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お知らせ

株式 会社Ｎ ＴＴ ドコモ

ｉＰｈｏｎｅ向けキャンペーンを新設および改定
株式会社ＮＴＴドコモ（以下ドコモ）は、２０１５年９月２５日（金）のｉＰｈｏｎｅ ６ｓおよびｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓ
の販売開始に伴い、ｉＰｈｏｎｅ向けキャンペーン「ドコモにチェンジ割」「ゼロから機種変キャンペーン」を
新設し、「下取りプログラム」「家族まとめて割」「のりかえボーナス」を改定いたします。
「ドコモにチェンジ割」は、他社からのお乗りかえでドコモのｉＰｈｏｎｅをご購入いただくお客さまを対象に、
基本使用料を最大１年間、月額１，４５８円（税込）割引し、「カケホーダイプラン（スマホ／タブ）」の基本
使用料を半額でご利用いただけるキャンペーンです。「光スマホ割」と併用いただくことで、「カケホーダイ
プラン（スマホ／タブ）」の基本使用料を１年間無料でご利用いただけます。
「ゼロから機種変キャンペーン」は、現在ドコモのｉＰｈｏｎｅ ５ｓまたはｉＰｈｏｎｅ ５ｃをご利用中のお客さま
が、ドコモの新たなｉＰｈｏｎｅ６ｓ等

※１

へ機種変更いただく際に、月々サポートの適用額を増額するキャン

ペーンです。現在お客さまがご利用中の機種をドコモが下取りすることで、月々サポートの適用額を増額
いたします。ｉＰｈｏｎｅ ６ｓの１６ＧＢをご購入いただく場合、実質負担金０円から機種変更いただくことも
可能です。
「下取りプログラム」は、お客さまが現在ご利用中の機種をドコモが下取りすることで、新たにご購入
いただく機種のご購入代金を割引するキャンペーンです

※２

。今回の改定により、ｉＰｈｏｎｅ ６および

ｉＰｈｏｎｅ ６ Ｐｌｕｓを新たに対象機種に追加し、最大３７，８００円（税込）を割引いたします。
「家族まとめて割」は、対象機種をご家族で２台以上ご購入いただき、「シェアパック」のグループに
ご加入いただくお客さまを対象に、ご購入代金を最大１０，８００円（税込）割引するキャンペーンです。
今回の改定により、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ およびｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓを対象機種に追加いたします。
「のりかえボーナス」は、他社からのお乗りかえで対象機種をご購入いただくお客さまを対象に、機種
のご購入代金を最大１０，８００円（税込）割引するキャンペーンです。今回の改定により、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ
およびｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓを対象機種に追加いたします。
キャンペーンの詳細は、別紙のとおりです。
※１ ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓ、ｉＰｈｏｎｅ ６、ｉＰｈｏｎｅ ６ Ｐｌｕｓへ機種変更いただくお客さまが対象です。
※２ 下取りするｉＰｈｏｎｅを店頭でお預かりする場合、新たな機種のご購入代金からお値引きいたします。下取りする
ｉＰｈｏｎｅをご郵送いただく場合、新たな機種のご購入代金からお値引きせず、相当額のポイントを後日プレゼント
いたします。
＊ ｉＰｈｏｎｅ商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
ＮＴＴドコモ広報部：外村、大鳥
ＴＥＬ：０３－５１５６－１３６６
ＦＡＸ：０３－５５０１－３４０８

別 紙

各種キャンペーンの概要
１．「ドコモにチェンジ割」 （新設）
他社からのお乗りかえでドコモのｉＰｈｏｎｅをご購入いただくお客さまを対象に、基本使用料を
最大１年間、月額１，４５８円（税込）割引し、「カケホーダイプラン（スマホ／タブ）」の基本使用料を
半額でご利用いただけるキャンペーンです。「光スマホ割」と併用いただくことで、「カケホーダイプラン
（スマホ／タブ）」の基本使用料を１年間無料でご利用いただけます。また、「ドコモにチェンジ割」は
「Ｕ２５応援割」とも併用可能です。
＜適用条件等＞
・他社からのお乗りかえでｉＰｈｏｎｅをご購入いただく
・「カケホーダイ＆パケあえる™」の「カケホーダイプラン（スマホ
／タブ）」を「２年定期契約」もしくは、「契約期間なし＋ハーティ
適用条件

割引」でご契約いただく
・「カケホーダイ＆パケあえる」のパケットパック（「らくらくパック」
を除く）もしくは、シェアオプションをご契約いただく
・個人名義でご契約いただく
ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓ

対象購入機種

ｉＰｈｏｎｅ ６、ｉＰｈｏｎｅ ６ Ｐｌｕｓ
ｉＰｈｏｎｅ ５ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ５ｃ

割引内容

基本使用料を最大１年間、月額１，４５８円（税込）割引

実施期間

２０１５年９月１８日（金） ～ ２０１６年１月１１日（月）

２．「ドコモにチェンジ割 ｆｏｒ ビジネス」 （新設）

他社からのお乗りかえでドコモのｉＰｈｏｎｅを法人名義でご購入いただくお客さまを対象に、基本
使用料を最大２年間、月額７２９円（税込）割引いたします。「光スマホ割 ｆｏｒ ビジネス」と重畳して
適用可能です。
＜適用条件等＞
・他社からのお乗りかえでｉＰｈｏｎｅをご購入いただく
・「カケホーダイ＆パケあえる」の「カケホーダイプラン（スマホ／
適用条件

タブ）」を「２年定期契約」でご契約いただく
・「カケホーダイ＆パケあえる」のパケットパック（「らくらくパック」
を除く）もしくは、シェアオプションをご契約いただく
・法人名義でご契約いただく
ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓ

対象購入機種

ｉＰｈｏｎｅ ６、ｉＰｈｏｎｅ ６ Ｐｌｕｓ
ｉＰｈｏｎｅ ５ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ５ｃ

割引内容

基本使用料を最大２年間、月額７２９円（税込）割引

実施期間

２０１５年９月１８日（金） ～ ２０１６年１月１１日（月）

３．「ゼロから機種変キャンペーン」 （新設）
現在ドコモのｉＰｈｏｎｅ ５ｓまたはｉＰｈｏｎｅ ５ｃをご利用中のお客さまが、ドコモの新たなｉＰｈｏｎｅへ
機種変更いただく際に、月々サポートの適用額を増額するキャンペーンです。現在お客さまがご利用
中の機種をドコモが下取りすることで、月々サポートの適用額を増額いたします。下取りによる割引額
を加えることで、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓの１６ＧＢをご購入いただく場合、実質負担金０円から機種変更いただく
ことも可能です。
＜適用条件等＞
・機種変更により対象機種をご購入いただく際、「下取りプログ
適用条件

ラム」の適用条件を満たし、ｉＰｈｏｎｅ ５ｓまたはｉＰｈｏｎｅ ５ｃ
のいずれかを店頭で下取りに出していただくこと

対象購入機種

ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓ、
ｉＰｈｏｎｅ ６、ｉＰｈｏｎｅ ６ Ｐｌｕｓ
ｉＰｈｏｎｅ ５ｃを下取りに出していただく場合
：ｉＰｈｏｎｅ ５ｃ下取りによる５，４００円の割引額に加えて、

割引内容

月々サポート適用額を最大２０，５２０円（月額８５５円）増額
ｉＰｈｏｎｅ ５ｓを下取りに出していただく場合
：ｉＰｈｏｎｅ ５ｓ下取りによる９，７２０円の割引額に加えて、
月々サポート適用額を最大１６，２００円（月額６７５円）増額

実施期間

２０１５年９月２５日（金） ～ ２０１５年１１月３日（火）

４．「下取りプログラム」（改定）
お客さまが現在ご利用中の機種をドコモが下取りすることで、新たにご購入いただく機種のご購入
代金を割引するキャンペーンです。今回の改定により、ｉＰｈｏｎｅ ６および ｉＰｈｏｎｅ ６ Ｐｌｕｓを新たに
対象機種に追加し、最大３７，８００円（税込）を割引いたします。
＜適用条件等＞

対象機種を下取りに出していただく
ドコモプレミアクラブもしくは、ドコモビジネスプレミアクラブに
ご加入いただく

以下の下取り条件を満たす対象機種を下取りさせていただく
＜下取り条件＞
適用条件

・正規店で購入された機種であり、その購入において不備・
不正や電話機購入代金の未払いがないこと

機種が故障、水濡れ、破損がなく、正常に動作すること

機種に記録されているメモリ／データが消去できること

改造していないこと
お申込みいただく方が機種の所有権を有していること

機種の各種ロックが解除できること

開始日

２０１５年９月２５日（金）

＜対象機種およびポイント（割引額）＞

下取り対象機種

容量
１２８ＧＢ

ｉＰｈｏｎｅ ６ Ｐｌｕｓ

６４ＧＢ

１６ＧＢ

１２８ＧＢ

ｉＰｈｏｎｅ ６

６４ＧＢ

１６ＧＢ

ポイント（割引額（税込））
店頭下取り

郵送下取り

３５，０００ｐｔ

３３，８００ｐｔ

（３７，８００円）

（３６，５０４円）

３３，０００ｐｔ

３１，８００ｐｔ

（３５，６４０円）

（３４，３４４円）

３１，０００ｐｔ

２９，８００ｐｔ

（３３，４８０円）

（３２，１８４円）

３２，０００ｐｔ

３０，８００ｐｔ

（３４，５６０円）

（３３，２６４円）

３０，０００ｐｔ

２８，８００ｐｔ

（３２，４００円）

（３１，１０４円）

２８，０００ｐｔ

２６，８００ｐｔ

（３０，２４０円）

（２８，９４４円）

５．「家族まとめて割」 （改定）
対象機種をご家族で２台以上ご購入いただき、「シェアパック」のグループにご加入いただくお客さ
まを対象に、ご購入代金を最大１０，８００円（税込）割引するキャンペーンです。今回の改定により、ｉＰ
ｈｏｎｅ ６ｓおよびｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓを対象機種に追加いたします。
＜適用条件等＞
適用条件
対象購入機種

・対象機種をご家族で２台以上ご購入いただき、「シェアパック」
のグループにご加入いただく
ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓ
・新規契約（他社からのお乗りかえを含む）のお客さま

割引内容

：機種のご購入代金を最大１０，８００円（税込）割引
・機種変更（契約変更を含む）のお客さま
：機種のご購入代金を最大５，４００円（税込）割引

実施期間

２０１５年９月２５日（金） ～ ２０１５年１１月３０日（月）

６．「のりかえボーナス」 （改定）
他社からのお乗りかえで対象機種をご購入いただくお客さまを対象に、機種のご購入代金を最大
１０，８００円（税込）割引するキャンペーンです。今回の改定により、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓおよびｉＰｈｏｎｅ ６ｓ
Ｐｌｕｓを対象機種に追加いたします。
＜適用条件等＞
適用条件
対象購入機種

・他社からのお乗りかえで対象購入機種をご購入いただく
ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ、ｉＰｈｏｎｅ ６ｓ Ｐｌｕｓ

割引内容

機種のご購入代金を最大１０，８００円（税込）割引

実施期間

２０１５年９月２５日（金） ～ ２０１５年１１月３日（火）

