２０１５年３月１９日
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イオンリテール株式会社

「価格」だけではない。お客さまのさらなる“こだわり”に応える。

イオンモバイルは、新たな市場創造へ
イオンスマホから日本ブランド３機種発売
イオンは２０１４年、“格安スマホ”ブームの火付け役として、「やっと欲しかったスマホが
買えた！」という喜びのお声を多くいただきました。一方で、
「あの機能が付いたスマホで、この
価格ならいいのに」というお客さまそれぞれの“こだわり”のお声もいただきました。
２０１５年、お客さまの快適で楽しいスマートライフを応援する「イオンモバイル」は、価値
と価格の両方にこだわり、お客さまそれぞれの“こだわり”を実現した端末やサービスを一層
追求します。そのなかでも「イオンスマホ」は、すでにスマホをお持ちの方にも納得いただける
よう機能、デザイン、品質を兼ね備えた日本ブランド３機種を新たにご用意しました。

＜イオンスマホ 日本ブランド新機種＞
３月２７日（金）発売

３月２７日（金）発売

４月２０日（月）発売予定

ＶＡＩＯ® Phone VA-10J
端末価格：４８,０００円

KYOCERA S301
端末価格：２９,８００円

Xperia J1 Compact
端末価格：５４,８００円

（税込５１,８４０円）

デザイン重視！

（税込３２,１８４円）

アクティブ重視！

高耐久＆省エネ
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（税込５９,１８４円）

便利さ重視！

おサイフケータイ

第６弾「イオンスマホ」KYOCERA S301

３月２７日（金）発売の第６弾「イオンスマホ」は、京セラ「KYOCERA S301」です。その一番
の特長は高耐久性です。日本ブランドの携帯電話ならではの防水、防塵に加え、米国防総省調達
基準 MIL-STD-810G 準拠の耐衝撃に対応した端末は、アクティブな活動においても頼もしいパート
ナーになります。本端末は、全国の「イオン」等５４０店舗において販売します。
また、「イオンスマホ」限定の通信プランとして、ビッグローブの音声通話付高速データ通信
１ＧＢ月額１,３５０円（税込１,４５８円）、音声通話付高速データ通信５ＧＢ月額１,６５０円（税込
１,７８２円）をご用意しました。

第６弾「イオンスマホ」KYOCERA S301 ３つのこだわり
イオンスマホ初・高耐久性スマホ！

ＫＹＯＣＥＲＡ防水、防塵、耐衝撃の安心設計
イオンスマホ最高の省エネを実現

ライトユーザーもヘビーユーザーも納得！

【販売概要】
発 売 日：３月２７日（金）
端
末：京セラ「KYOCERA S301」 ２９,８００円（税込３２,１８４円）
※２４回支払の場合は月約１,２４１円（税込１,３４１円）
通信サービス：①BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」音声通話スタートプラン 月額１,３５０円（税込１,４５８円）
→端末代金とセットで月額約２,５９１円（税込２,７９９円）
②BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」ライト S プラン＋音声通話オプション 月額１,６５０円（税込１,７８２円）
→端末代金とセットで月額約２,８９１円（税込３,１２３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/）
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実物大 １４４mm

＜こだわり１＞
イオンスマホ初・高耐久性スマホ！
KYOCERA 防水、防塵、耐衝撃の安心設計
「スマホは大きいので、つい落としてしまう」というお客さまの声を
受け、防水・防塵はもちろん、衝撃に耐える筐体構造を採用すると
ともに、５インチの大きな高精細ディスプレイには強化ガラスを採用
しキズつきにくく、割れにくい工夫を施しています。さらに、衝撃が
加わった場合でもガラス面への直撃を防ぐため、ディスプレイ周囲に
フチを立てる設計をしています。
＜こだわり２＞
イオンスマホ最高省エネを実現
連続通話時間最大約２２時間、待受時間最大約７８０時間
京セラの高い技術力で省エネ力も発揮し、ヘビーユーザーの悩みの種
になっている電池の持ちもしっかりカバーしています。

７３mm
＜こだわり３＞
ライトユーザーもヘビーユーザーも納得！
選べる通信プラン高速ＬＴＥ１ＧＢと５ＧＢプラン
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。

ＬＴＥ
１ＧＢ

月額
「BIGLOBE LTE･3G」音声通話スタートプラン
動画はたまに見るだけの方に！

１,３５０円
（税込１,４５８円）

ＬＴＥ
５ＧＢ

月額
重たいデータや動画を楽しみたい方に！

１,６５０円
（税込１,７８２円）
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第 7 弾「イオンスマホ」Xperia™ J1 Compact

４月２０日（月）発売予定の第７弾「イオンスマホ」PLAY SIM（ソネット）対応 Xperia™ J1 Compact
は、イオンスマホ初となるおサイフケータイ®※機能付端末です。モバイルＷＡＯＮをプリインス
トールしているので「イオン」でのお買物がより便利になります。さらに、高性能カメラや、手
に収まりやすいサイズ、長時間バッテリーなど Xperia ならではのさまざまな性能も備えています。
また、本端末とセットでご提供するソネットのＬＴＥ通信「PLAY SIM」の音声通話付プランは、
毎日の使用量に合わせて選べるお得な通信サービスです。

第７弾「イオンスマホ」Xperia J1 Compact ４つのこだわり
イオンスマホ初！お買物がより便利に！

イオンスマホ最高画素数約２,０７０万画素カメラ

いつでもどこでもスマホを楽しめる
“ほどほど”から“がっつり”まで選べる通信プラン

７０MB/日、１２０MB/日、２００MB/日

【販売概要】
発 売 日：４月２０日（月）＜予定＞
端
末：ソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia J1 Compact」 ５４,８００円（税込５９,１８４円）
※２４回支払の場合は月約２,２８３円（税込２,４６６円）
通信サービス：ソネット「PLAY SIM」 音声通話付プラン
①プラン 70M/day(V) 月額１,２８０円（税込１,３８２円）
→端末代金とセットで月額約３,５６３円（税込３,８４８円）
②プラン 120M/day(V) 月額１,５８０円（税込１,７０６円）
→端末代金とセットで月額約３,８６３円（税込４,１７２円）
③プラン 200M/day(V) 月額２,５８０円（税込２,７８６円）
→端末代金とセットで月額約４,８６３円（税込５,２５２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/）
※発売日時点では、モバイルＷＡＯＮおよび楽天 Edy に対応しています。発売後に、順次対応サービスは追加される予定です。
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＜こだわり１＞
イオンスマホ初！お買物がより便利に！
おサイフケータイ®※機能＆モバイルＷＡＯＮ搭載
「電子マネー機能がついてないので不便」と、イオンスマホへの
乗り換えをためらわれていたお客さまの声を受け、モバイル
FeliCa を搭載した Xperia をご用意しました。モバイルＷＡＯＮ
もプリインストールしているので、ますます「イオン」でのお買
物が便利になります。
「モバイルＷＡＯＮ」に登録すると、
「おサイフケータイ」
をレジなどに設置のリーダライタ（読み取り機）にタッチ
するだけで、ＷＡＯＮでの支払いができます。また、お買
物のたびにＷＡＯＮポイントもたまります。

実物大１２８㎜

＜こだわり２＞
イオンスマホ最高画素数２,０７０万画素カメラ
ソニーならではの技術力を活かした高画質カメラは、スマホ
で写真が当たり前のお客さまにも満足いただける性能です。
側面のボタンにより片手でシャッターが押せるなど高い技術
を凝縮しています。
＜こだわり３＞
片手で快適操作、長持ちバッテリー、防水でいつでもどこ
でもスマホを楽しめる
片手に心地よく収まる約４.３インチの画面サイズに加え、
丸みを帯びたラウンドフォルムのアルミフレームとマットに
仕上げた背面パネルが手に吸いつくようなフィット感を実現
しています。また、２,３００mAh のバッテリー搭載により、
アプリの操作や音楽視聴などを長時間楽しめます。さらに、
IPX5/8 の防水性能※、IP5X の防塵性能※に対応しているので、
シーンを選ばずアクティブに使えます。
６５㎜
＜こだわり４＞
“ほどほど”から“がっつり”まで選べる通信プラン７０MB/日、１２０MB/日、２００MB/日
「イオンスマホ」では初となる１日当たりの高速通信料を基準に選べる通信プランは、うっかり
使いすぎても翌日にはリセットされるので安心です。
「たまに動画を見るくらい」から「毎日写真
や動画をやり取りする」などお客さまの利用に応じて柔軟にプランが選べます。
７０MB/日

１２０MB/日

２００MB/日

月１,２８０円

月１,５８０円

月 2,５８０円

PLAY SIM 音声通話付プラン
最適な料金プランが選べる！

（税込１,３８２円） （税込１,７０６円） （税込２,７８６円）
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第５～７弾「イオンスマホ」主な仕様

メーカー
サイズ
ディスプレイ
重さ
カメラ
ＯＳ
その他
プリインストールアプリ

第５弾
「VAIO® Phone」VA-10J
日本通信
約 141.5×71.3×7.95(㎜)
５インチ
１２８０×７２０ ＨＤ
約１３０g
背面：１,３００万画素
前面： ５００万画素
Android5.0

なし

第６弾
KYOCERA S301
京セラ
約 144×73×10.8（㎜）
５インチ
９６０×５４０
約１４６g
背面：５００万画素
前面：２００万画素
Android4.4
防水(IPX5/7)･防塵機能(IP5X)
耐衝撃機能
イオンお買物アプリ
ミ ボ ン

通信業者
通信サービス

通話料

第７弾
Xperia J1 Compact
ソニーモバイルコミュニケーションズ
約 128×約 65×約 9.7（mm）
約４.３インチ
１２８０x７２０ ＨＤ
約１３８g
背面：２,０７０万画素
前面：
２２０万画素
Android4.4
防水 (IPX5/8)･
防塵機能 (IP5X)
イオンお買物アプリ
ミ ボ ン

電子書籍アプリmibon
ＬＩＮＥアプリ
日本通信
ビッグローブ
「BIGLOBE LTE・3G」
①VAIO® Phone 高速定額プラン
①音声通話スタートプラン
月額１,９８０円
月額１,３５０円
②VAIO® Phone ライトプラン
②ライト S プラン
月額 ９８０円
月額１,６５０円

電子書籍アプリmibon
モバイルＷＡＯＮ
ソネット
「PLAY SIM」
①プラン７０M/day(V)
月額１,２８０円
②プラン１２０M/day(V)
月額１,５８０円
③プラン２００M/day(V)
月額２,５８０円

※音声通話とＳＭＳ付データ通信
が利用可能

※音声通話とＳＭＳ付データ通信
が利用可能

２０円/３０秒

※音声通話とＳＭＳ付データ通信
が利用可能

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

無料通話
データ基本料
規格
最大通信速度

高速通信容量

データ量
最低利用期間
契約解除料
オプション

なし
なし
ＬＴＥ
ＬＴＥ:１５０Mbps
３Ｇ : １４Mbps

なし
なし
ＬＴＥ
ＬＴＥ:１５０Mbps
３Ｇ : １４Mbps

※端末規格による

※端末規格による

①使い放題
②１GB/月

①１GB/月
②５GB/月

① ７０MB/日
②１２０MB/日
③２００MB/日

※②のプランについて、容量を使い切
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。

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

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

使い放題
使い放題
なし
なし
なし
なし
①イオンスマホ安心パック ①イオンスマホ安心パック
月額６００円
月額６００円
②高速データオプション
３００円/１００MB

使い放題
なし
なし
①イオンスマホ安心パック
月額６００円
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なし
なし
ＬＴＥ
ＬＴＥ:１５０Mbps
３Ｇ : １４Mbps

＜第６弾「イオンスマホ」KYOCERA S301＞
◆お支払い、ご契約等について
注１

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１,３４１円（税込）となります。
注２ 「BIGLOBE LTE・3G」音声通話スタートプランは月額１,６００円（税抜）、ライト S プラン＋音声通話オプションは月額
２,４０５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、それぞれ月額１,３５０円（税抜）、
月額１,６５０円（税抜）でご利用いただけます。以下の基準値（高速データ通信容量）を超えるお客さまに対して、
通信速度を上り下りともに最大２００kbps に制限します。制限する期間は、当月末までとなります。
・音声通話スタートプラン：１GB/月
・ライト S プラン：５GB/月
また、以下の特にご利用の多いお客さまに対して通信速度を制限させていただく場合があります。
・音声通話スタートプラン：直近７２時間（３日間）の通信量の合計が１２０MB 以上
・ライト S プラン：直近７２時間（３日間）の通信量の合計が６００MB 以上
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。

◆端末について
【耐衝撃について】
米国国防総省が制定した MIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureⅣに準拠した規格において、高さ 1.22m から合板
（ラワン材）に製品を 26 方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではございません。
【防水について】
IPX5 : 内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5L/分の水を 3 分以上注水する条件であらゆる方向からのノズル
による噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。※IPX7 : 常温で、水道水、かつ静水の水深 1m の水槽に電話機本体
を静かに沈め、約 30 分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、
ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたり
しないでください。すべてのぬれた手での動作を保証するものではありません。また精度については個人差があります。
【防塵について】
IP5X : 直径 75μm 以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を 8 時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電
話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱
めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。
※画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。
※Google 、Android、Google Play およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。
※LINE は、LINE 株式会社の商標または登録商標です。
※「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国 Yahoo!Inc.の登録商標または商標です。
※その他、記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

＜第７弾「イオンスマホ」Xperia J1 Compact＞
◆お支払い、ご契約等について
注１

注２

注３
注４

注５

ソネット「PLAY SIM」はプラン７０M/day(V)月額１,４８０円（税抜）、プラン１２０M/day(V)月額１,９８０円（税抜）
、
プラン２００M/day(V)月額２,９８０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、プラン
７０M/day(V)(２００円引)、プラン１２０M/day(V)・プラン２００M/day(V)４００円引でご利用いただけます。
ソネット「PLAY SIM」のデータ通信速度は、プラン７０M/day(V)が最大１４Mbps、プラン１２０M/day(V)、プラン２００
M/day(V)が最大１５０Mbps となります。１日あたりの高速通信容量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。
初期費用として、ＳＩＭパッケージ代金３,０００円（税抜）が別途必要となります。
ＭＮＰによる加入申込みには、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１０日以上あることを確認してお申込みください。ＭＮＰによる加入申込みにおいては３日～１週間程度、
当該携帯電話番号の利用ができなくなります。
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２,４６６円（税込）となります。

◆端末について
※ 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。IPX8 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1.5m のと
ころに携帯電話を沈め、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。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し、かつ安全を維持することを意味
します。
※Xperia は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
※おサイフケータイはＮＴＴドコモの商標または登録商標です。

※その他詳細については、イオンモバイルＨＰ（http://www.aeonretail.jp/campaign/newcom/）
をご覧ください。
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ご参考

イオンモバイルのサービス

イオンモバイルは、“契約期間なし”“契約解除料金なし”でお客さまのライフスタイルやこだわ
りにぴったりのデジタル端末や通信サービスをご提供しています。さらに、お客さまのスマート
ライフに合わせた“安心”や“わくわく”をプラスする、さまざまなコンテンツをご用意してい
ます。
スマホを持つのは初めて。使い方も不安！故障したらどうしよう…

イオンスマホ安心パック
最大２カ月無料
月額

６００円
（税込６４８円）

※イオンスマホ「geanee」(３G 端末)は月額５００円（税込５４０円）です。
個別のご契約もできるので、お客さまそれぞれの「これがほしい！」にお応えします。
◇イオンスマホ安心保証
月額３５０円（税込３７８円）
自然故障や落下による破損、水濡れなどによる故障機器をお電話１本で新端末と交換します。
※イオンスマホ「geanee」(３G 端末)は月額２５０円（税込２７０円）です。
◇イオンスマホ電話サポート 月額３００円（月額３２４円）
初期設定や Android 基本操作はもちろん、LINE/地図/乗換案内などのアプリケーションに関す
る操作方法なども専門員がフリーダイヤルのお電話でご対応します。
◇イオンスマホセキュリティ 月額１５０円（月額１６２円）
国内最高レベルのウィルス検出率で、ウィルスの脅威からお客さまのスマートフォンを守りま
す。

スマホやタブレットで新聞を気軽に、お得に読みたい。

朝日新聞デジタル for イオン
イオンモバイルのオプションサービスに朝日新聞社が提供する「朝日新聞デジタル」が登場！毎
月のご利用料金をイオンカードのお支払いいただくと、イオンときめきポイント毎月５００ポイ
ントをプレゼントするお得なプランもご用意します。
※イオンときめきポイント１ポイント＝１円相当

＜朝日新聞（宅配）をご購読されていないお客さま向け＞
「朝日新聞デジタル for イオン デジタルコース」月額購読料３,５１９円（税込３,８００円） ※月極契約です。
→ ご契約初月無料！
→ イオンカードのお支払で、イオンときめきポイント５００ポイントを毎月プレゼント！
＜すでに朝日新聞（宅配）をご購読されているお客さま向け＞
「朝日新聞デジタル for イオン ダブルコース」月額購読料４６３円（税込５００円） ※６カ月毎の契約です。
→ ご契約初月無料！
サービス提供：株式会社朝日新聞社
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せっかくのスマホ。まだ慣れないけど“アプリ”を使ってみたい！

イオン厳選アプリ２０
G.G 世代のお客さまに特におすすめの健康や趣味、教養のアプリをパックにしているので、数多
くあるアプリの中からほしいアプリを探す手間が省け、気軽にスマホならではの楽しみ方ができ
ます。

月額
えいご上手海外旅行編

２００円
（税込２１６円）

サービス提供：ソースネクスト株式会社
料金も気になるけど、何より子どもには安全なアプリだけを使ってほしい。

お子様向け超厳選アプリ１０
初めてスマホを持つお子さま向けに、ゲームや学習ツールアプリなど安心なアプリのパックです。
定額なので、有料アプリの使い過ぎなどの心配もありません。

月額

１００円
（税込１０８円）

Ｆｉｌｉｉ

サービス提供：ソースネクスト株式会社
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人気の雑誌２９６冊のバックナンバー読み放題サービス！

タブレット使い放題・スマホ使い放題
「タブレット使い放題・スマホ使い放題」は、ビジネス、生活情報、食、ガジェット、趣味とい
った様々なジャンルの人気雑誌２９６冊のバックナンバー読み放題が、月額４６３円（税込５０
０円）でご利用頂ける定額制トータル電子書籍サービスです。しかもオフラインでもお読み頂け
ます。
イオンモバイル限定、ご加入後３１日間はなんと無料！
人気雑誌 16 社、296 冊※（ぞくぞく追加予定）
バックナンバー最長 1 年分をフル閲覧が可能！

月額

４６３円
（税込５００円）

サービス提供：株式会社オプティム
パナソニックソリューションテクノロジー株式会社
イオンオリジナル動画サービス「ファミリービデオ」がイオンスマホで楽しめる

イオンスマホ向けファミリービデオ
イオンスマホ 京セラ Ｓ３０１にイオンオリジナル動画サービス「ファミリービデオ」アプリ
をプリインストール。店頭でお申込頂くと、直ぐにご利用開始頂けます。
月額５００円でイオンスマホが見放題のビデオ屋さんに！
見たい時に見たい作品を選ぶだけ！返却不要、貸出中の心配いりません。
定額見放題

１８,０００本 単品レンタル

フレッシュプリキュア！
【単品レンタル】

１００,０００本

SPEC～警視庁公安部公安第五課
未詳事件特別対策係事件簿～
【見放題】

(C)ABC･東映ｱﾆﾒｰｼｮﾝ

(C)TBS

エクスペンダブルズ２
【見放題】

(C)2012 Barney’s Christmas. Inc. All Rights Reserved.

月額

５００円
（税込５４０円）

サービス提供：株式会社ビデオマーケット
※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。
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