
スマホ⾳声プラン

お じ い ち ゃ ん お ば あ ち ゃ ん も
お ⽗ さ ん お ⺟ さ ん も お ⼦ 様 も

家族みんなのスマホがお得に！

機能

○⾳声通話
○SMS
○データ通信

コース
１GBS

M

L

ＳＩＭカード

今お使いの

電話番号を変えずに

“⾃宅” で

乗り換え可能！

LINE データの引き継ぎ⽅
1. 今まで使っていたスマホに SIM カードを⼊れて使う場合

アカウントの登録やデータの引継ぎ、LINE の認証などは必要ありません。
そのまま LINE が使えます。
友達リストもトークの履歴もそのままの状態で続けられます。

2. 新しくスマホを購⼊して LINE を使う場合
■新規登録する場合
LINE をダウンロードした後に認証が必要になります。認証をしないと LINE
は使えません。LINE の認証には、SMS 認証と Facebook 認証があります。
■すでに LINE を使っている場合
メールアドレスを事前に登録し、「設定」で登録後、新しいスマホでログイン。

※ID 検索などの⼀部機能はご利⽤になれません。

格安 SIM でできないこと

①キャリアメールやその他キャリアサービス
②LINE の ID 検索

今までのスマホ
との違いは

たったこれだけ！！

※多くのネットサービスでは 2 段階認証に SMS が
利⽤されています。LINE やモバゲー、GREE など
を使いたい⽅は SMS 機能付き SIM を選ぶことでア
プリを使⽤できるようになります。

ご利⽤について
●本サービスで提供するSIMカードは、お客さまに貸与するものです。善良なる管理者の注意をもって使⽤し管理する必要があります。また、解約される場合は、弊社への返却が必要です。●SIMカードを紛失、破損した場合及
びその他の理由によりSIMカードを弊社に返却しない場合、SIMカード損害⾦5,000円が発⽣します。●「スマホ⾳声プラン」をお申し込みの場合、お客さまご⾃⾝で対応するデータ端末をご⽤意ください。

料⾦について
●SIMカードの⽉額基本料は、利⽤開始⽇から本サービス契約の解約等の⼿続きが完了した⽇が属する⽉の末⽇まで発⽣します。⽉額基本料は、本サービス提供開始⽇が属する暦⽉に限り、⽇割り計算します。●オプションサー
ビスの⽉額基本料は⽇割り計算しておりません。●SIMカード初期費⽤として9,800円がかかります。●スマホ⾳声プランで、⾳声通話・SMS送受信をご利⽤の⽅は、スマホ⾳声プラン利⽤料とは別に、⾳声通話料とSMS送信料
がかかります。●無料通話分はありません。●サービスエリア内で電波状態が悪くご利⽤いただけない場合でも契約事務⼿数料、⽉額基本料、オプション利⽤料等お客さまのご契約状況に応じた料⾦がかかります。●SIMカード
に付与されている固有の070/080/090番号等ごとに毎⽉「ユニバーサルサービス料」をお⽀払いいただきます。●スマホ⾳声プランには、利⽤開始⽉を1ヵ⽉⽬として12ヵ⽉⽬までの最低利⽤期間があります。最低利⽤期間中
にスマホ⾳声プランを解約される場合、解約違約⾦9,000円がかかります。MNP転出の場合はMNP転出⼿数料5,000円が別途かかります。

050IP 電話について
●ご利⽤の際は端末に専⽤アプリ「050IP電話（提供元：NTT Communications Corporation）」をインストール後、VoIP情報を設定してください。VoIP情報は「J・mobile 050IP電話開通案内書」をご確認ください。●お客
さまの端末環境を含む通信設備や利⽤形態、ネットワークの混雑状況等により、「050 IP電話」の通話品質や発着信ができない影響が出る場合があります。●緊急通話（110番/119番）等、「050 IP電話」からは発信できない
番号がございます。●アプリをご利⽤の⽅は、⽉額料⾦とは別にパケット料がかかります。●留守番電話はメールで通知するためメールアカウントの登録が必要です。●国際電話を利⽤される場合は、利⽤⼿続きを⾏ってくだ
さい。050番号ごとに毎⽉「ユニバーサルサービス料」をお⽀払いただきます。

MNP について
＜転⼊＞●転出元の事業者に登録しているご契約者情報、弊社へのお申し込み情報、本⼈確認書類に記載された情報は、すべて⼀致している必要があります。●MNP予約番号有効期限について、12⽇以上の残⽇数がある必要が
あります。●お申し込み情報やご契約⼿続き（本⼈確認等）の不備等により、MNP予約番号有効期限までにお⼿続きが完了できなかった場合、スマホ⾳声プランのお申し込みを取り消しさせていただく場合がございます。●弊
社から発⾏のSIMカードを受領後、お客さまによる開通⼿続きが必要です。開通⼿続き完了後、転出元のSIMカード（電話番号）は利⽤不可となり、新しいSIMカードが開通します。●お申し込み後のキャンセルはできません。
●電話番号以外の情報（他社発⾏の携帯メールアドレスなど）は継続して利⽤できません。●MNP転⼊の⼿続きを開始してから、MNP予約番号有効期限内に⽌むを得ず開通処理が完了しなかった場合で、再度転⼊をご希望され
る場合は、翌⽉以降に改めてお申し込みいただく必要があります。●MNP転⼊処理のタイミングやご契約内容により移転元事業者で違約⾦等がかかる場合があります。
＜転出＞●MNP転⼊⼿続きを転出先の事業者で⾏っていただく必要があります。●MNP転出⼿続きを弊社が確認した⽇がスマホ⾳声プランの解約⽇となります。解約⽉のご利⽤料⾦の⽇割り計算は⾏いません。●転出先の事業
者の⼿続きが完了次第、弊社のSIMカードはご利⽤いただけなくなります。弊社のSIMカードは返却が必要です。●転出先の事業者によって、本サービスからのMNP転出ができない場合があります。●MNP転出は、利⽤開始⽉
の翌⽉以降にお申し込みいただけます。●MNP転出の場合はMNP転出⼿数料5,000円がかかります。

―注意事項―

サービスについて
■本サービスは、NTTドコモのLTEエリアおよびFOMAエリアに対応したモバイルデータ通信がご利⽤できるサービスです。
●LTE エリアでは受信時最⼤ 262.5Mbps/ 送信時最⼤ 50Mbps となります。最⼤通信速度は⼀部のエリアおよび⼀部の端末が対象となり、その他のエリアおよび端末での最⼤通信速度は
225Mbps/150Mbps/112.5Mbps/75Mbps/37.5Mbps のいずれかになります。ご利⽤になる端末の対応通信速度については、メーカーにお問い合わせください。なお、ご利⽤いただけない場合でも契約事務⼿数料、⽉額基本料
をお⽀払いいただきます。通信速度はベストエフォートです。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
※ご利⽤いただける地域が限られていますので、必ずサービスエリアをご確認ください。（https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/index.html）
※本サービスでは sp モード、sp モードメール、年齢判定機能などの NTT ドコモが提供するサービスはご利⽤いただけません。

データ通信について
●ターボ機能のご利⽤が可能です。ターボをONにしている間は受信時最⼤262.5Mbps/送信時最⼤50Mbpsです。OFFにしている間は200kbpsでその間の通信容量は消費されません。●容量追加クーポンは、0.5GBが⽉6回（1
回700円）まで可能です。●基本通信容量の次⽉繰り越しはできません。容量追加クーポンの次⽉繰り越しはできません。●容量追加オプションは、お客様会員専⽤ページ「My Jmoba」より、1暦⽉に6回までお申し込みいただ
けます。お申し込み後のキャンセルはできません。●「1GB/⽉」「3GB/⽉」「5GB/⽉」「10GB/⽉」コースの場合、0.5GB単位で追加が可能です。●容量追加オプションの料⾦は、適⽤された⽉の翌⽉に請求させていただき
ます。

SMS について
●SMSのご利⽤は1回線あたり、1⽇200通未満です。70〜670⽂字の送受信が可能です。（NTTドコモ以外の事業者への送信可能⽂字数は最⼤70⽂字までです。）●未読メッセージ保管期間は、最⼤3⽇（72時間）です。保管
期間を過ぎたメッセージは、⾃動的に削除されます。●NTTドコモからの緊急速報「エリアメール」は受信可能です。（利⽤端末がエリアメール対応機種である必要があります。）●NTTドコモより⾃動的に送信されるSMSに
関してのお問い合わせは弊社では承れません。●FaceTimeやimessageなどのアプリケーションがSMSを利⽤しSMS利⽤料⾦が発⽣する場合があります。

お申込みについて
●本サービスの利⽤料⾦は、あじさいネットの中国ブロードバンドサービス株式会社よりご請求させて頂きます。あじさいネットをご利⽤していない⽅のお申込みはできません。●未成年者のお申し込みはできません。●利⽤明細は
J・mobile お客様会員専⽤ページ「My Jmoba」にてご確認ください。●本サービスは NTT ドコモの LTE エリアおよび FOMA エリアに対応したモバイルデータ通信サービスです。●本サービスはお申し込み時に、ご希望のレンタル
端末とコース（最⼤通信速度・通信容量）をお選びいただきます。●本サービスで提供するレンタル端末は「⾳声 SIM」です。通常提供する SIM カードのサイズは、「nanoSIM」の 1 種類です。ご利⽤の通信端末の SIM カードのサ
イズ（標準 /micro/nano）を確認のうえ、nanoSIM 以外のお客様へは変換アダプタを付属します。●「標準 SIM/microSIM」サイズをご希望の場合は弊社までお問い合わせください。また、「標準 SIM/microSIM」サイズの場合は、SIM カー
ドの到着までお時間がかかります。
●「⾳声 SIM」は携帯電話不正利⽤防⽌法に基づく本⼈確認のため、ご契約⼿続きの⼀環としてお申し込み時に選択いただいた⽅法で本⼈確認を実施します。本⼈確認には運転免許証・⽇本国パスポートなどの本⼈確認書類が必要
です。●未成年者のお申し込みはできません。●お申し込みが完了次第、「J・mobile 会員登録のご案内」と「⾳声 SIM」をご契約住所宛に発送いたします。物流、休⽇の関係で⽇程が前後することがありす。●本⼈確認⽅法により SIM カー

nanoSIM
nanoSIM なら・・・
機種変更をしても変換アダプタを使えば

全 SIM サイズに対応可能！
※標準 SIM/microSIM をご希望のお客様は変換アダプタを付属します。

ド

今なら！
050IP 電話初期費⽤・⽉額利⽤料

0 円
留守番電話機能付き

⽉額２,９８０円〜
（税抜）

あじさいmobileは〝あじさいネット〟と〝J･mobile〟のコラボレーションモデルです。ト

Powered by 中国ブロードバンドサービス株式会社
〒739-1101 広島県安芸⾼⽥市甲⽥町⾼⽥原2500 甲⽥⽀所 2F
TEL:(0826)45-7017 / 99-5500  FAX:(0826)45-7018
http://www.ajisai.ne.jp/  Mail: support@at.cbbs.jp 

お申込み・利⽤料⾦についてのお問合せ

あじさいネットと⼀緒に使うと
とってもお得だね。

あじさいネット会員限定携帯電話サービス

あじさい mobile は、ジャパンモバイル株式会社がモバイル回線事業者としてサービスの提供を⾏い、あじさいネットの中国ブロードバンドサービス株式会社が、申込受付及び利⽤料⾦の
⼀括請求を⾏うコラボレーションモデルです。あじさいネット接続サービスをご利⽤のお客様は、セット割引適⽤で通常よりも安価にご利⽤できる他、お⽀払先も今まで通りのお⽀払⽅法
になりますので、とってもお得なサービスです。

サービス内容に関するお問合せ ５
３GB
５GB
10GB

●記載の料⾦は全て税抜です。別途消費税がかかります（⾮課税、付加税を除く）。
●本チラシに記載されている会社名およびサービス名称はそれぞれ各社の商号・商標または登録商標です。
●記載の内容は 2016 年 6 ⽉現在のもので、予告なく変更される場合があります。

ver.am_on_160809

050-5535-5535



⽉額基本料
 スマホ⾳声プラン S  2,980 円

オプション料 
 パスワードマネージャー 200 円

⼤⼿携帯電話会社の
⼀般的な１台あたりの利⽤料

J・mobile  
スマホ⾳声プラン S の場合

通話料
             3 分間⾳声通話 120 円

             +
               30 分間 050IP 電話 480 円

            （国内の携帯電話へ）
             ⇓

⽉額合計

7,500 円
（税抜） ⽉額合計

3,780 円
（税抜）

利⽤料⾦について
今までと変わらずに使えるのに
あじさい mobile に乗り換えると携帯料⾦がこんなに安くなる！

●記載の料⾦は全て税抜です。別途消費税がかかります（⾮課税、付加税を除く）。

それぞれのデータ通信量で１ヶ⽉にできる⽬安

※web 閲覧・・・広告サイズなどによりデータの変動がありますので、おおよその数字となります。
※テキストメール送受信・・・画像などを⼊れるとデータ容量が多くなる為、⽬安より少なくなります。
※skype 通話・・・テレビ通話などはデータ容量が多くなる為、⽬安より少なくなります。
※youtube 視聴・・・視聴画質によりデータの変動がありますので、おおよその数字となります。

●記載の料⾦は全て税抜です。別途消費税がかかります（⾮課税、付加税を除く）。

スマホ⾳声プラン

あじさいネット接続サービスとセットで使うととってもお得

こんな⼈にオススメ 今までのスマホよりデータ通信や⾳声通話を安く使いたい⼈

ポイント
その 3

ポイント
その 1 今まで通り⾳声通話やネットが利⽤できる！

（※キャリアメールの引き継ぎはできません）

ポイント
その 5

ポイント
その 2 MNP（ナンバーポータビリティ）ができる！

電話番号を変えずに⾃宅で乗り換え可能
（※乗り換え前キャリアの名義と同⼀名義の場合に限ります）

ポイント
その 4

ポイント
その 6 メールアカウントが必要な⽅のために

Jmoba メールを現在準備中！

ターボ機能あり！
ターボを OFF にすることによって
データ通信容量を消費しないカウントフリー

（※受信時最⼤ 262.5Mbps/ 減速 200kbps）

1GB

1GB

約 93 時間
10GB

約 55 時間半 約 166 時間半 約 555 時間
1GB 3GB 10GB

LINE ⾳声通話web 閲覧（yahoo トップページ）

テキストメール送受信（300 ⽂字位程度）

約 4,000 回

約 20 万回

約 12,000 回 約 40,000 回

約 60 万回 約 200 万回

3GB 10GB

3GB 10GB

約８時間 約 24 時間 約 80 時間

Youtube 視聴
1GB 3GB 10GB

skype 通話

約 31 時間 約 93 時間
1GB 3GB

LINE ⽂章（500 ⽂字）

約 50 万回 約 150 万回 約 500 万回
1GB 3GB 10GB

✉

オプションについて

■⾳声プラン限定オプション

留守番電話サービス 電話をかけてきた⽅の伝⾔メッセージを預かるサービス
申込/変更/解約
⾳声オプション変更⼿数料2,200円
※MNPと同時申込みで事務⼿数料無料

330円/⽉

キャッチホンサービス
通話中にかかってきた別の通話を信号⾳（通話中着信⾳）
で知らせるサービス
（現在の通話を保留し、あとからかかってきた通話を受けることが可能）

220円/⽉
申込/変更/解約
⾳声オプション変更⼿数料2,200円
※MNPと同時申込みで事務⼿数料無料

サービス 内容 申込 ⽉額料⾦

※My Jmoba…お客様会員専用ページ

■おすすめオプション
サービス 内容 申込 ⽉額料⾦

Jmobaメール Jmobileが提供するメールアカウント現在準備中につき予約受付中 契約時・My Jmoba※ 150円/⽉

SMS（ショートメッセージサービス）機能つき！
facebook や LINE などの SMS 認証も可能

通話料がとってもお得な
050IP 電話もご利⽤いただけます！

（※専⽤アプリでお使いいただけます）

My Jmoba※追加クーポン 0.5GBの追加クーポンが⽉6回まで利⽤可能
※余った容量は翌⽉に繰り越せません。 700円/1回

プレミアムサポート 600円/⽉契約時スマホの困りごとを電話と遠隔サポートで解消！
安⼼してスマートフォンをお使いいただけます。

⾳声通話料
国内通話 テレビ電話（国内）

２０円 /30 秒 ３６円 /30 秒

SMS 送信料

NTTドコモのXiとFOMAの両エリアに対応
都市部でも郊外でも快適にご利⽤いただけます

050IP 電話料

２４時間通話無料

０円

050plus
OCNドットフォン等
無料通話可能な050番号
※⼀部有料の050番号あり

国内の固定電話

8円/3分

国内の携帯電話

１６円/1分

留守番電話と国際電話もお申込みにて利⽤可能
⾳声通話よりも断然お得にご利⽤いただけます

※SMS相互接続他事業者へ送れる⽂字数は
全⾓70⽂字（半⾓英数字160⽂字）までです。

国内
⽂字数に応じて 1 通あたり

3 〜 30 円
※海外に関しては、不課税となります。

海外
⽂字数に応じて 1 通あたり

50 〜 500 円

受信料は無料
⽂字数によって料⾦が変わります

600 円

今ならオプション

今ならオプション

パケット定額サービスと⾳声通話サービスが⼀緒になったおトクなプラン
090・080・070 から始まる⾳声通話＋050IP 電話が使える！

パケット定額サービスと⾳声通話サービスが⼀緒になったおトクなプラン
090・080・070 から始まる⾳声通話＋050IP 電話が使える！

00 円円0 円0 円

あじさいセット割引で
さらにお得！

あじさいmobileは〝あじさいネット〟と〝J･mobile〟のコラボレーションモデルです。

Powered by

あじさいネット会員限定携帯電話サービス

My ページ（MyJmoba について）
My ページ（MyJmoba) では、毎⽇の利⽤したデータ通信量の確認の他、
⽉間通信量コースの変更、ターボ機能※の ON/OFF 等がご利⽤頂けます。
※ターボ機能とは速度制限なしの通信（最⼤ 262.5Mbps）と、通信容量を消費しない速度制限ありの通信
 （最⼤ 200kbps）を⾃由に切り替えられる機能です。 
 待受け中やメール・アプリ利⽤時はターボ機能 OFF にしておくことでデータ通信量を節約できます。

料⾦は全て税抜です。別途消費税がかかります（⾮課税、付加税を除く）。

他、
す。

◆データグラフ

１GB

あじさいセット割で 1,000 円割引
通常⽉額 2,980 円

まずはお試し！
メールやインターネットを

少しだけ楽しみたい⽅

S データ通信量
1GB（   ）

契約事務
⼿数料 ９,８００円

１,９８０円⽉
額

あじさいセット割で 1,000 円割引
通常⽉額 3,480 円

メールやインターネットを
そこそこ楽しみたい⽅

M

２,４８０円⽉
額

あじさいセット割で 1,000 円割引
通常⽉額 3,980 円

メールやインターネットを
毎⽇楽しみたい⽅

5 データ通信量
5GB（   ）

２,９８０円⽉
額

あじさいセット割で 1,000 円割引
通常⽉額 4,980 円

メールやインターネットを
毎⽇たっぷり楽しみたい⽅

L（   ）

３,９８０円⽉
額

（   ）データ通信量
3GB3GB

データ通信量
10GB

10GB5GB

契約事務
⼿数料 ９,８００円 契約事務

⼿数料 ９,８００円契約事務
⼿数料 ９,８００円

⇒
あじさいセット割引で

2,780 円

050350251
テキストボックス
近日実施予定！




