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2015年３月12日 

各  位 

東京都港区虎ノ門四丁目１番28号

日本通信株式会社

代表取締役社長 三田 聖二

（コード番号：9424）

問合せ先 代表取締役副社長 福田 尚久

電話 03-5776-1700

 

 

ＶＡＩＯスマートフォン発売決定のお知らせ 

 

日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、ＶＡＩＯ株式会社（以下、「ＶＡＩＯ」という）との協業

（2014 年 12 月 25 日付プレスリリース（ＰＲ情報）で公表）による第一弾として、本日、代表取締役社

長がＶＡＩＯブランドのスマートフォン（以下、「本製品」という）の発売を決定しましたので、お知ら

せいたします。 

記 

１．本製品の発売に至るまでの経緯 

当社が切り拓いたＭＶＮＯサービスの業界には、現在、多くのＭＶＮＯ事業者が参入し、通信サー

ビスの多様化および低廉化が進んでいます。しかしながら、お客様にとって通信サービスと同様に

極めて重要な通信端末については、ＭＶＮＯ事業者が提供するサービスにおいては、ブランド力の

弱い製造業者の製品か、または、ブランド力のある製品では旧型モデルが中心となっています。 

当社は、このような状況を踏まえ、ＶＡＩＯとの協業により、モバイル通信機能を内蔵する魅力的

な通信端末を新たに企画し、市場に投入していくことを目指しています。 

本製品は、この協業の第一弾の成果です。 

 

２．本製品について 

（１）本製品の概要 

３頁以降の「VAIO® Phone誕生」（本日別途公表予定）をご覧ください。 

 

（２）本製品の連結売上高への影響 

本製品の売上高は、発売開始からの５ヶ月間で40億円程度を見込んでいます。 

 

（３）本製品の企業化のために支出する費用及びその内訳 

本製品の企業化のために特別に支出する費用は予定しておりませんが、今後発生が明ら

かになり、当社の業績に重要な影響を及ぼすものと判断した場合には、速やかにお知ら

せいたします。 

 

３．本製品の発売に関する日程 

代表取締役社長による決定日： 2015年３月12日 

製品発表会： 2015年３月12日 

販売開始日： 2015年３月13日 
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４．本製品の協業先の概要 

 

（１） 名 称 ＶＡＩＯ株式会社 

（２） 所 在 地 長野県安曇野市豊科5432 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 関取 高行 

（４） 事 業 の 内 容 
PCおよびPC関連製品その他の企画、設計、

開発、製造および販売 

（５） 資 本 金 1,006百万円 

（６） 設 立 年 月 日 2014年７月１日 

（７） 
大 株 主 及 び 

持 株 比 率 

VJホールディングス2株式会社 94.4％、 

ソニー株式会社 5％、経営陣 0.6％ 

（８） 
上場会社と当該会

社との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者

への該当状

況 

該当事項はありません。 

（注）ＶＡＩＯ株式会社は2014年７月１日に設立されたため、最近３年間の連結経営成

績及び連結財政状態については、実績値がなく、記載しておりません。 

 

５．今後の見通し 

本製品が当社の平成２７年３月期以降の連結業績に与える影響は、現時点では未定ですが、当社

の業績に重要な影響を及ぼすものと判断した場合には、速やかにお知らせいたします。 

以上 

 

（参考）当期連結業績予想（平成26年５月８日公表分）及び前期連結実績 

（単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期連結業績予想 

(平成27年３月期) 
6,230 1,230 1,200 1,130

前期連結実績 

(平成26年３月期) 
4,667 723 709 881

 

 

■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の可能性と産業構造に目を向け設

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。特許技術のネットワークセキュリティ、ネットワ

ークを効率的に運用する先端技術やリアルタイムの認証技術、さらにはＭＶＮＯルールメーカとしての強い

技術ビジョンと高い遂行力によって、ユニークな通信サービスをつくりだしています。東京、コロラド州、

ジョージア州に拠点を置き、東京証券取引所に上場（証券コード：9424）しています。 

 

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
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  2015 年 3 月 12 日  

報道関係各位 

日本通信株式会社 

VAIO 株式会社 

 

VAIO® Phone 誕生 

 

日本通信株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三田 聖二、以下、「日本通信」）と

VAIO 株式会社（本社 : 長野県安曇野市、代表取締役 関取 高行、以下、「VAIO（株）」は、協

業成果のひとつとして VAIO スマートフォン「VAIO® Phone」を発表いたします。 

 

モバイルネットワークは、その活用の仕方によって、これまでにない新たな価値をお客様にご提

供する大きな可能性を秘めています。単に通信、あるいは単にハードウェアに個別に取り組むの

ではなく、通信とハードウェアを一体のモノとして取り組むことで、これまでにない新たな価値

を生み出します。日本通信では、スマートフォンで 03 番号が使える「03 スマホ」、高度なセキュ

リティを提供する「無線専用線」など、さまざまなモバイルソリューションの開発、実現に取り

組んでいます。 

 

VAIO㈱はこうした日本通信の構想に可能性を感じ、その構想実現に向けサポートさせていただき

たいと考え、昨年の協業発表に至りました。本日発表の VAIO® Phone は、製造元は日本通信で、

VAIO㈱はデザインを中心に監修しております。VAIO㈱としては、今回の VAIO® Phone を皮切

りに、今後、ハードウェアと通信を組み合わせることによる+αの付加価値を検討していきます。 

 
＜VAIO® Phone がめざすところ＞ 

2015 年 5 月、いよいよ SIM ロック解除が義務化されます。MVNO が提供する SIM サービスは

選択肢が増え、通信料金の低価格化にも貢献しています。一方でスマートフォンに関しては、「安

い」からという、消極的な購入となっています。「コレが欲しい」、しかもお手頃な月額料金でお

使いいただけるスマートフォンを投入することが、今回の VAIO® Phone の目指すところです。 

 

〇主な特長 

1. シンプルでスタイリッシュなデザイン 

ビジネスにもプライベートにもフィットする黒基

調のシンプルなデザインを採用。本体表裏のガラス素材を生かした光沢面と側面のマット仕上げ

のコントラストにより、スタイリッシュなデザインに仕上げました。 
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2. 握りやすさ、持った時の気持ちよさを重視 

握りやすさ、持った時の気持ちよさを重視したソフトタッチ

塗装を本体側面に採用。男性でも女性でも片手で扱いやすい

５インチのスクリーンサイズです。  

 

3．VAIO® Phone 専用 SIM 

専用の音声通話＋データ通信をご用意しています。 

 

4. AndroidTM 5.0 を搭載 

より使いやすく、より多機能になった OS、Android 5.0 を

搭載し、きびきびとした操作性と多彩な機能を両立。新フェ

ーズの「マテリアルデザイン」を採用し、普段の何気ない利

用にもわかりやすさを実感いただけます。 

 

5. 大容量 2,500mAh のバッテリー搭載 

先進の OS とシンプルかつ最適なハードウェアが組み合わせることにより、ビジネスでもプライ

ベートでも安心の長時間駆動を実現しました。 

 

 

 

○基本スペック 

OS   ：Android 5.0 

サイズ  ：約 141.5mm×約 71mm×約 7.9mm 

ディスプレイ ：HD：720×1280 

質量   ：約 130g (リチウムイオンバッテリー含む) 

カメラ  ：背面 13 メガピクセル CMOS、サブ 5 メガピクセル CMOS 

CPU   ：1.2GHz クアッドコア 

内蔵メモリ  ：16GB  RAM 2GB 

バッテリー  ：2,500mAh 

SIM サイズ  ：マイクロ SIM 

テザリング  ：対応 

 

【VAIO® Phone の価格と販売について】 

VAIO® Phone は、24 回分割払いと一括購入の２種類を用意しています。（販売店により異なりま

す） 

端末 24 回分割払い：音声通話+上限のない高速定額プランをあわせて月額 3,980 円 

 音声通話+1GB のライトプランとあわせて月額 2,980 円 

端末一括購入 ：51,000 円 

※表示価格は b マーケット（税別）の場合です 
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〇お客さまからのお問い合わせ 

VAIO® Phone コールセンター （本日 16 時開設） 

 受付時間  : 09:00～18:00  

  TEL     : 03-6435-9880 

 

〇VAIO® Phone 商品ページ 

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

 

※両社の協業については、2014年 12月 25日付け報道発表資料「日本通信株式会社とVAIO

株式会社が協業 スマートフォンの市場投入を準備中」をご参照ください。 

 

 

以上 

 

＜会社概要＞ 

日本通信株式会社   http://www.j-com.co.jp/index.html 

VAIO 株式会社    http://vaio.com/ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

※“VAIO”、 、はソニー株式会社の登録商標です。 

※ Android は、Google Inc.の商標または登録商標です 

 


