
2019 年 11 月 20 日 

NTT コミュニケーションズ株式会社 

NTT レゾナント株式会社 

「OCN モバイルONE」 

”電話”と”ネット”が月額 980円から利用できる新コースを開始 

～最低利用期間なし！解約違約金なし！ 

月額 300 円で 10 分以内の国内通話がかけ放題になるオプションも提供～ 

NTT コミュニケーションズ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：庄司 哲也、

以下 NTT Com)は、格安 SIM「OCN モバイル ONE」において、2019 年 11 月 20 日(水)よ

り、新しい料金コースの提供を開始します。 

基本通信容量が 1GB のコースから、30GB のコースまで、6 つのコースから選んでいただく

ことができます。音声対応 SIM の 1GB コースでは、月額 980 円(税抜)※1 から、電話とイン

ターネットを最低利用期間なし、解約違約金なしで利用できます。また、月額 850 円(税抜)で

提供している「OCN でんわ 10 分かけ放題オプション」を、最大 12 カ月間※2、月額 300 円

(税抜)で利用いただくことが可能です 。 

さらに新コース開始に合わせ、NTT レゾナント株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社

長：楠木 健、以下 NTT レゾナント)が運営する「goo Simseller」において、最新機種を含む

人気スマートフォンと「OCN モバイル ONE」とのセット商品を取り揃えた大特価セールを開

催します。 

加えて「goo Simseller」では、「OCN モバイル ONE」の利用者や、購入を検討している

お客さまが、お客さま同士で情報を交換したり、疑問を解決することができる「Q&A コミュニ

ティサイト」の提供を開始します。



1. 新コースの内容

(1) 音声対応 SIM を月額 980 円(税抜)から、最低利用期間なしで利用可能

ライトユーザー向けの 1GB コースから、動画をよく観るヘビーユーザー向けの 30GB

コースまで、ニーズに合わせた全 6 コースを、従来よりも安価な料金で提供します。

例えば「OCN 光モバイル割」の対象となる場合、音声対応 SIM が業界最安値水準※3 の

1GB 月額 980 円(税抜)※1 で利用可能です。 

また新コースでは、音声対応 SIM についても最低利用期間および解約違約金がないた

め、お気軽にお申し込みいただくことができます。 

(2) 月額 300 円(税抜)で 10 分以内の国内通話がかけ放題

新コースで音声対応 SIM をお申し込みいただくと、月額 850 円(税抜)で提供している

「OCN でんわ 10 分かけ放題オプション」を、最大 12 カ月間※2、月額 300 円(税抜)で利

用できます。 

(3) 使い過ぎても 500 円(税抜)で 1GB 追加可能

月ごとの基本通信容量を超えてしまった際は、「OCN モバイル ONE アプリ」から簡単

に容量を追加することができます。また、同アプリからお申し込みいただく場合、1GB に

つき 500 円(税抜)※4 の業界最安値水準※5 で追加することが可能です。なお、追加した容量

は 3 カ月後の月末まで繰り越し可能なため、月末に追加しても無駄になってしまう心配が

ありません。 

(4) 通信品質の改善を図るため、新しい通信制限方式を導入

「OCN モバイル ONE」では、通信回線の増強をはじめとして、品質向上のためにさま

ざまな取り組みを行っています。このたび提供する新コースでは、より多くのお客さまが

快適に利用できるよう、低速通信についても通信容量に制限を設けることで、通信回線の

混雑緩和を行います※6。新しい方式では、最大 200kbps での低速通信について、基本通信

容量の半分を基準※7 とし、これを超えた際に 200kbps を下回る速度に制限させていただ

く場合があります。この通信制限は、ネットワーク設備の混雑状況を踏まえて行います。

これによって、「OCN モバイル ONE」の全体的な通信品質の向上を図ります。 



＜新コース料金表 (料金はすべて税抜)＞ 

従来のコースと料金については、下記 Web ページよりご参照ください。 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/charge/other.html 

2. 提供開始日

2019 年 11 月 20 日(水)

3. お申し込み方法

(1)「OCN モバイル ONE」を新規でお申し込みされる場合 

以下の Web サイトをご参照ください。 

SIM カード単体でのご購入の場合など： 

「OCN モバイル ONE」 https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html 

スマートフォンとセットでのご購入の場合：

「goo Simseller」 https://simseller.goo.ne.jp/ 

家電量販店などでのご購入の場合： 

「OCN モバイル ONE│販売店舗」 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/shop.html 

(2) すでに「OCN モバイル ONE」を利用中で、新コースに変更される場合

「OCN モバイル ONE アプリ」もしくは「OCN マイページ」よりお申し込みが可能です。

お申し込みの翌月より、新コースを利用することができます。詳しくは、以下の Web サイ

トをご参照ください。

「OCN モバイル ONE｜ご契約中のお客さま（会員向け）＜設定・手続き＞」 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/member.html 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html
https://simseller.goo.ne.jp/
https://simseller.goo.ne.jp/
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/shop.html
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/shop.html


4. 「goo Simseller」最新機種の大特価セール

新料金コースの開始に合わせて、最新機種を含む人気スマートフォンと音声対応 SIM と

のセット商品を取り揃えた大特価セールを開催します。「Zenfone Max (M2)」などの機種

が 1 円(税抜)で購入できるほか、人気スマートフォンをお得な料金で手に入れられるチャン

スです。

期間：2019 年 11 月 20(水) 10:00～2019 年 12 月 24(火) 11:00 

  URL：https://simseller.goo.ne.jp/category/SALE 

5. 気軽に質問できる「Q&Aコミュニティサイト」

「OCN モバイル ONE」や、「goo Simseller」で取り扱っているスマートフォンなどに

ついて、サービスや仕様に関する疑問や、実際の使い勝手に関する疑問などを、お客さま同

士で解決することができる「Q&A コミュニティサイト」を開設します。「教えて!goo」と

連携することで、活発なコミュニティを実現します。

提供開始日：2019 年 11 月 20 日(水) 

  URL：https://qa.simseller.goo.ne.jp 

※1：「OCN 光モバイル割」を適用した場合の料金です。「OCN 光モバイル割」が適用されない場合

は、月額 1,180 円(税抜)となります。 

「OCN 光モバイル割」は、「OCN モバイル ONE」と「OCN 光サービス」をセットで利用した場合

に、毎月 200 円(税抜)が割引になるサービスです。 

「OCN 光モバイル割」の対象となる「OCN 光サービス」については、下記を参照ください。 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/common/hikari-mobile.html 

また、通話に関しては別途通話料金が必要です。 

※2：音声対応 SIM お申し込み完了月の翌月から 12 カ月間が割引対象です。割引期間に「OCN でんわ

10 分かけ放題オプション(月額 850 円(税抜))」をご利用いただくと、月額 300 円(税抜)となりま

す。割引期間終了後は自動的に割引前の料金である月額 850 円(税抜)で提供します。 

詳細・注意事項については、下記を参照ください。 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/campaign/ocndenwa300cp.html  

※3：2019 年 11 月 20 日 NTT Com 調べ。主要モバイルキャリア(MNO、MNO の関連会社の MVNO、

市場シェアが 0.7％を超える MVNO)において、かけ放題を含まない音声対応 SIM の月額料金を比

較。期間限定セールや条件付きの特典、および定期的な速度制限のあるプランは比較対象外として

います。 

※4：新コースを利用中かつ「OCN モバイル ONE アプリ」経由の場合、500 円(税抜)で 1GB の容量を

購入できます。同アプリ以外からのお申し込みについては、500 円(税抜)で 500MB の容量となるた

めご注意ください。なお、「OCN モバイル ONE アプリ」の対応 OS は Android 版：5.0 以降、iOS

版：10.0 以降です。 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/common/hikari-mobile.html
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/common/hikari-mobile.html
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/campaign/ocndenwa300cp.html
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/campaign/ocndenwa300cp.html


※5：2019 年 11 月 20 日 NTT Com 調べ。主要モバイルキャリア(MNO、MNO の関連会社の MVNO、

市場シェアが 0.7％を超える MVNO)において、1GB 相当の容量追加にかかる料金を比較。 

※6：従来のコースでも月ごとの基本通信容量を超えた場合、低速通信へ移行し、通信速度が送受信時最

大 200kbps になります。新コースでは、当月に低速通信状態(「節約モード」ON の場合を含む)で

の累計の低速通信容量が基本通信容量の半分を超えた場合、当月末まで速度がさらに制限される場

合があります。 

※7：例えば基本通信容量が 3GB のコースの場合、1.5GB が基準となります。200kbps で 1.5GB の通

信容量を消費する目安は、最大速度である 200kbps で利用し続けた場合、約 16 時間です。 

*記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。


