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格安モバイルサービス LIBMO「30 ギガ割」提供開始
~ 「新しい生活様式」のニーズに応える大容量プランの提案 ~
当社 100％子会社であるＴＯＫＡＩコミュニケーションズが提供する格安モバイルサービス LIBMO
(リブモ)におきまして、新たな割引サービス「30 ギガ割」の提供を開始する事を別添の通りお知らせいた
します。
当社グループは、TLC ビジョンのもと、エネルギー、情報通信、CATV 等、人々の生活に密着した様々
な生活インフラサービスを総合的に提案し、現在 300 万件を超えるお客様にご利用いただいております。
今後も地域・社会の課題解決に貢献できる商材・サービスの開発・提供に積極的に取り組み、顧客満足
度向上に努めてまいります。

以

上

2020 年 11 月 9 日
各位
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

格安モバイルサービス「LIBMO」の「30 ギガ割」の提供開始について

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：福田 安広、以
下 当社）は、格安モバイルサービス「LIBMO（リブモ）」において、データ通信 30GB プランをご利
用のお客様向けに、標準月額利用料の 5,880 円から 2,600 円お安くご利用いただける「30 ギガ割（月額
3,280 円）」の提供を本日より開始いたします。
新しい生活様式の定着が進む中、高まる大容量通信の需要に応えるべく、より安価で快適な通信環境
を提供してまいります。
１． 提供開始日
2020 年 11 月 9 日（月）
２． 提供内容
・30 ギガ割
データ通信 30GB プランご利用のお客様向けに、月額利用料を 2,600 円割引きし、月額 3,280 円
でご利用いただける割引プランです。また、月額 3,420 円で SMS 機能付きプラン、月額 3,980 円で
音声通話機能付きプランもお選びいただけます。
・30 ギガ割＆TLC プラス
「30 ギガ割」をご利用で、TOKAI グループが提供する対象サービスをご利用の場合、月額利用料
をさらに 500 円割引きします(＊.1)。
また、両サービスとも、国内 150,000 スポット以上の公衆無線 LAN サービス「LIBMO WiFi by エ
コネクト」を無料でご利用いただけます(＊.2)。
さらに、LIBMO 公式 WEB サイト、または TOKAI モバイルショップで 30GB プランに新規でご
加入いただいた場合、ご利用開始月を含む 3 ヵ月間、データ通信月額利用料 3,280 円が無料となりま
す(＊.3)。
月額利用料（税抜）
プラン名

データ通信容量

データ通信のみ

SMS 機能

音声通話機能

5,880 円

6,020 円
（＋140 円）

6,580 円
（＋700 円）

3,280 円

3,420 円
（＋140 円）

3,980 円
（＋700 円）

2,780 円

2,920 円
（＋140 円）

3,480 円
（＋700 円）

30GB プラン
（標準料金）
30GB プラン
（30 ギガ割）

30GB

30GB プラン
（30 ギガ割&TLC プラス）
※（ ）内はデータ通信のみの月額利用料との差額です。
※「30 ギガ割」では翌月へのデータ繰り越しは適用されません。
※「データシェアオプション」との併用はできません。

(＊.1) 30 ギガ割＆TLC プラス キャンペーン
キャンペーン内容：「30 ギガ割」適用後の LIBMO データ通信月額利用料から 500 円を永年割
引いたします。
適用条件
：「30 ギガ割」が適用中で、TOKAI グループの提供する対象サービスまた
は TLC 会員サービスをご利用中であること。
申込期限
：2021 年 3 月 31 日(水)
(＊.2) LIBMO WiFi by エコネクト無料 キャンペーン
キャンペーン内容：「LIBMO WiFi by エコネクト」のご利用料金に相当する月額 362 円を
データ通信月額利用料から永年割引いたします。
適用条件
：「30 ギガ割」が適用中であること。
申込期限
：2021 年 1 月 31 日(日)
注意事項
：「LIBMO WiFi by エコネクト」をご利用になる場合、別途お申込みが必
要です。
(＊.3) 30 ギガ割 データ通信月額利用料 3 ヵ月無料 キャンペーン
キャンペーン内容：「30 ギガ割」適用後の LIBMO データ通信月額利用料から、利用開始月を
含む 3 ヵ月間、3,280 円を割引いたします。
適用条件
：30GB プラン新規ご加入と同時に「30 ギガ割」をお申込みいただくこと。
申込期限
：2021 年 3 月 31 日(水)
注意事項
：「LIBMO WiFi by エコネクト無料キャンペーン」とは併用いただけませ
ん。「LIBMO WiFi by エコネクト」をご利用の場合、本キャンペーンの
適用期間終了後、月額利用料 362 円を永年割引いたします。
※「LIBMO WiFi by エコネクト」のご利用には専用アプリのインストールが必要です。
※「LIBMO WiFi by エコネクト」は株式会社セールスパートナーが提供するサービスです。

サービス内容、割引プランの詳細につきましては、下記サイトをご確認ください。
・公式 WEB サイト

：https://www.libmo.jp/

・「30 ギガ割」特設ページ

：https://www.libmo.jp/campaign/30gbwari/
以上

※ 記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

【本発表内容に関するお問い合わせ】
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
コンシューマ事業本部 移動体通信事業部
Email： LIBMO-SALES@tokai-grp.co.jp

営業推進部

【LIBMO サービスに関するお問い合わせ】
LIBMO お客様センター
TEL ： 0120-27-1146 (受付時間 10：00～18：00)

