
-提供条件書「ずっとくりこし」- 

2019 年 9 月 30 日をもって「FOMA 総合プラン」「2in1」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、対
象料金プランを契約中のお客様につきましては「ずっとくりこし」の対象となります。 

 

1. サービス概要 
「ずっとくりこし」は FOMA 総合プラン、2in1 プランで保有する無料通信分について、各料金プランの上限額まで無制限に繰り越せ
るサービスです。 

 

2. 提供条件 
「ずっとくりこし」の対象料金プランおよび「繰り越し可能上限額」 

 
①バリュープラン 

 
        

②ベーシックプラン 

 
 
③2in1 プラン 

 
 
 
 

プラン名 基本使用料 無料通信分 繰り越し可能上限額

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) 3,000 円(税込3,300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) 6,000 円(税込6,600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) 12,000 円(税込13,200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) 18,000 円(税込19,800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) 33,000 円(税込36,300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) 6,600 円(税込7,260円)

タイプシンプル バリュー 1,483 円(税込1,631.3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) 16,500 円(税込18,150円)

プラン名 基本使用料 無料通信分 繰り越し可能上限額

タイプSS 3,600 円(税込3,960円) 1,000 円(税込1,100円) 3,000 円(税込3,300円)

タイプS 4,600 円(税込5,060円) 2,000 円(税込2,200円) 6,000 円(税込6,600円)

タイプM 6,600 円(税込7,260円) 4,000 円(税込4,400円) 12,000 円(税込13,200円)

タイプL 9,600 円(税込10,560円) 6,000 円(税込6,600円) 18,000 円(税込19,800円)

タイプ LL 14,600 円(税込16,060円) 11,000 円(税込12,100円) 33,000 円(税込36,300円)

タイプリミット 4,200 円(税込4,620円) 2,200 円(税込2,420円) 6,600 円(税込7,260円)

タイプシンプル 3,083 円(税込3,391.3円) ― ―

タイプビジネス 9,800 円(税込10,780円) 5,500 円(税込6,050円) 16,500 円(税込18,150円)

プラン名 基本使用料 無料通信分 繰り越し可能上限額

タイプSS 2in1 800 円(税込880円) ― ―

タイプ 2in1 同一名義オプション 800 円(税込880円)

タイプSS 2in1 1,864 円(税込2,050円) 1,000 円(税込1,100円) 3,000 円(税込3,300円)

タイプS 2in1 3,000 円(税込3,300円) 2,000 円(税込2,200円) 6,000 円(税込6,600円)

タイプM 2in1 5,000 円(税込5,500円) 4,000 円(税込4,400円) 12,000 円(税込13,200円)

タイプL 2in1 8,000 円(税込8,800円) 6,000 円(税込6,600円) 18,000 円(税込19,800円)

タイプ LL 2in1 13,000 円(税込14,300円) 11,000 円(税込12,100円) 33,000 円(税込36,300円)

タイプビジネス 2in1 8,200 円(税込9,020円) 5,500 円(税込6,050円) 16,500 円(税込18,150円)

A ナンバーの無料通信分を利用



④新規受付終了済みの料金プラン、旧パケットパック 

      
 

3. 重要事項（必ずご確認ください） 
●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。 
● FOMA総合プランと旧パケットパックを同時にご契約の場合、料金プラン、旧パケットパックそれぞれの繰り越し可能上限額の合

算額が、該当回線の繰り越し可能上限額となります。 
● ゆうゆうコールの特典で付与される無料通信分も、「ずっとくりこし」の対象です。（ゆうゆうコール特典により保有する無料通信分が

ある場合でも、繰り越し可能上限額は変わりません。） 
●法人名義のお客様で「ビジネス通話割引」「オフィス割引」をご契約の場合、各回線での無料通信分は「2 か月くりこし」となり、 

2 か月くりこし後余った無料通信分は割引グループ内の回線へ共有されます。 
●ドコモとの契約を解約された時は、無料通信分は無効となります。 

 

 

■ 更新履歴 
2015 年 4 月 1 日  新規作成 
2015 年 6 月 1 日  「ずっとくりこし」の開始に伴う改版 
2019 年 6 月 1 日  「FOMA 総合プラン」「2in1」新規受付終了に伴う改版 
2019 年 9 月 20 日 消費税表記をすべて税抜に統一 
2021 年 4 月 1 日  金額の税込表記に伴う改版 

 

提供条件書「ずっとくりこし」（2021 年 4 月 1 日版） 

プラン名 基本使用料 無料通信分 繰り越し可能上限額

FOMA プラン 39 3,850 円(税込4,235円) 750 円(税込825円) 2,250 円(税込2,475円)

FOMA プラン 49 4,850 円(税込5,335円) 2,050 円(税込2,255円) 6,150 円(税込6,765円)

FOMA プラン 67 6,650 円(税込7,315円) 4,050 円(税込4,235円) 12,150 円(税込13,365円)

FOMA プラン 100 9,950 円(税込10,945円) 7,350 円(税込8,085円) 22,050 円(税込24,255円)

FOMA プラン 150 14,950 円(税込16,445円) 11,650 円(税込12,815円) 34,950 円(税込38,445円)

ビジネスプラン 9,750 円(税込10,725円) 5,200 円(税込5,720円) 15,600 円(税込17,160円)

リミットプラス 4,250 円(税込4,675円) 2,200 円(税込2,420円) 6,600 円(税込7,260円)

パケットパック 10 1,000 円(税込1,100円) 1,000 円(税込1,100円) 3,000 円(税込3,300円)

パケットパック 30 3,000 円(税込3,300円) 3,000 円(税込3,300円) 9,000 円(税込9,900円)

パケットパック 60 6,000 円(税込6,600円) 6,000 円(税込6,600円) 18,000 円(税込19,800円)

パケットパック 90 9,000 円(税込9,900円) 9,000 円(税込9,900円) 27,000 円(税込29,700円)

□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/ 

https://www.nttdocomo.co.jp/

