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NCVが家計応援!!

料金 やすい使いやすい
ケータイでんわ
が

のスマホ

地域密着
だからこそできる!おすすめプランの「データ通信3GB」って、

どれくらい使えるの？

3GBに相当する操作 1日平均の操作

Web表示

YouTube動画

LINEによる通話

15,000ページの閲覧 500ページの閲覧

1,500分の動画閲覧 50分の動画閲覧

166.65時間の通話 5時間30分の通話

表中の値はあくまでも目安です。参照：「よくわかるMVNO SIMカード」「格安スマホ学園」のホームページより

ホーム画面 マイページ
「クーポン残量照会」

3GBに相当する操作の目安

今月、あとどのくらい使えるのか知りたい。

マイページにログインして、「クーポン※残量照会」
から確認する事ができます。

※クーポンとは、高速通信が可能なデータ量のこと。
※当月付与されたクーポンは、翌月末日までの有効期限となっています。
※ご利用開始月のクーポンは、日割りでの付与となります。

Q&A

マイページでは、
「クーポン残量照会」の他、
「契約内容照会」、
「クーポンON/OFF」、
「チャージ（クーポン購入）」、
「SMS通数照会」
「チャージ履歴照会」が
ご覧いただけます。
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シャープ AQUOS sense lite (SH-M05)

2018.12.18現在の内容です。

米沢センター

TEL.0238-24-2525

〒992-0044 山形県米沢市春日4-２-７５
■営業時間／9：00～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-y@ncv.co.jp

53-2525ケーブルラインの方はコチラ

20-4000ケーブルプラス電話の方はコチラ

新潟センター

TEL.025-210-1200

〒950-1189 新潟県新潟市西区山田2310-39
■営業時間／9：00～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-n@ncv.co.jp

函館センター

TEL.0138-34-2525

〒041-0801 北海道函館市桔梗町379-31
■営業時間／9：00～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-h@ncv.co.jp

87-2525ケーブルラインの方はコチラ

76-2525ケーブルプラス電話の方はコチラ

025-369-1000ケーブルラインの方はコチラ

025-311-1000ケーブルプラス電話の方はコチラ

福島センター

TEL.0120-173-577

〒960-8252 福島県福島市御山字一本松17-1-1
■営業時間／9：15～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-f@ncv.co.jp

株式会社ニューメディア
■ お問い合わせはこちら

https://www.ncv.co.jp/

840円/月（税抜）

通話定額サービス通話定額サービス
10分以内の通話なら
何回かけても無料！

オプション

10分かけ放題
好評



サービス案内

携帯番号はそのまま利用可おすすめ
　ポイント

1

料金もおトク

今お使いの”090”などから始まる
携帯電話番号を移行して、そのまま
利用することが可能です。（MNP対応）
もちろん新しい番号でのお申込もOK!

MNPにてお申込の場合、お渡し直前の数時間程度、お電話が
ご利用できなくなります。

もちろん全国で利用可能おすすめ
　ポイント

2

ドコモSIMならドコモエリア、
auSIMならauエリアで利用できるから、
全国で安心して使えます。

LINEなどアプリも色々使えるおすすめ
　ポイント

3

Android搭載だから
アプリも色々使えて便利
※一部機能はご利用できない
　場合があります。

LTE対応
インターネットもスムーズ

おすすめ
　ポイント

4

LTE対応だから
インターネットもスムーズに使えます。

※月額の通信量が、ご契約の通信容量
（3GB、または7GB）を超過した場合
は、通信速度が低下します。

※本サービスの通信回線はNTTドコモの
3G及びLTEネットワーク、またはauの
LTEネットワークを利用しています。ただ
し、NTTドコモおよびKDDIが提供する
サービスを利用することはできません。

※月額料金には別途、端末料金（分割24ヶ月未満の場合）、通話料、SMS送信料、
ユニバーサルサービス料がかかります。

※家族間通話などのプラン提供はありません。

M M

の特徴

利用料がやすい

お客様のご契約内容によって

さらにお安く!!

おすすめ
　ポイント

5

円
税抜1,670月額

NCVインターネットご加入中の方

円
税抜 2,170月額

通常利用料

はじめての方でも安心おすすめ
　ポイント

7

操作が簡単!!
NCV専用画面
かんたんポイント 1
ワンタッチですぐに電話が可能
よく電話する電話番号を3つまで登録できる

電話もかんたん !

かんたんポイント 2
ワンタッチでアプリがすぐに使える
お気に入りを登録することも可能

アプリもかんたん !

かんたんポイント 3

標準のAndroid画面に戻すこともできます。
※画面はイメージのため、実機とは異なる場合があります。

よく使用するアプリもワンタッチ！
すぐに使えて便利

すぐに
　使える!

GB3 データ通信 音声通話（SMS付）+ プランの場合

の はスマホ
こんな方にピッタリ

スマホ料金を
抑えたい！
スマホ料金を
抑えたい！

自分にあったプランで
おトクに使いたい！
自分にあったプランで
おトクに使いたい！

スマホデビュー
してみたい！
スマホデビュー
してみたい！

マップ カレンダー

LTE

円
基本料

割引500税抜最
大

端末もおトクおすすめ
　ポイント

6

HUAWEI
MediaPad T5 10AQUOS (SH-M05)sense lite

SHARP

税抜

円31,500一括購入

円
税抜

月額1,400分割購入※
（24ヶ月）

税抜

円23,700一括購入

月額 円
税抜1,100分割購入※

（24ヶ月）

※分割購入価格は販売時の消費税率で算出し、24カ月に分けてお支払いいただきます。

（参考税込価格34,020円） （参考税込価格25,596円）

（参考税込総額36,288円） （参考税込総額28,512円）



美しい画面表示、
快適な操作感、すぐれた防水性能。
AQUOSらしさを大切にしつつ、
使いやすさを追求したAQUOS sense lite。

指紋認証

お問い合わせ・ご契約お申し込みの
流れ

NCVの窓口へお越し下さい。
※予めお電話いただくとスムーズに
　ご案内することが可能です。

機器準備
ご契約内容に応じ、

機器の準備をさせていただきます。
※日数をいただく場合がございます。

スマホお渡し
窓口へお越しいただき、お渡し。
設定作業や操作説明を行います。
※準備が出来次第、ご連絡します。

ご利用開始
お渡ししたその日から、

通話・インターネット・各種アプリも
お使いいただけます。

販売端末

お申込みの流れ

NTTドコモで使用しているスマートフォン・auで使用している
VoLTE対応のスマートフォン・SIMフリー端末

※一部非対応の端末もございます。
　詳しくは、NCVまでお問い合わせください。

※画像は全てイメージです。　※記載の会社名および製品名・サービス名は各社の登録商標または商標です。
※分割購入価格は販売時の消費税率で算出し、24ヵ月に分けてお支払いいただきます。

■スマートフォン

お申込の際、クレジットカードや本人確認書類・印鑑が必要です。

NCV SIM対応端末

テザリング

AQUOS
sense lite (SH-M05)

31,500円
税別

1,400
（参考税込総額36,288円）

（参考税込価格34,020円）

円/月
税別

一括購入価格

分割購入価格
（24ヶ月）

本体価格

あなたを満たす、新たなセンス。
防水性能、おサイフケータイなど充実した機能で使いやすさを追求。

auドコモ

※1.上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※2. 802.11は2.4GHzのみ対応です。
※3. アプリによっては一部非対応です。また、出荷時の設定はOFFです。

AQUOSならではの美しいディスプレイ
高精細フルHD IGZO搭載

画面が濡れても快適に使える防水性能
おサイフケータイなど充実の機能

高精細だから風景や料理も
まるで見たまま

濡れた手のままレシピも見られて
お風呂にも持っていける

水濡れに強いIGZO
ディスプレイ＆タッチパネル

うっかり落としても
こわれにくい

耐衝撃 MIL-STD810G準拠

動画も鮮やかに再生できる

約5.0インチ フルHD 
IGZOディスプレイ

バーチャルHDR ※3

■ 本体サイズ　約72（W）×約144（H）×約8.5（D）mm
■ 本体重量　約147g
■ 画面サイズ　約5.0型
■ メモリ／ストレージ※1　3GB／32GB
■ プロセッサ　Qualcomm®SnapdragonTM430（MSM8937）(オクタコアCPU)
■ Wi-Fi／テザリング　○（IEEE802.11※2/b/g/n）／○

■タブレット ■モバイルルーター
タブレットやパソコンを接続して
高速・快適にインターネットへ接続。

使い方広がる
NCVのモバイルルーター。

エンターテイメントをもっと楽しく。
洗練されたシックなデザインで魅了する
10.1インチタブレット

本体価格

23,700円
税別

1,100
（参考税込総額28,512円）

（参考税込価格25,596円）

円/月
税別

一括購入価格

分割購入価格
（24ヶ月）

本体価格

22,900円
税別

1,000
（参考税込総額25,920円）

（参考税込価格24,732円）

円/月
税別

一括購入価格

分割購入価格
（24ヶ月）

HUAWEI(ファーウェイ)
MediaPad T5 10
（AGS2-L09）

※クレードルは別売

NEC
Aterm MR05LN

auドコモドコモ

■ メモリ／ストレージ※1  2GB/16GB
■ プロセッサ　HUAWEI Kirin 659 オクタコア
■ Wi-Fi/テザリング　〇（IEEE802.11a/b/g/n/ac)/〇
※1 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量が
ユーザー使用可能領域ではありません。



SIM発行手数料

最低利用期間

3,000
初期費用・ご契約期間

円/SIMカード1枚につき
音声通話サービスをご契約の場合、
利用開始翌月より１２ヶ月

※最低利用期間内に解約した場合（MNPによる他事業者への転出を含む）
　1,000円×12ヶ月に満たない月数の契約解除料をお支払いいただきます。

※　　　　　　　　 をご契約するには、NCVのケーブルテレビまたはインターネットのご契約が必要です。

SIMカード再発行 3,000円/SIMカード1枚につき

追加クーポン 200
オプション・その他手数料

円/100MB単位（3ヶ月先まで有効）

端末の販売価格により利用料が変動します。最長保証期間３年間。
自然故障はもちろん、水没、破損も対象になります。盗難・紛失は保証外。

SIMカード紛失時や、SIMカードが故障した際は、SIMカードの再発行が可能です。

SIMカードサイズ変更 3,000円/SIMカード1枚につき SIMカードのサイズ（標準SIM/microSIM/nanoSIM）の変更が可能です。

MNPで他社携帯回線へ転出が確認された際に発生します。MNP転出手数料 4,000

アンチウィルス、アンチスパイウェア、マルウェア対策、ペアレンタルコント
ロール（特定のサイトやアプリの利用制限、使用時間制限）、アンチセフト
（盗難防止対策・位置情報確認など）、迷惑電話着信拒否を利用できます。

（当月末まで有効）520／ 円/1GB単位
留守番電話 400円/月 割り込み電話 300円/月

ケータイ安心保証
400円～/月

かかってきた迷惑電話を登録すると、以降は先方に「お断りガイダンス」が流れ、電話に着信されません。
利用開始月日割り、解約月満額。100円/月

モバイルセキュリティ
（フィルタリング機能付）

300円/月

通話料 10
通話料・通信料

円～/30秒
無料通話分はありません。

「NCVホームアプリ」または、「ケーブルスマホダイヤル」がインストールされていない場合は、
発信番号の先頭に専用のプレフィックス番号（0037-692）を付与する必要があります。

※ 表示価格は特に記載がある場合を除きすべて税抜です。請求額に1円未満の端数が生じた際は切り捨てて請求します。
※ SIMカードのご契約は一世帯5回線までを上限としています。
※ 携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認のため、運転免許証・日本国パスポート・健康保険証などの本人確認書類が必要です。
※ 携帯キャリアが提供するサービスを利用することはできません。
※ 家族間通話などの通話割引サービスをはじめ、キャリアメールなどもご利用いただけません。
※ 本サービスは電波を利用しているため、サービスエリア内でも屋内や周辺の障害物（建物・地形）などによりご利用になれないことがあります。
　 また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっても、ご利用になれない場合があります。

転送先への通話料は携帯電話のご契約者にかかります。

送信文字数により異なります。

音声オプション 転送電話

SMS送受信料
3
無料
円～/回

月額利用料（端末料金は別途）

7GB
3GB

7GB

3GB
950円/月
780円/月

2,190円/月
2,020円/月

780円/月
2,020円/月

SIMプラン基本料金SIMプランバンドルクーポン（データ通信）

SIMプランバンドルクーポン（データ通信）

Air-NCVスマホ基本料金

SIMプラン基本料金 Air-NCVスマホ基本料金

送信

受信

料金プラン

円/SIMカード1枚につき

1,670円/月

2,910円/月

スマートフォン

モバイルルーター

おすすめ
プラン

おすすめ

外で使う事が
多い方向け

迷惑電話撃退
〈auのみ〉

１音声通話あたり10分以内の通話料金が無料になります。10分を超過した場合は、10円／30秒の通話料が発生します。
発信番号の先頭に専用のプレフィックス番号（0037-692）を付与する必要があります。利用開始月、解約月共に満額請求となります。840円/月通話定額

（10分かけ放題）

500円/月

0円/月

ご契約の内容によって
最大500円/月割引

↓

500円/月→ 0円/月
ご契約の内容によって
最大500円/月割引

 ドコモ データ通信＋SMS

 au データ通信＋SMS
 ドコモ  au データ通信＋音声通話（SMS付）

 ドコモ データ通信＋SMS

 au データ通信＋SMS

 ドコモ  au データ通信＋音声通話（SMS付）

 ドコモ  au データ通信

 ドコモ  au データ通信

3GB 950円/月
1,670円/月

SIMプランバンドルクーポン（データ通信） SIMプラン基本料金 Air-NCVスマホ基本料金

 ドコモ データ通信＋SMS

 ドコモ データ通信＋音声通話（SMS付）

タブレット

7GB 2,190円/月
2,910円/月

500円/月

0円/月

ご契約の内容によって
最大500円/月割引

↓ ドコモ データ通信＋SMS

 ドコモ データ通信＋音声通話（SMS付）
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税抜

円23,700一括購入

月額 円
税抜1,100分割購入※

（24ヶ月）

※分割購入価格は販売時の消費税率で算出し、24カ月に分けてお支払いいただきます。

（参考税込価格34,020円） （参考税込価格25,596円）

（参考税込総額36,288円） （参考税込総額28,512円）



NIKO NIKO CABLE TV
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NCVが家計応援!!

料金 やすい使いやすい
ケータイでんわ
が

のスマホ

地域密着
だからこそできる!おすすめプランの「データ通信3GB」って、

どれくらい使えるの？

3GBに相当する操作 1日平均の操作

Web表示

YouTube動画

LINEによる通話

15,000ページの閲覧 500ページの閲覧

1,500分の動画閲覧 50分の動画閲覧

166.65時間の通話 5時間30分の通話

表中の値はあくまでも目安です。参照：「よくわかるMVNO SIMカード」「格安スマホ学園」のホームページより

ホーム画面 マイページ
「クーポン残量照会」

3GBに相当する操作の目安

今月、あとどのくらい使えるのか知りたい。

マイページにログインして、「クーポン※残量照会」
から確認する事ができます。

※クーポンとは、高速通信が可能なデータ量のこと。
※当月付与されたクーポンは、翌月末日までの有効期限となっています。
※ご利用開始月のクーポンは、日割りでの付与となります。

Q&A

マイページでは、
「クーポン残量照会」の他、
「契約内容照会」、
「クーポンON/OFF」、
「チャージ（クーポン購入）」、
「SMS通数照会」
「チャージ履歴照会」が
ご覧いただけます。

A

Q

A

Q

シャープ AQUOS sense lite (SH-M05)

2018.12.18現在の内容です。

米沢センター

TEL.0238-24-2525

〒992-0044 山形県米沢市春日4-２-７５
■営業時間／9：00～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-y@ncv.co.jp

53-2525ケーブルラインの方はコチラ

20-4000ケーブルプラス電話の方はコチラ

新潟センター

TEL.025-210-1200

〒950-1189 新潟県新潟市西区山田2310-39
■営業時間／9：00～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-n@ncv.co.jp

函館センター

TEL.0138-34-2525

〒041-0801 北海道函館市桔梗町379-31
■営業時間／9：00～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-h@ncv.co.jp

87-2525ケーブルラインの方はコチラ

76-2525ケーブルプラス電話の方はコチラ

025-369-1000ケーブルラインの方はコチラ

025-311-1000ケーブルプラス電話の方はコチラ

福島センター

TEL.0120-173-577

〒960-8252 福島県福島市御山字一本松17-1-1
■営業時間／9：15～18：00〈年中無休〉

［ e-mail ］ info-f@ncv.co.jp

株式会社ニューメディア
■ お問い合わせはこちら

https://www.ncv.co.jp/

840円/月（税抜）

通話定額サービス通話定額サービス
10分以内の通話なら
何回かけても無料！

オプション

10分かけ放題
好評


