2013 年 8 月 29 日

利用スタイルにあわせて通信容量や速度を自由に変更できる
業界最安値のモバイルデータ通信サービス「OCN モバイル ONE」の提供開始
～好評の「OCN モバイル エントリー d LTE 980」をリニューアル～
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、いずれも業界
最安値*1 の 5 つのコースを揃えた NTT ドコモの LTE 対応モバイルデータ通信サービス「OCN モ
バイル ONE」の提供を 2013 年 8 月 29 日より開始します。本サービスにおいて、お客さまは
利用スタイルに応じた最適なコースを、SIM カードを変更することなく Web ポータル*2 から簡
単に選択・変更することが可能です。
NTT Com は、月額 980 円で 1 日 30MB まで LTE 通信を利用可能な「OCN モバイル エント
リー d LTE 980」を提供してきましたが、このたび、出張時や週末の外出時など特定の日にま
とまった通信をする方や、動画視聴のため多くのデータ通信容量が必要な方など、様々な利用ス
タイルの方々が快適に利用できるよう、選択できる通信容量や速度の幅を広げ、「OCN モバイ
ル ONE」としてリニューアルします。
*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 8 月 2９日現在、当社調べ)
*2：OCN マイページ：http://mypage.ocn.ne.jp/

１．
「OCN モバイル ONE」の特長
(1)利用スタイルにあわせて選べる、通信容量や速度が異なる 5 つのコース
メールや SNS、WEB 閲覧を中心に利用するスタイルにあわせて 1 日単位の LTE 通信可能
容量を選択できるコース、出張や週末の外出時など特定日にまとめてデータ通信を利用す
るスタイルにあわせて 1 カ月単位の LTE 通信可能容量を選択できるコース、SNS、ソーシ
ャルゲーム、動画など多くのアプリを、通信容量を気にせず利用したいスタイルにあわせ
て通信速度を最大 500kbps に設定したコースなど、計 5 つのコースを提供します。
(2)SIM カードを交換せずにコースの選択、変更が可能
購入した SIM カード 1 枚で、Web ポータルから自由にコースの選択ができ、またコース
の変更もいつでもできます。
※各コースは月単位で利用できます。変更されたコースは変更日を含む月の翌月から適用されます。

(3)業界最安値の低価格
全てのコースを業界最安値の価格で提供します。また、本サービスで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。
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2．利用スタイルにあわせて選べる 5 つのコース内容
(1)

1 日単位の通信容量が選択できるコース

メール、SNS や Web 閲覧などを中心にデータ通信を利用する方向けのコースです。1 日
の合計通信量超過時には、お客さまの通信速度は、当日の 24 時まで最大 200kbps に制限
されますが、翌日には再び LTE 通信の高速通信を利用できます。
コース

通信速度（※1）

合計通信容量

月額料金（※2）

30MB／日コース

受信時最大 112.5Mbps

30MB／日まで

980 円

60MB／日コース

／送信時最大 37.5Mbps

60MB／日まで

1,480 円

[30MB で利用可能なサービスの目安]
Web サイトの閲覧：約 120 ページ、テキストメールの送受信：約 6,000 通、
IP 電話アプリ「050 plus」による通話：約 120 分。

(2)

1 カ月単位の通信容量が選択できるコース

出張や週末の外出時などの特定の日に動画視聴やファイルのダウンロードをするなど、日
によって利用の仕方、通信量に変動がある方向けのコースです。
コース

通信速度（※1）

合計通信容量

月額料金（※2）

1GB／月コース

受信時最大 112.5Mbps

1GB／月まで

1,260 円

2GB／月コース

／送信時最大 37.5Mbps

2GB／月まで

1,780 円

※2GB／月コースでは、500MB ごと 525 円の容量追加オプションが利用可能です。
・容量超過時の通信速度は 200kbps になりますが、容量追加お申し込み日の翌日より LTE 高速通
信を再び利用することが可能です。また最大５GB まで当月の合計通信容量の拡大が可能です。
・追加した容量は適用された当月のみが対象となり、翌月への持ち越しはできません。
[1GB で利用可能なサービスの目安]
Web サイトの閲覧：約 4,000 ページ、テキストメールの送受信：約 200,000 通、
動画の視聴：約 500 分、IP 電話アプリ「050 plus」による通話：約 4,000 分。

(3)

500kbps の速度で大容量の通信が利用できるコース

携帯電話通信事業者の LTE 対応データ通信サービスと同等の、1 カ月 7GB までの通信が利用
可能なため、SNS、WEB、ソーシャルゲーム、音声アプリ、メール、動画視聴など容量を気に
せず利用できます。また、これらのスマートフォン向けアプリケーションを快適に楽しめる
500kbps に最大通信速度をおさえることで低価格を実現しました。
コース
500kbps コース

通信速度（※1）
受信時最大 500kbps
／送信時最大 500kbps

合計通信容量
7GB／月まで

月額料金（※2）
1,980 円

[スマートフォンで各種アプリケーションを快適に利用するために必要な通信速度] （当社調べ）
SNS（50~200kbps）
、WEB（100~400kbps）
、ソーシャルゲーム（10~500kbps）
、
音声アプリ（20~200Kbps）メール（20~40kbps）
、動画視聴（高画質除く）
（200~500kbps）

※1 容量超過時も受信時最大 200kbps／送信時最大 200kbps でのデータ通信が可能です。
※2 初期費用（SIM カード購入費用）として 3,150 円がかかります。

３．申し込み方法

<SIM パッケージ画像>

・Web サイトからの購入
NTT コムストアや Amazon.co.jp などのオンラインシ
ョッピングサイトで SIM パッケージを購入し、商品が
お手元に届いたあと、当社開通手続きサイト（SIM パ
ッケージ内に記載）で開通手続きを行ってください。
■SIM パッケージが購入できるサイトについて
NTT コムストア：http://store.ntt.com/p/ocn_mobile_one
その他オンラインショッピングサイト：
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/apply_new/

・電話での購入
カスタマーズフロント：0120-506506 までお電話の
うえ、お申し込みください。お申し込みから 5~7 日で
商品がお手元に届きます。

4．提供開始日
2013 年 8 月 29 日（木）

5．「OCN モバイル エントリー d LTE」
「OCN モバイル エントリー d LTE 980」を
利用中のお客さまついて（パッケージを購入して未開通の方を含む）
既にこれらのサービスを利用中のお客さまは、
「OCN モバイル ONE」における同等のコース
へ自動的に移行され、他のコースへの変更も可能となります。端末設定や SIM カードを変更す
る必要はありません。移行先のコースなど、詳細については別紙をご覧ください。
「OCN モバイル エントリー d LTE」を利用のお客さまは、本移行に伴い、9 月利用分より
月額 2,880 円から 1,780 円に値下げになります。

6．今後の展開
今後も、お客さまの多様なニーズにお応えするため、通信容量・速度などの拡充や NTT Com
ならではのオプション機能の拡充など、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
いきます。

※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」 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 などで購入可能です。
※「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 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。2013 年 8 月現在、番号ごとに 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。
※表示金額はすべて税込表記です。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。
※「OCN モバイル ONE」サービスサイト：http://s.ocn.jp/one1

○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
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)

【別紙】
「OCN モバイル エントリーd LTE」
「OCN モバイル エントリーd LTE 980」とそれぞれの移行
先コースとの内容比較表
旧
名称
月額基本料金
通信速度
合計通信容量
規制時通信速度

移行先のコース

OCN モバ イ ル エ ント リ ー d LTE

OCN モバイル ONE

980

30MB／日

980 円（税込）

980 円（税込）

受信時最大 112.5Mbps

受信時最大 112.5Mbps

送信時最大 37.5Mbps

送信時最大 37.5Mbps

30MB／日

30MB／日

受信時最大 200kbps

受信時最大 200kbps

送信時最大 200kbps

送信時最大 200kbps

コース

※2013 年 9 月 1 日より新コースが適用されます。
※他のコースへの変更お申し込みは、9 月下旬より Web ポータルより可能となり、適用は 10 月 1 日からとなります。
変更お申し込みが可能となる時期につきましては、別途お知らせいたします。

旧

移行先のコース
OCN モバイル ONE

名称

OCN モバイル エントリーd LTE

月額基本料金

2,880 円（税込）

1,780 円（税込）

受信時最大 112.5Mbps

受信時最大 112.5Mbps

送信時最大 37.5Mbps

送信時最大 37.5Mbps

2GB／月

2GB／月

受信時最大 100kbps

受信時最大 200kbps

送信時最大 100kbps

送信時最大 200kbps

―

500MB ごと 525 円（税込）

通信速度
合計通信容量
規制時通信速度
容量追加

２GB／月

コース

※2013 年 9 月 1 日（9 月利用分の料金）より新コースが適用されます。それに伴い d セット割引および d セット割引
2 は対象外となります。
※他のコースへの変更お申し込みは、8 月 29 日より Web ポータルより可能となります。

また、既に「OCN モバイル エントリー d LTE 980」の SIM パッケージを購入済みの方で、当
社開通手続きサイト（SIM パッケージ内に記載）にて開通手続きを 2013 年 8 月 28 日時点で行
っていないお客さまは、2013 年 8 月 29 日以降、手続きサイトにて開通手続きを行った場合、
「OCN モバイル ONE」の「30MB/日（月額 980 円）
」コース以外のコースも選択が可能とな
ります。

