
 
2013 年 5 ⽉ 23 ⽇ 

 

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」における 1 ⽇ 30MB 超過時の 
通信速度の増速（200kbps）や nanoSIM 対応などの機能強化について 

 
NTT コミュニケーションズ（略称:NTT Com）は、業界最安値の⽉額 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」において、2013 年 5 ⽉ 23 ⽇より、1
⽇の合計通信量 30MB を超過した際の通信速度を 100kbps から 200kbps へ増速するとともに、nanoSIM
カードの提供や FOMA（3G）端末への対応を開始します。 
 
 
1.背景 
 近年、スマートフォンやタブレット端末が急速に普及する中、データ通信料⾦をもっと安く抑えたい、SIM
フリー・中古端末を含め多様な端末を柔軟に利⽤したいといったニーズが⾼まっており、MVNO による格安
モバイルデータ通信サービスが注⽬を集めています。 
 こうした中、NTT Com では、業界最安値の 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」を 2013 年 4 ⽉ 8 ⽇より提供開始し、多くのお客さまより⾼評をいただいております。
今回、多くのお客さまからいただいたご要望にお応えするため、通信量超過時の通信速度増速など⼤幅な機
能強化を実施することとしました。 
 
2．機能強化の概要 
（1）1 ⽇ 30MB 超過時の通信速度を 100kbps から 200kbps へ増速 

これまで、1 ⽇の合計通信量が 30MB を超過した場合、当⽇ 24 時までの通信速度を最⼤ 100kbps に制
限しておりましたが、最⼤ 200kbps に増速します。これにより、通信速度制限時でも、画像の多い Web
サイトや SNS などをこれまでより快適に利⽤できるようになります。 

 
（2）SIM フリー版「iPad mini」でも利⽤可能な nanoSIM カードの提供 

現在提供中の標準 SIM カード、マイクロ SIM カードに加え、新たに nanoSIM カードを販売開始します。
これにより、SIM フリー版の「iPad mini」などでも、本サービスを利⽤できるようになります。 

 
「OCN モバイル エントリー d LTE 980 nanoSIM」 
 Amazon.co.jp 販売ページ：http://www.amazon.co.jp/dp/B00CU3ALFE  

 
（3）FOMA(3G)端末への対応 

LTE 端末に加えて、新たに FOMA(3G)端末での利⽤が可能となります。これにより、「Nexus 7」や SIM
フリー版の「iPhone 4S」を含む多様な 3G 端末で、本サービスを利⽤できるようになります。 
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3．提供開始⽇ 

2013 年 5 ⽉ 23 ⽇（⽊） 
 
４．本サービスをご利⽤中のお客さまへの対応 
 既に本サービスをご利⽤中のお客さまは、今回の機能拡充（通信量超過時の通信速度増速、FOMA（3G）
端末対応）に伴い、SIM カードを変更する必要はありません。 
 
５．さらなる利便性向上に向けた取り組み 
（1）NTT コムストア、NTT-X Store および楽天市場などでの SIM カード販売開始 

 本サービスに対応した SIM カードについては、Amazon.co.jp での販売に加え、2013 年 5 ⽉ 23 ⽇よ
り、当社のオンラインショッピングサイト「NTT コムストア」、NTT レゾナントの「NTT-X Store」お
よび楽天市場内ショップ「goo SimSeller」での販売を開始します。さらに、2013 年 6 ⽉ 3 ⽇より、当
社の電話お問い合わせ窓⼝であるカスタマーズフロントでの販売を開始します。 

今後も、お客さまにさらにお求めやすくするために、他オンラインショッピングサイトや提携店舗など
での販売を拡⼤していきます。 

 
・NTTコムストア：http://store.ntt.com/  
・NTT-X Store：http://nttxstore.jp/  
・楽天市場内ショップ「goo SimSeller」：http://www.rakuten.co.jp/goosimseller/  
・カスタマーズフロント：0120-506506 

 
（2）050IP 電話アプリ「050 plus」の申し込みサイトの追加 

 通話料を安く抑えることができる⽉額 315 円のスマートフォン向け 050IP 電話アプリ「050 plus」を
より簡単にお申込みいただけるよう、2013 年 6 ⽉ 5 ⽇より、本サービスの開通⼿続きサイト上で、「050 
plus」もあわせて申し込みできるようになります。 

 
6．今後の展開 
 今後も、お客さまからいただいたご要望にお応えしていきます。また、お客さまのご利⽤⽤途に応じて、
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ていく予定です。 
 
 
 
 
 
 
 

http://store.ntt.com/
http://nttxstore.jp/
http://www.rakuten.co.jp/goosimseller/


（参考）「OCN モバイル エントリー d LTE 980」の概要 
１．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 
（2）1 ⽇ 30MB を超過した場合も、翌⽇には速度制限を解除 
（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 
（4）最低利⽤期間なし、初⽉基本料無料のお得なサービス 
２．申し込み⽅法 

 まず、Amazon.co.jp、NTT コムストア、NTT-X Store、楽天市場内ショップ「goo SimSeller」また
は当社カスタマーズフロントで SIM カードを購⼊し、商品がお⼿元に届いたあと、当社開通⼿続きサイ
ト（SIM カードパッケージ内記載）での申し込みが必要です。 

３．利⽤料⾦（税込） 
 初期費⽤（SIM カード購⼊費⽤）：3,150 円 
 ⽉額基本料：980 円 

 
 
※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 
※「iPad mini」は、⽶国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 
※「Nexus 7」は、Google Inc. の商標です。 
※「楽天」および「楽天市場」は楽天株式会社の登録商標または商標です。 
※OCN モバイル エントリー d LTE 980 をご利⽤いただくためには、対応データ端末が必要です。対応端末は
Amazon.co.jp や NTT-X store での購⼊が可能です。 

※2013 年 5 ⽉ 23 ⽇以前に本 SIM カードを 3G 端末に設定したものの、サービスを利⽤できなかったお客さまが、改め
て同じ 3G 端末での利⽤を開始する場合には、端末の設定内容を変更する必要があります。設定変更⽅法は、以下の URL
を参照ください。 

 http://www.ocn.ne.jp/mobile/entry-d-lte980/setup/ 
※動作確認済みデータ端末については、以下の URL を参照ください。 
 http://www.ocn.ne.jp/mobile/entry-d-lte980/datacard/ 
※OCN モバイル エントリー d LTE 980 のご利⽤においては、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。 

 
 

＜⼀般のお客さまからのお問い合わせ＞ 
個⼈向け OCN サービス 
カスタマーズフロント 

0120-506506 
(10:00-19:00 ⼟⽇祝⽇含む、年末年始を除く) 

ウェブページからのお問い合わせはこちら 
 
  

http://www.ocn.ne.jp/mobile/entry-d-lte980/setup/
http://www.tca.or.jp/universalservice/
http://506506.ntt.com/customer/index.html?link_id=in_506506_I17

