の電話番号への 10 分以内の通話、SMS の送信が月額 1,000 円（税込 1,100
円）で何度でも無料となるオプションサービスです。
※1 回あたりの通話時間が 10 分を超過した場合、超過分について 30 秒 20 円（税込 22 円）の通話料がかかります。
※10 分（標準）通話かけ放題サービスを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、解約以降、日本から日本の電話番号への通話および SMS の送信は従量課金となります。
※ （0180）
（0570）などから始まる他社接続サービスおよび一部特番（188）への通話、衛星電話／衛星船舶電話、国際通話については、無料通
話の対象外となります。
また、その他当社が指定する番号（機械的な発信などにより、長時間または多数の発信を一定期間継続して接続する電話番号など）への通話に
ついては、無料通話の対象外とすることがあります。
無料通話対象外番号に関して、詳しくは Web をご確認ください。
10 分（標準）通話かけ放題対象外番号一覧： https://network.mobile.rakuten.co.jp/terms/pdf/rakuten_mobile_exception_number_list.pdf

国際通話かけ放題
国際通話かけ放題

月額 980 円（不課税）

※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（不課税）で使い放題となります。
※国際通話かけ放題サービスを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

日本から海外の電話番号へかける
海外から海外の電話番号へかける※1

海外指定 66 の国と地域への発信

国際通話かけ放題対象

※1 Rakuten Link を利用して海外から海外へ電話をかける場合は、海外指定 66 の国と地域からのみ発信可能となります。
その他の地域に関しては Wi-Fi 接続中の場合のみ発信可能となります。
②

国際通話かけ放題 通常の電話を利用した場合

日本から海外の電話番号へかける
海外から海外の電話番号へかける

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（税込 550 円）
2GB 1,000 円（税込 1,100 円）
データチャージ（データの追加購入）

3GB 1,500 円（税込 1,650 円）

パートナーエリア（国内）/（海外）共通

4GB 2,000 円（税込 2,200 円）
5GB 2,500 円（税込 2,750 円）
※データ容量は、31 日間有効です。

留守番電話

月額 0 円（税込 0 円）

着信転送

月額 0 円（税込 0 円）

割込通話

月額 0 円（税込 0 円）

■楽天モバイル 手数料

楽天モバイル契約事務手数料

0 円（税込 0 円）

SIM カード交換手数料

0 円（税込 0 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

0 円（税込 0 円）

MNP 転出料

0 円（税込 0 円）

選べる電話番号サービス

1,000 円（税込 1,100 円）

名義変更手数料

3,000 円（税込 3,300 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。
※楽天モバイル iPhone アップグレードプログラムにご加入の場合、お支払いはご契約者本人名義の楽天カードのみご利用いただけます。
楽天カード以外のカード、およびご契約者本人名義ではないカードはご利用いただけませんので、ご注意ください。

クレジットカード手数料

0 円（税込 0 円）

口座振替手数料

代金引換手数料

月額 100 円（税込 110 円）

商品合計額

～9,999 円の場合

300 円（税込 330 円）

商品合計額

～29,999 円の場合

400 円（税込 440 円）

商品合計額

～99,999 円の場合

600 円（税込 660 円）

商品合計額

～300,000 円の場合

1,000 円（税込 1,100 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 300,001 円以上のものは代金引換のご利用はできません。

送料

819 円（税込 900 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（税込 330 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。

対象コンビニ 1

コンビニ支払い手数料

対象コンビニ 2

請求金額 ～10,000 円未満の場合

100 円（税込 110 円）

請求金額 ～50,000 円未満の場合

200 円（税込 220 円）

請求金額 50,000 円以上の場合

400 円（税込 440 円）

請求金額 ～10,000 円未満の場合

100 円（税込 110 円）

請求金額 ～50,000 円未満の場合

200 円（税込 220 円）

請求金額 50,000 円以上の場合

500 円（税込 550 円）

請求金額 ～10,000 円未満の場合
対象コンビニ 3

60 円（税込 66 円）

請求金額 ～50,000 円未満の場合

100 円（税込 110 円）

請求金額 50,000 円以上の場合

300 円（税込 330 円）

※お支払いが可能なコンビニエンスストアは以下の通りです。
対象コンビニ 1：セブン-イレブン
対象コンビニ 2：ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート（北海道・関東のみ）
、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリー
ストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーシップ、ハマナスクラブ（北海道のみ）
対象コンビニ 3：ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、マルチメディアキオスク（MMK）
※請求金額は税込です。１回あたりの金額です。

請求書発行手数料

200 円（税込 220 円）

※「サービス停止・契約解除通告」のみ発生します
※未払い月ごとに加算されます。
2022 年 3 月 24 日現在
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■SMS 送信料金一覧
送信文字数(全角)

1 回あたりの送信料金

1～70 文字

3 円（税込 3.3 円）

71～134 文字

6 円（税込 6.6 円）

135～201 文字

9 円（税込 9.9 円）

202～268 文字

12 円（税込 13.2 円）

OS 標準のメッセージアプリを利用し

269～335 文字

15 円（税込 16.5 円）

日本から日本の電話番号へ SMS を送信する場合の料金

336～402 文字

18 円（税込 19.8 円）

403～469 文字

21 円（税込 23.1 円）

470～536 文字

24 円（税込 26.4 円）

537～603 文字

27 円（税込 29.7 円）

604～670 文字

30 円（税込 33 円）

送信文字数(全角)

1 回あたりの送信料金

1～70 文字

100 円（不課税）

71～134 文字

200 円（不課税）

135～201 文字

300 円（不課税）

202～268 文字

400 円（不課税）

海外から日本の電話番号へ SMS を送信する、

269～335 文字

500 円（不課税）

日本から海外の電話番号へ SMS を送信する、

336～402 文字

600 円（不課税）

海外から海外への電話番号へ SMS を送信する場合の料金

403～469 文字

700 円（不課税）

470～536 文字

800 円（不課税）

537～603 文字

900 円（不課税）

604～670 文字

1,000 円（不課税）

送信文字数(全角)

1 回あたりの送信料金

1～70 文字

100 円（不課税）

71～134 文字

200 円（不課税）

135～201 文字

300 円（不課税）

202～268 文字

400 円（不課税）

日本から海外の電話番号へ SMS を送信する、

269～335 文字

500 円（不課税）

海外から海外の電話番号へ SMS を送信する場合の料金

336～402 文字

600 円（不課税）

※海外指定 66 の国と地域以外の場合

403～469 文字

700 円（不課税）

470～536 文字

800 円（不課税）

537～603 文字

900 円（不課税）

604～660 文字

1,000 円（不課税）

OS 標準のメッセージアプリを利用し

Rakuten Link アプリを利用し

