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先行エントリーキャンペーンは

160万人を突破

（2月28日時点）



の挑戦

分かりやすくシンプルな１プラン

おひとり様でもおトクな料金を、ずっと変わらずに

若年層にフィットしたオンライン特化モバイルサービス



20代のお客様の約9割は

音声通話を利用

88%
音声通話発信あり

20代の音声通話利用状況
（ドコモのスマホ利用者）

病院 公的機関

お店の予約

固定電話への発信例

各種問い合わせ



音声通話セットのシンプル1プランを

より魅力ある新価格で

2,970 円(税込)

円（税抜）2,980円（税抜）

5分以内の国内通話無料



ahamoは4Gはもちろん5Gも

ドコモのネットワーク品質をそのまま



順次拡大中の「瞬速５G」の世界を

でも体感できます

全政令指定
都市を含む

500都市

1万局

2万局

3万2千局

2021年3月 2021年6月 2022年3月 2023年3月

※新周波数による人口カバー率

高速・大容量
人口カバー率

55％

高速・大容量
人口カバー率

70％

※

※

基地局数



テザリングも追加料金なしで

快適にご利用いただけます



海外でのデータ通信に別料金は不要
（82の国・地域）

Europe

Middle 
East

Asia

Oceania

Latin 
America

North America



ご契約者限定の
dカード特典を提供

dカード GOLD
ご利用額

10%還元特典

dカード
ボーナスパケット

特典※

特典

※ahamoご利用料金をdカード・dカード GOLDでお支払いする設定にしているお客様が対象

dカード ：+1GB

dカード GOLD：+5GB

 ご利用金額の10%の

ｄポイントを進呈

 進呈上限：300ポイント/月

2021年3月26日

提供開始日

2021年9月予定



はiPhone12に対応



対応のiPhoneは21機種

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus
iPhone 8

iPhone 7 Plus
iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone SE（第2世代）

iPhone SE

※ドコモで購入いただいたiPhoneの対応ラインナップ
※ドコモ以外でご購入いただいたiPhoneの対応については、ahamoサイトにて順次告知

iPhone 12 Pro Max(5G)

iPhone 12 Pro(5G)

iPhone 12(5G)

iPhone 12 mini(5G)



対応のAndroidスマホは72機種

※ドコモで購入いただいたAndroidスマホの対応ラインナップ
※ドコモ以外でご購入いただいたAndroidスマホの対応については、ahamoサイトにて順次告知

Galaxy A51 5G
Galaxy S20+ 5G
Galaxy Note20 Ultra 5G 等

Xperia 5 II
Xperia 10 II
Xperia 5 等

AQUOS sense5G
AQUOS R5G
AQUOS sense4 等

arrows NX9

arrows 5G

arrows Be4 等

Galaxy

AQUOS

Xperia

arrows



開始を記念して

おススメの 3機種 をご用意



iPhone11(64/128/256GB)

新規 49,390 円（税込）～

機種変更 62,590 円（税込）～



新規 62,700 円（税込）

機種変更 70,400 円（税込）

Galaxy S20 5G



新規 71,500 円（税込）

機種変更 79,200 円（税込）

Xperia 1 II 5G



まとめ

より魅力ある価格への改定 2,980円(税抜)⇒2,700円(税抜)

 ahamo契約者限定のｄカード特典 をご用意
(ポイント還元、ボーナスパケット)

対応スマホのラインナップは計 93 種類(2021年3月1日時点)

ahamoおススメの3 機種もご用意



START

2021 年 3 月 26 日 (金)

10:00



株式会社N T Tドコモ

執行役員 マーケティング部長

川﨑 博子



のコンセプト

若者に寄り添うサービスであること

これまでの「当たり前」にとらわれないサービスであること

シンプルかつ分かりやすいサービスであること



3月1日よりサービスサイトがオープン



ドコモギガプランのご契約、
最新スマホを購入

ahamoサイトで
新規ご契約のお手続き

ドコモ最新スマホ購入の場合SIMカードのみご契約の場合

ahamoサイトにて
ご契約手続き・スマホ購入

ご契約の流れ（新規/乗り換えでご契約の場合）

ahamoおススメスマホ購入の場合

ahamoサイトでプラン変更

ahamo SIMカード・スマホのお受取 最新スマホ/SIMカードのお受取
ahamo SIMカードのお受取



ドコモオンラインショップで
最新スマホを購入

ahamoサイトでプラン変更

ドコモ最新スマホ購入の場合
ahamoへプラン変更の場合

（スマホ購入なし）

ahamoサイトにて
スマホ購入、ahamoお申込み

ご契約の流れ（ドコモご利用のお客様の場合）

ahamoおススメスマホ購入の場合

ahamoサイトでプラン変更

ahamo SIMカード/スマホのお受取 最新スマホのお受取



ご契約後の機種変更についても準備中

ahamoおススメスマホへの
機種変更

ドコモ最新スマホへの
機種変更

ahamoサイト/アプリにて

ドコモオンラインショップにて

受付場所 対応時期

2021 年 6 月予定

2021 年 6 月予定



専用アプリで快適スマホライフを実現



ドコモご利用中のお客様も安心して
をご利用いただくために

 契約年数の引継ぎ

 ファミリー割引グループ内のドコモ⇒ahamo通話無料

 みんなドコモ割カウント対象

 ケータイ補償サービスの引継ぎ



開始直後の混雑緩和にご協力頂いたお客様には
dポイント3,000pt を追加でご進呈

3/26 4/15 6/30

先行エントリー
お申込み

dポイント
獲得手続き 6,000pt

5/31

ahamoお申込み

先行エントリー
お申込み

dポイント
獲得手続き 3,000pt

※先行エントリーのお申込みをいただいたお客様のうち、スマホ・SIMカードの発送を伴うお手続きのみ対象

ahamoお申込み

混雑が予想される期間




