
                                  ２ ０ １ ９ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

 

 

海外パケット定額サービス「パケットパック海外オプション」の 

契約数が１００万を突破 
～１００万契約突破を記念して、海外旅行などが当たるキャンペーンを実施～ 

 

株式会社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ （ 以下 、 ド コ モ ） が提供す る 、海外パケ ッ ト 定額サー ビ ス             

「パケットパック海外オプション」の契約数が、２０１９年５月２６日（日）に１００万件を突破いたしまし

た。  

 

「パケットパック海外オプション」は、お客さまが日本で契約しているパケットパックなどのデータ量

を２００以上の国・地域でもご利用いただける海外パケット定額サービスです。必要なときだけお手軽

にご利用いただける１時間２００円のプランや、操作が面倒な方でも一度利用開始操作をすれば複数

日ご利用いただけ割安な３日間・５日間・７日間プランについて大変ご好評をいただいており、２０１８

年３月１５日（木）の提供開始から、約１年２か月での１００万契約突破となりました。 

 

このたび、「パケットパック海外オプション」の１００万契約突破を記念して、以下の２つの      

キャンペーンを実施いたします。 

 

 

 

トピックス 



 

１. ＳＮＳ投稿キャンペーン 

キャンペーン公式アカウントをフォローの上、指定のハッシュタグを付けて投稿したお客さまの中

から抽選で、海外旅行や旅行券１０万円分をプレゼントします。 

 

２. お友達紹介キャンペーン 

「パケットパック海外オプション」をお友達にご紹介いただき、お友達が新規でお申し込み（無料）を

すると、紹介者とお友達それぞれにｄポイント３００ポイントを進呈します。さらに、お友達が    

ご利用（９８０円以上）されますと、紹介者とお友達それぞれにｄポイント９８０ポイントを進呈し、お

友達の新規お申し込みポイントと合わせて１，２８０ポイントをプレゼントします。 

 

ドコモは、お客さまが「パケットパック海外オプション」を便利で、お得にご利用いただけるよう、今後

もさまざまなサービスや特典を提供してまいります。 

 

＜「パケットパック海外オプション」 契約数の推移＞  
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本件に関するお問い合わせ先 

【お客さま】 

ドコモインフォメーションセンター 

ＴＥＬ： ０１２０－８００－０００ 

（無料） 

サービス提供開始 

(２０１８年３月１５日) 

５０万契約突破 

(２０１８年１２月２５日) 

１００万契約突破 

(２０１９年５月２６日) 

国・地域限定プラン 

提供開始 

(２０１９年２月１日) 



 

１００万契約突破記念キャンペーン概要 

 

ＳＮＳ投稿キャンペーン 

 

１． キャンペーン名称 

「パケットパック海外オプション」１００万契約突破記念 『世界のグルメ＆空投稿キャンペーン』 

 

２． 内容 

キャンペーン期間中、ＴｗｉｔｔｅｒまたはＩｎｓｔａｇｒａｍのドコモ『世界のグルメ＆空投稿キャンペーン』      

公式アカウントをフォローの上、指定のハッシュタグ「＃パケットパック海外オプション」「＃国名」 

を付けて投稿した方の中から、抽選で海外旅行を計２組４名さまにプレゼントします。 

またＷチャンスとして、旅行券１０万円分を計１０名さまにプレゼントします。 

※Ｉｎｓｔａｇｒａｍの投稿はキャンペーン公式アカウントのメンション(＠docomoppko_cp)が必須となります。 

※応募は何回でも可能です。ただし当選権は１人１回のみとなります。 

※公開アカウントからの投稿のみを応募対象とします。 

※国名のハッシュタグ表記は、キャンペーンサイトに掲載している「パケットパック海外オプション」の 

対象国・地域名のハッシュタグをご使用ください。 

   

３． 期間 

２０１９年６月３日（月）午前１０時～２０１９年９月３０日（月）午後１１時５９分 《日本時間》 

 

４． 対象者 

ドコモユーザーでなくてもどなたでも 

 

５． 賞品 

【世界の絶品グルメコース】 「グルメ」をテーマにした海外旅行 １組２名さま 

【世界の空コース】 「空」をテーマにした海外旅行 １組２名さま  

【Ｗチャンス】 旅行券１０万円分 １０名さま 

   ※各コースの旅行先は２０１９年６月３日（月）１０：００にキャンペーンサイトで発表 

※賞品を選択される方は、下記いずれかのハッシュタグ（応募される投稿テーマに即したもの）を追記して 

ください。（任意） 

【世界の絶品グルメコース】⇒「＃世界の絶品グルメ」 

【世界の空コース】⇒「＃世界の空」 

 

 

 

別紙１ 



６． キャンペーンアカウント 

Ｔｗｉｔｔｅｒ： docomoppko_cp ＮＴＴドコモ『世界のグルメ＆空投稿キャンペーン』公式アカウント 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ： docomoppko_cp ドコモ『世界のグルメ＆空投稿キャンペーン』公式アカウント 

 

７． キャンペーンサイト 

https://docomo-kaigai.com/cp/million/ 

 

注意事項 

 「対象投稿/ツイート」においてハッシュタグなどが正確に記載されていない場合、       

本キャンペーンへの応募が無効となる場合があります。 

 キャンペーン期間中、お一人さま何回でもご応募できますが、同一のアカウントもしくは異なる

アカウントからの同じ写真の複数応募はできません。異なる内容・写真で複数回ご応募いただ

いた場合も、当選の権利は、お一人さま１回とさせていただきます。  

 １度の投稿で複数枚の写真を投稿された場合は、１枚目の写真のみが応募対象となります。 

 過去に撮影した写真でも応募可能ですが、おおむね過去１年以内の写真でお願いいたします。

また、過去投稿へのハッシュタグなどの追加では応募受付できませんので、応募受付期間内

に改めて投稿をしてください。 

 当選のご連絡は２０１９年１０月上旬～中旬頃を予定しています。当選者にのみ、       

本キャンペーン公式Ｔｗｉｔｔｅｒ、公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウントから「ダイレクトメッセージ（ＤＭ）」にて

ご連絡を差し上げます。 

 

お友達紹介キャンペーン 

 

１． キャンペーン名称 

「パケットパック海外オプション」１００万契約突破記念 『お友達紹介キャンペーン』 

 

２． 内容 

「パケットパック海外オプション」をお友達にご紹介いただき、お友達が新規でお申し込み（無料）

をすると、ご紹介者とお友達それぞれにｄポイント３００ポイントを進呈します【Ａ】。さらに、お友達

のご利用（９８０円以上）でご紹介者とお友達それぞれにｄポイント９８０ポイントを進呈し【Ｂ】、 

お友達の新規お申し込みポイントと合わせて１，２８０ポイントをプレゼントします。 

  

■ポイントプレゼントの流れ 

ＳＴＥＰ１ ご紹介者がキャンペーンにエントリーし紹介ＵＲＬを発行。お友達にＵＲＬをお知らせ 

ＳＴＥＰ２ お友達が紹介ＵＲＬからエントリー後、「パケットパック海外オプション」をお申し込み 

       →ご紹介者・お友達それぞれにｄポイント３００ポイントをプレゼント 

ＳＴＥＰ３ お友達が「パケットパック海外オプション」を９８０円以上ご利用 

       →ご紹介者・お友達それぞれにさらにｄポイント９８０ポイントをプレゼント  

https://docomo-kaigai.com/cp/pointback/
https://docomo-kaigai.com/cp/pointback/


 

３． 期間 

２０１９年６月３日（月）午前１０時～２０１９年９月３０日（月）午後１１時５９分 《日本時間》 

 

４． 対象者 

＜ご紹介者＞ ｄポイントクラブ会員 かつ「パケットパック海外オプション」ご契約者 

＜お友達＞ ｄポイントクラブ会員 かつ 

【Ａ】：キャンペーン期間中、「パケットパック海外オプション」に新規お申し込みのお客さま 

【Ｂ】：【Ａ】のお客さまの中で、キャンペーン期間中、「パケットパック海外オプション」を 

９８０円以上ご利用のお客さま 

  

５． 特典 

ご紹介者・お友達それぞれに下記のｄポイント（期間・用途限定）をプレゼント。 

「パケットパック海外オプション」新規お申し込み：各３００ポイント 

「パケットパック海外オプション」ご利用：各９８０ポイント 

 

 ポイント進呈時期：お申し込み月、ご利用月の翌々月以降 

 ポイント有効期限：３か月（進呈月含む） 

 

以下条件を満たしている場合が、ポイント進呈対象となります。 

 

【Ａ】新規お申し込み：ご紹介者 

・ お友達が、期間中にご紹介者が発行した「紹介ＵＲＬ」からキャンペーンエントリーの上、             

「パケットパック海外オプション」の新規お申し込み（無料）をしていること 

   ※お友達が過去に「パケットパック海外オプション」をご契約いただいたことがある場合は対象外 

・ ポイント進呈時点で、ご紹介者、お友達ともに「パケットパック海外オプション」をご契約いた

だいていること 

 

【Ａ】新規お申込み：お友達 

・ 期間中に「紹介ＵＲＬ」からキャンペーンエントリーの上、「パケットパック海外オプション」の

新規お申し込み（無料）をしていること 

※過去に「パケットパック海外オプション」をご契約いただいたことがある場合は対象外 

・ ポイント進呈時点で、「パケットパック海外オプション」をご契約いただいていること 

 

【Ｂ】ご利用：ご紹介者 

 ・【A】の条件を満たしたお友達が、「パケットパック海外オプション」を９８０円以上ご利用して

いること 

※キャンペーン期間中に利用開始したご利用がポイント進呈対象 



・ ポイント進呈時点で、ご紹介者、お友達ともに「パケットパック海外オプション」をご契約いた

だいていること 

 

【Ｂ】ご利用：お友達 

・ 【Ａ】の条件を満たし、期間中に「パケットパック海外オプション」を９８０円以上ご利用してい

ること 

※キャンペーン期間中に利用開始したご利用がポイント進呈対象 

・ ポイント進呈時点で、「パケットパック海外オプション」を契約いただいていること 

 

６． キャンペーンサイト 

https://docomo-kaigai.com/cp/million/friends/ 

      ※２０１９年６月３日（月）午前１０時 公開予定 

 

注意事項 

 ご紹介いただいた時点でお友達がすでにご契約されている場合は、特典の対象外となりま

す。 

 同じ紹介ＵＲＬで複数のお友達にご紹介いただくことが可能です。なお、紹介するお友達数に

上限はありません。 

 本キャンペーンによるｄポイント進呈は、個人名義でご契約のドコモ携帯電話番号のみが 

対象となります（ｄポイントクラブ会員に限る。法人名義は対象外）。 

 「ｄポイント（期間・用途限定）」の詳細については、「ｄポイントクラブサイト」をご確認ください。 

 本キャンペーンの内容・条件は予告なく変更する場合がございます。  

 紹介ＵＲＬからキャンペーンエントリー後のエントリーキャンセルはできかねます。  

 ポイント進呈日は、前後する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docomo-kaigai.com/cp/
https://docomo-kaigai.com/cp/pointback/


 

「パケットパック海外オプション」の概要 

 
「パケットパック海外オプション」は、お客さまが日本で契約しているパケットパックなどのデータ量

を海外でもご利用いただける海外パケット定額サービスです。基本プラン（９８０円／２４時間）に加え

て、２０１９年２月１日（金）より、お使いいただいた際に最大１，５８０円割引となる国・地域限定プラン

を提供開始し、さらに便利に安心してお使いいただくことが可能となっています。 

 

１． 料金プラン内容 

基本プラン 

 国・地域限定プラン 

 

利用期間※１ 料金※２ 

割引額※３ 

（基本プランと

の差額） 

９８０円／２４時間 

 １時間 ２００円 ― 

 ３日間（７２時間） ２，４８０円 ▲４６０円 

 ５日間（１２０時間） ３，９８０円 ▲９２０円 

 ７日間（１６８時間） ５，２８０円 ▲１，５８０円 

 

 

２．ご利用条件 

 基本プラン 国・地域限定プラン 

対象国・地域 ２０５の国・地域※４    ６２の国・地域※４ 

対象通信 
「基本プラン」を利用した 

パケット通信※５ 

「国・地域限定プラン」を利用した 

パケット通信※５ 

適用条件 

・「ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ®」 

・インターネット接続サービス「ｓｐモード®」※６ 

・国内のパケット定額サービス※７ 

申し込み 必要（無料） 

その他 

・「パケットパック海外オプション」はご契約中の国内パケット定額サービスの 

 データ量を利用します。 

・「パケットパック海外オプション」を利用したデータ量が、「データパック」 

「シェアパック」などのデータ量上限がある国内パケット定額の 

国内利用分と合わせ、当月のご利用可能データ量を超えた場合、 

国内と同様に当月末までの通信速度が送受信最大１２８ｋｂｐｓとなります。         

なお、上限に到達した際も「１ＧＢ追加オプション」などを利用すれば、国内と同

様に海外でも通常速度でご利用可能になります※８。 
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３． お申し込み受付窓口 

・インターネット受付 ： Ｍｙ ｄｏｃｏｍｏ 

・電話受付 ： 

ドコモの携帯電話からの場合（局番なしの）１５１ 

一般電話からの場合 ０１２０－８００－０００ 

・ドコモショップ、ドコモ ワールドカウンターなどでの店頭受付 

 

４．ご利用開始方法 

「パケットパック海外オプション」のお申し込み後、渡航先にて下記①、または②どちらかの利用開

始操作を行うことで「パケットパック海外オプション」をご利用いただけます。 

 

①「ドコモ海外利用」アプリ※９から利用開始操作を行う 

渡航先で「モバイルデータ通信」と「データローミング」を「オン」にしてから行ってください。 

「ドコモ海外利用」アプリについて、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。 

 
②Ｗｅｂブラウザから利用開始操作を行う 

渡航先で「モバイルデータ通信」と「データローミング」を「オン」にしてから行ってください。 

 

５．「ドコモ海外利用」アプリについて 

＜対応機種＞ 

・ｉＯＳ ９．０以上のｉＰｈｏｎｅ／ｉＰａｄ 

・ＡｎｄｒｏｉｄＴＭ ４．３以上のドコモスマートフォン、ドコモタブレット 

 

＜ダウンロード方法＞ 

 ｄメニュー®＞サービス一覧（一覧を見る）＞アプリ一覧＞「ドコモ海外利用」 

  

 
※１ 利用期間は、海外で利用開始操作をされてから継続してパケット通信をご利用になれる期間です。利用開始操

作後に、利用中プランの一時停止、キャンセル、および他のプランへの変更はできません。 

※２ 料金には、消費税相当額は加算されません。 

※３ 割引額は、基本プラン（９８０円／２４時間）を各日数利用した場合の金額と比較した際の差額です。 

※４ 対象国と地域について、詳しくは https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/ppko/でご確認ください。 

※５ 音声通話、テレビ電話、ＳＭＳ、ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ Ｗｉ-Ｆｉ、公衆無線ＬＡＮなどは「パケットパック海外オプション」 

の適用対象外です。 

※６ 「ｓｐモード」と「ｉモード®」または「ｍｏｐｅｒａ Ｕ」、「ビジネスｍｏｐｅｒａインターネット」などドコモの複数のプロバイダ 

（ＩＳＰ）にご契約いただいている場合は適用対象外です。 

※７ 「ベーシックシェアパック」「ベーシックパック」「カケホーダイ＆パケあえる」の「パケットパック」などが対象です。 

対象となる対応プランの詳細はホームページでご確認ください。 

※８ 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 

ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化 

します。最大通信速度は機種により異なります。 

※９ 「ドコモ海外利用」アプリは、ｄｏｃｏｍｏ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｒの一括インストールに対応しています。 

 

 
＊ 「ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ」「ｓｐモード」「ｉモード」「ｄメニュー」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 

＊ 「ｉＯＳ」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されて

います。 

＊ 「Ａｎｄｒｏｉｄ」は、Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣの商標または登録商標です。 

 

 



 

＜参考：アプリの画面イメージ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用開始操作時 

「利用開始」を押下 

「開始する」を 

押下 

利用中画面 


