
メガ・エッグ モバイル MySIM データ専用をお申し込みされる方 

090、080などから始まる携帯電話番号を持たず、インターネットだけをご利用のお客さまはこちらをお申し込みください。 

（スマートフォンや通話機能があるタブレットであれば、他社通話アプリなどを利用した通話は可能です。） 

月間の利用容量に応じて、4つのプランからお選びいただけます。 
 
データ専用 1GB 
データ専用 5GB 
データ専用 LTE使い放題 
データ専用 ダブルフィックス（二段階定額） 
 
 
プランの選択にあたっては、お使いの携帯電話会社で通信量をご確認されるか、計測できるアプリなどを使って事前にご自分の 
月間使用量をご確認されることをお勧めします。（あとからプラン変更することもできます。） 
 
 
      2ページ～8ページの案内をご確認いただき、お申し込みください。 

メガ・エッグ モバイル MySIM 通話プラスをお申し込みされる方 

090、080などから始まる携帯電話番号使った通話とインターネット利用をされるお客さまはこちらをお申し込みください。 

月間の利用容量に応じて、5つのプランからお選びいただけます。   
  
通話プラス 3GB  
通話プラス 5GB  
通話プラスLTE使い放題  
通話プラスLTE使い放題2  
通話プラス ダブルフィックス（いわゆる二段階定額です）  
   
プランの選択にあたっては、お使いの携帯電話会社で通信量をご確認されるか、計測できるアプリなどを使って事前にご自分の 
月間使用量をご確認されることをお勧めします。（あとからプラン変更することもできます。）   
   
  
      9ページ～19ページの案内をご確認いただき、お申し込みください。  
      同時に端末を購入いただくことも可能です。  

MySIM申し込み後の注意事項について 重要 

●MySIMに関するお手続きは、「マイページ」より行ってください。 
  「マイページ」への入り口は、メガ・エッグ 会員サイトにございます。 
  U-mobile上にある「マイページ」リンクからは、メガ・エッグ モバイル MySIMのお客さまはログインできませんので、 
  ご注意ください。 
  また、SIMカード到着からマイページがログイン可能になるまでに数日かかります。予めご了承ください。 
 
 以下のお手続きはすべて「マイページ」で承ります。 
 ・プラン変更（1GB、3GB、5GB、LTE使い放題、ダブルフィックス等の各プランへの変更） 
 ・料金内訳の確認（通話プラスのお客さま） 
 ・メガ・エッグ モバイル MySIMの解約、オプションの追加／解約 
 

●MySIMに関する各種お問い合わせ内容については「FAQ」でご確認ください。 

U-mobile FAQ 検索 
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メガ・エッグ モバイル MySIM データ専用のお申し込み方法 

はじめに メガ・エッグ 会員サイトを開きます 

「megaegg.jp/member」とアドレスバーに打ち

こむか、「メガ・エッグ 会員サイト」で検索いた

だき、メガ・エッグ会員サイトを開きます。 

（メガ・エッグホームページの右上にも会員サイト

へのリンクがあります） 

 

ページ左側にある「各種お手続き」にカーソルを合

わせると選択肢が出てくるため、「オプションサー

ビスの手続き（申し込み・解約」をクリックします。 

お申し込みリンクから お申し込みいただきます 

「メガ・エッグ モバイル MySIM（マイシム）」欄

にある、「お申し込み」をクリックします。 

メガ・エッグ モバイル MySIMのお手続きは全てこのページから始めます 

（マイページへのログインを含みます）のでメガ・エッグ 会員サイトをお気に入り登録されることをお勧

めします。 
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登録内容確認書に記載の「お客さまID」と、「お

客さまパスワード」を入力し、「データ専用申し込

み」をクリックします。 

お客さまID、お客さまパスワードを入力します 

OKをクリックします 

U-mobileのページに遷移することの 

確認画面が出ますので、「OK」をクリック 

します。 

STEP① 利用規約をご確認ください 

「U-mobileデータ専用利用規約」、「個人情報の

取扱いに関する同意事項」をお読みいただき、同意

いただけましたらチェックを入れ、「次へ」をク

リックします。 

※チェックいただくと、「次へ」がクリックできる

ようになります。 
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STEP② お申し込み情報を入力してください 

SIMカードのサイズを選びます。 

不明の場合は、ご利用予定のスマートフォン／タブ

レット／モバイルルータのSIM差込口で大きさを判

断していただくか、メーカーにお問い合わせくださ

い。 

SMSオプションをつけるか、つけないかを選びま

す。 

必要であれば「あり」を、不要であれば「なし」を 

選んでください。 

※SMSのご利用は、月額料金のほか、国内送信の場

合3円／通が必要です。（受信は無料） 

※SMSとは「ショートメッセージサービス」のこと

です。電話番号しか知らない相手に電話番号を使っ

たショートメールを送ることのできるサービスです。 

※データ専用プランでも、SMSを利用するための電

話番号はついています。（通話はできません。） 

また、SMSオプションの契約がないと、SMSの送

受信はできません。 

※画面のイメージは平成27年6月現在のものです。 
 最新の料金プランはホームページにてご確認ください。 

LTE使い放題キャンペーンについて 

LTE使い放題キャンペーン受付期間中、 
料金プランを選択すると、左図のような 
ポップアップ画面が出ます。 
この画面でキャンペーン要項に同意のうえ 
申し込まれると、自動で「LTE使い放題」 
プランに申し込まれます。 
（最初に1GBなど他のプランを選んでいても、 
自動でLTE使い放題プランに変更になります。） 
キャンペーン期間後にご自身でプラン変更 
されない限り、LTE使い放題の料金が請求 
されます。 

申し込まれる場合は、「キャンペーン要項に同意する」のリンク

先にキャンペーン要項が載っていますので、お読みいただき、

チェックを入れ、「申し込む」をクリックしてください。 

申し込まれない場合は「今回は申し込まない」を 

クリックしていただくと、元の画面に戻ります。 

料金プランを選びます。 
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オプションのお申し込みは任意（自由）です。 

不要の場合は何も選択せずに下に進みます。 

お客さま情報を入力します。 

※お間違えのないよう、ご注意ください。 

スマートフォンやタブレットの操作が 
苦手な方、初心者の方は 
しっかりサポートしてもらえる 
SIM安心サポートへの加入がお勧め！ 

4桁の暗証番号を設定します。 

暗証番号は、マイページ初回ログインの際に使用し

ます。 

SIMサービスの料金やプランの確認はマイページで

行いますので、忘れないように管理をお願いします。 

（申し込み完了時のメールにも載ります。） 

「お申し込み内容確認画面へ」をクリック 

します。 

5 



STEP③ 入力内容をご確認ください 

入力内容の確認をします。 

注意事項をお読みください。 

修正する場合は「入力内容を修正する」 

修正の必要がない場合は「入力内容を送信する」を

クリックします。 
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STEP④ 入力内容を送信しました 

入力いただいたメールアドレス宛に「申し込み手続

きご案内メール」が届きますので、24時間以内に

メールを開き、記載のURLをクリックしてくださ

い。 

※この画面は閉じて頂いて構いません、 

メールに記載のURLをクリックしないと 
申し込み完了にならないので 
気をつけてくださいね！ 

STEP④-2  メールを開き、記載のURLをクリックします 

このURLをクリックします。 

24時間以内（メールに日時が記載され 
ます）にクリックしないと、再度一から 
入力する必要があるため、忘れずに 
クリックしてください。 
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STEP⑤ お申し込み手続きが完了しました 

これでお申し込みは完了です。 

SIＭカードは、お申し込みの翌営業日に発送されま

す。到着までお待ちください。 

STEP⑤-2 メールを確認します 

入力いただいたメールアドレス宛に受付完了のメー

ルが届きます。 

（U-mobileの）お客様IDや暗証番号が載っていま

すので、このメールは大切に保存してください。 

お申し込みはこれで完了です！ 
SIM到着後、端末に挿入して 
アクセスポイント名設定をしてください。 
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メガ・エッグ モバイル MySIM 通話プラスのお申し込み方法 

はじめに メガ・エッグ 会員サイトを開きます 

「megaegg.jp/member」とアドレスバーに打ち

こむか、「メガ・エッグ 会員サイト」で検索いた

だき、メガ・エッグ会員サイトを開きます。 

（メガ・エッグホームページの右上にも会員サイト

へのリンクがあります） 

 

ページ左側にある「各種お手続き」にカーソルを合

わせると選択肢が出てくるため、「オプションサー

ビスの手続き（申し込み・解約」をクリックします。 

お申し込みリンクから お申し込みいただきます 

「メガ・エッグ モバイル MySIM（マイシム）」欄

にある、「お申し込み」をクリックします。 

メガ・エッグ モバイル MySIMのお手続きは全てこのページから始めます 

（マイページへのログインを含みます）のでメガ・エッグ 会員サイトをお気に入り登録されることをお勧

めします。 
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登録内容確認書に記載の「お客さまID」と、「お

客さまパスワード」を入力し、「通話プラス申し込

み」をクリックします。 

お客さまID、お客さまパスワードを入力します 

OKをクリックします 

U-mobileのページに遷移することの 

確認画面が出ますので、「OK」をクリック 

します。 
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STEP① 必要書類と利用規約をご確認ください 

お申し込みの前に、画面のとおりご準備ください。 

【概要】 
 
・Eメールアドレス 
（メガ・エッグのアドレスでなくても構いません） 

・本人確認書類の画像データファイル 

（携帯電話などで撮影すれば大丈夫です。パソコンか
らお申し込みされる場合は、撮影した画像をパソコン
に移してください。） 

・クレジットカード 

メガ・エッグ モバイル MySIMのみをご利用のお客さ

まはご本人様名義のクレジットカードが必要です。 

メガ・エッグ 光ネットなどをご契約のお客さまは、 

光ネット利用料金と合算して請求いたしますので、不

要です。 

・MNP予約番号 

（携帯電話番号を新規に発行希望の場合は、必要あり

ませんが、現在お使いの携帯電話の番号を引き継ぐ場

合は必要です） 

「U-mobile重要説明事項」、「U-mobile通話プ

ラス利用規約」「個人情報の取扱いに関する同意事

項」をお読みいただき、同意いただけましたら「次

へ」をクリックします。 

※チェックいただくと、「次へ」がクリックできる

ようになります。 
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STEP② お申し込み情報を入力してください 

※画面のイメージは平成27年6月現在のものです。 
 端末のラインナップはホームページにてご確認ください。 

MNPを利用するかどうかを選びます。 

「はい」の場合は、MNP予約番号、携帯電話番号、

MNP番号取得日付を入力してください。 

スマートフォンを同時に購入するかどうかを選びま

す。 

不要の場合は、「なし」を選択してください。 

「あり」を選択すると端末が表示されます。 

購入する場合は端末の種類、購入方法（一括／割

賦）、色を選んでください。 

SIMカードのサイズを選びます。 

不明の場合は、ご利用予定のスマートフォン／タブ

レット／モバイルルータのSIM差込口で大きさを判

断していただくか、メーカーにお問い合わせくださ

い。 
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申し込まれる場合は、「キャンペーン要項に同意する」

のリンク先にキャンペーン要項が載っていますので、お

読みいただき、チェックを入れ、「申し込む」をクリッ

クしてください。 

申し込まれない場合は「今回は申し込まない」を 

クリックしていただくと、元の画面に戻ります。 

※画面のイメージは平成28年1月現在のものです。 
 最新の料金プランはホームページにてご確認ください。 

料金プランを選びます。 

LTE使い放題キャンペーン受付 
期間中、料金プランを選択すると、 
左図のようなポップアップ画面が 
出ます。 
この画面でキャンペーン要項に 
同意のうえ申し込まれると、 
自動で「LTE使い放題」プランに 
申し込まれます。 
（最初に1GBなど他のプランを 
選んでいても、自動でLTE使い 
放題プランに変更になります。） 
キャンペーン期間後にご自身で 
プラン変更されない限り、LTE 
使い放題の料金が請求されます。 
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オプションのお申し込みは任意（自由）です。 

不要の場合は何も選択せずに下に進みます。 

お客さま情報を入力します。 

※お間違えのないよう、ご注意ください。 

「お申し込み内容確認画面へ」をクリックします。 

スマートフォンや 
タブレットの操作が 
苦手な方、初心者の 
方は、しっかりサポート 
してもらえるSIM安心 
サポートへの加入が 
お勧め！ 

4桁の暗証番号を設定します。 

暗証番号は、マイページ初回ログインの際に使用し

ます。 

SIMサービスの料金やプランの確認はマイページで

行いますので、忘れないように管理をお願いします。 

（申し込み完了時のメールにも載ります。） 
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STEP③ 入力内容をご確認ください 

入力内容の確認をします。 

注意事項をお読みください。 

修正する場合は「入力内容を修正する」 

修正の必要がない場合は「入力内容を送信する」を

クリックします。 
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STEP④ 入力内容を送信しました 

STEP④-2  メールを開き、記載のURLをクリックします 

このURLをクリックします。 

24時間以内（メールに 
日時が記載されます）に 
クリックしないと、再度一 
から入力する必要がある 
ため、忘れずにクリック 
してください。 
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STEP⑤  本人確認書類画像をアップロードしてください 

どの本人確認書類をアップロードするか 

指定します。 

「参照」をクリックし、アップロードする 

画像があるフォルダを指定し、画像を 

選択します。 

表面、裏面それぞれアップロードします。 

「アップロード」をクリックします。 

運転免許証などの本人確認書類を携帯 
電話のカメラ機能を使って撮影し、パソコン 

で使っているメールアドレス宛に画像を送り、
パソコンでメールを開き、画像をデスクトッ
プなどにダウンロードすると簡単です！ 
 

もちろんデジタルカメラで撮影したり、画像
データをSDカードなどでパソコンに移したり
もOK！スキャナーをお持ちの方はスキャン
するのもOK！ 
JPEGなど画像データやPDFに対応していま
す。 
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STEP⑥  お申し込み手続きが完了しました 

これでお申し込みは完了です。 

SIＭカードは、13ページに記載のとおり、 

お申し込みの翌日から7～10日前後に発送されます。 

到着までお待ちください。 

STEP⑦ お申し込み本人確認画像受領のお知らせ 

本人確認書類のアップロードをすると 

メールが届きます。 

当日中または翌日に、STEP⑧のメールが届きます。 
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STEP⑧ 申し込み完了のメールを確認します 

入力いただいたメールアドレス宛に受付完了のメー

ルが届きます。 

（U-mobileの）お客様IDや暗証番号が載っていま

すので、このメールは大切に保存してください。 

お申し込みはこれで完了です！ 
SIM到着後、端末に挿入して 
アクセスポイント名設定をしてください。 


