『はじめてスマホ』キャンペーンの概要
１．「シニアはじめてスマホ割」について
（１）割引額
割引対象※１

カケホーダイプラン
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）※3,※4
※2

Xi

割引額
最大 24 か月間
1,520 円／月

満 60 才以上
カケホーダイライトプラン

※3,※4

850 円／月

＜参考・割引額適用後の毎月の料金イメージ＞
割引額適用後
パケットパック

カケホーダイプラン
（スマホ／タブ）

シェアパック子回線の場合※5
らくらくパックの場合
（ずっとドコモ割 15 年以上適用※6）

カケホーダイライトプラン

1,980 円／月

1,650 円／月

2,880 円／月

－

※1 お申込み時点で満 60 歳以上の方を利用者として登録させていただきます。同一の利用者につき 1 回線のみ割引適用可能です。
※2 Xi への契約変更と同時に対象機種の購入が必要です。
※3 基本プラン「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」のほか、パケットパックのご契約が必要です。
（「データパック」、「らくらくパック」、「シェアパック」のいずれかのご契約が必要となります。シェアパックをご契約の場合、シェアグループ代表回
線、子回線どちらも対象となります。また、「カケホーダイライトプラン」はデータ M パック（標準）、データ L パック（大容量）、シェアパック
15～30 いずれかのお申込みが必要となります。）
※4 定期契約なしの料金プランの場合、ハーティ割引のご契約が必要です。
※5 2 年定期契約「カケホーダイプラン」に、パケットパック「シェアパック」にご加入いただいている子回線のお客さまの場合。
※6 2 年定期契約「カケホーダイプラン」に、ドコモご利用年数に応じてパケットパックの料金を割引する「ずっとドコモ割」15 年以上が適用される
場合。
＊ 直近にドコモ販売店にて購入された機種が「ドコモケータイ」「らくらくホン（らくらくスマートフォンを除く）」「キッズケータイ」であるお客さまが対
象です。
＊ カケホーダイプランは、海外での発着信、「0570」「0180」などの特番、「104」の電話番号案内料など、定額対象外となるものがあります。
＊ ご利用には別途、定額対象以外の通話・通信料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料などがかかります。

（２）適用期間
初回適用月※7 から最大 2 年（24 か月間）
※7 原則、お申込みいただいた月からの適用となりますが、パケットパック、ハーティ割引（定期契約なしプランの場合）を「翌月から適用」とされる場合は、翌
月が初回適用月となります。
＊ 「シニアはじめてスマホ割」適用期間終了後は、自動的に通常料金が適用されます。
＊ 対象外料金プランへのプラン変更など、適用条件を満たさなくなった場合は、「シニアはじめてスマホ割」は廃止されます。

（３）受付期間
2015 年 12 月 4 日（金）から 2016 年 1 月 31 日（日）
（４）割引適用条件
No.

項目

シニアはじめてスマホ割

1

契約種別

Xi

2

対象オーダー

契約変更（FOMA→Xi）
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）*1
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）【iPhone】*1
・カケホーダイライトプラン*1

3

対象料金プラン

・カケホーダイライトプラン【iPhone】*1
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）：定期契約なし*2
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）【iPhone】：定期契約なし*2
・カケホーダイライトプラン：定期契約なし*2
・カケホーダイライトプラン【iPhone】：定期契約なし*2

4

必須パケットパック*3,4,5

・データ S パック（小容量）

・データ M パック（標準）

・データ L パック（大容量）

・らくらくパック

・シェアパック 10（小容量）

・シェアパック 15（標準）

・シェアパック 20（大容量）

・シェアパック 30（大容量）

直近にドコモ販売店にて購入手続きされた機種が FOMA 対象機種であること
5

*6

利用中機種

■ドコモケータイ（i モード／sp モード）
■らくらくホン（らくらくスマートフォン（F-12D）を除く）

6

機種購入*6

7

ドコモご利用期間*8

■キッズケータイ

Xi の対象機種を購入すること
■ドコモスマートフォン

■iPhone*7

■らくらくスマートフォン*9

3 か月以上

*1：2 年単位で同一回線を継続利用いただくことが条件となり、料金プランの変更、契約変更および解約のお申し出がな
い場合、自動更新となります。更新後を含む契約期間中にご契約回線の解約、定期契約型基本プラン以外への変
更などの場合は、9,500 円の解約金がかかります。ただし、契約満了月の翌月はかかりません。
*2：「定期契約なし」の料金プランを選択される場合には、「ハーティ割引」のお申込みが必要です。
*3：パケットパックは、「お申込み後から適用」「翌月からの適用」のどちらかを選択いただけます。
*4：2 台目プラスの代表回線も対象です。
*5：シェアパックは、シェアグループの代表回線または子回線であることが条件となります。（シェアグループ子回線となる場
合、シェアオプション定額料（500 円／月）がかかります。）
*6：対象機種に追加／変更がある場合には別途周知します。
*7：「iPhone ボーナスパケットキャンペーン」との重畳適用可能です。
*8：お申込み回線のドコモご利用期間（継続利用期間）は、新規契約の翌月（1 日の新規契約の場合は当月）を 1
か月目として計算します。
*9：らくらくスマートフォン２（F-08E）、らくらくスマートフォン３（F-06F）、らくらくスマートフォンプレミアム（F-09E）

（５）お申込み受付窓口について
・全ドコモ取扱店

・ドコモオンラインショップ

２．「かんたんスマホ講座」無料提供について
ご自宅などで遠隔で、スマートフォンの使い方をマンツーマンで学べる講座 1 回分（1,800 円）を無料で受講いただけま
す。
（１）対象となるお客さま
・「シニアはじめてスマホ割」を適用し、「かんたんスマホ講座」対象のスマートフォンを購入された方
※別途、あんしん遠隔サポートのご契約が必要です。
（２）予約受付窓口
「あんしん遠隔サポートセンター」
・ドコモの携帯からの場合：（局番なし） 15710 （無料）
・一般電話などからの場合： 0120-783-360
受付時間：午前 9 時～午後 8 時（年中無休）
※お客さまからのお申込み状況によりご希望の日時に予約いただけない場合がございます。
（３）予約受付期間
「シニアはじめてスマホ割」を適用した端末購入日から 31 日以内
（４）講座対象機種
2012 年３月以降に発売の Android OS 搭載機種
※らくらくスマートフォン 2、スマートフォン for ジュニア、ビジネススマートフォン F-04F は対象外です。
（５）講座内容
１講座あたり約 30 分となります。
予約時に全８講座から 1 講座をお選びいただきます。
講座名

内容

アプリを使おう

アプリの種類や、ご利用の流れなど、アプリの基本的な使い方を学べます。

LINE を使おう

LINE でできることや、基本的な操作を学べます。

インターネットを楽しもう

スマホで利用できる便利なインターネットの使い方を学べます。

カメラ・ビデオで撮影しよう

カメラ・ビデオ機能でできることや、撮影の仕方を学べます。

ドコモ タブレットを使おう

Web の利用方法など、タブレットならではの便利な使い方を学べます。

らくらくスマートフォン 3 入門編

文字の入力方法や、電話帳の使い方・発着信の方法を学べます。

らくらくスマートフォン 3 基本編

メールやインターネット、代表的なアプリの使い方を学べます。

らくらくスマートフォン プレミアムを使おう

メールやインターネット、アプリのダウンロード方法や使い方を学べます。

※らくらくスマートフォン３をご利用のお客様は、「らくらくスマートフォン３ 入門編」「らくらくスマートフォン３ 基本編」の講
座のみ利用可能です。
※らくらくスマートフォン プレミアムをご利用のお客様は、「らくらくスマートフォン プレミアムを使おう」の講座のみ利用可能
です。

■「かんたんスマホ講座」の対象機種・ご利用方法などの詳細についてはドコモのホームページでご確認ください。

３．「ムーヴバンド ポイント還元キャンペーン」について
ムーヴバンド２ご購入の方に、1,000 ポイントを進呈いたします。
（１）対象となるお客さま
以下、全ての条件を満たすお客様にポイントを進呈します。
①2015 年 12 月 4 日（金）～2016 年１月 31 日（日）の間に「からだの時計 WM」対応のスマートフォンを購
入し、「シニアはじめてスマホ割」を適用された方
②「シニアはじめてスマホ割」を適用した端末購入日に同店舗にて、ムーヴバンド 2 ご購入と同時にセットで「からだの時
計 WM」へお申込みいただいた方（※「からだの時計 WM」（300 円/月）へのご加入が必要です。）
③d ポイントクラブ会員の方
（２）特典内容
進呈ポイント

ポイント数

ポイント還元時期
【2015 年 12 月 4 日(金)～12 月 31 日(木)購入者】

d ポイント

1,000 ポイント

2 月進呈予定
【2016 年 1 月 1 日(金)～1 月 31 日(日)購入者】
3 月進呈予定

（３）「からだの時計 WM」対応機種について
Android 4.1 以上を搭載し、docomo Application manager がインストールされている
機種（Android 4.1 以上でない場合は、4.1 以上へのバージョンアップが必要となります。）
ドコモ スマートフォン

※Android 4.1 以上で対象除外端末
・AQUOS PHONE sv SH-10D
・ジュニア向け端末

iPhone／iPad

・タブレット端末

・法人端末

iPhone 5s／iPhone 5c／iPhone 6／iPhone 6 Plus／iPad Air／iPad Air 2／iPad
mini 2／iPad mini 3（※iOS 7.0 以上）

※「からだの時計 WM」の対象機種の最新情報は「わたしムーヴホームページ」をご確認ください。
■「ムーヴバンド ポイント還元キャンペーン」の詳細な注意事項等についてはドコモのホームページで別途お知らせしま
す。

