
 

 

 

 2021 年 10 月７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」が「ドコモのエコノミーMVNO」として連携 

10 月 21 日より全国のドコモショップで取り扱い開始 

～月額 500 円（税込 550 円）のコースを新設！～ 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/500mb.html 

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：丸岡 亨、以下 NTT 

Com）は、株式会社 NTT ドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井伊 基之、以下 ドコモ）と

「OCN モバイル ONE」が「ドコモのエコノミーMVNO」として連携することについて合意いたしました。こ

れにともない、全国のドコモショップで 2021 年 10 月 21 日（木）より、「OCN モバイル ONE」の取り扱

いおよび「OCN」サービスにおける「d ポイント」の取り扱いを開始します。 

あわせて、同日 2021 年 10 月 21 日（木）より、初めてスマートフォン（以下 スマホ）をご利用される

お客さま、月々の通信料を極力抑えたいお客さま、ドコモ以外のキャリアのサブブランドをご検討中のお客

さまに最適な、月額 500 円（税込 550 円）のコースを新設します。新設するコースは、月間の利用データ

量が 0.5GB（60 歳以上のお客さまは 12 カ月間実質 1GB）※1、ひと月あたり最大 10 分相当※2 の無料通話が

ご利用可能です。 

さらに、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ホと「OCN モバイル ONE」のセッ

ト商品を取り揃えた特価セールを開催します。 

 

 

ポイント 

・「OCN モバイル ONE」が「ドコモのエコノミーMVNO」としてドコモショップで取り扱い開始！ 

・OCN サービスの利用で「d ポイント」が貯まる、使える！ 

・スマホデビューにおすすめの月額 500 円（税込 550 円）のコースを新設！ 

・「OCN モバイル ONE」はドコモの通信回線を利用している MVNO なので、通信品質も安心！ 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/500mb.html


 

 

 

1. 「ドコモのエコノミーMVNO」との連携 

「OCN モバイル ONE」は、これまでドコモ回線による安定した通信品質と小容量から選べる料金コース

を評価いただき、多くのお客さまにご利用いただいています。このたび、「ドコモのエコノミーMVNO」の

対象となることで、ドコモショップでの取り扱いおよび「d ポイント」への対応を開始し、お客さまへの

更なる価値の提供をめざします。 

（1）ドコモショップで「OCN モバイル ONE」の取り扱い開始 

2021 年 10 月 21 日（木）より、全国約 2,300 店舗のドコモショップで、「OCN モバイル ONE」の

取り扱いを開始します。オンラインでのお申し込みに不安があるお客さまも、安心してお申し込みいた

だけます。 

（2）「OCN」で「d ポイント」取り扱いを開始 

2021 年 10 月 21 日（木）より、「OCN」で「d ポイント」の取り扱いを開始します。「OCN」会員

は、「OCN」の利用料のお支払いで「d ポイント」を貯めることや、貯めた「ｄポイント」を料金のお支

払いに充当することができるようになります。なお、「OCN」と「d ポイント」の連携方法などの詳細

は、2021 年 10 月 21 日（木）に公開予定です。 

 

2. 月額 500 円（税込 550 円）のコースについて 

月額 500 円（税込 550 円）で月間 0.5GB のデータ量をご利用可能です。本コースのみの特典として、

ひと月あたり最大 10 分相当※2 の無料通話が付帯します。 

 さらに、60 歳以上のお客さまのスマホライフを応援するキャンペーン※1 を開催し、対象条件を満たす

場合、最大 12 カ月間、実質１GB/月をご利用いただけます。 

【料金表】  

コース 
500MB*1/月  

（新設） 
1GB/月 3GB/月 6GB/月 10GB/月 

基本通信容量 

0.5GB 

⇒60 歳以上の方は 

12 カ月実質 1GB*2 

1GB 3GB 6GB 10GB 

月額基本料*3 500 円 

（税込 550 円） 

700 円 

（税込 770 円） 

900 円 

（税込 990 円） 

1,200 円 

（税込 1,320 円） 

1,600 円 

（税込 1,760 円） 

国内通話 10 円（税込 11 円）/30 秒*4 

無料通話 最大 10 分相当*5 なし 

かけ放題*6 完全かけ放題： 1,300 円（税込 1,430 円）、10 分/トップ 3：850 円（税込 935 円） 

最低利用期間 

/違約金 
最低利用期間なし/違約金なし 

OCN 光 

モバイル割 
適用外 毎月 200 円（税込 220 円）割引 

 

 



 

 

 

*1  500MB/月コースの基本通信容量は 0.5GB/月です。 

*2  キャンペーン適用の場合、12 カ月間 0.5GB 増量となり、実質 1GB ご利用いただけます。2022 年 3 月 31 日（木）

までにご契約者もしくはご利用者の年齢が 60 歳以上となること、および「OCN ID」と「d アカウント」を連携する

ことが条件となります。その他キャンペーン詳細は 2021 年 10 月 21 日（木）以降に「OCN」ホームページにてご確

認ください。 

*3  2019 年 11 月 20 日から提供中の新コースにおける音声対応 SIM の月額基本料となります。 

*4 「OCN でんわ」で発信可能な日本国内通話であれば、お客さまによるプレフィックス番号の付加（「OCN でんわ」ア

プリを使った発信など）をいただかなくても、自動的に「OCN でんわ」のご利用となります。 

*5  月額 500 円（税込 550 円）のコースの月額料金の請求が発生する際、その請求に係る音声対応 SIM カード 1 枚あた

り最大 200 円（税込 220 円）（OCN でんわにおける国内通話料 10 円（税込 11 円） / 30 秒×最大 10 分相当）を、

その請求における「OCN でんわ」の国内通話料より割引します。 

*6  かけ放題オプションの詳細は下記をご参照ください。 

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

 

3. 月額 500 円（税込 550 円）のコースへの新規申込方法 

全国のドコモショップで 2021 年 10 月 21 日（木）よりお申し込み可能となります。「OCN モバイル 

ONE」を販売している公式オンラインサイトや各販売店舗でも同日よりお申し込み可能です。詳しくは以

下の各 Web サイトをご参照ください。 

【公式オンラインサイト】 

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

【「OCN モバイル ONE」｜販売店舗（家電量販店などでのご購入の場合）】 

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

 

4. コース変更方法（既に「OCN モバイル ONE」を利用中のお客さま）  

「OCN モバイル ONE アプリ」もしくは「OCN マイページ」より 2021 年 10 月 21 日（木）よりお申

し込みが可能です。お申し込みの翌月より、月額 500 円（税込 550 円）の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 

 

5. 月額 500 円（税込 550 円）のコース発表記念セール情報 

「goo Simseller」において、月額 500 円（税込 550 円）のコースの発表を記念し、「AQUOS R6」や

「Xperia 10 III Lite」をはじめとした人気スマホと、「OCN モバイル ONE」月額 500 円（税込 550 円）

コース音声対応 SIM とのセット商品※3 を取り揃えた、特価セール※4 を開催します。 

期間：2021 年 10 月 21 日（木）11:00 ～ 2021 年 11 月 1 日（月）11:00 

URL：https://simseller.goo.ne.jp/ 

・特価セール詳細は 2021 年 10 月 21 日（木）11：00 より上記 URL にて公開します。 

 

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


 

 

 

（1） 主なセールラインアップ 

機種名 
かんたんホーム 

設定済み 
特価 

AQUOS sense4 ◯ 
18,800 円 

(税込 20,680 円) 

AQUOS sense4 

plus 
◯ 

29,000 円 
(税込 31,900 円) 

AQUOS R6 － 
95,200 円 

(税込 104,720 円) 

Xperia 10 III 

Lite 
◯ 

33,200 円 
(税込 36,520 円) 

 

（2） 「かんたんホーム」設定済み商品について 

文字が大きくなり画面が見やすい「かんたんホーム」機能を設定した状態でお届けする、初めてスマ

ホをご利用されるお客さまやシニアのお客さまなどにもご利用いただきやすい商品です。 

・事前に当社で箱を開封し設定したうえで発送します。 

・SIM カードの設定はお客さま自身で実施してください。 

 

【補足】 

※1 キャンペーン適用の場合、12 カ月間毎月 0.5GB 増量となり、実質 1GB ご利用いただけます。2022 年 3 月 31 日（木）

までにご契約者もしくはご利用者の年齢が 60 歳以上となること、および「OCN ID」と「d アカウント」を連携すること

が条件となります。その他キャンペーン詳細は 2021 年 10 月 21 日（木）以降に「OCN」ホームページにてご確認くださ

い。 

※2 月額 500 円（税込 550 円）のコースの月額料金の請求が発生する際、その請求に係る音声対応 SIM カード 1 枚あたり最

大 200 円（税込 220 円）（OCN でんわにおける国内通話料 10 円（税込 11 円） / 30 秒×最大 10 分相当）を、その請

求における「OCN でんわ」の国内通話料より割引します。 

※3 商品の価格および条件は、「OCN モバイル ONE」の SIM と端末がセットで届くスマホセットが対象です。お申し込みは

「音声対応 SIM」のみとなります。「音声対応 SIM」は月額料金が発生します（詳細はこちら）。別途、初回請求時に SIM

カード初期手数料 3,000 円（税込 3,300 円）と SIM カード手配料 394 円（税込 433.4 円）がかかります。端末にセッ

トされている「OCN モバイル ONE」は、利用申込後、端末代とは別に NTT Com より料金が請求されます。 

※4 セール対象商品は変更となる場合があります。商品によっては期間途中からの販売となる場合があります。  

* 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。 

以上 

本件に関する問い合わせ先 

【一般のお客さまからのお問い合わせ】 

「OCN モバイル ONE」専用受付センタ ☎ 0120-506305 （営業時間：10:00～19:00※年中無休） 

Web サイトからのお問い合わせ http://s.ocn.jp/otoiawase  

【報道機関からのお問い合わせ】 

NTT コミュニケーションズ株式会社 広報担当 井上、苅谷 pr-cp@ntt.com 

NTT レゾナント株式会社 広報担当 金森、佐藤 pr@nttr.co.jp 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/voice/charge.html
http://s.ocn.jp/otoiawase
file://///Fsr003.nttr.co.jp/1.組織(社員.派遣社員）/1.メディア事業部/3.マーケティング部門/02.広報宣伝/◆広報/02.プレスリリース/2020年度/2021年3月/2103XX_ドコモ新料金×OCNモバイルONE/07.リリース案/pr-cp@ntt.com
file://///Fsr003.nttr.co.jp/1.組織(社員.派遣社員）/1.メディア事業部/3.マーケティング部門/02.広報宣伝/◆広報/02.プレスリリース/2020年度/2021年3月/2103XX_ドコモ新料金×OCNモバイルONE/07.リリース案/pr@nttr.co.jp

