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 スマホデビューに最適な格安スマホが登場！丁寧な「電話サポート」と 
「OCN モバイル ONE」が付いて月額 2,780 円で販売開始 

～初心者も安心の「セキュリティ機能」・データ保存ができる「クラウド機能」・ 

通話料金が安い「IP電話機能」などお得なオプションサービスも大充実～ 

 

NTT コミュニケーションズ(略称：NTT Com)は、初めての方でも簡単に安心してインターネ

ットをお楽しみいただけるよう、丁寧な「電話サポート」が付いて月額 2,780 円からお手頃価

格でスマートフォンを利用できる、「OCN モバイル ONE」とスマートフォン「LG G2 mini 

LG-D620J」のセット販売を 2014 年８月５日（火）より開始します。 

あわせて、初心者でも安心の「セキュリティ機能*1」や、データ保存ができる「クラウド機能」、

通話料金が安い「IP 電話機能」などのお得なオプションサービスも提供します。 

 

1. 背景・目的 

昨今、SIM カードを利用した格安スマホ市場が急速な成長をみせる中*2、「お得な料金でスマ

ートフォンを利用したい、でも使い方がよく分からない、始めるのが難しそう」というお客さま

のご要望にお応えし、スマートフォン「LG G2 mini LG-D620J」に、NTT Com が提供する「OCN 

モバイル ONE」と、初期設定・操作方法などに関する「電話サポート」とデータ容量 64GB を

保存できる「パーソナルクラウド機能」がついた「マイポケット プラス」をセットにし、初心

者の方でも安心して使いこなせる格安ハイグレードスマートフォンとして提供します。(別紙 1) 

 

2．月額利用料金（税抜） 

項目 

初心者向け 上級者向け 

[お支払い] 

～24 カ月まで 

[お支払い] 

25 カ月以降～ 

[お支払い] 

～24 カ月まで 

[お支払い] 

25 カ月以降～ 

基

本

セ

ッ

ト 

「OCN モバイル ONE」 

（50MB/日コース）*3 

2,780 円*4 1,400 円*5 

2,280 円*4 900 円*5 
スマートフォン  

「LG G2 mini LG-D620J」 

「マイポケットプラス」 

電話サポート、64GB データ保

存可能なクラウド機能 

― 

オ

プ

シ

ョ

ン 

IP 電話「050 plus」 150 円*6 

「マイポケット プラス  

セキュリティパック」 

セキュリティ機能*1、電話サポー

ト、64GB データ保存可能なク

ラウド機能 

200 円*7 

（マイポケット プラスとの差額です） 
700 円 

※初期費用 3,000 円（税抜）が別途かかります。 

 

 



  

 

 

3．販売開始日 

2014 年 8 月 5 日(火) 

 

4．販売店舗 

【Web サイト】 

NTT コムストア  http://store.ntt.com/p/set/mone_g2mini 

Amazon  http://amzn.to/1s5D5Rh ※予約販売での開始となります。 

 

【電話での受付】 

カスタマーズフロント：0120-506506 (10:00～19:00 土日祝日含む、年末年始は除きます) 

 

5．初期設定・操作方法などに関する「電話サポート」について 

「LG G2 mini」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、

ご購入いただいたお客さま専用の「電話サポート」を用意しています。*8 

 

6. スマートフォン「LG G2 mini」機種の特長 

「LG G2 mini」は、4.7 インチの IPS 液晶、クアルコム社の Snapdragon™ 400、1.2GHz

クアッドコア、OS は Android™4.4 KitKat®、2,370mAh のバッテリーを搭載しています。

また、スリープ中の画面に、自分で設定した「ノック」パターンを順番通りにタップするだけで、

スリープ復帰と同時にロックの解除ができ、簡単に起動することができる「ノックコード」機能

を搭載するなど、ユーザーにさまざまな体験を提供する、独自の機能や多彩な接続機能を備えて

います。（参考：http://www.lg.com/jp/mobile-phone/lg-D620J） 

 

 

 
※記載されている商品名は、各社

の登録商標または商標です。 

 

 

 

スペック表 

メーカー/製品 LG Electronics/LG G2 mini LG-D620J (白色) 

画面 4.7 インチ qHD IPS (960 x 540 ピクセル) 

サイズ 

(W×D×H)mm 

129.6 x 66.0 x 9.8mm 

重量 121g 

カメラ 
●メインカメラ：800 万画素 

●フロントカメラ：130 万画素 

メモリー 
●ROM：8.0GB 

●RAM：1.0GB LPDDR2 

CPU クアルコム Snapdragon™ 400 / 1.2GHz 

Quad-Core 
ネットワーク 

●3G (2GHz 帯 / 800MHz 帯) 

●LTE（2GHz 帯 / 1.7GHz 帯 / 800MHz 帯） 

カード・スロット microSD カード × 1（最大 32GB） 

SIM micro SIM スロット × 1 

バッテリー容量 2,370mAh 

OS Android™4.4 KitKat® 

http://store.ntt.com/p/set/mone_g2mini
http://www.lg.com/jp/mobile-phone/lg-D620J


  

 

 

*1）「マイポケット プラス セキュリティパック」のスマートフォンセキュリティ対策機能。盗難対策、マ

ルウェア対策、Web フィルタ、着信遮断などが含まれます。 

*2）MM 総研「国内 MVNO 市場の 2013 年度実績と予測」（2014.6.10）より 

*3)「OCN モバイル ONE」は 5 つのコースから選択いただくことが可能です。契約途中でのコース変更

は、OCN マイページから行えます。その場合ご請求額も変わります。 

*4）「LG G2 mini」の月額料金は、端末総額を 24 回で分割した金額です。お申し込み以降に「LG G2 mini」

のご利用を解約された場合、解約月の翌月に残りの金額を一括して請求させていただきます。請求金額

は、1,380 円（税抜）×残月数となります。 

*5）25 カ月目以降は、「OCN モバイル ONE」と「マイポケット プラス」の料金のみとなります。 

*6)「050 plus（通常月額 300 円）」を「OCN モバイル ONE」とセットでご利用いただく際の価格です。 

  「050 plus」：http://050plus.com/ 

*7）セキュリティ機能をご希望の場合、「マイポケット プラス(通常月額 500 円)」でなく「マイポケット

プラス セキュリティパック（通常月額 700 円）」をご契約いただきます。 

「マイポケット プラス」：http://506506.ntt.com/internet/mpp/index.html 

「マイポケットプラス セキュリティパック」：http://506506.ntt.com/internet/mpp/service3.html 

*8) 「マイポケット プラス」のご契約範囲として承ります。電話番号などの詳細は、お申し込み完了時に

届く「OCN 会員登録証のご案内」に記載されています。 

 

（参考）NTT コムストア（http://store.ntt.com/p/）とは 

スマートデバイスを使ってみたいお客さまや、お得に使いたいお客さま向けの情報が「わかる 見つかる 

すぐ買える」便利なオンラインストアです。 

 

(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 

50MB／日コース、80MB／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 

 

※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。2014 年 8 月現在、番号ごとに 3 円/月です。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抜表記です。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。 



【別紙1】「OCN モバイル ONE」と電話サポート付き格安スマートフォンについて 


