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• 持続的成長に向けて
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Our Future

• マルチブランド戦略

Our Discipline
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• ライフデザイン領域における au 経済圏拡大

Our Performance

Our Governance

Corporate Data

• 成長領域〜ビジネスセグメント
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マルチブランド戦略
日本のモバイル市場では MVNO などの格安スマホの拡大や
第 4 の通信事業者の参入により競争が促進されています。
お客さまのご利用スタイルに応じた料金プランの提供をはじめ、
お客さまのニーズをしっかりと捉えるとともに、5G と au 経済圏の拡大により
マルチブランドの総合 ARPU の成長を目指してまいります。

5G×au 経済圏でマルチブランドの総合 ARPU 成長を目指す
金融・エネルギー・コマース

（Ponta ポイント／ au PAY カード／ au でんき／ au PAY マーケット／ au スマートパスプレミアム…）

経済圏のプラス

au

安心の使い放題 *1

シンプル・お手頃価格

トッピングで自由に選べる

5G 対応

5G 対応予定

5G 対応予定

マルチブランドで 5G 利用を積極推進
（注）
通話従量制のため別途通話料が必要。5G は一部エリアでの提供
*1 テザリングなどのデータ容量に制限あり。混雑時など通信制御あり

マルチブランド戦略
当社は、安心の使い放題の「au」
、シンプル・お手頃価格の「UQ

また au 経済圏のプラスの観点では、au PAY カードや住宅ローン

mobile」に加え、2021 年 3 月からはトッピングで自由に選 べる

を始めとした金融、au でんきのエネルギー、au PAY マーケットのコ

「povo」の提供を開始いたしました。また、UQ mobile では 2021

マース、au スマートパスプレミアムといったライフデザイン領域の

年 9 月より5G の対応も開始いたします。
多様なニーズや生活スタイルに寄り添った料金の提供に努めてい
くとともに、5G ならではの体験価値
「AUGMENTED EXPERIENCE」
を実感できる環境を早期に創り上げることで、マルチブランドでの 5G
利用を積極推進し、新規契約者の増と 5G 拡充によるデータ利用増を
目指してまいります。
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サービスをモバイルサービスと掛け合わせることで、お客さまのエン
ゲージメント向上につなげ、au 経済圏の最大化を図ってまいります。

5G 利用の積極推進と au 経済圏の最大化により、マルチブランド
の総合 ARPU の成長を目指してまいります。

信頼される au のネットワーク

5G のエリア構築と全国展開に向けて
当社は 5G のエリア構築にあたり、お客さまの生活動線を重視し

5G の全国展開

たエリア展開を進めております。2021 年 6 月から大阪環状線と山
手線の全駅のホームにおいて 5G ネットワークをご利用いただけるよ
うになりました。また、鉄道路線の 5G エリア化を目指して
「 鉄道路線

5G 化 」宣言 * を発表しました。2021 年度末までに JR・私鉄を含む
関東 21 路線、関西 5 路線の主要区間のホーム、駅構内および駅間
を走行中の電車内での 5G エリア化を目指します。
また 5G を全国展開するにあたり、5G 用の新周波数に加え、既存
周波数の 5G 化も展開し、2022 年 3 月には基地局を約 5 万局に拡
大し、人口カバー率も 90％を予定しております。
「 ずっと、もっと、つなぐぞ。au」をスローガンに、つながり続ける
通信サービスの提供を目指して、今後もお客さまに 5G 体験価値を
2

2022 年 3 月末

• 基地局数
• 人口カバー率

約 5 万局
（予）

*3
約 90%（予）

5G 用新周波数 3.7 ／ 4.0 ／ 28GHz 帯に加えて
既存周波数の 5G 化も展開中
SA 時代に備えてネットワークの 5G 化を推進
*2 駅構内での 5G サービスのご利用を保証するものではありません
*3 人口カバー率は国勢調査に用いられる約 500m 区画において、
50% 以上の場所で通信可能なエリアを基に算出。700MHz 帯が

お届けしていきます。

対象です

シンプル・お手頃価格の UQ mobile

2020 年 10 月の KDDI との統合によりKDDI の通信サービスとし
て展開している「UQ mobile」は、2021 年 2 月からシンプル・お手

もっとお客さまの生活に密着

頃価格として新たなくりこしプランの提供を開始いたしました。

2021 年 6 月からは対象のでんきサービスご加入で、おひとりで
もご家族でも通信料金を割引する「 でんきセット割 」の提供を開始、

でんきセット割

充実のサポート

ご家族でも、
おひとりでも、
ずーっと割引

au Style・au ショップ全店 *4 でご案内

でんきセット割
くりこしプラン S の場合

2021 年 7 月上旬には、au Style・au ショップの全店において、UQ
mobile の取り扱いを開始いたしました。
（一部店舗を除く）
お客さまニーズが多様化しているなか、UQ mobile はもっとお客
さまの生活に密着するブランドとなることを目指します。

割引前料金

1,480 円 / 月

（税込 1,628 円）
が

1 人あたり900 円 / 月〜

ずーっと（税込 990 円 / 月〜）

データ容量

3GB/ 月

選べるスマホ

通話料
（税込 22 円 /30 秒）
など別途かかります

最新の iPhone から
お手頃価格の
最新スマホまで取り扱い

au 経済圏のサービスを
UQ mobile でも
*4 一部店舗を除く

トッピングで自由に選べる povo

2021 年 3 月から新料金ブランド「povo」の提供を開始いたしまし
た。povo はオンライン専用という単純なコンセプトではなく、
「トッ
ピング 」
という独自の価値を新たに提供する目的でスタートしており
ます。
シンプルでスピーディーな手続き、お客さまの使い方に合わせて
カスタマイズできるという気軽さを持っており、お客さまの使い方に
よって「5 分以内通話かけ放題 」や「 データ使い放題 24 時間 」
といっ
たトッピングを選んでいただくことが可能です。トッピングは今後順
次追加いたします。

「トッピング 」という独自の価値を提供

ほしいものを、ほしいときに、
ほしい分だけ！
5 Mins
Voice*5, 6

推進する共創の場として「povo Lab」
を 2021 年 5 月に開設いたしま
した。お客さまやパートナー企業とコラボレーションすることで、
トッ
ピングを順次追加し、お客さまに新たな価値を提供してまいります。

5G のエリア構築とマルチブランド戦略を通じて、今後もお客さま
のニーズを踏まえ、より魅力的なブランドへと進化してまいります。

気軽さ

トッピングを共創

Unlimited
Unlimited
1GB Data
Data
5
Voice*
Addition
24th*7

サービスをトッピング

また、お客さまの声を反映しながらトッピングやサービスの開発を

povo Lab でお客さまと

順次
追加

お客さま

コラボレーション

シンプル・スピーディーな
手続き
お客さまが使い方を
カスタマイズ

パートナー
企業

（注）
povo はオンライン専用プランです
*5 一部対象外の通話あり
*6 5 分超過分は別途通話料が必要
*7 混雑時や動画などへの通信制御あり
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