
FOMA 携帯電話ご利用 NetSurv ユーザ各位へ             平成 24 年 3 月 
 

FOMA 携帯電話の通信契約、料金コース選択について（改） 
 

NetSurv のリアルタイム解析処理センター接続を 2012 年 3 月 31 日の docomo－mopera サービス 

(mopera.ne.jp)の終了に合わせ docomo の FOMA 携帯電話(Bluetooth、DUN プロファイル有り)に切 

り替える場合、もしくは、NetSurv 通信を docomo の FOMA 携帯電話(Bluetooth、DUN プロファイル 

有り)で行う場合、お手持ちの、または新規ご購入の Bluetooth、DUN プロファイル有り FOMA 携帯 

電話における docomo との契約、料金プラン選択についてご案内いたします。 

※ Bluetooth 機能あり、かつ DUN(Dial Up Network 接続)プロファイルがある FOMA 携帯電話 

でもセンター接続・通信が正常に行えないモデルもありますので、現状弊社で動作確認済み 

新モデルの F-02D(docomoSTYLEseries)を選択いただくか、ご購入事前に候補のモデルを 

docomo ショップ等から借用して必ず動作検証確認してからご購入採用下さい。 
 
 契約手順１．プロバイダ契約『i モード＋mopera-U ライトプラン』または『 i モード＋mopera-U 

スタンダードプラン 』で契約します。 
料金は、ライトプランは ３１５円／月、スタンダードプランは ５２５円／月 

※ ライトプランはインターネット接続と Web データ圧縮、パケットフィルタリング 

（簡易ファイアウォール）のみのサービスで電子メールは提供されません。 

スタンダードプランはライトプラン内容に加えメールアドレス１個が用意されます。 
 

契約手順２．音声通信契約を行います。プラン詳細は添付 docomo 資料を参照下さい。 
       バリュープランかベーシックプランかどちらか選択し、タイプ SS～タイプ LL の 

プランからご利用状況を考慮し、docomo ショップとご相談の上で契約下さい。 
 

契約手順３．データ通信契約を行います。プラン詳細は添付 docomo 資料を参照下さい。 
       パケ・ホーダイ ダブル／パケ・ホーダイ ダブル２／パケ・ホーダイ フラット 
       から、ご利用予定パケット量を考慮し、docomoショップとご相談の上で契約下さい。 

※ NetSurv でのセンター通信パケット量は ３００パケット／分 程度です 

※ mopera-U スタンダードプランに定額制データ通信プランもありますが、i モード 

   が使えない、定額対応以外アクセスポイントへの接続通信は従量課金の制約があります 
 
【コントローラ PDA の通信接続先番号】 
  基本的には ＊９９＊＊＊１＃ → ＊９９＊＊＊３＃ に変更編集下さい。 
  ただし、携帯電話などの端末により接続先番号が変わるとのことですので、機種が決まりました 

ら、ドコモ携帯電話から 151 ダイヤル、または 0120-800-000(docomo サポートセンター）に 
電話にて、もしくはご購入の docomo ショップ等に問い合わせご確認をお願いいたします。 

  ⇒   



〔契約例と料金参考〕 
  契約を、 

・プロバイダは、mopera-U スタンダードで契約 
・音声通信は、ベーシックタイプ S でファミ割 MAX50 かひとりでも割 50 適用で契約 
・データ通信は、パケ・ホーダイダブル２に契約 
で行った場合の料金は、 

  ・プロバイダは i モード＋mopera-U スタンダードプランのセット割  ¥  525／月 
  ・音声通信は  ファミ割 MAX50／ひとりでも割 50／ビジネス割 50＋ベーシックタイプ S 
                           基本料金     ¥2,415／月 
  ・データ通信は パケ・ホーダイ ダブル２      基本料金     ¥2,100／月 
                          （外部機器接続上限  ¥8,190／月） 
  ・ユニバーサル料金（料金は変更有り、docomo お知らせ注意）  現状 ¥    5／月 
  となり、携帯電話機購入代、新規契約料金、通話料金やデジタル通信料、超過パケット分料金 

などを除き毎月の基本料金合計は、 ¥5,045／月 となります。 
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【プロバイダ契約】 i モード＋mopera-U スタンダード  ５２５円／月･･･推奨 
※ i モード＋mopera-U ライトプラン 315 円／月も選択できますが、データ通信契約は従量制 

のみ(0.21 円／1 ﾊﾟｹｯﾄ)であり、パケット量が多い場合高額となるのでお奨めしません。 
 

【音声バリュープラン】 
 

プラン名 
基本使用料 

（月額） 

 

 
継続利用期間1年目で基本

使用料 35%OFF 

 
または 

 
50%OFF 

30 秒あたりの通話料

【】内はテレビ電話など

のデジタル通信料 

1,957 円 

（税抜 1,864 円） 

1,264 円 

（税抜 1,204 円） 

980 円 

（税抜 934 円） 
待受が多い 1 

タイプ SS バリュ

ー 
無料通信分 1,050 円（税抜 1,000 円）はそのまま 

（最大 25 分相当） 2 

21 円（税抜 20 円） 

【37.8 円 

(税抜 36 円)】 

3,150 円 

（税抜 3,000 円） 

2,047 円 

（税抜 1,950 円） 

1,575 円 

（税抜 1,500 円） 
1 日 2 分以上かけ

る 1 

タイプ S バリュー 
無料通信分 2,100 円（税抜 2,000 円）はそのまま 

（最大 55 分相当） 2 

18.9 円 

（税抜 18 円） 

【33.6 円 

(税抜 32 円)】 

5,250 円 

（税抜 5,000 円） 

3,412 円 

（税抜 3,250 円） 

2,625 円 

（税抜 2,500 円） 
1 日 4 分以上かけ

る 1 

タイプM バリュー 
無料通信分 4,200 円（税抜 4,000 円）はそのまま 

（最大 142 分相当） 2 

14.7 円 

（税抜 14 円） 

【26.25 円 

(税抜 25 円)】 

8,400 円 

（税抜 8,000 円） 

5,460 円 

（税抜 5,200 円） 

4,200 円 

（税抜 4,000 円） 
1 日 8 分以上かけ

る 1 

タイプ L バリュー 
無料通信分 6,300 円（税抜 6,000 円）はそのまま 

（最大 300 分相当） 2 

10.5 円 

（税抜 10 円） 

【18.9 円 

(税抜 18 円)】 

13,650 円 

（税抜 13,000 円） 

8,872 円 

（税抜 8,450 円） 

6,825 円 

（税抜 6,500 円） 

1 日 18 分以上か

ける 1 

タイプ LL バリュ

ー 

無料通信分 11,550 円（税抜 11,000 円）はそのまま 

（最大 733 分相当） 2 

7.875 円 

（税抜 7.5 円） 

【14.7 円 

(税抜 14 円)】 

1 無料通信分をすべて音声電話でご利用になられた場合の目安です。各種割引サービスは適用 
しておりません。継続利用期間 1 年までの場合です。1 ヶ月を 30 日として計算しています。  

2 各種割引サービスは適用していません。  
 海外パケ・ホーダイの通信料、i モードなどの情報料、DCMX mini、ドコモケータイ払い、 

コレクトコール（106）、電報（115）、電話番号案内（104）の案内料、他事業者提供の 
国際電話、（0570）（0180）から始まる電話番号などは、基本使用料に含まれる無料通信分

の対象外です。ただし、2010 年 11 月 30 日までは、基本使用料に含まれる無料通信分は、

海外パケ・ホーダイの通信料にも適用されます。  
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【音声ベーシックプラン】 

 

プラン名 
基本使用料 

（月額） 

 
または 

 
50%OFF 

30 秒あたりの 

通話料 

【】内はテレビ電話などの 

デジタル通信料 

3,780 円 

（税抜 3,600 円） 

1,890 円 

（税抜 1,800 円） 待受が多い 1 

タイプ SS 無料通信分 1,050 円（税抜 1,000 円）はそのまま

（最大 25 分相当） 2 

21 円 

（税抜 20 円） 

【37.8 円 

(税抜 36 円)】 

4,830 円 

（税抜 4,600 円） 

2,415 円 

（税抜 2,300 円） 1 日 2 分以上かける 1 

タイプ S 無料通信分 2,100 円（税抜 2,000 円）はそのまま

（最大 55 分相当） 2 

18.9 円 

（税抜 18 円） 

【33.6 円 

(税抜 32 円)】 

6,930 円 

（税抜 6,600 円） 

3,465 円 

（税抜 3,300 円） 1 日 4 分以上かける 1 

タイプ M 無料通信分 4,200 円（税抜 4,000 円）はそのまま

（最大 142 分相当） 2 

14.7 円 

（税抜 14 円） 

【26.25 円 

(税抜 25 円)】 

10,080 円 

（税抜 9,600 円） 

5,040 円 

（税抜 4,800 円） 1 日 8 分以上かける 1 

タイプ L 無料通信分 6,300 円（税抜 6,000 円）はそのまま

（最大 300 分相当） 2 

10.5 円 

（税抜 10 円） 

【18.9 円 

(税抜 18 円)】 

15,330 円 

（税抜 14,600 円） 

7,665 円 

（税抜 7,300 円） 1 日 18 分以上かける 1 

タイプ LL 無料通信分 11,550 円（税抜 11,000 円）はそのまま

（最大 733 分相当） 2 

7.875 円 

（税抜 7.5 円） 

【14.7 円 

(税抜 14 円)】 

1 無料通信分をすべて音声電話でご利用になられた場合の目安です。各種割引サービスは適用 
しておりません。継続利用期間 1 年までの場合です。1 ヶ月を 30 日として計算しています。  

2 各種割引サービスは適用していません。  
 海外パケ・ホーダイの通信料、i モードなどの情報料、DCMX mini、ドコモケータイ払い、 
コレクトコール（106）、電報（115）、電話番号案内（104）の案内料、他事業者提供の 
国際電話、（0570）（0180）から始まる電話番号などは、基本使用料に含まれる無料通信分 
の対象外です。ただし、2010 年 11 月 30 日までは、基本使用料に含まれる無料通信分は、 
海外パケ・ホーダイの通信料にも適用されます 
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【データ通信契約】 
パケ・ホーダイ ダブル／パケ・ホーダイ ダブル２／パケ・ホーダイ フラット 
 

１．【i モードのあんしんパケット定額サービス】パケ・ホーダイ ダブル 

「パケ・ホーダイ ダブル」は、月々390 円からはじめられ、国内での FOMA i モード通信をたくさん使っても上限額

4,410 円で使い放題となるパケット定額サービスです。 

スマートフォンをご利用のお客さまはスマートフォン定額対応アクセスポイントを利用した通信のみをご利用の場合

をご確認ください。 

FOMA で i モード通信のみをご利用の場合 

 

 i モードフルブラウザやパソコンなどの外部機器を接続した通信をご利用の場合の料金 
    イメージについては、ご注意事項をご覧ください。  

 スマートフォンをご利用の場合の料金イメージについては 
    スマートフォン定額対応アクセスポイントを利用した通信のみをご利用の場合をご確認 
    ください。  

 
ご利用料金 

定額料（＝無料通信分） 390 円（税抜 372 円）

i モード 4,410 円（税抜 4,200 円）

i モードフルブラウザ 1 

スマートフォン定額通信

3 

128K 通信 4 

5,985 円（税抜 5,700 円）
上限額 

スマートフォンを利用し

た通信  
パソコンなどの外部機器

を接続した通信 2  
上記以外 8,190 円（税抜 7,800 円）

5,985 円（税抜 5,700 円）まで 0.084 円（税抜 0.08 円）
通信料 

5,985 円（税抜 5,700 円）超過分 0.021 円（税抜 0.02 円）

1 i モードフルブラウザは対応機種のみご利用いただけます。  
2 ご利用には別途対応プロバイダとの契約が必要となります。128K 通信をご利用の場合は 
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128K 通信対応プロバイダ、128K 通信以外をご利用の場合は 
従量制データ通信対応プロバイダ（パケット通信）をご確認ください。  

3 スマートフォン定額通信とは、スマートフォン定額対応アクセスポイントを利用した国内に 
     おける FOMA パケット通信（パソコンなどの外部機器を接続しての利用は除きます）です。 
     sp モード、mopera U などの対応プロバイダとのご契約が必要です。  

4 128K 通信とは、特定アクセスポイントを利用した受信最大 128kbps／送信最大 64kbps の 
通信です。一部機種ではご利用いただけません。詳細は 128K 通信の対応機種をご確認くだ 
さい。（通信速度は、ベストエフォートでの提供となり、実際の通信速度は、通信環境や 
ネットワークの混雑状況に応じて変化します。）  

 N-08B で「Lui」機能または PC メールをご利用の場合の通信料金について、詳しくは 
    N-08B をご利用の場合のパケ・ホーダイ ダブルのご利用料金をご確認ください。  
データ量の大きいサービスをご利用の方にオススメ 

着うたフル®、i アプリ（メガゲーム）、i モードメール（2MB）ファイル添付、i アプリによる動画配信、デコメアニメ®、直

感ゲーム、うた・ホーダイ、GPS によるナビゲーション、きせかえツール、i モーション、コミック/写真集などをご利用

になる場合、パケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル」をご利用ください。 

 

対象となる料金プランと通信 

対象料金プラン 対象となる通信 

FOMA 新料金プラン（タイプシンプル、タイプシ

ンプル バリュー除く） 

FOMA の i モード通信  
i モードフルブラウザ通信  
パソコンなどの外部機器を接続した通信 
スマートフォンを利用した通信 

※ご利用対象外のサービス・通信、同時にご利用いただけないサービス 
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／ 
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／ 
ブラックベリーデータ通信パック  
 

※定額対象外の通信 
国際ローミング中のパケット通信（i モード通信および i モードフルブラウザ通信含む）など、 
以下の通信は「パケ・ホーダイ ダブル」の適用対象外です。 
・ 国際ローミング中のパケット通信（i モード通信および i モードフルブラウザ通信含む）、 
  ただし、国際ローミング中のパケット通信料について、「パケ・ホーダイ ダブル」 
  ご契約者が「海外パケ・ホーダイ」対象通信事業者でパケット通信を行う場合は、 
  「海外パケ・ホーダイ」の通信料が適用されます。 
・ デュアルネットワークサービス利用時の mova におけるパケット通信（i モード通信含む） 
・ ショートメッセージサービス  
・ 音声通話  
・ デジタル通信（テレビ電話・64K データ通信） 
・ ホーム U 通話 など 
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２．【i モードのあんしんパケット定額サービス】パケ・ホーダイ ダブル２ 

「パケ・ホーダイ ダブル２」は、月々2,100 円からはじめられ、国内での FOMA i モード通信をたくさん使っても上限額

4,410 円で使い放題となる 2 段階のパケット定額サービスです。 

スマートフォンをご利用のお客さまはスマートフォン定額対応アクセスポイントを利用した通信のみをご利用の場合

をご確認ください。 

 

FOMA で i モード通信のみをご利用の場合 

 
 i モードフルブラウザやパソコンなどの外部機器を接続した通信をご利用の場合の料金 

    イメージについては、ご注意事項をご覧ください。  
スマートフォンをご利用の場合の料金イメージについては 

    スマートフォン定額対応アクセスポイントを利用した通信のみをご利用の場合をご確認 
    ください。 

  
ご利用料金 

定額料（＝無料通信分） 2,100 円（税抜 2,000 円）

i モード 4,410 円（税抜 4,200 円）

i モードフルブラウザ 1 

スマートフォン定額通信 3

128K 通信 4 

5,985 円（税抜 5,700 円）

上限額 
スマートフォンを利用した

通信  
パソコンなどの外部機器を

接続した通信 2  上記以外 8,190 円（税抜 7,800 円）

5,985 円（税抜 5,700 円）まで 0.0525 円（税抜 0.05 円）
通信料 

5,985 円（税抜 5,700 円）超過分 0.021 円（税抜 0.02 円）

1i モードフルブラウザは対応機種のみご利用いただけます。  
2 ご利用には別途対応プロバイダとの契約が必要となります。128K 通信をご利用の場合は 

     128K 通信対応プロバイダ、128K 通信以外をご利用の場合は 
     従量制データ通信対応プロバイダ（パケット通信）をご確認ください。  
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3 スマートフォン定額通信とは、スマートフォン定額対応アクセスポイントを利用した国内に 
     おけるFOMAパケット通信（パソコンなどの外部機器を接続しての利用は除きます）です。 
     sp モード、mopera U などの対応プロバイダとのご契約が必要です。  

4128K 通信とは、特定アクセスポイントを利用した受信最大 128kbps／送信最大 64kbps の 
     通信です。一部機種ではご利用いただけません。詳細は 128K 通信の対応機種をご確認 
     ください。（通信速度は、ベストエフォートでの提供となり、実際の通信速度は、通信環境 
     やネットワークの混雑状況に応じて変化します。）  
データ量の大きいサービスをご利用の方にオススメ 

着うたフル®、i アプリ（メガゲーム）、i モードメール（2MB）ファイル添付、i アプリによる動画配信、デコメアニメ®、直

感ゲーム、うた・ホーダイ、GPS によるナビゲーション、きせかえツール、i モーション、コミック/写真集などをご利用

になる場合、パケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル２」などのパケット定額サービスをご利

用ください。 

 

対象となる料金プランと通信 

対象料金プラン 対象となる通信 

FOMA 新料金プラン 

FOMA の i モード通信  
スマートフォン定額通信  
i モードフルブラウザ通信  
パソコンなどの外部機器を接続した通信

※ご利用対象外のサービス・通信、同時にご利用いただけないサービス 
パケ・ホーダイ フラット／パケ・ホーダイ ダブル／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／ 
ブラックベリーデータ通信パック  

 
※定額対象外の通信 

国際ローミング中のパケット通信（i モード通信および i モードフルブラウザ通信含む）など、 
以下の通信は「パケ・ホーダイ ダブル２」の適用対象外です。 

・国際ローミング中のパケット通信（i モード通信および i モードフルブラウザ通信含む）、 
ただし、国際ローミング中のパケット通信料について、「パケ・ホーダイ ダブル２」 
ご契約者が「海外パケ・ホーダイ」対象通信事業者でパケット通信を行う場合は、 
「海外パケ・ホーダイ」の通信料が適用されます。  

・デュアルネットワークサービス利用時の mova におけるパケット通信（i モード通信含む） 
・ショートメッセージサービス  
・音声通話  
・デジタル通信（テレビ電話・64K データ通信）  
・ホーム U 通話 など 
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３．【スマートフォンのあんしんパケット定額サービス】パケ・ホーダイ フラット 

「パケ・ホーダイ フラット」は月額定額料 5,460 円でスマートフォン定額通信が使い放題になるパケット定額サービス

です。スマートフォンでリッチなコンテンツをご利用のお客様にオススメのサービスです。 

 

定額通信 1 のみをご利用の場合 

 
1 i モードフルブラウザやパソコンなどの外部機器を接続した通信をご利用の場合の料金イメージに 

ついては、ご注意事項をご覧ください。 

 

ご利用料金 

定額料 5,460 円（税抜 5,200 円） 

スマートフォン定額通信 2 

i モード通信 
定額料で使い放題 

i モードフルブラウザ通信 3 

128K 通信 5
5,985 円（税抜 5,700 円） 

上限額 パソコンなどの外部機器を接続した

通信 4 上記以外 8,190 円（税抜 7,800 円） 

5,985 円（税抜 5,700 円）まで 0.0525 円（税抜 0.05 円） 
通信料 

5,985 円（税抜 5,700 円）超過分 0.021 円（税抜 0.02 円） 

2 スマートフォン定額通信とは、スマートフォン定額対応アクセスポイントを利用した国内に 
     おけるFOMAパケット通信（パソコンなどの外部機器を接続しての利用は除きます）です。 
     sp モード、mopera U などの対応プロバイダとのご契約が必要です。  

3 i モードフルブラウザは対応機種のみご利用いただけます。  
4 ご利用には別途対応プロバイダとの契約が必要となります。128K 通信をご利用の場合は 

128K 通信対応プロバイダ、128K 通信以外をご利用の場合は 
従量制データ通信対応プロバイダ（パケット通信）をご確認ください。  

5 128K 通信とは、特定アクセスポイントを利用した受信最大 128kbps／送信最大 64kbps 
の通信です。一部機種ではご利用いただけません。詳細は 128K 通信の対応機種を 
ご確認ください（通信速度は、ベストエフォートでの提供となり、実際の通信速度は、 
通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します）。 
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対象となる料金プランと通信 

対象料金プラン 対象となる通信 

FOMA 新料金プラン 

スマートフォン定額通信  
FOMA の i モード通信  
i モードフルブラウザ通信  
パソコンなどの外部機器を接続した通信  

※ご利用対象外のサービス・通信、同時にご利用いただけないサービス 
パケ・ホーダイ ダブル２／パケ・ホーダイ ダブル／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／ 
ブラックベリーデータ通信パック  

 
※定額対象外の通信 

国際ローミング中のパケット通信（i モード通信および i モードフルブラウザ通信含む）など、 
以下の通信は「パケ・ホーダイ フラット」の適用対象外です。 

・国際ローミング中のパケット通信（i モード通信および i モードフルブラウザ通信含む）、 
      ただし、国際ローミング中のパケット通信料について、「パケ・ホーダイ フラット」 
      ご契約者が「海外パケ・ホーダイ」対象通信事業者でパケット通信を行う場合は、 
      「海外パケ・ホーダイ」の通信料が適用されます。  

・デュアルネットワークサービス利用時の mova におけるパケット通信（i モード通信含む）  
・ショートメッセージサービス  
・音声通話  
・デジタル通信（テレビ電話・64K データ通信）  
・ホーム U 通話 など 

 
 
【コントローラ PDA の通信接続先番号】 
  基本的には ＊９９＊＊＊１＃ → ＊９９＊＊＊３＃ に変更編集下さい。 
  ただし、携帯電話などの端末により接続先番号が変わりますとのことですので、機種が決まり 

ましたら、ドコモ携帯電話から 151 をダイヤル、または 0120-800-000(docomo サポートセンター） 
に電話にて、もしくはご購入の docomo ショップ等に問い合わせてご確認をお願いいたします。 


