２０１４年１１月２７日
イ オ ン 株 式 会 社
ビ ッ グ ロー ブ 株式 会 社

１２/５(金)第４弾「イオンスマホ」発売

ついに“日本製イオンスマホ”登場
端 末 代 金 込 み 月 額 ２ ,８ ８ ０ 円 ！ 最 低 利 用 期 間 ・ 解 除 金 な し ！
イオンとビッグローブ株式会社は、１２月５日（金）全国の「イオン」等５５０店舗において、
第４弾となる「イオンスマホ」を発売します。第４弾は、
「イオンスマホ」メインユーザーである
５５歳以上のＧ.Ｇ世代※を中心に絶大な信頼と人気を誇る富士通の日本製端末「ARROWS M01」を
BIGLOBE の通信サービスとセットで月額２,８８０円（税込３,１１０円）でご提供します。
本年４月に“格安スマホ”の先駆けとなる「イオンスマホ」を発売して以来、明瞭で“格安”
な価格設定にくわえ、最低利用期間や契約解除料を設けずに、アフターサービスを充実させる
ことで、“ガラケー”の携帯電話をご利用されている主婦層、Ｇ.Ｇ世代のお客さまの“スマホ”
デビューを応援してきました。
その一方で、Ｇ.Ｇ世代のお客さまからは「今まで使ってきたケータイのブランド端末がほしい」
「知っている日本メーカーの方が親しみがあっていい」といったお声をいただいていました。
こうした声を受け、見やすく、やりたい操作がすぐに分かる使いやすさを追求した特別モデル・
富士通「ARROWS M01」を企画しました。

Ｇ.Ｇ世代の“スマホ”デビューを応援！
“格安”で使いやすさ抜群の“日本製”
特長
１

日本製端末代金込み

（税込３,１１０円）

特長
２

簡単！

特長
３

旅行やおでかけも安心な

操作

特長
４

で家事や水回りでの使用も安心

オプションサービスでさらに安心・快適！

イオン安心パック

月額６００円（税込６４８円）

※Ｇ.Ｇ世代:「GRAND GENERATION」は、脚本家や大学教授など幅広い分野で活躍されている小山薫堂さんが提唱するシニア世代
の考え方です。「GRAND」は最上級を意味し、人生の中でも最上の世代と捉えた考え方にイオンは賛同し、「GRAND GENERATION」
をお客さまに認知いただく取り組みを推進しています。
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【第４弾「イオンスマホ」について】
発 売 日：１２月５日（金）
端
末：富士通「ARROWS M01」（３６,７２０円（税込３９,６５７円））
通信サービス：BIGLOBE「BIGLOBE LTE・3G」音声通話スタートプラン注１
販売店舗：総合スーパー「イオン」
、ホームセンター「サンデー」等５５０店舗
ネットショップ「おうちでイオン イオンショップ」（https://www.aeonshop.com/）
価 格 注 ２：①端末代金：月額１,５３０円（税込１,６５２円）×２４回支払
②通信サービス料：月額１,３５０円（税込１,４５８円）＋通話料（２０円（税込２１円）/３０秒）
③合計
：月額２,８８０円（税込３,１１０円）＋通話料（２０円（税込２１円）/３０秒）
注３
承り方法 ：①携帯電話売場がある「イオン」：◇新規契約…店頭申込、当日店頭お渡し
◇他社お乗換え(ＭＮＰ)…店頭申込、後日ご自宅へお届け
② ①以外の店舗
：店舗で端末代金お支払い、申込キットお渡し/
ご自宅でネットもしくは郵送で申込/ご自宅へお届け
※店舗によって承り方法が異なります。
※イオンスマホ第４弾の詳細については、ＨＰ（http://www.aeonretail.jp/campaign/newcom/）
をご参照ください。

“お客さま第一”の３つの特長
（１）最低利用期間なし！契約解除料なし！
スマホに挑戦してみたいけど、使いこなしきれなかった場合が不安
→「イオンスマホ」にご満足いただけなかった場合、お客さまにご負担がかからない
よう最低利用期間を設けず、契約解除料もいただいていません。「イオンスマホ」
なら気軽にスマートフォンデビューができます。
（２）明瞭な料金設定
複雑な料金体系でどういったサービスにいくら払っているのか分からない
→「イオンスマホ」の月額料金は、端末代金と通信サービス料のみの１プライスです。
その他のサービスはお客さまが必要なサービスを必要な月だけご契約いただけます。
（３）充実のサポート「イオンスマホ安心パック」
初めてスマホを持つので、使い方や故障した時などが不安
→スマートフォンを初めてお持ちになる方にも安心してご利用いただけるよう、端末
保証サービス、電話サポートサービス、セキュリティサービスの３つをまとめた
「イオンスマホ安心パック」をご用意しています。

注１

「BIGLOBE LTE・3G」音声通話スタートプランは、月額１,６００円（税抜）のプランです。
「イオンスマホ」ご契約特典
により２４カ月間は、月額１,３５０円（税抜）でご利用いただけます。２５カ月目からは、月額１,６００円（税抜）と
なります。高速通信容量１GB/月を使い切った場合は、通信速度が上り下りともに最大２００kbps に制限されます。また、
直近７２時間で１２０MB を超えた場合、通信速度を制限させていただく場合があります。
注２ 別途「BIGLOBE はじめまセット」３,０００円（税抜）が必要となります。端末代金のお支払方法の２４回支払はイオン
カード支払限定で初回 1,６６１円（税込）、２回目以降１,６５２円（税込）となります。
注３ 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、日本国パスポート等の本人確認書類が必要です。新規ご
契約および他社からのお乗換え（ＭＮＰ）によるご契約のみの承りとなります。また、店舗、契約の種類により、後日の
お届けとなる場合があります。ＭＮＰ転入の場合、ＭＮＰ予約番号をご用意ください（有効期限１０日以上必要です）。
お申込み後、ＭＮＰの手続き完了からスマートフォンが到着するまで（通常２～３日程度）、お手元の携帯電話はご利用
いただけなくなります。
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◆第４弾「イオンスマホ」Ｇ.Ｇ世代にやさしい４つの特長◆
スマートフォンに興味はあっても、
「料金が高い」「契約期間中は解約するにもお金がかかるの
で使いこなせないと不安」といったＧ.Ｇ世代のお客さまに、
“格安”価格に、使いやすく馴染み
のある日本製の端末、さらに手厚いサポート体制で、安心・快適なスマートフォンのあるくらし
をお届けします。

（特長１）日本製端末代金込み
（税込３,１１０円）
Ｇ.Ｇ世代のお客さまのスマートフォン使用シーンに合わせた通信サービス・端末をご提供する
ことで、スマートフォンを楽しむのに不便がない最適な“格安”価格を実現しました。
◆高速通信容量の最適容量をご提供
「動画はあまり見ない、ＳＮＳやインターネット閲覧中心」というＧ.Ｇ世代のお客さまにとっ
ては、大容量の高速通信容量は不要なことが多いです。月間の高速通信容量を１GB に抑えるこ
とで通信サービス基本料を月額１,３５０円（税込１,４５８円）にしました。
◆日本製端末の安心感を多くのお客さまにお届けすることでコストを圧縮
全国の「イオン」店舗を通じて販売することで、大量生産によるコストダウンを図るとともに、
Ｇ.Ｇ世代のお客さまのニーズが少ない赤外線やワンセグ機能などのトレードオフにより、端末
代金総額３６,７２０円（税込３９,６５７円）を実現しました。
（特長２）簡単！
操作
◆使いたい機能がぱっと見て分かる画面レイアウト
「アイコンが小さいので、使いたい機能がどこにあるのか分からない」
「ガラケーと機能ボタンの並びが違うので、ボタンを覚えられない」と
スマートフォンならではの画面操作に戸惑われるＧ.Ｇ世代のお客さま
のお声を受け、
「電話」や「メール」など使用頻度の高い機能を大きく、
分かりやすく配置する機能を搭載しています。
◆さらに明るく、横から見てもきれいに見える有機ＥＬ画面
有機ＥＬパネルの採用により、液晶パネルに比べて輝度が高く、視野角
が広くなりました。旅先やご家族の写真をよりクリアに見ることができ
ます。ご友人同士で写真を見せ合うのにも最適なパネルです。
（特長３）旅行やおでかけも安心な
「ガラケーに比べて、スマホは電池の持ちが悪いと聞いた」というお客さまの不安を解消する
ため、２,５００mAh の電池を搭載し、最大待ち受け時間約７００時間（ＬＴＥ）/約９５０時間
（３Ｇ）
、最大連続通話時間約１１時間を実現しました。充電機会の少ない外出先や旅行も安心し
てスマートフォンを持って出かけられます。
また、携帯電話でご利用が多い「卓上ホルダ」もセットになっているので、充電する際も小さ
い充電口への差し込みが不要で便利です。
（特長４）
で家事や水回りでの使用も安心
※
防水（IPX5/8）
・防塵(IP5X) に対応しているので、雨に濡れたり、お風呂やキッチンでの使用で
も安心してお使いいただけます。
※防水（IPX5/8）
・防塵（IP5X）
：IPX5/8 の防水性能。IP5X の防塵性能。IPX8 とは常温で水道水の水深１.５m のところに「ARROWS
M01」を沈め、約３０分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。IPX5 とは、内径
６.３mm の注水ノズルを使用し、約３m の距離から１２.５L/分の水を最低３分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当て
ても、通信機器としての機能を有することを意味します。IP5X とは、粒径７５μm 以下の塵埃が入った装置に８時間入れて取
り出した時に通信機器の機能を有することを意味します。

【お客さまお問い合わせ窓口】
◆スマートフォンについて：富士通スマートフォン修理・相談窓口 ℡：０５０-３１５２-２７９９
◆通信サービスについて：
「BIGLOBE カスタマーサポートインフォメーションデスク」
TEL：０１２０-８６-０９６２、携帯電話・ＰＨＳ・ＣＡＴＶの場合 ０３-６３８５-０９６２
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◆第４弾「イオンスマホ」主な仕様◆
※価格は本体（税抜）価格
第４弾
（ご参考）第３弾
（ご参考）第２弾
月額料金
２,８８０円
２,９８０円
１,９８０円
端末代金 １,５３０円（×２４回） １,３３０円（×２４回）
６３０円（×２４回）
通信料金
１,３５０円
１,６５０円
１,３５０円
通信業者
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社
通信サービス
「BIGLOBE LTE・3G」
「BIGLOBE LTE・3G」
「BIGLOBE LTE・3G 」
音声通話スタートプラン
ライト S プラン
音声通話スタートプラン
※音声通話とＳＭＳ付データ
通信が利用可能

通話料

２０円/３０秒

２０円/３０秒

２０円/３０秒

※「BIGLOBE でんわ」アプリ(無料)
のご利用で１０円/３０秒

※「BIGLOBE でんわ」アプリ(無料)
のご利用で１０円/３０秒

※１GB を使い切った場合は、通信
速度が上り下りともに最大
２００kbps に制限されます。

なし
なし
ＬＴＥ
ＬＴＥ:１５０Mbps
３Ｇ : １４Mbps
５GB/月

ＬＴＥ：３Ｇ ：１４Mbps
１GB/月

※５GB を使い切った場合は、通信
速度が上り下りともに最大
２００kbps に制限されます。

※１GB を使い切った場合は、通信
速度が上り下りともに最大
２００kbps に制限されます。

使い放題
「ALCATEL ONETOUCH」
「ARROWS MO1」
IDOL 2 S
メーカー
富士通（日本製）
TCL
サイズ
138×68×10.9（㎜）
135.5×69.7×7.45（㎜）
ディスプレイ ４.５インチ（有機ＥＬ）
５インチ
１２８０×７２０ ＨＤ
１２８０×７２０ ＨＤ
重さ
１５３g
１２６g
カメラ
背面：８００万画素
背面：８００万画素
前面：１３０万画素
前面：１３０万画素
ＯＳ
Android4.4
Android4.3
その他
ＳＩＭフリー
ＳＩＭフリー
防 水 (IPX5/8) ･防 塵 機 能 (IP5X)
電池容量２,５００mAh
プリインストールアプリ イオンお買い物アプリ、 イオンお買い物アプリ、

使い放題

ミ ボ ン

最低利用期間
契約解除料
オプション

※音声通話とＳＭＳ付データ
通信が利用可能

※「BIGLOBE でんわ」アプリ(無料)
のご利用で１０円/３０秒

無料通話
なし
データ基本料
なし
規格
ＬＴＥ
最大通信速度 ＬＴＥ:１５０Mbps
３Ｇ : １４Mbps
高速通信容量
１GB/月

データ量
機種

※音声通話とＳＭＳ付データ
通信が利用可能

電子書籍アプリmibon
なし
なし
①イオンスマホ安心パック
６００円/月
②高速データオプション
３００円/１００MB

なし
なし
３Ｇ

使い放題
「geanee」FXC-5A
JENESIS
144.2×71.7×8.5（㎜）
５インチ
９６０×５４０
１３３g
背面：５００万画素
前面：２００万画素
Android4.4
ＳＩＭフリー

イオンお買物アプリ

ミ ボ ン

電子書籍アプリmibon
なし
なし
①イオンスマホ安心パック
６００円/月
②高速データオプション
３００円/１００MB
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なし
なし
①イオンスマホ安心パック
５００円/月
②高速データオプション
３００円/１００MB

