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業界最安値、⽉額 980 円の LTE 対応モバイルデータ通信サービス 
「OCN モバイル エントリー d LTE 980」の提供開始について 

〜下り最⼤ 112.5Mbps／上り最⼤ 37.5Mbps の⾼速データ通信を 1 ⽇ 30MB まで利⽤可能〜 
 

NTTコミュニケーションズ（略称:NTT Com）は、業界最安値*1の⽉額 980 円で利⽤可能なLTE対応モバ
イルデータ通信サービス「OCN モバイル エントリー d LTE 980」を、2013 年 4 ⽉ 8 ⽇より提供開始し、
Amazon.co.jpでSIMパッケージを販売します。 

本サービスでは、NTT ドコモの LTE に対応した下り最⼤ 112.5Mbps／上り最⼤ 37.5Mbps の⾼速データ
通信を、1 ⽇の合計通信量 30MB まで利⽤できます。また、全国政令指定都市⼈⼝カバー率 100%の Xi エリ
アのほか、全国⼈⼝カバー率 100%の FOMA エリアにも対応しているため、幅広いエリアでモバイルデータ
通信が可能です。 

 
1．サービスの特⻑ 
（1）業界最安値の⽉額 980 円で、LTE の⾼速データ通信を利⽤可能 

⽉額 980 円の格安な定額料⾦で、LTE に対応した下り最⼤ 112.5Mbps／上り最⼤ 37.5Mbps の⾼速デ
ータ通信を 1 ⽇の合計通信量 30MB（1 ヵ⽉合計で約 900MB）まで利⽤できます。モバイル環境から主に
メールや Web サイトの閲覧、SNS などを利⽤するお客さまや、⾃宅などでは Wi-Fi を併⽤されるお客さ
まに最適なサービスです。 

 
 ※30MB で利⽤可能なサービスの⽬安は、次のとおりです。 
 テキストメールの送受信：約 6,000 通、Web サイトの閲覧：約 120 ページ、動画の視聴：約 15 分、IP 電話アプ

リ「050 plus」による通話：約 120 分 
 
（2）1 ⽇ 30MB を超過した場合も、翌⽇には速度制限を解除 

1 ⽇の合計通信量が 30MB に達したお客さまの通信速度は、当⽇の 24 時まで最⼤ 100kbps に制限され
ますが、翌⽇には再び LTE の⾼速データ通信を利⽤できます。 

 
（3）24 時間 365 ⽇いつでも⼿続き可能で、申し込み後、即時にサービス開通 

Amazon.co.jp よりSIMパッケージ到着後、当社開通⼿続サイト（SIMパッケージ内に記載）への申し
込みが完了すれば、即時にサービスを利⽤できます。申し込みは 24 時間 365 ⽇受け付けますので、いつ
でも⼿続きが可能です。 

 
（4）最低利⽤期間なし、初⽉基本料無料のお得なサービス 

本サービスは最低利⽤期間を設定していないため、気軽に利⽤できます。また、利⽤開始⽇を含む初⽉
の基本料は無料です。 
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2．申し込み⽅法 
まずAmazon.co.jpでSIMパッケージを購⼊し、商品がお⼿元に届いたあと、当社開通⼿続サイト（SIMパ

ッケージ内に記載）での申し込みが必要です。なお、Amazon.co.jpにて「当⽇お急ぎ便」*2を利⽤した場合、
SIMパッケージは購⼊⽇中にお⼿元に到着します。 

 
  ＜SIM パッケージ画像＞ 
 
    「OCN モバイル エントリー d LTE 980 標準 SIM」 
       Amazon.co.jp 販売ページ 
     http://www.amazon.co.jp/dp/B00C4Q2IXK 
 
    「OCN モバイル エントリー d LTE 980 マイクロ SIM」 
      Amazon.co.jp 販売ページ 
     http://www.amazon.co.jp/dp/B00C4Q3DP2 
 
 
 
 
3．利⽤料⾦（税込） 

SIM パッケージ購⼊費⽤：3,150 円 
⽉額基本料：980 円 
 
※SIM パッケージ購⼊費⽤は Amazon.co.jp にお⽀払いただきます。 
※SIM パッケージは標準 SIM カードとマイクロ SIM カードの 2 種類をレンタルとして提供します 
※本サービスをご利⽤いただくためには、対応データ端末が必要となります。お客さまご⾃⾝で対応データ端末をご

⽤意いただく必要があります。 
※別途、1 契約ごとに、ユニバーサルサービス料が加算されます。2013 年 3 ⽉現在、1 契約ごとに 3.15 円/⽉（税込）

です。最新の料⾦については、ユニバーサルサービス⽀援機関のホームページ 
 ＜http://www.tca.or.jp/universalservice/＞をご確認ください。 

 
4．提供開始⽇ 

2013 年 4 ⽉ 8 ⽇（⽉） 
 
5．今後の展開 
 OCN ホームページなどで提供中の「OCN モバイル エントリー d LTE」についても Amazon.co.jp での
販売を予定しております。 今後も、お客さまの多様なニーズにお応えするため、⼀枚の SIM カードで速度
やデータ容量を選択・変更できるサービスなど、モバイルデータ通信サービスのラインアップを強化し、
Amazon.co.jp をはじめとした EC サイトや提携店舗などでの販売を拡⼤していきます。 
 

http://www.amazon.co.jp/dp/B00C4Q2IXK
http://www.amazon.co.jp/dp/B00C4Q3DP2
http://www.tca.or.jp/universalservice/


※「OCN モバイル エントリー d LTE」は⽉額 2,880 円で 3 ⽇間の合計通信量が 366MB まで、または 1 カ⽉間の合
計通信量が 2GB まで利⽤可能なプランです。 

※Amazon および Amazon.co.jp は Amazon.com,Inc またはその関連会社の登録商標です。 
※Xi®および FOMA®は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です 
※下り最⼤ 112.5Mbps／上り最⼤ 37.5Mbps の⾼速データ通信が利⽤可能なのは、⼀部の Xi エリアおよび⼀部の対

応端末利⽤時に限ります。FOMA エリアでは下り最⼤ 14Mbps／上り最⼤ 5.7Mbps となります。通信速度はベスト
エフォートです。お客さまのご利⽤環境、回線の混雑状況、ご利⽤時間帯によっては⼤幅に低下することがあります。 

※「政令指定都市⼈⼝カバー率」は、全国政令指定都市の市役所および特別区(東京 23 区)の区役所が所在する地点に
おける通信が可能か否かをもとに NTT ドコモが算出しています。  

※「⼈⼝カバー率」は、市町村の役場が所在する地点における通信が可能か否かをもとに NTT ドコモが算出していま
す。 

 

 
--------- 
*1: LTE を利⽤する MVNO 型サービスで、最⼤通信速度、総量規制等のスペックが同等のサービスにおいて。(2013 年

4 ⽉ 8 ⽇現在、当社調べ) 
*2: Amazon.co.jp の「当⽇お急ぎ便」は別途費⽤がかかる場合があります。詳しくは http://www.amazon.co.jp/に

てご確認ください。 

  


