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「OCN モバイル ONE」より「プリペイド SIMカード」が新登場 

国内初となるコンビニエンスストアで販売を開始 

～第一弾としてローソンで 12月 14日（土）より販売～ 

 

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 対応モバイルデータ通信サービス「OCN モバイル ONE」において、

2013 年 12 月 14 日（土）より、プリペイド SIM カードを、国内初となるコンビニエンススト

ア「ローソン」にて販売開始します。 

 

1．プリペイド SIMカードの提供 

 多くのご要望をいただいていたプリペイド SIM カード(期間型)の提供を開始します。 

「OCN モバイル ONE」で人気の高い 30MB／日コースが、お近くのコンビニエンスストアで

誰でも簡単にお買い求めいただけるようになります。クレジットカード以外での決済でご利用さ

れたいお客さま、お試しで利用したいお客さま、海外から日本への帰国の際に期間限定でご利用

になりたいお客さまなどにお勧めです。 

 

 【プリペイド SIM 初回パッケージの仕様】 

料金 3,980 円 

利用期間 30 日間 

利用容量 30MB/日 

最大通信速度 
受信時最大 150Mbps 

送信時最大 50Mbps 

容量超過時最大通信速度 200Kbps 

 

【プリペイド SIM 延長パッケージの仕様】 

料金 2,980 円 

利用期間 +50 日間 

利用容量 30MB/日 

最大通信速度 
受信時最大 150Mbps 

送信時最大 50Mbps 

容量超過時最大通信速度 200Kbps 

※初回パッケージをご購入後にお届けした SIM カードを引き続き利用したい方は、延長パ

ッケージを購入いただくことで、同じ SIM カードで何度でも延長が可能です。 

   ※延長パッケージは 12 月 27 日からの販売を予定しています。 



 

 

 

 

【ご利用までの流れについて】 

パッケージ購入からご利用までの流れについては別紙をご参照ください。【別紙 1】 

 

2．コンビニエンスストアでの販売開始について 

  お客さまがより身近に、お求めやすくなるようコンビニエンスストアでの販売を開始します。 

 まず、全国のローソン店舗（10,324 店※）のギフトカードコーナーで販売を開始します。他

のコンビニエンスストアでの販売展開についても検討しております。 

※2013 年 11 月末現在、ローソンストア 100 除く。 

 

 

3．今後の展開予定 

今後も、お客さまが快適にモバイルデータ通信をお楽しみいただけるよう、お客さま

の声にお応えし NTT Com ならではのオプション機能の提供などを通じて、順次サービ

スのラインアップを強化していきます。また、期間型のプリペイド SIM から既存 OCN 

モバイル ONE の月額コースへのプラン変更やプリペイド SIM のメニューの拡充を図

る予定です。 

 

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

 NTT ドコモの LTE 対応モバイルデータ通信サービス 

１．特徴 

(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 

(2)SIM カードを交換せずにコースの選択、変更が可能 

(3)最低利用期間がないので気軽に利用が可能 

２．選べる５つのコース 

 (1) 1 日単位の通信容量が選択できるコース 

  30MB／日コース、60MB／日コース 

 (2) 1 カ月単位の通信容量が選択できるコース 

  1GB／月コース、2GB／月コース 

 (3) 500kbps の速度で大容量の通信が利用できるコース 

  500kbps コース 

  

※「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 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 12 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。 

http://www.tca.or.jp/universalservice/


 

 

 

※表示金額はすべて 5％の税込表記です。2014 年 4 月 1 日以降は、8％の消費税が適用となります。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。 

※記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実効速度として保証するものではありません。お客さ

まの端末環境を含む通信設備やネットワークの混雑状況などにより通信速度が低下する場合があります。 

 

 

 

○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 1）パッケージ購入からご利用までの流れ 

 

パッケージには SIM カードは入っておりません。Web からのお申し込み完了後、配送させて

いただきます。 

 

≪初回パッケージのご利用手順≫ 

① LAWSON で「OCN モバイル ONE プリペイド 初回パッケージ」を購入してください。 

↓ 

② パッケージのカードを剥がしカード裏面に記載されている PIN 番号、商品コードを確認

してください。 

 
↓ 

③ パッケージに記載されている URL にアクセスし PIN 番号および商品コード、お客さま情

報を入力し SIM カードをお申し込みください。 

↓ 

④ 約 1 週間程度で SIM カードがお手元に届きますので、別便で届いた「OCN 会員登録証」

に記載されている ID/PW をご利用される端末に設定しご利用開始となります。 

 

≪延長パッケージのご利用手順≫ 

① LAWSON で「OCN モバイル ONE 延長パッケージ」を購入してください。 

↓ 

② パッケージのカードを剥がしカード裏面に記載されている PIN 番号、商品コードを確認し

てください。 

 
↓ 



 

 

 

③ パッケージ記載されている URL にアクセスし PIN 番号および商品コードを入力してくだ

さい。次の画面で現在お使いの SIM カードの発信番号および製造番号を入力して延長の

お申し込みを行ってください。 

  

 ※初回パッケージを購入頂いていた方のみ、ご利用が可能です。 

※ご利用終了日の 10 日前から 40 日間に限り利用期間延長のお申し込みが可能です。 

 ※上記条件を満たしていれば初回パッケージのお申し込み時にお届けした 1 枚の SIM カード 

で何度でも延長が可能です。 

 


