毎月のスマホの料金、
もしもシークスで一緒に見直しましょう！

格安スマホ史上初！ 通話定額プラン！

で
スマホ

電話が

無料通話付き定額プラン 2015年 9月7日出荷開始！

現在お使いの070、080、090などの番号から、国内なら誰にでも無料でご利用頂けるので安心です。
※110、119などの3桁の緊急電話や0570などのナビダイヤルなどご利用いただけない番号もございます。予めご了承ください。

3つの定額コース！

大変お得な

基本コースに

1,000円

電話は１日１回程度だけど、
ちょっと
話が長くなっちゃう方におススメ。
しかも、
インターネットを十分に
ご利用頂ける大容量データの安心の
プラン。

追加

電話をかけるのは１日１回程度で、

2,000円
追加

データ増量で

あんしんコース

連絡くらい。インターネットは、
もっぱら
メールやLINE、地図などの利用に
限られる方は、
こちらが断然お得！

基本コースに

2,980

お手軽、
お得な

基本コース

（税別）
円/月額

1,980

無料通話

5分/通話、30 回/月

（税別）
円/月額

最大約6,000円分の無料通話！
※39.8円/分×5分×30回/月

無料通話

大容量データ7GB

3分/通話、30 回/月

最大約3,600円分の無料通話！

1GB

データ

※docomoのネットワーク
※7GB以降も200ｋbpsでパケ放題

常にスマホが手放せない！
インターネットも電話もかなり使う方には、
両方充分ご利用頂けるこのプランで安心、満足！

データも通話も

まんぞくコース

3,980

（税別）
円/月額

無料通話

10分/通話、100回/月

最大約40,000円分の無料通話！

※39.8円/分×10分×100回/月

大容量データ7GB

※docomoのネットワーク
※7GB以降も200ｋbpsでパケ放題
7GBってどれくらい？

●Yahoo!トップページ
（スマホ対応ページ）約2万ページ
●500万画素のデジカメ画像をメールで約2,500枚送信
●Youtube 4分40秒の動画再生（HQでない動画）約600回再生

7GBってどれくらい？
●Yahoo!トップページ
（スマホ対応ページ）約2万ページ

※docomoのネットワーク
※1GB以降も200ｋbpsでパケ放題

●500万画素のデジカメ画像をメールで約2,500枚送信
●Youtube 4分40秒の動画再生（HQでない動画）約600回再生

1GBってどれくらい？
●地図アプリで目的地を表示、拡大約345回
●500万画素のデジカメ画像をメールで約350枚送信
●Youtube 4分40秒の動画再生（HQでない動画）約86回再生

オプション

※無料通話時間を超過した場合は30秒19.9円の通話料がかかります。 ※使用容量が7G（プランによっては1G）
を超過すると、速度は200kbpsになります。

全てのコースに付けられます。

通話機能を充実させましょう。
●留守番電話

●キャッチホン

400円/月（税別）
300円/月（税別）

もしものときも安心。
もしもシークスの
「もしも保証」1回目5,000円、2回目10,000円で修理を受付、またはリフレッシュ品と交換
●ベーシック
●プレミアム

539円/月（税別）
639円/月（税別）

保証対象 ： 自然故障、破損、落下等、水没、偶然による事故
保証対象 ： 自然故障、破損、落下等、水没、偶然による事故、盗難、紛失、
データ復旧支援サービス

※iPhoneはそれぞれ+100円となります。
（ベーシック639円、
プレミアム739円）

もしもシークスでは社会貢献やあなたに嬉しいサービスを行っています。
■ 毎月通信料の1％を途上国の通信発展に寄付 …………………………………………… 通信の発展に繋がる3つのNPO法人に寄付をしています。
■ 初期設定無料 ※端末ご購入の方 ………………………………………………… ご購入頂いた端末に初期設定をし、すぐにご使用できる状態で出荷致します。
■ 送料無料 …………………………………………………………………………………………… ご自宅などご契約頂いた住所へ、無料でお届け致します。
■ コールセンター電話サポート無料 ……………………………………………………………… お困りの際は、お電話にて何でもお気軽にご相談ください。
もしもしサポートデスク 03-6869-7155 ※平日AM10:00〜PM6:00

別途通話料がかかります。
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もしもシークスの SMS付

データプラン

もしもシークスの SIM SMS付

かけたい放題

ルーター込み プラン 3,980 円/月額（税別）

「かけたい放題」
「データプラン」
いずれも
SIMのみのご購入頂けます。

24か月契約、
ルーター代金が0円になるプランです。25ヶ月目からは基本料2,980円のみとなります。

大容量データ7GB

※docomoのネットワーク
※7GB以降も200ｋbpsでパケ放題

お持ちのドコモさんのスマホやSIMフリーのスマホに
もしもシークスのSIMがお使えいただけます。

いつでもどこでも快適な安定感抜群のwifiルーター
安定感抜群のwifiルーター！

ご注意

ルーター（FUJISOFT FS020W）単品19,800円（税別）一括 + 標準SIM2,980円（税別）の
セットでもご購入いただけます。

標準SIM

もしもシークスに興味をもっていただいた方へ。
？

？

Q.1

A. お使え頂けます！ 現在お使いの携帯会社から

MNP（ナンバーポータビリティ）で070・080・090番号

そのままでもしもシークスに乗換えできます。
現在ご利用の携帯電話会社から
MNP予約番号を申込みください。
■各携帯電話会社のお問い合わせ先
NTTドコモ ……… 0120-800-000
（一般電話）
/151
（携帯電話）
au ……………… 0077-75470
（一般電話・携帯電話）
ソフトバンク …… 0800-100-5533
（一般電話・携帯電話）

step2

MNP予約番号
（10桁）

step3

10桁のNMP予約番号を取得。

パソコンか、
代理店からお申込み

お申込み後、
実際にこれだけのスマホ料金に差がでます。

【例】
d社からもしもシークスに乗り換えた場合

8,000円/月
d社
カケホーダイ
データ5GB

Q.3

読んでるだけではわからない。誰かに直接聞きたい！
手続きって面倒くさそう・・・。

A. もしもシークスには全国に500店以上の代理店が
あります。
まずはお気軽に代理店へご相談ください。

株式会社元氣玉 ロック宅建事務所 株式会社リンク エクセルツリー株式会社

格安スマホ業界 株式会社パルックス West Hills Communication株式会社 株式会社エムダ

step1

結局
どうなる？

わからないことはどんな些細なことでも
お問い合わせください！

「安くてお得なのはわかったけれど、
ここからどうしたらいいの？」
もしもシークスはあなたと一緒に解決します！

今使っている電話番号は変わらずそのまま使えるの？

申込は
カンタン
3step！

microSIM nanoSIM

※事前にお持ちのスマホがもしもシークスのSIMに対応
しているかどうかお確かめください。
お確かめの際はもしもシークスHP、またはお近くの代
理店やサポートデスクまでお問い合わせください。

-4,020円/月

まんぞくコース

50%
以下！

3,980円/月

データ7GB
無料通話 10分、100回

毎月半額以下に！

店舗数 No.1

ブルエス日高 株式会社山長 MoxiMoxiWorld株式会社 株式会社ワンズパ
ワープラス 合同会社グリーンバード 株式会社MICOTO CREATIONS 株
式会社ワンダーシーク GOLDEN TOP合同会社 有限会社ブレインズ・オフィス A 'Smiley
Soﬁa 合同会社 株式会社ダイスクリエイティブ 株式会社アステート渋谷 株式会社RURAKU
株式会社Gx.com Dreamy Lion株式会社 フォーチュン株式会社 ライフデザイン株式会社
合同会社ソレイユ 株式会社ドリームライン HCLD株式会社 千水ハナトモネットワーク株式
会社 株式会社リンク・クリエーション 株式会社ゴードンブラザーズ 株式会社CHA THREE
ＭＩＰ株式会社 ＫＩＰ合同会社（もしもシークス品川五反田） 合同会社ＢＬＵＥ ＳＴＡＲ 合
同会社ビーフリー！ 株式会社ルーサースティッケル 株式会社TMO 株式会社a-discovery
合同会社モバイルコンサル 株式会社コスメッセ 株式会社神戸印刷本店 合同会社HIT.1
塩川総業株式会社 スカイウェイブ Tプロジェクト 昌和染工株式会社 PROTECTJAPAN株
式会社 合同会社IGUCHI 有限会社メルヴェイユ K WAVE 株式会社ルシエル 株式会社
リロード アクア 株式会社Think 株式会社MOBILE-LIB 株式会社えん 株式会社Ysコー
ポレーション つながるもしも株式会社 ディーズパレット株式会社 合同会社フレール 株式会
社スカイ 株式会社BJライティングジャパン 有限会社デモキットマスダ 株式会社関西テクノ
La Grace合同会社株式会社ナカモト 有限会社千幸堂 ASK株式会社 株式会社中国道路
施設 株式会社プラスワン YYM株式会社 株式会社長崎電業 ETERNAL WINS株式会社
La sparanza合同会社 My mobile もしもしマート メディカルメディアコミュニケーションズ
レモバイル合同会社 有限会社アームSP 有限SKコーポレーション 株式会社アップワード
株式会社ファイブアールコミュ武雄ガス株式会社ニケーションズ ETERNAL WINS株式会社
合同会社Tコーポレーション Jコーポレーション ファインキーパー有限会社・・・and more

不安なこと、素朴な疑問はもちろん、面倒なお申込み手続きなども代理店のスタッフと
一緒にその場で解決しましょう。

お近くの代理店をご紹介します。 もしもシークスサポートデスク：03-6869-7155 ※平日AM10:00〜PM6:00

もしもシークスで家計にも気持ちにもHAPPYな毎日をスタートしませんか？

※docomoのネットワーク ※7GB以降も200ｋbpsでパケ放題

Q.2

今まで使っていたメールは？
電話帳や写真はどうなるの？

お申込み、お問い合わせは当店で

A. 無料で使える、Gmailやhotmailでメールが
ご利用頂けます。
また、今お使いの電話帳や写真
なども、簡単に移行できます。
キャリアメール

Gmail や hotmail
（フリーメールサービス）

電話帳・画像

アプリを使って移行

お持ちのスマホ

新しいスマホ

フリーメールの設定の仕方や電話帳や写真のオススメ移行アプリの
ご紹介をしております。
お気軽にお近くの代理店やサポートデスクまでご相談ください。

もしもしサポートデスク：03-6869-7155 ※平日AM10:00〜PM6:00
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もしもシークスは通信料金の
を途上国の通信の発展に
寄付しております。詳しくはもしもシークスのホームページまで。

MVNO史上初
通話定額プラン

for
Business

無料通話付き定額プラン

2015年

9月7日出荷開始！

現在お使いの070、080、090などの番号から、国内なら誰にでも無料でご利用頂けるので安心です。
※110、119などの3桁の緊急電話や0570などのナビダイヤルなどご利用いただけない番号もございます。予めご了承ください。

3つの定額コース！

大変お得な

基本コースに

1,000円
追加

基本コース

まんぞくコース

基本コースに

2,000円

3,980

追加

あんしんコース

（税別）
円/月額

2,980

無料通話

10分/通話、200回/月

（税別）
円/月額

1,980

最大約80,000円分の無料通話！

※39.8円/分×10分×100回/月

無料通話

5分/通話、100 回/月

（税別）
円/月額

大容量データ7GB

最大約2,000円分の無料通話！

※docomoのネットワーク
※7GB以降も200ｋbpsでパケ放題

※39.8円/分×5分×30回/月

無料通話

3分/通話、30 回/月

7GBとは？

1GB

●Yahoo!トップページ
（スマホ対応ページ）約2万ページ

データ

最大約3,600円分の無料通話！

●500万画素のデジカメ画像 約2,500枚分
●２Mサイズの大きなパワポ資料約3,500件分

※docomoのネットワーク
※1GB以降も200ｋbpsでパケ放題

1GB

7GBとは？

データ

●Yahoo!トップページ
（スマホ対応ページ）約2万ページ
●500万画素のデジカメ画像 約357枚分

※docomoのネットワーク
※1GB以降も200ｋbpsでパケ放題

●２Mサイズの大きなパワポ資料約500件分

1GBってどれくらい？
●地図アプリで目的地を表示、拡大約345回
●500万画素のデジカメ画像 約357枚分
●２Mサイズの大きなパワポ資料約500件分
※無料通話時間を超過した場合は1分39.8円の通話料がかかります。 ※使用容量が7G（プランによっては1G）
を越しますと、速度は200kbpsになります。

オプション

もしものときも安心。
もしもシークスの
「もしも保証」

通話機能を充実させましょう。
●留守番電話

●キャッチホン

400円/月（税別）
300円/月（税別）

もしもシークスの SMS付

●ベーシック
●プレミアム

539円/月（税別）
639円/月（税別）

保証対象 ： 自然故障、破損、落下等、水没、偶然による事故
保証対象 ： 自然故障、破損、落下等、水没、偶然による事故、盗難、紛失、
データ復旧支援サービス

※iPhoneはそれぞれ+100円となります。
（ベーシック639円、
プレミアム739円）

データプラン

ルーター込み プラン 3,980 円/月額（税別）
24か月契約、
ルーター代金が0円になるプランです。25ヶ月目からは基本料2,980円のみとなります。

大容量データ7GB

※docomoのネットワーク ※7GB以降も200ｋbpsでパケ放題

1回目5,000円、2回目10,000円で修理を受付、
またはリフレッシュ品と交換

もしもシークスの SIM SMS付

「かけたい放題」
「データプラン」
いずれも
SIMのみのご購入頂けます。
お持ちのドコモさんのスマホやSIMフリーのスマホに
もしもシークスのSIMがお使えいただけます。

快適な安定感抜群のwifiルーター！
FUJISOFT FS020W

ルーター（FUJISOFT FS020W）単品19,800円（税別）一括 + 標準SIM2,980円（税別）のセットでも
ご購入いただけます。

ご注意

標準SIM

microSIM nanoSIM

※事前にお持ちのスマホがもしもシークスの
SIMに対応しているかどうかお確かめくだ
さい。

もしもシークスでは社会貢献やお客様に嬉しいサービスを行っています。
■ 毎月通信料の1％を途上国の通信発展に寄付 ……………………………… 通信の発展に繋がる3つのNPO法人に寄付をしています。
■ 初期設定無料 ※端末ご購入の方 …………………………………… ご購入頂いた端末に初期設定をし、すぐにご使用できる状態で出荷致します。
■ 送料無料 …………………………………………………………………………… ご自宅などご契約頂いた住所へ、無料でお届け致します。
■ コールセンター電話サポート無料 ………………………………………………… お困りの際は、お電話にて何でもお気軽にご相談ください。
03-6869-7155 ※平日AM10:00〜PM6:00

別途通話料がかかります。
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