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２０１５年３月１２日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンリテール株式会社 

 

 

3月１３日(金）予約開始。イオンモバイルからの春一番。 

イオンスマホ meets VAIO® Phone 
VAIO® Phone 限定 高速データ通信使い放題プラン１,９８０円※ 

※通信サービス料のみ。端末本体価格は含みません。 

 

  

実物大 

 約７１.３mm 

 約１４１.５mm 

日本通信製「VAIO® Phone」VA-10J  

４８,０００円（税込５１,８４０円） 
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ヘビーユーザーの方にもおすすめ！

高速通信データ使い放題で月額１,９８０円 

高いデザイン性を体現した洗練フォルムと、 

大画面液晶５インチ 

スマホのカメラは１,３００万画素、

最新ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ５.０を搭載 

第５弾「イオンスマホ」VAIO® Phone 
 
３月１３日（金）予約開始、３月下旬発売予定の第５弾「イオンスマホ」はＶＡＩＯブランド

初となるスマートフォン「VAIO® Phone」VA-10Jです。ＶＡＩＯ株式会社デザイン監修・日本通信

株式会社製の本端末は、全国の「イオン」等５４０店舗において販売します。 

 端末とセットで販売する第５弾「イオンスマホ」限定通信プランは、日本通信の音声付高速  

データ通信使い放題で月額１,９８０円（税込２,１３８円）、音声付高速データ通信１ＧＢで月額９８０

円（税込１,０５８円）と圧倒的コストパフォーマンスを追求しました。 

 

 

第５弾「イオンスマホ」VAIO® Phone ３つのこだわり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売概要】 

発 売 日：３月１３日（金）予約開始、３月下旬発売予定 

端 末：日本通信「VAIO® Phone」VA-10J ４８,０００円（税込５１,８４０円） 

     ※２４回支払の場合は月２,０００円（税込２,１６０円） 

通信サービス：①「VAIO® Phone 高速定額プラン」月額１,９８０円（税込２,１３８円） 

       →端末代金とセットで月額３,９８０円（税込４,２９８円） 

②「VAIO® Phoneライトプラン」月額９８０円（税込１,０５８円） 

       →端末代金とセットで月額２,９８０円（税込３,２１８円） 

販売店舗：全国の「イオン」等５４０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/） 

     ※予約受付は全国の「イオン」４３０店舗での承りです。 

 

※詳しくはイオンモバイルＨＰ（http://www.aeonretail.jp/campaign/newcom/）をご覧ください。 

 
注１ 「VAIO®Phone ライトプラン」で高速通信容量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。 

注２ 初期費用として「VAIO®Phone 申込パッケージ」ＳＩＭパッケージ代金３,０００円（税抜）が別途必要となります。 

注３ ＭＮＰによる加入申込には、他の携帯電話事業者から発行されたＭＮＰ予約番号が必要です。ＭＮＰ予約番号の有効期限

が申込時点で 4日以上あることを確認してお申込ください。ＭＮＰによる加入申込の場合は、契約日の当日または翌日か

ら数日間、当該携帯電話番号の利用ができなくなります。 

注４ 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２,１６０円（税込）となります。 

 

 
   

※この製品は日本通信株式会社製です。 

※    及び“ＶＡＩＯ”はソニー株式会社の登録商標です。 

https://www.aeonshop.com/
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＜こだわり１＞ 高速通信データ使い放題で月額１,９８０円 

通信サービスはご利用されるお客さまのスマホの楽しみ方によって異なります。お客さまに  

とって最適な通信プランを圧倒的なコストパフォーマンスでお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   約７１.３mm 

実物大 約１４１.５mm 

＜こだわり２＞ 

高いデザイン性を体現した洗練フォルムと大画面液晶５インチ 

スタイリッシュなデザインの魅力をスマートフォンでも最大限に

引き出すため、 

◆モダンながらもシック、上質感あふれる黒 

◆表と裏のガラス素材を生かした光沢面とマット仕上げの側面

でコントラスト表現 

◆VAIO® ＰＣのラインナップを意識した、起動アニメーション

と壁紙デザイン 

などを採用しました。また、使い勝手の良い大画面５インチの  

ハイビジョンで映像美を引き出します。 

 

＜こだわり３＞ 

ここまできた！スマホのカメラは背面１,３００万画素、 

最新ＯＳ Android5.0 を搭載 

パソコンやスマートフォンを使いこなすお客さまにも快適に  

ご操作いただくため、ＯＳは最新の Android5.0 を採用していま

す。また、背面カメラは納得の１,３００万画素で、どんなシーン

も鮮やかに記録できます。 

動画も重いデータも毎日使う方に！ 

ＬＴＥ 

 
「VAIO® Phone高速定額プラン」 

月額 

１,９８０円 
（税込２,１３８円） 

動画はたまに見るだけの方に！ 

ＬＴＥ 

１ＧＢ 
「VAIO® Phoneライトプラン」 

月額 

９８０円 
（税込１,０５８円） 
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◆第５弾「イオンスマホ」主な仕様◆ 
（高速データ使い放題プランの場合） 

※価格は本体（税抜）価格 

 第５弾 （ご参考）第４弾 （ご参考）第３弾 （ご参考）第２弾 

月額料金 ３,９８０円 ２,８８０円 ２,９８０円 １,９８０円 

端末代金 ２,０００円 １,５３０円 １,３３０円 ６３０円 

通信料金 １,９８０円 １,３５０円 １,６５０円 １,３５０円 

通信業者 日本通信 ビッグローブ ビッグローブ ビッグローブ 

通信サービス 「VAIO® Phone 

高速定額プラン」 
※音声通話とＳＭＳ付 

データ通信が利用可能 

「BIGLOBE LTE・3G」 

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 

「BIGLOBE LTE・3G」 

ライト Sプラン 
※音声通話とＳＭＳ付 

データ通信が利用可能 

「BIGLOBE LTE・3G 」 

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 
※｢BIGLOBEでんわ｣アプリ

(無料)のご利用で１０

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 

２０円/３０秒 
※｢BIGLOBEでんわ｣アプリ

(無料)のご利用で１０

円/３０秒 

無料通話 なし なし なし なし 

データ基本料 なし なし なし なし 

規格 ＬＴＥ ＬＴＥ ＬＴＥ ３Ｇ 

最大通信速度 ＬＴＥ:１５０Mbps 

３Ｇ : １４Mbps 
※端末規格による 

ＬＴＥ:１５０Mbps 

３Ｇ : １４Mbps 

ＬＴＥ:１５０Mbps 

３Ｇ : １４Mbps 

ＬＴＥ：- 

３Ｇ ：１４Mbps 

高速通信容量 使い放題 １GB/月 
※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。 

５GB/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/月 
※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。 

データ量 使い放題 使い放題 使い放題 使い放題 

機種 「VAIO® Phone」

VA-10J 
「ARROWS MO1」 

「ALCATEL ONETOUCH」 

IDOL 2 S 
「geanee」FXC-5A 

メーカー 日本通信 富士通（日本製） TCL JENESIS 

サイズ 約 141.5×71.3×7.95(㎜) 約 138×68×10.9（㎜） 約 135.5×69.7×7.45（㎜） 約 144.2×71.7×8.5（㎜） 

ディスプレイ ５インチ 

１２８０×７２０ ＨＤ 

４.５インチ(有機ＥＬ) 

１２８０×７２０ ＨＤ 

５インチ 

１２８０×７２０ ＨＤ 

５インチ 

９６０×５４０ 

重さ 約１３０g 約１５３g 約１２６g 約１３３g 

カメラ 背面：１ ,３００万画素 

前面：５００万画素 

背面：８００万画素 

前面：１３０万画素 

背面：８００万画素 

前面：１３０万画素 

背面：５００万画素 

前面：２００万画素 

ＯＳ Android5.0 Android4.4 Android4.3 Android4.4 

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 

ＳＩＭフリー ＳＩＭフリー 

プリインストールアプリ なし イオンお買物アプリ 

電子書籍アプリmibon
ミ ボ ン

 

イオンお買物アプリ 

電子書籍アプリmibon
ミ ボ ン

 

イオンお買物アプリ 

最低利用期間 なし なし なし なし 

契約解除料 なし なし なし なし 

オプション ①イオンスマホ安心パック 

 ６００円/月 

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 

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 

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 

  

 


