２０１４年９月１日
イ オ ン 株 式 会 社
ビッグローブ株式会社

データ通信２GB でＬＴＥの高速通信を実現

第３弾「イオンスマホＬＴＥ」は月額２,９８０円！
イオンは、ビッグローブ株式会社とともに、ＬＴＥ通信で月額２,９８０円（税込３,２１８円）の
第３弾「イオンスマホＬＴＥ」を９月２日（火）より予約を開始し、９月５日（金）に全国の
総合スーパー「イオン」など３９２店舗で発売します。
イオンは、
“格安スマホ”の先駆けとしていち早く４月に第１弾、７月に第２弾の３Ｇ「イオン
スマホ」を販売しました。
「スマホは持ちたいけれど、高い料金が気になる」というお客さまの声
を受け企画した第１弾、第２弾ともに、節約志向の強いＧ.Ｇ世代や主婦層の初めてスマート
フォンを持つ方々を中心にご支持いただきました。
その一方で、イオンが独自に調査したところ、スマートフォンのメインユーザーである若い
世代の方からも「ＬＴＥで通信費を抑えたスマホが欲しい」というお声がありました。
今回の第３弾は、こうしたお声を受け、２０〜３０代の若い世代のお客さまにもご満足いただ
ける、ＬＴＥ対応でスタイリッシュなデザイン端末の「イオンスマホ」です。

毎日使うスマホだから、若者こそ安いほうがいい！

ＬＴＥの快適スピードを通信容量 ２GB の大容量で月額 ２,９８０円(税込３,２１８円)！
＜現在の通信費＞

無回答 ４％

大学生５８８人に聞きました！
今の通信費（利用料金）は高い？

＜適正だと思う通信費＞

5,000 円未満
１１％
5,000 円以上
３４％

いいえ

はい

４１％

５５％

5,000 円以上
８９％

5,000 円未満
６６％

９０％の大学生：現在の通信費５,０００円以上！

５５％の大学生：

６５％の大学生：５,０００円未満に抑えたい！

今の通信費は

「イオンスマホＬＴＥ」なら

高い！！

５,０００円をさらに下回る

月額２,９８０円！！
※２０１４年６月～７月。イオンリテール㈱調べ

（税込３,２１８円）
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◆第３弾「イオンスマホＬＴＥ」について◆
予約開始日：９月２日（火）
発 売 日：９月５日（金）
端
末：TCT Mobile Limited「ALCATEL ONETOUCH」IDOL 2 S（３１,９２０円（税込３４,４７３円））
通信サービス：BIGLOBE「BIGLOBE LTE・3G」ライト S プラン
料
金：①端末代金：月額１,３３０円（税込１,４３６円）×２４回支払
②通信サービス料：月額１,６５０円（税込１,７８２円）＋通話料（２０円（税込２１円）/３０秒）
合
計：月額２,９８０円（税込３,２１８円）＋通話料（２０円（税込２１円）/３０秒）
販売店舗：全国の総合スーパー「イオン」など３９２店舗
「ＰＣＮＥＴアキバ本店」内 期間限定売場（９月５日（金）～１０月５日（日）
）
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/）
販売台数：限定３万台
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３弾の詳細については、ＨＰ（http://www.aeonretail.jp/campaign/newcom/）
（９月２日（火）１０時公開予定）をご参照ください。

期間限定！「イオンスマホ」がデジタルの聖地・アキバに登場！！
スマートフォンをはじめ、デジタルに関心が高いお客さまの多い秋葉原で「イオンスマホ」の
魅力を多くの方にお伝えするため、秋葉原の「ＰＣＮＥＴアキバ本店」（東京都千代田区外神田
３－１４－８）内に９月５日（金）から１０月５日（日）までの１カ月間、特設売場が登場
します。特設売場では、
「イオンスマホ」第２弾、第３弾を専門の販売員がご説明、販売します。

気軽にスマホを楽しんでいただきたい！イオンはこだわります。

「イオンスマホ」は、契約期間なし！解約違約金なし！
「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」とスマートフォンを
ためらわれるお客さまの声も多くいただいています。イオンは、“お客さま第一”の姿勢から
万が一、「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、
契約期間を設けず、解約違約金もいただいていません。スマートフォンのある便利なくらしを
気軽に楽しんでいただくため、
「イオンスマホ」は使った分だけのご請求で、解約違約金は“０円”
です。

注１ 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。
注２ 携帯電話番号ポータビリティ（ＭＮＰ）転入の場合、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３～５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。
注３ 「BIGLOBE LTE・3G 」ライト S プランは、月額２,４０５円（税込２,５９７円）のプランです（音声通話オプション料を
含む）。
「イオンスマホ」をご購入いただいた場合は、特典により２４カ月間は、月額１,６５０円（税込１,７８２円）で
ご利用いただけます。２５カ月目からは、月額２,４０５円（税込２,５９７円）となります。
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す。初回１,４４５円（税込）、２回目以降１,４３６円
（税込）となります。
注５ データ通信速度は、毎月２GB まで下り最大１５０Mbps（規格上の最大通信速度です。BIGLOBE LTE・3G はご利用エリアに
よって最大通信速度が変わるほか、お客さまのご利用機器、電波の状態、回線の混雑状況、利用される場所などにより低
下します）です。２GB を使い切った場合は、上り下りともに通信速度２００kbps に制限されます。また直近７２時間で
３６０MB 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６ 「イオンスマホ」は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、通常３～５日後にお届けさせていただく場合があります。
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◆第３弾「イオンスマホＬＴＥ」４つの特長◆
第３弾「イオンスマホＬＴＥ」はスマートフォンのメインユーザーである２０〜３０代の若い
世代のお客さまにご満足いただけるよう、低価格でありながらこだわった端末、通信データで
ご提案します。

特長

１
特長

２
特長

３
特長

４

月額２,９８０円（税込３,２１８円）の
高いコストパフォーマンス

ＬＴＥ通信＆音声通話で
ネットも通話も快適品質
大容量２GB の安心データ通信量

５インチのＨＤ大画面で
デザイン性を追求したモデル

（特長１）月額２,９８０円（税込３,２１８円）の高いコストパフォーマンス
イオンは、よりお値打ち価格でご満足いただけるサービスを提供するため、通話・通信料金
だけでなく、端末本体の低価格化にもこだわっています。第３弾の端末「ALCATEL ONETOUCH」本
体価格はイオンの調達力を活かして大幅にコストダウンし、一般的なＬＴＥ対応スマートフォン
と比べて圧倒的な安さ３１,９２０円（税込３４,４７３円）を実現しています。
このため、
「ALCATEL ONETOUCH」IDOL 2 S 端末代金月額１,３３０円（税込１,４３６円）（無金利２
４回支払）と、通話・通信サービス「BIGLOBE LTE・3G」ライト S プラン（音声通話オプション料含む）
月額１,６５０円（税込１,７８２円）を合わせて月額２,９８０円（税込３,２１８円）からご利用いただけ
ます。
また、通話・通信サービス「BIGLOBE LTE・3G」ライト S プランは、２年以内に解約いただいて
も契約解約金は発生しません。

（特長２）ＬＴＥ通信＆音声通信でネットも通話も快適品質
３Ｇの１０倍以上の速さを実現するＬＴＥ通信で、ガラケーよりも快適に、今お持ちのスマー
トフォンと同じようにインターネットを楽しむことができます。
通話も、音声通信にこだわっているので携帯電話番号ポータビリティ（ＭＮＰ）で今までの番
号のまま、今までと同じ音声品質でお電話できます。
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（特長３）２GB の安心データ通信量
最大２GB（動画約１１時間再生相当）まで速度が変わらずデータのやり取りができるので、
毎日のスマートフォンを使う機会が多い方にもストレスが少なくご利用いただけます。
さらに、オプションで高速通信容量を３００円/１００ MB 単位でご購入いただけるので、あま
りデータのやり取りをしない月はそのままで、データをよく使う月はオプション購入と、柔軟な
料金スタイルで通信費の管理ができます。

（特長４）５インチのＨＤ大画面でデザイン性を追求したモデル

ホワイト

ネイビー

ブラウン

機能とデザイン性に定評があり、世界１６０カ国以上に出荷実績がある「ALCATEL ONETOUCH」
は、特にフランス、アメリカ、メキシコを中心に欧米ではメジャーなブランドです。今回ご提供
するのは、メタリックカラーのネイビー、ホワイト、ブラウンの３色でスマートフォンをファッ
ションとして楽しむ若い世代におすすめです。
また、大画面こそスマートフォンの醍醐味。今回ご提供する「ALCATEL ONETOUCH」は、第２弾
と同じ大画面５インチはそのままに、軽くなってより使い勝手のよいフォルムです。液晶も
１２８０×７２０ＨＤで高解像度を実現しています。スマートフォンを使う時間が長く、用途も
さまざまな若い世代の方々にもご満足いただける品質です。

※第１弾「イオンスマホ」ご利用のお客さまへの対応について
イオンスマホ第１弾「nexus4」をご購入いただきましたお客さまへ特別プランをご用意しました。
１．プラン内容：◆「b-mobileSIM スマホ電話 SIM フリーData」からの携帯電話番号ポータビリ
ティ（ＭＮＰ）による BIGLOBE「BIGLOBE LTE・3G」ライト S プラン及び「BIGLOBE
音声通話スタートプラン」へのお乗換え
◆お乗換えに伴う「BIGLOBE はじめまセット」３,０００円（税込３,２４０円）は
無償でご提供
２．取扱可能店舗：イオンスマホ第１弾「nexus4」ご購入店舗にて承ります
３．受付開始日：２０１４年１０月１日（水）
４．注 意 事 項：ＭＮＰに伴い、ＭＮＰ転出手数料３,０００円 （税込３,２４０円） が、日本通信
株式会社より別途ご請求されます
※詳細については、ＨＰ（http://www.aeonretail.jp/campaign/newcom/）
（９月２日（火）１０時公開予定）をご参照ください。
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◆第３弾の主な仕様◆
※価格は全て本体価格

月額料金
端末代金
通信料金
通信業者
通話料
無料通話
データ基本料
規格
通信速度

第３弾
２,９８０円
１,３３０円（×２４回）
１,６５０円
ビッグローブ株式会社
２０円/３０秒
なし
なし
LTE
ＬＴＥ:１５０Mbps
３Ｇ : １４Mbps
※２GB を使い切った場合は、上り下りともに通
信速度２００kbps に制限されます。

データ量
機種
メーカー
サイズ
ディスプレイ
重さ
カメラ
ＯＳ
その他
アプリ

使い放題
「ALCATEL ONETOUCH」IDOL 2 S
TCT Mobile Limited
135.5×69.7×7.45（㎜）
５インチ
１２８０×７２０ ＨＤ
１２６g
背面：８００万画素
前面：１３０万画素
Android4.3
ＳＩＭフリー
イオンお買い物アプリ、

（ご参考）第２弾
１,９８０円
６３０円（×２４回）
１,３５０円
ビッグローブ株式会社
２０円/３０秒
なし
なし
３Ｇ
ＬＴＥ：３Ｇ ：最大１４Mbps
※1GB を使い切った場合は、上り下りともに
通信速度１２８kbps に制限されます。

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

契約解除料
販売台数
承り店舗
オプション

データ通信

通話
メール
インターネット
YouTube 等
ＨＤ動画

電子書籍アプリmibon
なし
３万台
３９２店舗
①イオンスマホ安心パック
②月ごとに適用可能な高速データ
オプション
第３弾
◎（音声通信）
◎
◎
◎
◎

なし
５万台
４４７店舗
①イオンスマホ安心パック
②月ごとに適用可能な高速データ
オプション
（ご参考）第２弾
◎（音声通信）
◎
◎
○
○

【お客さまお問い合わせ窓口】
◆スマートフォンについて
「ALCATEL ONETOUCH コールセンター」TEL：０１２０-７２０-４３０
◆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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