-提供条件書「ドコモの学割」１．サービス概要
「ドコモの学割」は、新たに Xi 契約で「カケホーダイ＆パケあえる」に加入いただく 25 歳以下のお客様を対象として、月々
のご利用料金から毎月最大 1,500 円を割引くサービスです。
また、「ドコモの学割」適用者とその家族向け特典として、同一シェアグループに加入のご家族に対し、それぞれｄポイント
3,000pt を進呈いたします。
２．対象者
（１）割引特典
対象者

割引名称

25 歳以下のお客様

ドコモの学割

※契約者名義とは別に「ドコモの学割」の対象である「利用者」を契約者が指定し登録いただく必要があります。
※利用者が小学生以下の場合は、契約者は利用者の法定代理人（親権者）とさせていただきます。
※ご利用者の健康保険証やマイナンバーカードなどの書類（コピー可）が必要となります。
（２）ｄポイント進呈特典
対象者

名称

① シェアグループに加入している
「ドコモの学割」適用のお客様
② ①と同一シェアグループのお客様

ドコモの学割（ｄポイント進呈）

３．受付期間
2017 年 12 月 27 日（火）～2018 年 5 月 31 日（木）
４．割引条件等
（１）申込・適用条件
①ドコモの学割
新たに、Xi 契約*1 で料金プラン「カケホーダイ＆パケあえる」に加入し、以下の対象条件を満たすお客様*2
No.

1

2

項目

対象料金プラン*3

対象パケットパック
*8,9,10

ドコモの学割
以下の基本プランを Xi 契約で新たにお申込みいただくこと
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）*4
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）【iPhone】*4
・カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）*4,5
・カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）【iPhone】*4,5
・シンプルプラン（スマホ）*4,6
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）：定期契約なし*7
・カケホーダイプラン（スマホ／タブ）【iPhone】：定期契約なし*7
・カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）：定期契約なし*5,7
・カケホーダイライトプラン（スマホ／タブ）【iPhone】：定期契約なし*5,7
・シンプルプラン（スマホ）：定期契約なし*6,7
・データ S パック（小容量）*11 ・データ M パック（標準）*11 ・ベーシックパック
・ウルトラデータ L パック ・ウルトラデータ LL パック ・ベーシックシェアパック
・シェアパック 5（小容量）*11 ・シェアパック 10（小容量）*11 ・シェアパック 15（標準）*11
・ウルトラシェアパック 30 ・ウルトラシェアパック 50 ・ウルトラシェアパック 100

3

契約必須サービス

4

利用者年齢

sp モード

２５歳以下*12

*1：FOMA から Xi への契約変更の場合、現在利用中の機種（直近にドコモ販売店で購入手続きされた機種）を 18 か月
以上利用されていることが条件となります。
*2：すでに Xi 契約で「カケホーダイ＆パケあえる」の基本プラン（データプラン含む）をご契約中のお客さまは対象外とな
ります。
*3：「ずっとドコモ割コース」および「フリーコース」の場合も対象。カケホーダイプラン（スマホ／タブ）（SIM フリー）および
カケホーダイプラン（スマホ／タブ）（SIM フリー）：定期契約なしも対象です。
*4：2 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、契約満了月の当月・翌月・翌々月はかかりません。
*5：カケホーダイライトプランをご契約の場合、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）、ベーシックパック、ウルトラデータ L パック、ウルトラデータ LL パック、シェアパック 5～30、ベーシックシェアパッ
ク、ウルトラシェアパック 30・50・100 のご契約が必要です。（シェアパック子回線ご契約時の、高額請求抑止のため
のデータパックについても同様です。）
*6：シンプルプランをご契約の場合、シェアパック（シェアグループ子回線での契約含む）・ベーシックパック・ウルトラデ
ータパックのご契約が必要です。
*7：「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。
*8：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。）
*9：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。（「翌月から適用」を
お申込後、予約を廃止された場合は割引適用されません。）
*10：すでに対象パケットパックに加入済みの場合も、「ドコモの学割」の対象となります。なお、データ L パック（大容量）、
シェアパック 20（大容量）、シェアパック 30（大容量）も対象です。
*11：2018 年 5 月 24 日（木）をもって新規受付終了となります。
*12：「ドコモの学割」が適用となる各種料金プランのお申込み時の年齢が、25 歳以下であることが条件となります。「ド
コモの学割」適用中に、利用者年齢が 26 歳になった場合でも、割引は継続適用となります。
②ドコモの学割（ｄポイント進呈）
「シェアパック」に加入している「ドコモの学割」適用のお客様、および以下の対象条件を満たす同一シェアグループ（2
台目プラス除く）のお客様
項目
対象料金プラン*3

ドコモの学割（ｄポイント進呈）
ＦＯＡＭもしくはＸｉ契約で基本プランをご契約していること
※「データプラン（スマホ／タブ）」「データプラン（ルーター）」「デバイスプラス」は対象外

（３）特典内容
①ドコモの学割
No.

項目

1

割引額

2

割引期間

3

適用開始時期

概要
1,500 円/月*12
最大 13 か月間*13
対象オーダー内（同一オーダー内）で割引適用条件を満たす回線について、当月から「ド
コモの学割」が適用となります。（月途中での適用の場合、割引額は日割り計算）

必須パケットパックを「翌月から適用」とした場合、「ドコモの学割」も翌月から適用となり
ます。

4

適用終了条件

以下のいずれかに該当した場合、前月末までの適用となります。
・適用条件（対象料金プラン/必須パケットパック/sp モード/必須サービス）を満たさなくな
った場合
・回線解約
「docomo with」対象端末へ機種変更した場合は、当月末までの適用となります。
※翌月からは「docomo with」が適用となります。

*12：「ドコモの学割」の割引は、①基本プラン月額基本使用料②パケットパック定額料/1GB 追加オプション（シェアパック
子回線の場合はシェアオプション定額料、シェアパック分割請求オプション契約の場合は分割後の料金が対象）③sp
モード月額使用料の順に割引額を充当します。余った割引額の翌月へのくりこし・他回線への充当は行いません。
*13：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、基本使用料を最大 13 か月間割引きします。なお、
ご契約が月途中の場合、初回適用月の割引額はお申込み日に応じて日割り計算となります。
②ドコモの学割（ｄポイント進呈）
No.

項目

概要

1

進呈額

3,000ｐｔのｄポイント（期間・用途限定）
※ポイント進呈日より翌々月の月末までご利用可能なｄポイント（期間・用途限定）です。

進呈時期

2018 年 2 月以降、毎月 1 日に適用条件を満たしているお客様に対し、その翌月上旬を
目途にｄポイントを進呈します。
※2018 年 5 月中の各種ご注文申込みにより条件を満たしたお客様が、本割引サービス
における最後のポイント進呈対象者となります。

2

５．重要事項
●「ドコモの学割」「U25 応援割（2017 年 12 月 26 日をもって新規受付終了）」を重畳契約している場合、その期間中は、
「U25 応援割」の基本使用料 500 円の割引も重畳適用となります。（「U25 応援割」のボーナスパケットも適用されま
す。）
●「ドコモの学割」と「docomo with」は重畳契約できません。両方の契約条件を満たしている場合、「docomo with」が優
先的に契約となります。
●割引適用対象の金額が割引額に満たない場合は、余った割引額の翌月へのくりこし・他回線への充当は行いませ
ん。
●「ドコモの学割」契約中に 26 歳となった場合も、「ドコモの学割」の割引は継続されます。
●既に他の割引サービス、キャンペーンを適用中の場合など、「ドコモの学割」をお申込みいただけない場合がありま
す。
●対象外料金プランへの変更、対象パケットパック、sp モード、必須割引サービス（「ハーティ割引」）の廃止、法人名義
への名義変更、電話番号保管のお申込み、利用者情報の廃止など、割引適用条件を満たさなくなった場合は、「ドコ
モの学割」は廃止されます。
●同一の利用者で、複数回線の割引は適用できません。
●月途中に「ドコモの学割」が廃止された場合、廃止月の前月ご利用分まで割引を適用します。
●「ドコモの学割」が廃止された場合、受付期間中であっても再申込みはできません。
●「ドコモの学割（ｄポイント進呈）」は、1 回線あたり 1 回のみのｄポイント進呈となります。
●「ドコモの学割（ｄポイント進呈）」は、ｄポイント進呈時点でｄポイントクラブ会員であることが条件となります。
●記載している金額は、全て税抜金額です。
●適用条件など詳しくは、ドコモのホームページをご確認ください。

□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 サービス契約約款」および「FOMA サービス契約約款」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≫ https://www.nttdocomo.co.jp/
■更新履歴
2017 年 12 月 22 日 新規作成
2018 年 5 月 24 日 「ベーシックパック」「ベーシックシェアパック」提供開始に伴う変更
2019 年 3 月 1 日 定期契約型料金プランの解約金がかからない月の拡大（ 3 か月化）に伴う改版
提供条件書「ドコモの学割」（2019 年 3 月 1 日版）

