
Tikimo SIM 料金表 

2023 年 4 月 10 日 

第１表．初期費用 

料金種別 料金額 

契約事務手数料 *1 
3,000円 

（税込 3,300円） 

SIMカード発行手数料 

タイプD 
335円／枚 

（税込 368.5円／枚） 

タイプA 
226円／枚 

（税込 248.6円／枚） 

*1 新規に本サービスを契約するときに申し受けます。 
 
第２表．基本料金 
 ２－１ 月単位での支払いの場合 

料金種別 
料金プラン 

料金額 
プラン バンドルクーポン 

基本料金 

ケータイプラン *2 － 
550円／月 

（税込 605円／月） 

シングルプラン 

1GB／月 
640円／月 

（税込 704円／月） 

3GB／月 
770円／月 

（税込 847円／月） 

6GB／月 
1,360円／月 

（税込 1,496円／月） 

10GB／月 
1,800円／月 

（税込 1,980円／月） 

20GB／月 
1,950円／月 

（税込 2,145円／月） 

30GB／月 
5,150円／月 

（税込 5,665円／月） 

50GB／月 
8,600円／月 

（税込 9,460円／月） 

シェアプラン 

4GB／月 
1,350円／月 

（税込 1,485円／月） 

10GB／月 
1,900円／月 

（税込 2,090円／月） 

15GB／月 
2,750円／月 

（税込 3,025円／月） 

20GB／月 
3,400円／月 

（税込 3,740円／月） 

30GB／月 
5,200円／月 

（税込 5,720円／月） 

50GB／月 
9,000円／月 

（税込 9,900円／月） 

追加SIM利用料 *3 
230円／月 

（税込 253円／月） 

*2  ケータイプランでは、ワイヤレスデータ通信はご利用いただけません。 
また、通話機能付 SIM カードを提供するため、料金額には通話機能基本料金 230 円／月（税込 253 円／月）

が含まれています。 
*3  シェアプランでSIMカードの4枚目以降を追加契約するときに申し受けます。 

 



２－２ 年単位での支払いの場合（年契約一括前払いコース）*4 

料金種別 
料金プラン 

料金額 
プラン バンドルクーポン 

基本料金 シングルプラン 

3GB／月 
9,240円／年 

（税込 10,164円／年） 

6GB／月 
16,320円／年 

（税込 17,952円／年） 

10GB／月 
21,600円／年 

（税込 23,760円／年） 

20GB／月 
23,400円／年 

（税込 25,740円／年） 

30GB／月 
61,800円／年 

（税込 67,980円／年） 

50GB／月 
103,200円／年 

（税込 113,520円／年） 

*4 年契約一括前払いコースは、第３表に規定の「通信オプション」および「通話オプション」はご利用いただけま
せん。 

 
２－３ ユニバーサルサービス料 *5 

料金種別 料金額 

ユニバーサルサービス料 
当社のホームページに 

定める料金 

*5 ・ユニバーサルサービス料は、SIM カードごとに申し受けます。ただし、データ通信専用 SIM カードとして提供し
た 020 番号帯の SIM カードを除きます。 
・ユニバーサルサービス制度にかかわる負担金の変更があった場合は、その変動に応じて金額を見直すことがあ
ります。 

・ユニバーサルサービス料について定めた当社のホームページは次のとおりです。 

 [ユニバーサルサービス料]  https://www.tiki.ne.jp/service/universal/ 

 
２－４ 電話リレーサービス料 *6 

料金種別 料金額 

電話リレーサービス料 
当社のホームページに 

定める料金 

*6 ・電話リレーサービス料は、SIM カードごとに申し受けます。ただし、データ通信専用 SIM カードとして提供した
020 番号帯の SIM カードを除きます。 

・電話リレーサービス制度にかかわる負担金の変更があった場合は、その変動に応じて金額を見直すことがあり
ます。 

・電話リレーサービス料について定めた当社のホームページは次のとおりです。 

 [電話リレーサービス料] https://www.tiki.ne.jp/service/telephonerelay/ 

 
 



第３表．オプションサービス料*7 

区分 機能*8 料金種別 料金額 

通信オプション SMS機能 SMS機能基本料金 
タイプD 130円／月（税込 143円／月） 

タイプA 無料 

通話オプション 

通話機能 通話機能基本料金 230円／月（税込 253円／月） 

  

通話定額10  

*9*10 
700円／月（税込 770円／月） 

かけ放題 

*10*11 
1,500円／月（税込 1,650円／月） 

割込通話 200円／月（税込 220円／月） 

留守番電話 300円／月（税込 330円／月） 

転送電話 無料 

国際電話・国際SMS 無料 

国際ローミング 無料 

迷惑電話ストップ 
タイプD 無料 

タイプA 100円／月（税込 110円／月） 

5Gオプション *12 無料 

*7 オプションサービス料は、SIM カードごとに申し受けます。 
*8 機能については、Tikimo SIM 利用規約第１６条第３項に記載のとおりとします。 
*9 １通話あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。10 分を超える通話については、30 秒あたり 10 円（税込 11

円）がかかります。 
*10 法人および個人事業主でのご契約は、ご利用いただけません。 
*11 タイプ D の場合、１通話あたり 120 分の制限があり、通話切断時の 1 分前に発信側・着信側に通知音が鳴りま

す。 
*12  回線タイプが「タイプ D」で SMS 機能付 SIM カードでのご契約では、ご利用いただけません。 
 
 
第４表．通信料 
 ４－１ 国内通話料 

料金種別 料金額 

通信料 
 
10 円／30 秒（税込 11 円／30 秒）*13 
 

*13 通話料が別に定められた有料のサービスでは、当該サービスの通話料およびサービスの費用が発生します。 



 
４－２ ショートメッセージ通信モード（SMS） 

料金種別 料金額 

タイプ D 通信料 
株式会社 NTT ドコモが定める Xi サービス契約約款および 5G サービス契約約款にお
いてショートメッセージ通信モードにかかる料金として定められた額と同額（国外
への送信は不課税） 

タイプ A 通信料 
KDDI 株式会社が定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款およびａｕ（５Ｇ）通
信サービス契約約款において SMS 機能にかかる料金として定められた額と同額（国
外への送信は不課税） 

 
 
第５表．国際電話通話料 

料金種別 料金額 

タイプ D 通信料 

株式会社 NTT ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として
定められた額と同額(不課税) 
ただし、通話先電話番号の前に 0077-502-010 を付与して発信した場合には、当社が
別途定める通話料金額（不課税）*14 

タイプ A 通信料 

KDDI 株式会社が定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款およびａｕ（５Ｇ）通
信サービス契約約款においてａｕ国際通話にかかる料金として定められた額と同額
(不課税) 
ただし、通話先電話番号の前に 0077-502-010 を付与して発信した場合には、当社が
別途定める通話料金額（不課税）*14 

*14 当社が別途定める国へのみ発信が可能です。 
 
 
第６表．国際アウトローミング利用料 

料金種別 料金額 

タイプ D 通信料 
株式会社 NTT ドコモが定める Xi サービス契約約款および 5G サービス契約約款に
おいて国際アウトローミング利用料として定められた額と同額（不課税） 

タイプ A 通信料 
KDDI 株式会社が定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款およびａｕ（５Ｇ）通
信サービス契約約款においてローミングにかかる料金として定められた額と同額
（不課税） 

 

 

第７表．手数料 

料金種別 料金額 

SIMカード追加手数料 *15*16 
2,300円／枚 

（税込 2,530円／枚） 

プラン変更手数料 
1,000円 

（税込 1,100円） 

バンドルクーポン変更手数料 
500円 

（税込 550円） 

SIMカード再発行／交換手数料 *16 
3,000円／枚 

（税込 3,300円／枚） 

MNP転出手数料 *17 
1,000円／枚 

（税込 1,100円／枚） 

*15 シェアプランで SIM カードの 2 枚目以降を追加契約するときに申し受けます。 
*16 第 1 表に定める SIM カード発行手数料を SIM カードごとに別途申し受けます。 
*17 オンライン以外の方法で MNP 転出手続を行ったときに申し受けます。 


