２０１５年１２月１０日
イオンリテール株式会社

12 月 11 日（金）日本ブランド イオンスマホ２機種発売

イオンはこれまでに、こだわりの日本ブランド４メーカーの端末をはじめ、イオンスマホユーザー
向けの端末保証サービスや電話でのテクニカルサポートなど、価値と価格の両方にこだわり、端末や
サービスの追求をしてまいりました。特に、契約期間の縛りがなく解約金０円につきましては、多く
のお客さまより「安心して気軽に申し込むことができる」とのお声をいただいています。
このたび、多様化するお客さまのこだわりにお応えできるよう、
「イオンスマホ」より新たに日本
ブランド２機種をご用意しました。

―イオンスマホ 日本ブランド新機種

１２月１１日（金）発売―

アクティブ重視！

便利さ重視！

高耐久で
おサイフケータイ(R)対応

イオンスマホ初の
赤外線対応
おサイフケータイ(R)対応

富士通 arrows M02

シ ャ ー プ AQUOS SH-M02

端末価格：３４,８００円

端末価格：４４,８００円

（税込３７,５８４円）

（税込４８,３８４円）

第８弾

イオンスマホ

富士通「arrows

M02」

富士通「arrows M02」の一番 の特長は耐久性です。日本ブランドのスマートフォンならではの防水、防
塵に加え、米国国防総省調達基準 MIL-STD-810G １４項目の厳しい試験をクリア。スキー場や真夏のビーチ
などの様々なシーンで使い方が広がる端末です。本端末は、全国の「イオン」約２１０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、BIGLOBE 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６ＧＢ月額１,６５０円（税込 １,７８２
円）、音声通話付高速データ通信１２ＧＢ月額２,９８０円（税込３,２１８円）をご用意しました。

「イオンスマホ」arrows

M02 ３つのこだわり

初めてスマホをご利用されるお客さまに安心の機能
イオンスマホだけのシンプルホーム搭載

心 お き な く 楽し め る ３ 日 間の 電 池 持 ち
2330mAh バッテリー&省電力機能！
注 1：一般に想定されるスマートフォンの利用があった場合の電池の持ち時間です（富士通調べ）
。実際の利
用状況（連続通話や動画を大量にダウンロードした場合など）によってはそれを下回る場合があります。

安心して使える、充実の基本機能
声が聞き取りやすく通話しやすい富士通独自の通話機能
スマホ史上最高の日本語変換エンジンで文字入力も快適

【販売概要】
1. 発 売 日：１２月１１日（金）
2. 端 末：富士通「arrows M02」 ３４,８００円（税込３７,５８４円）
※２４回支払の場合は月約１,４５０円（税込１,５６６円）
3. 通信サービス：
①BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」音声通話スタートプラン（１ＧＢ）
月額１,３５０円（税込１,４５８円）
→端末代金とセットで月額約２,８００円（税込３,０２４円）
②BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」ライト S プラン＋音声通話オプション （６ＧＢ）
月額１,６５０円（税込１,７８２円）
→端末代金とセットで月額約３,１００円（税込３,３４８円）
③BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」１２ギガプラン＋音声通話オプション （１２ＧＢ）
月額２,９８０円（税込３,２１８円）
→端末代金とセットで月額約４,４３０円（税込４,７８４円）
4. 販売店舗：全国の「イオン」約２１０店舗
ネットショップ「イオンデジタルワールド」
（https://shop.aeondigitalworld.com/shop/）

第９弾

イオンスマホ

SHARP「AQUOS

SH-M02」

シャープ「AQUOS SH-M02」の一番の特長は高画質カメラです。スマートフォンの機能の中でも最も使わ
れるカメラ。スマートフォンではキレイに撮れなかった暗闇での撮影や逆光でもきれいに撮影が出来ます。
本端末は、全国の「イオン」約２１０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、BIGLOBE 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６ＧＢ月額１,６５０円（税込 １,７８２円）
、音声通話付高速データ通信１２ＧＢ月額
２,９８０円（税込３,２１８円）をご用意しました。

「イオンスマホ」AQUOS SH-M02

３つのこだわり

色鮮やかな液晶ディスプレイ
独自のバックライト&カラーフィルタ「S-PureLED」が、
これまで表現が難しかった微妙な色合いも忠実に再現
。

約 5 インチの画面が手に収まるサイズで便利
片手でも操作しやすい 5 インチ HD 液晶
充電を気にせず使いこなせる 3 日間の電池持ち
2,450mAh の大容量バッテリー

【販売概要】
1．発 売 日：１２月１１日（金）
2．端 末：シャープ「AQUOS

SH-M02」 ４４,８００円（税込４８,３８４円）

※２４回支払の場合は月約１,８６６円（税込２,０１６円）
3．①BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」音声通話スタートプラン（１ＧＢ）
月額１,３５０円（税込１,４５８円）
→端末代金とセットで月額約３,２１６円（税込３,４７４円）
②BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」ライト S プラン＋音声通話オプション （６ＧＢ）
月額１,６５０円（税込１,７８２円）
→端末代金とセットで月額約３,５１６円（税込３,７９８円）
③BIGLOBE「BIGLOBE LTE･3G」１２ギガプラン＋音声通話オプション（１２ＧＢ）
月額２,９８０円（税込３,２１８円）
→端末代金とセットで月額約４,８４６円（税込５,２３４円）
4．販売店舗：全国の「イオン」約２１０店舗
ネットショップ「イオンデジタルワールド」
（https://shop.aeondigitalworld.com/shop/）

◆商品スペック◆

イオンスマホ第 8 弾

イオンスマホ第 9 弾

富士通

シャープ

M02

SH-M02

34,800 円

44,800 円

Android5.1

Android5.0

MSM8916 1.2GHz

MSM8926 1.2GHz

Quad Core

Quad Core

ROM

16GB

16GB

RAM

2GB

2GB

画面サイズ

約 5 インチ

5 インチ

アウトカメラ

約 810 万画素

1,310 万画素

インカメラ

約 240 万画素

210 万画素

バッテリー容量

2,330mAh

2,450mAh

Felica 対応

○

○

メーカー
型番
端末代金（税抜）
OS

CPU

イオンモバイルおすすめポイント
1．イオンモバイルは、解約金 0 円
イオンモバイルは、音声契約の場合でも、解約金は頂戴しません。
当然、契約期間の縛りもございませんので、安心してご契約下さい。
2．イオンの店頭でご契約できます。
全国のイオンのお店で、お申込みできるので、初めてスマートフォンをご契約される場合でも、安心・
便利にお申込頂けます。
※一部店舗ではお申込頂けませんので、ご注意下さい。
3．MNP 即日お渡し可能
MNP でのご契約の場合でも、ご契約日当日に、お持ち帰り頂き、イオンモバイルをご利用頂けます。
※一部店舗ではお申込頂けませんので、ご注意下さい。
4．充実のアフターサービス
万が一、スマートフォンが故障した場合の端末保証サービスや使い方・初期設定を相談できる電話サポ
ートなど、安心してスマートフォンをご利用頂けるアフターサービスも充実。
5．24 回無金利分割払いでご購入頂けます。
24 回分割払い時の分割手数料をイオンが負担致します。
◆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１,４００円（税抜）、ライト S プラン＋音声通
話オプションは月額 ２,１５０円（税抜）、１２ギガプラン＋音声通話オプションは月額３,４００
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１,３５
０円（税抜）
、 月額１,６５０円（税抜）
、月額２,９８０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２００
kbps 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：６GB/月・１２ギガプラン：１２GB/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７
２時間（３日間）の通信量の合計が２００MB 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。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）。
※「おサイフケータイ(R)」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
※「AQUOS/アクオス」
「S-PureLED」および「AQUOS」ロゴはシャープ株式会社の商標または登録商標です。

