トピックス

2020年 10月 29日
株 式 会 社 ＮＴＴドコモ

「ドコモのロング学割」の提供開始および
「U15 はじめてスマホ割」の新規受付終了について
株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、学生のみなさまおよび学生を持つご家庭を応援するため、新規
契約や機種変更等を実施のお客さまに対し 22 歳までずっと割引が続く「ドコモのロング学割」を 2020 年
10 月 30 日（金）から提供します。
それに伴い、現在 15 歳以下のお客さまを対象に提供している「U15 はじめてスマホ割」について、
2020 年 10 月 29 日（木）をもって新規受付を終了します。
「5G ギガホ」「ギガホＴＭ」※1 は、ご利用料金から毎月 1,000 円、「5G ギガライト」「ギガライトＴＭ」※1 について
は、毎月 500 円の割引と 2GB のデータ増量を、22 歳までずっと継続します。
さらに最初の 6 か月間は割引を拡大し、「5G ギガホ」は毎月 2,500 円、「ギガホ」は 2,080 円、
「5G ギガライト」「ギガライト」は 500 円を割り引きます。
この割引により、「5G ギガホ」「5G ギガライト」「ギガライト」は月々980 円、「ギガホ」は月々900 円からと
大変おトクにご利用いただけます。
■「ドコモのロング学割」
項目
5G ギガホ
割引額

ギガホ※1
5G ギガライト
ギガライト※1

（1）期間限定特典
（最初の 6 か月※2）

（2）U22 特典
（22 歳まで）

（3）+2GB 特典

2,500 円/月※3
（税込み 2,750 円/月）
2,080 円/月※3
（税込み 2,288 円/月）

1,000 円/月※3（税込み
1,100 円/月）

―

500 円/月※3
（税込み 550 円/月）

500 円/月※3
（税込み 550 円/月）

２GB/月※4

ドコモは今後も、一人一人のライフスタイルに寄り添い、あんしんして長く使い続けていただける料金
サービスのさらなる充実をめざしてまいります。

※記載の価格は、特に記載の場合を除き、すべて税抜きです。
※1 2019 年 10 月 1 日以降にご契約の方が対象です。
※2 お申込み日にかかわらず、初回適用月を 1 か月目として起算し、月額料金を最大 6 か月間割引きます。
※3 月途中のご契約の場合で、月額料金が日割りとなる場合は、「ドコモのロング学割」の割引額も日割り計算となります。
※4 +２GB 特典は「5G ギガライト」「ギガライト 2」のステップ 1 の前に適用し、ステップ 1 の料金で 3GB/月までご利用可能になり
ます。ステップ 2：5GB/月、ステップ 3：7GB/月、ステップ 4：9GB/月までご利用可能です。
＊ 「ギガホ」「ギガライト」は、株式会社ＮＴＴドコモの商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

【報道機関】
ＮＴＴドコモマーケティング部
ＴＥＬ：03-5156-1549
ＦＡＸ：03-5156-2075

【お客さま】（無料）
ドコモの携帯電話から ： 151
一般電話等から ： 0120-800-000

別紙

「ドコモのロング学割」の概要
1.

受付期間
2020 年 10 月 30 日（金）～2021 年 5 月 31 日（月）

2.

提供条件等
（1）適用条件
No.

項目

1

対象となるお手続き

2

契約種別

3

受付チャネル

4

対象料金プラン

概要
① 新規契約（MNP 新規含む）
② 契約変更
③ 機種変更
※すべてのお手続きにおいて、持ち込み機種でのご契約も対象
・5G（個人名義）
・Xi®（個人名義）
ドコモショップ、量販店、一般販売店、ドコモオンラインショップ
・5G ギガホ
・5G ギガライト
・ギガホ™※1
・ギガライト™※1

5

ご利用者

お申し込み時点でご利用者が 22 歳以下であること

（2）キャンペーン内容
No

料金プラン
5G ギガホ

1

割引額

ギガホ 2
5G ギガライト
ギガライト 2

2

割引期間

3

適用開始時期

4

5

適用終了条件

割引対象料金

（1）期間限定特典
（最初の 6 か月※2）

（2）U22 特典
（22 歳まで）

（3）+2GB 特典

2,500 円/月※3
（税込み 2,750 円/月）
2,080 円/月※3
（税込み 2,288 円/月）

1,000 円/月※3
（税込み 1,100 円/月）

―

500 円/月※3
（税込み 550 円/月）

500 円/月※3
（税込み 550 円/月）

2GB/月※4

初回適用月を含む
最大 6 か月間※2
対象料金プランの適用月

初回適用月から利用者情報の
年齢が満 23 歳となる月まで

※2020 年 10 月 30 日（金）～2020 年 11 月 30 日（月）にお申し込みの
場合、(1) (2)については、2020 年 12 月 1 日（火）から適用。
(3)については 12 月下旬適用となります。
以下のいずれかに該当した場合、当月末までの適用となります。
＜(1)のみ＞
・割引期間が終了となる場合
＜(1)(2)(3)共通＞
・利用者情報の年齢が満 23 歳を迎えた場合
・対象外料金プランに変更した場合
・法人名義へ名義変更した場合
・電話番号保管をお申し込みした場合
・利用者情報を廃止した場合
・ご契約回線を解約した場合 など
対象料金プランの月額料金

※1 2019 年 10 月 1 日以降にご契約の方が対象です。
※2 お申込み日にかかわらず、初回適用月を 1 か月目として起算し、月額料金を最大 6 か月間割引きます。
※3 月途中に新規契約した場合など、月額料金が日割りとなる際は、「ドコモのロング学割」の割引額も日割り計算となります。
※4 +2GB 特典は「5G ギガライト」「ギガライト 2」のステップ 1：1GB/月の前に適用し、ステップ 1 の料金で 3GB/月までご利用
可能になります。ステップ 2：5GB/月、ステップ 3：7GB/月、ステップ 4：9GB/月までご利用可能です。
※5 「はじめてスマホ割」「U15 はじめてスマホ割」「ドコモの学割 2020」とは重畳適用できません。それぞれの適用条件を満たし
た場合、「ドコモのロング学割」が優先的に適用され、「はじめてスマホ割」「U15 はじめてスマホ割」「ドコモの学割 2020」をご
契約中の場合は、「はじめてスマホ割」「U15 はじめてスマホ割」「ドコモの学割 2020」を契約中の場合、当該割引は前月末ま
での適用となります。
ＴＭ

※ 「5G ギガライト」「ギガライト 」をご契約中もしくはお申込みの方で、「ドコモのプランについてくる Amazon プライム」特典を既
にお申込みされている場合、「ドコモのロング学割」は適用になりません。
ＴＭ

※ 「5G ギガライト」「ギガライト 」をご契約中もしくはお申込みの方で、「ドコモのギガプラン」＆「ディズニープラス」セット割
ャンペーンと重畳した場合、「ドコモのロング学割」が優先して適用されます。
＊

「Xi」「ギガホ」「ギガライト」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

キ

