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「OCN モバイル ONE」より待望の「音声対応 SIM カード」が新登場！ 

携帯電話/PHS で利用中の番号が継続利用可能・通話料は「050 plus」で 

さらに安く・スマホデビューに最適な電話サポート付の格安スマホも販売開始 

～音声対応 SIM サービスとして業界初！1 契約で通信容量を分け合える容量シェア SIM が利用可能～ 

 

NTT コミュニケーションズ（略称:NTT Com）は、通信容量や速度の異なる 5 つのコースを

揃えた NTT ドコモの LTE 対応モバイル通信サービス「OCN モバイル ONE」において、皆様

の多くのご要望にお応えし、070/080/090 の電話番号で音声通話が可能な「音声対応 SIM カ

ード」を、業界最安値水準*1（月額 1,600 円~）で、2014 年 12 月 1 日より提供開始します。 

これにより、ご利用中の 070/080/090 電話番号をナンバーポータビリティ（MNP*2）で継続

したまま、音声通話とデータ通信を格安の月額料金でご利用いただけるようになります。さらに、

通話料をおトクに変える IP 電話アプリ「050 plus*3」や、データ通信容量をご両親や夫婦間で

分け合える容量シェア SIM の活用により、クリスマスやボーナスでスマートフォン(以下、スマ

ホ)やタブレットを追加で買われたとしても、お財布にやさしい通信料金を実現できます。 

 

1．「音声対応 SIM カード」の概要 

【特長】 

1）業界最安値水準*1 の月額料金で、現在利用中の携帯電話番号

が継続利用可能 

070/080/090 電話番号を利用し、音声通話とデータ通信を格安

な月額料金で利用できます。携帯電話・PHS 番号のナンバーポ

ータビリティ（MNP*2）に対応し、携帯電話・PHS で利用中の

番号の移行が可能です。また、国際通話と国際ローミングに対

応しています。 

2）基本料無料の「050 plus」でさらに安く 

IP 電話アプリ「050 plus」が月額基本料無料で基本サービスに

含まれます。本アプリを活用することで、固定電話や携帯電話

への通話料をさらに安くすることができます。また本アプリ同

士なら 24 時間通話料無料です。 

3）「OCN 光モバイル割*4」でさらにお得 

「OCN 光サービス」を利用中のお客さまは、「OCN 光モバイル

割*4」の適用で最大 3 契約まで、1 契約あたり月額 200 円（税

抜）割引されます。例えば、音声通話対応の「70MB/日コース」

は、業界最安値*1 の 1,400 円（税抜）で利用できます。 

4）容量シェア SIM で通信データ容量を分け合いつつ音声通話も可能 

（パッケージ画像） 



1 契約のデータ通信容量を複数の SIM カードでシェアできる SIM 追加機能(容量シェア

SIM)を利用できます。さらに、追加した容量シェア SIM で音声通話も可能です。（音声対

応 SIM サービスとしては業界初*1）。 

5）データ通信専用 SIM のお客さまも音声 SIM が利用可能 

既にデータ通信専用 SIM として「OCN モバイル ONE」をご利用中のお客さまも、SIM

を交換することで手軽に音声対応 SIM カードをご利用できるようになります*5。 

 

【提供開始日】 2014 年 12 月 1 日（月）  

 

【利用料金（税抜）】 

コース名 70MB/日 100MB/日 2GB/月 4GB/月 
500kbps 

(7GB/月) 

月額 

料金 

音声対応 1,600 円 2,080 円 1,800 円 2,150 円 2,500 円 

（参考）データ通信専用 900 円 1,380 円 1,100 円 1,450 円 1,800 円 

音声 

通話 

音声通話料 

（070/080/090 番号発信） 
20 円/30 秒 

オ
プ
シ
ョ
ン 

迷惑電話ストップ 無料 

転送電話  無料
*6

 

キャッチホン 200 円/月 

留守番電話 300 円/月 

050 plus
*3

 

(IP 電話) 

月額基本料金 無料
*7

 

通話料 

対固定電話：8 円/3 分 

対携帯電話：16 円/分 

対 050 plus、050IP 電話（無料通話先プロバイダ）：無料 

通信速度(LTE 対応エリア）
*8

 受信時最大 150Mbps  

容量シェア 

SIM 

音声対応 1,150 円/枚/月（最大４枚まで追加可能） 

（参考） 

データ通信専用 
 450 円/枚/月（最大４枚まで追加可能） 

 

【各種手続き費用】 

手続き 費用 備考 

初回 
初期工事費用 

(パッケージ費用) 
3,000 円 - 

SIM カード 

追加/変更時 

追加/変更 

手数料 

音声対応 

SIM カード 
3,000 円 

データ専用 SIM からの移行は、

2015 年 1 月 31 日（土）まで無料

キャンペーン中 

（参考） 

データ通信専用 
1,800 円 - 



MNP
*2
転入手数料 0 円 

MNP
*2
転出手数料 3,000 円 

※６カ月未満の解約の場合は違約金 8,000 円（不課税）が発生します。 

 

【購入方法】 

WEB 店舗 電話受付 

・NTT コムストア 

・Amazon 

・Yahoo!ショッピング 

・楽天市場 など 

※詳細は http://s.ocn.jp/sms を 

ご確認ください。 

エディオン 

ケーズデンキ 

ゲオ 

ビックカメラ 

ヤマダ電機 LABI 店/モバイル店 

ヨドバシカメラ 

など(50 音順) 

NTT コミュニケーションズ 

カスタマーズフロント 

0120-506506 

 

 

【即日受渡について】 

 下記店舗にて購入いただいた場合、期間限定で店頭にて即日開通手続きを実施いたします。 

※MNP*2転入については、準備でき次第の対応を予定しています。 

 

 ・ゲオアキバ店 http://geo-online.co.jp/store/02067/ 

 

【ご利用の流れ・MNP*2転入について】 

 ご利用の流れ、MNP
*2転入手続きについては、以下のサイトでご確認ください。 

 http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/howto01/ 

 

 

 

2．端末セットのご提供 

「音声対応 SIM カード」とスマートフォン「ZTE Blade 

Vec 4G」、「LG G2 mini LG-D620J」のセット販売を 2014

年 12 月 1 日より開始します。なお、「LG G2 mini 

LG-D620J」をご購入いただいたお客さまには端末の初期

設定、スマートフォンの操作などのサポートが電話で受け

られる専用の「電話サポート」を用意しています。 

               

※「ZTE Blade Vec 4G セット」の購入については、以下の NTT コム

ストアのサイトでご確認ください。 

http://store.ntt.com/p/ocn_mobile_one_set 

※「音声対応 SIM カード」と「LG G2 mini」のセット販売はカスタマ

ーズフロントでの電話受付のみとなります。なお、MNP
*2

転入には対

応していません。MNP 転入については順次対応を開始する予定とな

ZTE Blade Vec 4G 

[ブラック/ホワイト] 

LG G2 mini  

LG-D620J 

http://s.ocn.jp/sms
http://geo-online.co.jp/store/02067/
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/howto01/
http://store.ntt.com/p/ocn_mobile_one_set


っています。詳細はカスタマーズフロント:0120-506506 までお問い

合わせください。 

 

 

３.各種キャンペーン情報 （詳細は【別紙 1】参照） 

「OCN モバイル ONE」をより気軽によりおトクに始めていただけるよう、以下のキャンペー

ンをご用意しました。（キャンペーン詳細：http://store.ntt.com/p/ocn_mobile_one） 

 

・「OCN モバイル ONE」 スマホ特別価格提供キャンペーン 

「OCN 光 with フレッツ」「OCN モバイル ONE」「マイセキュア」を同

時に新規契約したお客さまにスマートフォン「ZTE Blade Vec 4G」希望

小売価格29,800円(税抜)を数量限定で6,000円(税抜)にてご提供いたし

ます。 

【キャンペーン期間】2014 年 12 月 1 日(月)～3,000 台に達し次第終了 

【販売チャネル】

http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/campaign/device/inde

x.html 

 ※端末のカラーバリエーションはブラックのみとなります。 

 

・「OCN モバイル ONE」音声対応 SIM カード追加手数料無料キャンペーン 

音声対応 SIM カードの提供にあわせて、お待ちいただいたご契約者の皆様へ、音声対応 SIM

追加発行手数料 3,000 円(税抜)を無料でご提供いたします。 

【キャンペーン期間】2014 年 12 月 1 日(月)~2015 年 1 月 31 日(土) 

 

（参考） 

「OCN モバイル ONE」について（http://s.ocn.jp/one1） 

「OCN モバイル ONE」はモバイル市場における独自サービス型 SIM シェア No.1 です。 

※MM 総研「国内 MVNO 市場規模の推移・予測(2013 年度末）」より。独自サービス型 SIM とは、独立

系 MVNO 事業者が SIM カードを活用し、独自の料金プランで提供する各種サービスを指す。 

※「OCN モバイル ONE」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 コムストアなどで購入可能です。 

※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。 

※「OCN モバイル ONE」のご利用においては、SIM カードに付与されている 070/080/090 番号ごと

に、ユニバーサルサービス料が加算されます。2014 年 12 月現在、番号ごとに 3 円/月(税抜)です。2015

年 1 月以降は番号ごとに 2 円/月(税抜)となります。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。 

※表示金額はすべて税抜表記です。2014 年 4 月 1 日以降は、消費税 8％が適用となります。1 円未満の

端数は切り捨てて表示しておりますので、実際のご請求額は、個々の税込額の合計とは異なる場合があ

ります。 

 

 

 

   

ZTE Blade Vec 4G 

[ブラック] 

http://store.ntt.com/p/ocn_mobile_one
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/campaign/device/index.html
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/campaign/device/index.html
http://s.ocn.jp/one1
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120140610500
http://www.tca.or.jp/universalservice/


＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

○一般のお客さまからのお問い合わせ 

カスタマーズフロント 

0120-506506 

Web ページからのお問い合わせ 

http://506506.ntt.com/customer/ 

 (10:00-19:00 土日祝日含む、年末年始を除く) 

 

 

 

*1：LTE を利用する MVNO 型サービスで、最大通信速度、総量規制などのスペックが同等のサービスにお

いて。(2014 年 12 月 1 日現在、当社調べ) 

*2：モバイルナンバーポータビリティのことで、携帯電話会社を変更した場合に、現在利用中の電話番号

はそのままで、変更後の携帯電話会社のサービスを利用できる制度です。 

*3：通常月額基本料金 300 円（税抜）の通話料をおトクに変える IP 電話アプリです。URL: 

http://050plus.com  

*4：「OCN 光サービス」とセットのご利用で、「OCN モバイル ONE」の月額基本料金が、毎月 200 円（税

抜）割引になります。「OCN 光モバイル割」お申し込みサイト：http://s.ocn.jp/hmw 

*5：お手元の SIM カードは変更となります。また別途、お手元の SIM カードの解約お申し込みが必要と

なります 

*6:転送元から転送先への通話料は別途かかります。 

*7:「050 plus」の月額基本料無料は「音声対応 SIM カード」1 枚につき 1 契約に限ります。 

*8:ドコモの LTE 対応エリアの詳細については NTT ドコモサービスエリアをご確認ください。 

 

http://s.ocn.jp/hmw
https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/


（別紙 1）関連キャンペーン情報 

 

OCN モバイル ONE  http://store.ntt.com/p/ocn_mobile_one 

 

 

「OCN モバイル ONE」 スマホ特別価格提供キャンペーン 

「OCN 光 with フレッツ」「OCN モバイル ONE」「マイセキュア」を同時に新規契約したお客

さまにスマートフォン「ZTE Blade Vec 4G」希望小売価格 29,800 円(税抜)を数量限定で 6,000

円 ( 税 抜 ) に て ご 提 供 い た し ま す 。（ 販 売 チ ャ ネ ル に つ い て は

http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/campaign/device/index.html をご確認くださ

い。） 

【対象条件】対象販売店で「OCN 光」「OCN モバイル ONE」「マイセキュア」を同時に新規契

約したお客さま 

【対象期間】2014 年 12 月 1 日(月)～  

【提供端末】スマートフォン「ZTE Blade Vec 4G」（カラーバリエーションはブラックのみ） 

【価格】6,000 円(税抜) 

 ※別途、「OCN モバイル ONE」の音声対応 SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)がかかりま

す。 

 

 

 

「OCN モバイル ONE」音声対応 SIM カード追加手数料無料キャンペーン 

音声対応 SIM カードの提供にあわせて、お待ちいただいたご契約者の皆様へ、音声対応 SIM 追

加発行手数料無料キャンペーンを実施いたします。 

 

【対象条件】「OCN モバイル ONE」をご契約中のお客さまで、期間中にお電話(0120-506506) 

にて音声対応 SIM カードの追加お申し込みをされたお客さま 

※以下のお客さまは対象外です。 

・データ通信専用 SIM カードの追加お申し込み 

・現在「OCN モバイル ONE」プリペイドをご契約中のお客さま 

【対象期間】2014 年 12 月 1 日(月)～2015 年 1 月 31 日(土) 

【特典内容】データ通信専用 SIM カード 1 枚につき、追加 1 枚分の音声対応 SIM カードの 

追加手数料 3,000 円(税抜)を無料でご提供いたします。 

※追加手数料 3,000 円(税抜)以外の費用はお客さまにご負担いただきます。 

 

 

 

http://store.ntt.com/p/ocn_mobile_one
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/campaign/device/index.html

