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沖縄セルラー電話株式会社

au 初となる iPhone を 10 月 14 日より発売
KDDI、沖縄セルラーは 2011 年 10 月 14 日より、iPhone 4S（製造：Apple 社）を全国で一斉
に発売します。 お客さまは、信頼性が高く、エリアが広い KDDI の 3G ネットワークで iPhone
4S をご利用いただけるため、iPhone 4S の素晴らしい機能を、いつでもどこでも快適にお楽し
みいただけます。
iPhone 4S は、16GB モデルが実質 0 円（注 1）、32GB モデルが実質 10,320 円（注 1）、64GB
モデルが実質 20,640 円（注 1）でお求めいただけます。
また、2011 年 10 月 7 日 16 時より、お取り扱いの au ショップ、PiPit、その他 iPhone 4S 取り
扱い店で予約受付を開始します。
iPhone 4S は史上最高の iPhone です。新しい特徴として、デュアルコア A5 チップによる
圧倒的な速さと素晴らしいグラフィック、さらに進化したレンズを搭載した新型カメラ、1080p の
HD ビデオも記録できる動画撮影機能を備えています。また、iPhone 4S の登場にあわせて、
世界でもっとも先進的なオペレーションシステムに 200 を超える新機能を追加した iOS 5 と、
iPhone、iPad、iPod touch、Mac や PC のデータをワイヤレスで保存できる無料のクラウドサー
ビス iCloud も提供を開始します。
「お客さまは史上最高の iPhone を経験するこの日を待っていました。そしてついに iPhone
を au から提供できることを大変嬉しく思います。KDDI の安心で快適なネットワークで、お客さ
まに iPhone 4S の素晴らしい機能をお楽しみいただきたいと思います。」と、KDDI 株式会社
代表取締役社長 田中孝司は述べています。
iPhone 4S をご利用のお客さまは、「ともコミ」でおなじみの、月額基本使用料が「誰でも
割」適用時 980 円で au 携帯電話同士の国内通話が無料になる「プラン Z シンプル」や、月額
基本使用料が「誰でも割」適用時 780 円で、さらに｢家族割｣を適用することで家族間の通話が
無料になる「プラン E シンプル」をはじめとした、従来の料金プランをご利用いただけます。
また、iPhone 4S をご購入いただいたお客さま向けに、「IS フラット」の月額定額料が最大
24 ヶ月間 4,980 円となる「IS フラット iPhone スタートキャンペーン」を実施します。
さらに、MNP（携帯電話番号持ち運び制度）を利用して iPhone 4S をご購入いただいたお客
さまに、10,000 円をキャッシュバックするキャンペーンを実施します。
キャンペーンの詳細は別紙をご参照ください。

au の iPhone 4S の提供条件の例は以下のとおりです。
（「IS フラット iPhone スタートキャンペーン」適用時）
プラン Z シンプル
基本使用料

通話料

SMS(i）送信料

プラン F（IS）シンプル

980 円/月

780 円/月

au 携帯電話宛の通話

家族間通話：無料

午前 1 時～午後 9 時：無料

（「家族割」適用時）

上記以外の通話：21 円/30 秒

上記以外の通話：21 円/30 秒

au 携帯電話宛の送信：無料
上記以外宛の送信：3.15 円/通

3.15 円/通

4,980 円/月

4,980 円/月

データ無制限

データ無制限

無制限

無制限

iPhone 4S 16GB

0 円（注 1）

0 円（注 1）

iPhone 4S 32GB

10,320 円（注 1）

10,320 円（注 1）

iPhone 4S 64GB

20,640 円（注 1）

20,640 円（注 1）

データ通信料
Wi-Fi（注 2）

（注 1）au NAGOYA（直営店）で、「毎月割」を 24 ヶ月間適用した新規ご契約の場合の、お客さまの実質的なご負担
額です。
（注 2）詳細は別途ご案内します。
※価格は全て税込みです。

・サービスやキャンペーンの詳細は www.au.kddi.com/iphone/ をご参照ください。
10 月 7 日以降順次情報を掲載していきます。
・iPhone に関する詳細については、 www.apple.com/iPhone をご参照ください。
・お客さまからのお問い合わせ
お客さまセンター au 携帯電話から 157 または 0077-7-111（フリーコール）
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＜別紙＞
１. 「IS フラット iPhone スタートキャンペーン」
iPhone 4S をご購入いただいたお客さま向けに、パケット通信料がお得になる「IS フラット
iPhone スタートキャンペーン」を実施します。KDDI が提供する快適なネットワーク環境で
iPhone 4S を、いつでもどこでも、お得な料金でお使いいただけます。

(1)概要
通常 5,460 円（税込）の「IS フラット」の定額料が最大 24 ヶ月間 4,980 円（税込）となり
ます。

(2)期間
2011 年 10 月 14 日から 2012 年 1 月 31 日までのお申し込み分
※既に「IS フラット」にご契約のお客さまも、「IS フラット（キャンペーン）」 にお申込みいただく必要があり
ます。
※新規契約当月のご利用分から自動的に割引を開始し、24 回の割引をもって終了します。
ただし、「プランＦ（ＩＳ）シンプル」をご選択いただいた場合は、新規契約翌月のご利用分から割引を開始し
ます。
（既に au にご契約の場合、パケット定額サービスの契約状況によって開始時期が異なります）
※割引対象期間中に機種変更（端末増設）・一時休止・解約などされた場合、もしくは「IS フラット」を変更また
は廃止された場合、割引の適用はお申込みいただいた当月利用分をもって終了します。ただし、「プランＦ
（ＩＳ）シンプル」をご利用のお客さまは、お申込みいただいた前月利用分をもって終了します。
※「プランＦ（ＩＳ）シンプル」からその他の料金プラン、もしくはその他の料金プランから「プランＦ（ＩＳ）シンプル」
へ変更した場合、割引の適用は終了します。
※弊社が実施する他の施策とは併用できない場合があります。

2．乗りかえキャッシュバックキャンペーン
MNP を利用して iPhone 4S をご購入いただいたお客さまに、10,000 円をキャッシュバック
するキャンペーンを実施します。

(1)適用条件
・MNP による iPhone 4S の新規ご契約であること。
・IS NET にお申し込みいただいていること。
・「IS フラット iPhone スタートキャンペーン」にお申し込みいただいていること。

(2)期間
2011 年 10 月 14 日から 2012 年 1 月 31 日までのお申し込み分
※期間中、1 回線につき 1 回のみ有効です。
※弊社が実施する他のキャンペーンとは併用できない場合があります。
※法人契約のお客さまは対象外です。
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