
 

  

 

『BBIQ スマホ SIM d』概要 

 

１．提供開始日 

2015 年 3 月 2 日（月） 

 

２．サービス内容 

оお客さまのニーズに合わせて、「データ通信」「データ通信（SMS 機能付き）」「音声通話」の

３タイプの SIM カード※１をご提供します。 

о「音声通話」SIM カードの場合は、今お使いの電話番号がそのままご利用いただけます。また、

新しい電話番号をご用意することも可能です。 

о端末は、スマートフォン3機種、タブレット3機種をご用意しております。また、本SIMカード

に対応したお手持ちの端末にてご利用いただくことも可能です。 

оオプションサービスとして「スマホ安心サポート」「端末補償サービス」をご提供します。 

 
データ通信 データ通信（SMS機能付き） 音声通話 

機能 ﾃﾞｰﾀ通信 ○ ○ ○ 

SMS － ○ ○ 

音声通話 － － ○ 

通信速度※2 受信最大 150Mbps、送信最大 50Mbps 

データ通信容量 2GB/月（翌月まで繰り越し可能、容量超過時は 200kbps で通信可能） 

SIM 種別 通常/micro/nano 

音声通話サービス － 070/080/090 

契約事務手数料 3,000 円 

月額料金 900 円 1,040 円 1,600 円 

通話料金※3 － 20 円/30 秒 

音声通話オプション 転送電話、迷惑電話ストップ、国際ローミング、国際電話：無料 

※国際ローミング、国際通話の通話料は有料 

最低利用期間 なし 12 ヶ月※4 

※1 スマートフォンがデータ通信や通話を行う際に必要な IC カード。 

NTT ドコモ Xi®および FOMA®、FOMA®ハイスピードに対応した SIM カードをご提供します。 

（「Xi」「FOMA」は NTT ドコモの登録商標または商標です） 

※2 理論上の最大速度は異なります。また、LTE エリア外の場合は、3G エリアでの最大速度によるデータ

通信が可能です。 

※3 無料通話分はありません。 

※4 12 ヵ月以内に契約を解除する場合は、「12 ヵ月－利用開始月を 0 ヵ月とした利用月数）×1,000 円」

の契約解除料が発生します。 

  

別紙 



 

  

３．端末スペック 

（１）スマートフォン 

名称 ASCEND G620S ZenFone 5 ASCEND Mate7 

外観    

メーカー ファーウェイジャパン ASUS TeK ファーウェイジャパン 

サイズ（㎜） 

[幅×高さ×厚さ] 
72.1×142.9×8.5 72.8×148.2×10.3 81×157×7.9 

ディスプレイサイズ 約 5.0 インチ 約 5.0 インチ 約 6.0 インチ 

重量 約 160g 約 145g 約 185g 

カラー ホワイト/ブラック 
ホワイト/ブラック 

ゴールド/レッド 
シルバー/ブラック 

OS Android™ 4.4 Android™ 4.4 Android™ 4.4 

本体メモリー容量 

（ROM／RAM） 
8GB／1GB 16GB／2GB 16GB／2GB 

バッテリー 2,000mAh 2,110 mAh 4,100 mAh 

価格 21,800 円 29,800 円 45,800 円 

（２）タブレット 

名称 Mediapad M1 Mediapad X1 
YOGA Tablet 2 

with Windows 

外観    

 

 

 

メーカー ファーウェイジャパン ファーウェイジャパン レノボ・ジャパン 

サイズ（㎜） 

（幅×高さ×厚さ） 
120.7×214.4×7.9 103.9×183.5×7.18 255×183×(3～7.2) 

ディスプレイサイズ 約 8.0 インチ 約 7.0 インチ 約 10.1 インチ 

重量 約 339g 約 249g 約 639g 

カラー ホワイト ホワイト ブラック 

OS Android™ 4.2 Android™ 4.2 
Windows 8.1with Bing 

32bit 日本語版 

本体メモリー容量 

（ROM／RAM） 
8GB／1GB 16GB／2GB 32GB／2GB 

バッテリー 4,800 mAh 5,000 mAh 9,600mAh 

価格 27,800 円 36,800 円 49,800 円 

※ 製品仕様は変更予告なく変更される場合があります。 

※ スマートフォン、タブレット端末は一括払いもしくは 24 回、36 回の分割払い(無金利)となります。 

ご購入の際は、SIM カードを取り付け、すぐに使える状態でお届けします。 



 

  

４．オプションサービス内容 

（１）スマホ安心サポート 

■サービス内容 

оスマートフォン・タブレットの使い方や設定方法について、オペレーターが電話サポートや

画面を見ながらリモートサポートするサービスです。フリーダイヤルにて 365 日対応します。 

оまた、電話帳・お気に入りページのバックアップや、端末紛失時のデータ保護（遠隔ロック・

初期化）も可能なため、万が一の端末紛失の際に、個人情報の流出防止にも役立ちます。 

■料金 

 о月額料金：300 円 ※初回お申込時は、最大 2 ヶ月無料 

・電話サポート以外のご利用にはアプリケーションのインストールが必要です。端末をご購入

いただいたお客さまには、事前に端末にインストールしてお渡しいたします。 

・アプリケーションは、一部端末や OS のバージョンによってご利用いただけない場合がござ

います。 

・端末の電源が OFF の場合はご利用いただけません。 

（２）端末補償サービス 

■サービス内容 

о「破損」「全損」「水濡れ」「メーカー保証期間を過ぎた自然故障」など万一のトラブルの際

でも、修理代金を安価に抑えることのできるサービスです。（補償期間最長 36 ヶ月間） 

оお客さまから故障のご連絡をいただきましたら、係員が同一機種をお届けし、故障品と交換

いたします。通常 2～3 週間かかる端末の修理を待つことなくこれまで通りサービスをご利用

いただくことが出来ます。 

■料金  

о月額料金：380 円 

 о修理費用：1回目：5,000 円、2回目：10,000 円、3回目以降：実費 

・BBIQ スマホ SIM d 対応端末購入時のみご加入いただけます。 

・本サービス解約後の再加入はできません。 

・盗難･紛失はサービス対象外となります。 

・交換機種は同一機種を基本としますが、製造中止等により調達困難な場合は対象機種と同等か

それ以上の機種との交換となります。 

・回収した故障品のお客さまへの返却は行いませんので、交換時のデータ消去およびデータ

移行はお客さまご自身でのご対応となります。 

・お客さまにより不当に改造されている端末などはサービス対象外となります。 

 

５．キャンペーン 

（１）スタートキャンペーン 

о期間：2015 年 3 月 2 日(月)～4 月 30 日(木) 

о特典：BBIQ をご利用中のお客さまを対象に、最大 1 万 8 千円割引。 

・SIM カード及び端末を同時購入いただいた場合、契約事務手数料 3,000 円を無料。 

・当社指定の端末を先着 100 名さまに 15,000 円引きで販売。 

※詳細は別途ホームページでお知らせします。 

（２）事前キャンペーン 

о期間：2015 年 2 月 12 日～3 月 1 日 

о特典：BBIQ をご利用中のお客さまを対象としたアンケートにお答えいただくことで、音声 

通話 SIM カードの月額料金が 6 ヶ月間 350 円割引。 

・アンケート Web サイト URL： http://www.bbiq.jp/sim/ 

以 上 

（記載の料金は、すべて税抜の料金です。） 


