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日本通信、ソフトバンクの iPhone版スマホ電話SIMを新発売 

SIMロックが掛かった状態で当たり前に使える格安SIM 

 

日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、2017年８月 16日（水）午前 10時より、業界で初

めて※1SIMロックを解除することなくソフトバンクの iPhoneで使える、音声通話サービス付き格安

SIM、「b-mobile S スマホ電話 SIM」を提供開始します。ドコモのスマホ利用者にとっての「当た

り前」である格安SIMを、ようやくソフトバンクの iPhone利用者にお届けします。全国の家電量販

店や iPhone の修理専門店、総合オンラインス

トア等で取扱いが開始されます（販売店の一覧

は別紙をご参照ください）。また、本日より、

ソフトバンクの格安 SIM に関するご相談をお

受けする専用コールセンター「スマホ電話SIM

【ソフトバンクiPhone専用】コールセンター」

を新設いたします。 

 

2011 年に当社が市場に初めての格安 SIM を

発売し、今や格安 SIM は一般用語となり、広

がっています。ドコモのスマホ利用者であれば、

スマホはそのまま、つまり買い替えすることな

く、SIMロックを解除することなく、格安SIM

を購入して差し替えるだけで月々の携帯料金が

ほぼ半額になるという大変魅力的な商品である

ことが、急速に広がっている理由です。しかも、

従来使い続けてきた携帯電話番号をそのまま引

き継いで使えます。これがドコモ利用者にとっ

ての「当たり前」。 

 

しかし、この「当たり前」はソフトバンク利用者にとっては「当たり前」ではないのが今日、2017



 

 

年 8月 9日の時点です。今、使っている iPhoneがSIMロックを外せない推定 900万人の利用者は、

格安 SIM を使おうと思ったら新たに iPhone を買い直さなければなりませんし、Y!mobile の通信料

金が魅力的に見えても、iPhone を買い直さなければ使えません。また、SIM ロックを外すことが可

能な iPhoneを使っている方でも、SIMロックを外す手続きを踏まなければ、そのままでは使えない

という問題もあります。ドコモ利用者にとっての「当たり前」が、ソフトバンク iPhone 利用者にと

って「当たり前」ではない理由です。 

 

でも、来週の今日、8月 16日、ソフトバンク iPhone利用者に、この「当たり前」をお届けします。 

 

 

■ソフトバンクの iPhone版「b-mobile S スマホ電話SIM」の概要 

 

「b-mobile S スマホ電話 SIM」は、ソフトバンクの iPhone5以降のすべてのモデルに対応してい

ます。本サービスをご利用いただくにあたって、ソフトバンクの SIM ロックを解除いただく必要は

ありません。SIMを入れ替えていただくだけで、すぐにご利用開始いただけます。現在お持ちのiPhone 

＋ この格安SIMの組み合わせで、月々のスマホ代が半額に。驚くほど安くなります。 

 

このソフトバンクの iPhone 専用となる新しいプランは、ソフトバンク※2と比べて月々の利用料が

半額となる 2,450円［税別、以下すべて税別表記］で、５分以内の国内音声通話もかけ放題、超過後

の通話料も 30秒 10円です。 

 

ご利用中の電話番号を変えずにお乗り換え（MNP）していただくことも、もちろん新しい電話番号

でご契約いただくことも可能です。 

 

 ソフトバンクの場合※2 b-mobile S スマホ電話SIMの場合 

通話定額の基本料 

1,700円 

※２年単位での契約（自動更新）

の場合 

※通話料は５分以内：無料、 

５分超過後：20円／30秒 

全部コミで 2,450円 

 

※最低利用期間：無し 

※通話料は５分以内：無料、５分超

過後：10円／30秒 ウェブ使用料 300円 

データ定額（１GB） 2,900円 

計 
4,900円 

（５GBの場合：7,000円） 

2,450円 
（５GBの場合：3,850円） 

   

 

 



 

 

＜料金体系＞ 

「b-mobile S スマホ電話SIM」は、データ通信利用の多い月、少ない月のバラつきがあっても、常

に使用したデータ量に合った最適な定額プランでムダなくご利用いただけるおかわり機能を採用。１

GBあたり 350円で自動スライドし、多く使っても最大５GBの上限があるので安心です。 

 

 

 

＜ご提供開始日時＞ 

2017年８月 16日（水）午前 10時より 

（但し、MNP転入の受付開始は 2017年８月 22日（火）午前 10時になります） 

 

■「スマホ電話SIM【ソフトバンク iPhone専用】コールセンター」の開設について 

 

初めて格安 SIMをご利用になる方も安心していただけるよう、ソフトバンクの iPhone専用のアド

バイザーが丁寧に対応いたします。スマホ電話SIMに関することなら何でもご相談ください。 

 

開設日：2017年８月９日（水） 

受付時間 ：11：00～20：00 

電話番号 ：03-6435-9800 

 

 

 

ソフトバンクの格安SIM、b-mobile Sに関する詳細は、順次、以下のURLにて公開してまいります。 

http://www.bmobile.ne.jp/sb/index.html 

 

※1 SIMロックを解除することなくソフトバンクの iPhoneで使える、MVNO業界初となる音声通話付きSIM。 

※2 スマ放題ライト、基本データが１GBの場合です。月月割及びデータ繰り越しの適用外。 

 

※SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録

商標または商標です。スマ放題、月月割は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。 

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 

  



 

 

（別紙） 

＜取扱い販売店一覧＞ ※ABC順 

 

 イオンリテール株式会社 オンラインショップ イオンデジタルワールド 

 

 総合オンラインストア Amazon.co.jp 

 

 ビックカメラグループ 

ビックカメラ 

ビックカメラ.com 池袋本店 池袋本店パソコン館 

池袋西口店 池袋東口カメラ館 渋谷ハチ公口店 

渋谷東口店 新宿西口店 新宿東口駅前店 

ビックロ ビックカメラ新宿東口店 有楽町店 AKIBA 

赤坂見附駅店 立川店 聖蹟桜ヶ丘駅店 

JR八王子駅店 ラゾーナ川崎店 横浜西口店 

新横浜店 相模大野駅店 藤沢店 

船橋駅店 柏店 大宮西口そごう店 

高崎東口店 水戸駅店 札幌店 

新潟店 浜松店 名古屋駅西店 

名古屋 JR ゲートタワー店 JR京都駅店 なんば店 

あべのキューズモール店 岡山駅前店 広島駅前店 

天神①号館 天神②号館 鹿児島中央駅店 

 

コジマ 

コジマネット  コジマ×ビックカメラ 志村店 

コジマ×ビックカメラ ららぽーとTOKYO-BAY店 コジマ×ビックカメラ 新小岩店 

コジマ×ビックカメラ ベルクスモール浮間舟渡店 コジマ×ビックカメラ 三鷹店 

コジマ×ビックカメラ 函館店 コジマ×ビックカメラ 池上店 

コジマ×ビックカメラ イオン西岡店 コジマ×ビックカメラ 善福寺店 

コジマＮＥＷ弘前店 コジマ×ビックカメラ 葛飾店 

コジマ×ビックカメラ 盛岡店 コジマ×ビックカメラ 東村山店 

コジマ×ビックカメラ 多賀城店 コジマ×ビックカメラ 江北駅前店 

コジマ×ビックカメラ 泉中央店 コジマ×ビックカメラ 南砂町SUNAMO店 

コジマＮＥＷ大崎店 コジマ×ビックカメラ 福生店 

コジマ×ビックカメラ イオンモール名取店 コジマ×ビックカメラ 西東京店 

コジマ×ビックカメラ 卸団地店 コジマ×ビックカメラ 足立加平店 

コジマＮＥＷ白河店 コジマ×ビックカメラ イオン昭島ショッピングセンター店 

コジマ×ビックカメラ 郡山店 コジマ×ビックカメラ 成城店 

コジマ×ビックカメラ 会津若松店 コジマ×ビックカメラ 港北インター店 

コジマ×ビックカメラ いわき店 コジマＮＥＷ伊勢原店 

コジマ×ビックカメラ 福島店 コジマ×ビックカメラ 厚木栄町店 



 

 

コジマ×ビックカメラ 方木田店 コジマ×ビックカメラ 海老名店 

コジマ×ビックカメラ 駒生店 コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店 

コジマ×ビックカメラ 鹿沼店 コジマ×ビックカメラ 横須賀店 

コジマ×ビックカメラ 栃木店 コジマ×ビックカメラ 相模原店 

コジマ×ビックカメラ 小山店 コジマ×ビックカメラ 座間店 

コジマ×ビックカメラ 佐野店 コジマ×ビックカメラ 橋本店 

コジマ×ビックカメラ 日光店 コジマ×ビックカメラ 横浜大口店 

コジマ×ビックカメラ 黒磯店 コジマ×ビックカメラ 東海大学東店 

コジマ×ビックカメラ さくら店 コジマ×ビックカメラ 新潟店 

コジマＮＥＷ伊勢崎店 コジマ×ビックカメラ 上越店 

コジマ×ビックカメラ 高崎店 コジマＮＥＷ甲府店 

コジマ×ビックカメラ イオンモール沖縄ライカム店 コジマ×ビックカメラ 甲府バイパス店 

コジマ×ビックカメラ 深作店 コジマ×ビックカメラ 富山店 

コジマ×ビックカメラ 和光店 コジマ×ビックカメラ ファボーレ富山店 

コジマ×ビックカメラ 南越谷店 コジマ×ビックカメラ 静岡店 

コジマ×ビックカメラ 所沢西店 コジマ×ビックカメラ 浜松店 

コジマ×ビックカメラ 川口店 コジマ×ビックカメラ 静岡有明店 

コジマ×ビックカメラ 上福岡店 コジマ×ビックカメラ 沼津店 

コジマ×ビックカメラ 坂戸店 コジマ×ビックカメラ 富士店 

コジマ×ビックカメラ 浦和店 コジマ×ビックカメラ 熱田店 

コジマ×ビックカメラ 鳩ヶ谷店 コジマ×ビックカメラ 豊橋店 

コジマ×ビックカメラ 越谷店 コジマ×ビックカメラ 有松インター店 

コジマ×ビックカメラ 熊谷店 コジマ×ビックカメラ 清洲東インター店 

コジマ×ビックカメラ 新座店 コジマ×ビックカメラ 鳴海店 

コジマ×ビックカメラ 上尾春日店 コジマ×ビックカメラ 四日市店 

コジマＮＥＷ加須店 コジマ×ビックカメラ 高野店 

コジマ×ビックカメラ 春日部店 コジマ×ビックカメラ 箕面店 

コジマ×ビックカメラ 所沢店 コジマ×ビックカメラ 茨木店 

コジマＮＥＷ北本店 コジマ×ビックカメラ 生野店 

コジマ×ビックカメラ アクロスプラザ三芳店 コジマ×ビックカメラ 大東店 

コジマ×ビックカメラ 柏店 コジマ×ビックカメラ 名谷店 

コジマ×ビックカメラ 松戸店 コジマ×ビックカメラ 尼崎店 

コジマ×ビックカメラ 船橋店 コジマ×ビックカメラ 宇品店 

コジマ×ビックカメラ 習志野店 コジマ×ビックカメラ 広島インター緑井店 

コジマ×ビックカメラ 新船橋店 コジマＮＥＷ山口宇部空港店 

コジマＮＥＷ成田店 コジマ×ビックカメラ 八幡店 

コジマ×ビックカメラ 上板橋店 コジマ×ビックカメラ 福岡春日店 

コジマ×ビックカメラ 小平店 コジマ×ビックカメラ 福岡西店 

コジマ×ビックカメラ 高島平店 コジマ×ビックカメラ 小倉店 

コジマ×ビックカメラ 豊玉店 コジマ×ビックカメラ 熊本店 

コジマ×ビックカメラ 港北東急S.C.店 コジマ×ビックカメラ 那覇店 



 

 

コジマ×ビックカメラ 江戸川店 コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店 

コジマ×ビックカメラ 東大和店 コジマ×ビックカメラ 八王子高倉店 

コジマ×ビックカメラ 井草店 コジマ×ビックカメラ イオンモール堺鉄砲町店 

コジマ×ビックカメラ 用賀店 コジマ×ビックカメラ 西友ひばりヶ丘店 

コジマ×ビックカメラ 若林店 コジマ×ビックカメラ イオンモール広島府中店 

  

ソフマップ 

ソフマップ・ドットコム ソフマップAKIBA②号店 パソコン総合館 

ソフマップ 仙台駅前店 ソフマップ 川越店 

ソフマップAKIBA①号店 サブカル・モバイル館 ソフマップ なんば店ザウルス 2 

ソフマップ 大宮店 ソフマップ イオンモールＫＹＯＴＯ店 

ソフマップ 横浜ビブレ店 ソフマップ 天王寺店 

ソフマップ 町田店 ソフマップ・コジマ 神戸ハーバーランド店 

ソフマップAKIBA⑤号店 中古デジタル館買取センター ソフマップ 広島店 

 

 ドスパラ 

ドスパラ通販サイト 横浜駅前店 大阪・なんば店 

札幌店 名古屋・大須店 博多店 

秋葉原本店 
  

 

 iPhone特急修理専門 あいさぽ 

新宿本店 新宿西口店 

 

 PC DEPOT 

所沢店 小山本店 八戸新井田店 

坂戸店 土浦グレートセンター 福島西店 

太田店 富士店 半田インター店 

鴻巣店 小田原東インター店 盛岡本店 

横須賀店 前橋南インター店 一宮名岐バイパス店 

三島店 つくば研究学園店 高松東バイパス店 

青梅店 熊谷店 長野店 

鎌ヶ谷店 富里インター店 長岡店 

足利店 長崎店 土佐道路店 

狭山本店 飯塚秋松店 岡山本店 

神栖店 佐賀店 箕面店 

幕張インター店 鹿児島店  
市原インター店 岡崎羽根店  

 

 ピーシーデポ スマートライフ 

西馬込店 世田谷砧店 十日市場店 

東府中店 大和店 ふじみ野店 



 

 

碑文谷店 港南店 ららぽーと豊洲 紀伊國屋書店内店 

新横浜店 三鷹店 水戸店 

東名川崎店 湘南台店 松戸店 

みなとみらい店 稲城若葉台店 船橋店 

調布店 東大和店 新座店 

日吉店 青山店 多摩ニュータウン店 

辻堂店 東海店 越谷店 

港北本店 麻布十番店 六本木店 

平和台店 西新井店 
 

花小金井店 環七奥戸店 
 

 

 ヨドバシカメラ 

新宿西口本店 マルチメディアさいたま新都心駅前店 マルチメディア郡山 

マルチメディア新宿東口 マルチメディア横浜 マルチメディア仙台 

マルチメディアAkiba マルチメディア川崎ルフロン マルチメディア札幌 

マルチメディア錦糸町 アウトレット京急川崎 マルチメディア梅田 

マルチメディア上野 マルチメディア京急上大岡 マルチメディア京都 

マルチメディア町田 千葉店 マルチメディア名古屋松坂屋店 

八王子店 マルチメディア新潟駅前店 マルチメディア博多 

マルチメディア吉祥寺 マルチメディア宇都宮 ヨドバシ・ドット・コム 

 

 日本通信 オンラインショップ b-Market 

 

（2017年 8月 9日現在 ） 

 

※Amazon.co.jpはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。 

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

■日本通信について 

日本通信は 1996年５月24日、モバイルが実現する次世代インターネットを活用して日本の次世代経済の基盤

を構築する総務省の方針を実現する会社として設立されました。当社ビジネスモデルはのちにMVNOと命名

され、2009 年３月、総務省の携帯市場のオープン政策のもとNTTドコモとの相互接続を実現しました。こ

れにより「格安SIM」が生まれ、携帯事業者以外から携帯通信（SIM）が買える市場が誕生しました。次は、

携帯電話以外の産業が、自社サービスにモバイルを組み込み、産業全体がモバイルを活用し成長する番です。

MVNO ルールメーカ、世界初のMSEnabler としての強い技術ビジョンと高い遂行力によって、日本発の経

済創出の一翼を担うべく次世代プラットフォームの構築に取り組んでいます。東京、米国コロラド州および

フロリダ州に拠点を置き、東京証券取引所市場第一部に上場（証券コード：9424）しています。当社のコー

ポレートガバナンスのポリシーとして、社外役員が 過半数で、全社外役員は独立役員です。 


