
-提供条件書「FOMA総合プラン」- 

 

2019年9月30日をもって「FOMA総合プラン」は新規受付を終了させていただきます。2019年10月1日以降も、「FOMA総合プ

ラン」をご契約中のお客様における、「FOMA総合プラン」間の変更が可能です。 

※「2in1プラン」へのプラン変更、「2in1プラン」間のプラン変更はいずれも不可となります。 

 

１．サービス概要 

FOMA総合プランは、FOMA契約時に選択いただく基本料金プランです。ご利用の通話時間に合わせて選択可能です。 

 
２．提供条件 

（１）FOMA総合プランの料金表 

①バリュープラン：「バリューコース」で対象機種を購入されたお客様がお選びいただけるプランです。 

 

     プラン名 基本使用料 無料通信分 
30秒あたりの通話料／ 

デジタル通信料（テレビ電話等） 

タイプSSバリュー 
1,864円 

(税込2,050.4円) 

1,000円 

(税込1,100円) 

20円／36円 

(税込22円／39.6円) 

タイプSバリュー 
3,000円 

(税込3,300円) 

2,000円 

(税込2,200円) 

18円／32円 

(税込19.8円／35.2円) 

タイプMバリュー 
5,000円 

(税込5,500円) 
4,000円 

(税込4,400円) 
14円／25円 

(税込15.4円／27.5円) 

タイプLバリュー 
8,000円 

(税込8,800円) 

6,000円 

(税込6,600円) 

10円／18円 

(税込11円／19.8円) 

タイプLLバリュー 
13,000円 

(税込14,300円) 

11,000円 

(税込12,100円) 

7.5円／14円 

(税込8.25円／15.4円) 

タイプリミットバリュー 
2,600円 

(税込2,860円) 

2,200円 

(税込2,420円) 

20円／36円 

(税込22円／39.6円) 

タイプシンプルバリュー

※1 

1,483円 

(税込1,631.3円) 

 

- 

20円／36円 

(税込22円／39.6円) 

タイプビジネスバリュー 
8,200円 

(税込9,020円) 

5,500円 

(税込6,050円) 
※2 

 
②ベーシックプラン：「ベーシックコース」で対象機種を購入されたお客様がお選びいただけるプランです。 

 

プラン名 基本使用料 無料通信分 
30秒あたりの通話料／ 

デジタル通信料（テレビ電話等） 

タイプSS 
3,600円 

(税込3,960円) 
1,000円 

(税込1,100円) 
21.8円／38.88円 

(税込23.98円／42.768円) 

タイプS 
4,600円 

(税込5,060円) 

2,000円 

(税込2,200円) 

19.44円／34.56円 

(税込21.384円／38.016円) 

タイプM 
6,600円 

(税込7,260円) 

4,000円 

(税込4,400円) 

15.12円／27円 

(税込16.632円／29.7円) 

タイプL 
9,600円 

(税込10,560円) 
6,000円 

(税込6,600円) 
10.8円／19.44円 

(税込11.88円／21.384円) 

タイプLL 
14,600円 

(税込16,060円) 

11,000円 

(税込12,100円) 

8.1円／15.12円 

(税込8.91円／16.632円) 

タイプリミット 
4,200円 

(税込4,620円) 

2,200円 

(税込2,420円) 

21.6円／38.88円 

(税込23.76円／42.768円) 

タイプシンプル※1 
3,083円 

(税込3,391.3円) 
- 

21.6円／38.88円 
(税込23.76円／42.768円) 

タイプビジネス 
9,800円 

(税込10,780円) 

5,500円 

(税込6,050円) 
※2 

 



※1：「タイプシンプルバリュー」「タイプシンプル」のお申込みには、「パケ・ホーダイシンプル」「パケ・ホーダイフラット」 

「パケ・ホーダイダブル2」「らくらくパケ・ホーダイ」のいずれかのご契約が必要です。 

※2：「タイプビジネスバリュー」「タイプビジネス」の通話料／デジタル通信料は次のとおりです。 

 

着信先 
平日 土・日・祝日※3 

8:00～19:00【ビジネスタイム】 19:00～8:00【オフタイム】 終日【オフタイム】 

ドコモの携帯電話、

ドコモのIP電話（050） 
10円／18円(税込11円／19.8円) 

 
 

30円／54円(税込33円／59.4円) 一般電話、他社の携帯電話・ 

IP電話・PHS 
15円／27円(税込16.5円／29.7円) 

※3：祝日には、1月2日・3日および振替休日を含みます。 

 

（２）パケット通信の料金について 

●パケット通信料は、利用時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金する「従量制課金」です。 

●1パケットあたりの通信料【パケット定額サービスやパケット割引サービスに加入していない場合】 

 
～15万パケット 15万～60万パケット 60万～200万パケット 200万パケット～ 

0.2円(税込0.22円) 0.1円(税込0.11円) 0.05円(税込0.055円) 0.02円(税込0.022円) 

※電波が不安定な状況で通信を行うと、データの送受信を繰り返す場合があります。この場合もパケット通信料の対象

となりますので、電波の状態を確認のうえご利用ください。 

 
●FOMA総合プランでは、次のパケット定額サービスをご利用いただけます。 

タイプシンプルバリュー／タイプシンプルを

除くプラン 

パケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダイフラット、 

パケ・ホーダイダブル2、らくらくパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイ、パ

ケ・ホーダイフル、Biz・ホーダイ、パケットパック 

 
タイプシンプルバリュー／タイプシンプル 

パケ・ホーダイフラット、パケ・ホーダイダブル2、らく

らくパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイシンプル 

※パケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、Biz・ホーダイ、パケットパックについては、新規申込みおよび変更の受付を終了

いたしました。 

 
（３）ショートメッセージサービス（SMS）の利用について 

●携帯電話番号を宛先に、短文の文字メッセージを送信するショートメッセージサービス（SMS）のご利用には、送信時

に次の料金がかかります。 

 
送信文字数 

1回あたりの料金 

 

SMS（国内） 国際SMS 

1～70文字（半角英数字のみの場合1～160文字） 3円(税込3.3円) 50円 

71～134文字（半角英数字のみの場合161～306文字） 6円(税込6.6円) 100円 

135～201文字（半角英数字のみの場合307～459文字） 9円(税込9.9円) 150円 

202～268文字（半角英数字のみの場合460～612文字） 12円(税込13.2円) 200円 

269～335文字（半角英数字のみの場合613～765文字） 15円(税込16.5円) 250円 

336～402文字（半角英数字のみの場合766～918文字） 18円(税込19.8円) 300円 

403～469文字（半角英数字のみの場合919～1071文字） 21円(税込23.2円) 350円 

470～536文字（半角英数字のみの場合1072～1224文字） 24円(税込26.4円) 400円 

537～603文字（半角英数字のみの場合1225～1377文字） 27円(税込29.7円) 450円 



604～670文字（半角英数字のみの場合1378～1530文字） 30円(税込33円) 500円 

 

※国際SMSには消費税は加算されません。 

※基本使用料に含まれる無料通信分の適用対象となります。ただし、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通

信分は適用対象外です。 

※SMS送信料は、「パケ・ホーダイダブル」「パケ・ホーダイフラット」「パケ・ホーダイダブル2」「パケ・ホーダイシンプル」な

どパケット定額サービスの適用対象外となります。 

 

（４）無料通信分について 

●無料通信分の対象通信／対象外通信 

【無料通信分の適用対象】 

 
※無料通信分に適用される通話・通信料にも、ゆうゆうコールやファミリー割引などの通話・通信料割引サービスが 

適用になります。 

【無料通信分の適用対象外】 

 

●無料通信分のくりこし 

割引サービスの契約状況に応じて、「2か月くりこし」または「ずっとくりこし」が適用されます。 

くりこし種別 「2か月くりこし」 「ずっとくりこし」 

契約割引サービス 
・ビジネス通話割引 

・オフィス割引 

・左記以外の割引サービス 

・割引サービス契約なし 

 
①「2か月くりこし」について 

【2か月くりこしとは】 

・1か月の通話・通信料が無料通信分の金額に満たなかったときに、余った無料通信分を最大2か月間くりこします。 

・前々月・前月からのくりこしがある場合、当月の通話・通信料には、前々月のくりこし分から優先的に割り当てま 

す。 

・使用有効期間は2か月間となり、翌々月に使い切れなかったくりこし分は無効となります。 

【2か月くりこしの共有】 

・ビジネス通話割引・オフィス割引のグループ内で、2か月くりこした後の無料通信分を共有することができます。た

だし、データ通信専用プランは共有の対象外となります。 

 
②「ずっとくりこし」について 

【ずっとくりこしとは】 

・1か月の通話・通信料が無料通信分の金額に満たなかったときに、余った無料通信分を上限額まで無期限にくりこ

します。 

・前月以前からのくりこしがある場合、当月の通話・通信料には、くりこし分から優先的に割り当てます。 

・月末時点でご契約の料金プランに応じて繰り越し可能上限額が決定され、上限額を超える無料通信分は無効と

なります。 

・月末時点で無料通信分の無い料金プランをご契約の場合、該当回線で保有している無料通信分は当月のご利

用料金まで適用後に無効となります。 

※「ずっとくりこし」についての詳細は、「提供条件書（ずっとくりこし）」を参照ください。 

◎音声通話◎パケット通信◎テレビ電話などのデジタル通信◎ショートメッセージサービス（SMS） 

◎国際サービスの通信料（WORLDWING、WORLDCALL、国際SMS） 

◎「海外パケ・ホーダイ」「海外1dayパケ」の通信料◎パケット定額サービス契約中のパケット通信料 

◎コンテンツ使用料／ｉモード情報料◎dカードmini・ドコモケータイ払いのご利用代金 

◎ドコモケータイ送金によるご利用代金（送金額および手数料）◎他事業者提供の国際電話 

◎コレクトコール（106）◎電報（115）◎電話番号案内（104）の案内料◎（0570）（0180）から始まる番号 

◎消費者ホットライン（188）など 



 
３．重要事項（必ずご確認ください） 

（１）ISPサービスについて 

●インターネット接続サービス（ISP）のご利用には別途ご契約のISP料金が必要となります。 

（２）料金プラン全般について 

●FOMA総合プランは、発信先・地域・時間帯にかかわらず、一律の課金となります（国際通信、衛星船舶通信、「タイ

プビジネスバリュー」「タイプビジネス」を除く）。 

●新規でご契約の場合や、料金プラン変更の場合は、お申込み当日から新しい料金プランが適用されます。 

●ご利用料金については、通信終了時の料金プランが適用されます。 

●月をまたがる通信は、原則その通信を終了した月の請求となります。無料通信分・各種通信料割引の適用について

も同様となります。 

●国際ローミング時のSMS送信料は1通あたり100円となります。送信文字数は一律最大70文字となります。※消費税相

当額は加算されません。 

 
（３）料金プランの変更について 

●同月内の料金プラン変更時は、3回目から手数料が1,000円（税込1,100円）かかります。 

●料金プラン変更などにより、同月内にFOMAデータ通信専用プランとFOMA総合プランのご利用が混在する場合は、従

量データプランのご利用金額（定額データプランについては定額対象外のパケット通信にかかるご利用料金）に対して

は、従量データプランの無料パケット通信分を適用し、FOMA総合プランのご利用金額に対しては、FOMA総合プラン

の無料通信分を適用します。それぞれのプランの無料通信分に余りがある場合も、それぞれのご利用金額に対し相

互に無料通信分を充当することはいたしません。また、月末時点での料金プランに適用される無料通信分のみが2

か月くりこしの対象となります。ただし、ファミリー割引をお申込みの場合でも、2か月くりこしの共有は対象外となります。 

 
（４）バリュープラン／ベーシックプランについて 

●バリュープランをご契約中のFOMAサービス契約において、ベーシックコースで携帯電話機をご購入される場合、また

はバリューコース非対象の携帯電話機をご購入される場合は、バリュープランは継続できず、ベーシックプランからご

選択いただく必要があります。 

●他社製品の携帯電話機等でドコモのFOMAサービスをご利用いただく場合、ドコモショップ窓口にてご利用中の携帯電

話機等をご提示いただくことにより、バリュープランでの新規契約・契約変更およびプラン変更が可能です。なおバリュ

ープランの適用には一部条件がありますので、詳細についてはドコモショップスタッフへお尋ねください。 

 

（５）無料通信分の2か月くりこしについて 

●FOMA定額データプランおよびユビキタスプランを除く、全料金プランの無料通信分（FOMA従量データプランについて

は、無料パケット数）、パケットパックの無料通信分、ゆうゆうコール特典がくりこしの対象となります。 

●料金プラン変更をした場合も、2か月くりこしは引き継がれ、変更後の料金プランの通信料で計算されます。 

●FOMA総合プランとXiデータ通信専用プラン・FOMAデータ通信専用プラン間の契約変更またはプラン変更の場合、変

更前にあまっていた無料通信分、無料パケット数のくりこしはできません。ドコモとの契約を解約されたときは、無料通信

分は無効となります。 

●ドコモとの契約を解約されたときは、無料通信分は無効となります。 

 

 

 

□提供条件書について 

●当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後

の提供条件書の記載事項によります。 

●本提供条件書の記載事項を変更する場合は、個別に通知する方法または当社のホームページに掲示する方法により

説明します。 

●最新の提供条件書は、当社のホームページに掲載しますので、ご確認ください。なお、提供条件書に記載している以外

の提供条件については、「Xi契約約款」および「FOMA契約約款」の規定を適用します。各契約約款の詳細は、当社の

ホームページでご確認いただけます。 

≪株式会社NTTドコモホームページ≫http://www.nttdocomo.co.jp/ 

http://www.nttdocomo.co.jp/


■更新履歴 

2013年8月1日  新規作成 

2013年10月1日 商号変更に伴う社名修正 

2014年4月1日  消費税率変更に伴う表示金額の改定 

2014年11月10日 SMS送信料金の変更に伴う改版 

2015年4月1日  「ずっとくりこし」の導入に伴う改版 

2015年6月1日  「ずっとくりこし」の開始に伴う改版 

2015年7月6日  無料通信分の適用対象外について追記 

2015年12月1日 dカードminiの提供開始に伴うサービス名称変更 

2019年5月22日 FOMA総合プラン新規受付終了に伴う改版 

2019年10月1日 消費税表記をすべて税抜に統一 

2019年12月3日 (189)特番の無料化に伴い注釈削除 

2021年4月1日       金額の税込表記に伴う改版 

2022年1月28日      船舶ローミングサービス／航空機ローミングサービス提供終了に伴う改版 

 
提供条件書「FOMA総合プラン」（2022年1月28日版） 


