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当社グループが MVNO 事業に本格参入
～格安 SIM サービス“
サービス“LIBMO(
LIBMO(リブモ)
リブモ)”のサービス開始
サービス開始～
開始～
当社 100％子会社であるＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（以下 TOKAI COM）は 2014 年より格安
SIM の販売を行ってまいりましたが、この度、MVNO*1 事業に本格参入し、格安 SIM サービス *2
「LIBMO」を 2 月 23 日より開始することを、別添の通りお知らせいたします。

昨今のスマートフォンの普及とともに、大手移動体通信事業者より回線を借り受け、割安なモバイル
通信サービスを提供する格安 SIM の利用者数は、ここ数年で急速な拡大を見せており、その回線数は、
平成 27 年度末で前年同期から 65%増加の 539 万回線となり、平成 29 年度末には 1,170 万回線に達す
ると予測されております*3。
また、先般総務省が一般利用者の通信料負担を引き下げる事を目的に、利用する通信会社を容易に変
更できるようにするためのガイドライン*4 を公表しました。これにより今後一層格安 SIM サービスの利
用者は増加していくと見込まれております。
当社グループのガス事業と並ぶ主力事業の情報通信事業を担う TOKAICOM は、全国 78 万件に提供
している ISP サービスで全国 4 位*5 の地位を確立、さらに平成 27 年 2 月より NTT 東西地域会社の光
ファイバー回線と自社のプロバイダとしての充実したサポートサービスをパッケージにした光コラボ
サービスの提供を開始し、積極的な販促活動を展開しています。今般の MVNO 事業への本格参入によ
り、お客様の生活に欠かすことのできない光固定回線サービスと移動体通信サービスをワンストップで
提供していきます。
「LIBMO」（http://www.libmo.jp/）は、大手携帯キャリアや、格安 SIM 提供事業者に対して十分な
価格優位性をもった料金設計とし、移動体通信サービスの新規顧客開拓は勿論、光コラボとのセット提
供により固定回線サービスのさらなる拡販や解約防止にも寄与する戦略的な商品と位置付けて、積極的
に推進してまいります。
当社グループは、TLC（トータルライフコンシェルジュ）のビジョンのもと、エネルギー・情報通信、
CATV 等、人々の生活に密着した様々な生活インフラサービスを総合的に提案し、今後も地域・社会の
課題解決に貢献できる商材・サービスの提供に積極的に取り組み、顧客満足度向上に努めてまいります。

以

上

*1 MVNO ：格安 SIM を販売し、無線データ通信サービスを提供する事業者 (Mobile Virtual Network Operator)
*2 格安 SIM ：大手移動体通信事業者(DoCoMo, au, Softbank)より通信回線を借り受け、割安な価格設定でスマートフ
ォン向けのモバイルデータ通信サービスを提供する回線サービスの通称
*3 株式会社 MM 総研調査による推定値。独立系 MVNO 事業者が SIM カードを活用し、独自の料金プランで提供する
独自サービス型 SIM の回線契約数
*4 総務省 平成 29 年 1 月 10 日の報道資料「モバイルサービスの提供条件・端末に関するガイドラインについての意見
募集の結果」の添付資料「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」にて、SIM ロック解除期間を現行の
半年から 3 か月に短縮するよう大手移動体通信事業者に求めるもの
*5 出所：日経流通新聞 2014 年 11 月 5 日掲載記事
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平成 29 年 1 月 31 日
各位
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

携帯電話利用料が 1/4 になる格安モバイル
になる格安モバイルサービス
モバイルサービス”LIBMO”
サービス”LIBMO”のサービス開始
”LIBMO”のサービス開始
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長 鴇田 勝彦、以下 当社）
は、格安モバイルサービス「LIBMO」を平成 29 年 2 月 23 日から提供開始いたします。
また、サービス開始に際し、2 月 1 日より先行予約の受付を開始いたします。
「LIBMO」は、株式会社 NTT ドコモの Xi®エリアで通話およびデータ通信が行える格安モバイルサービ
スです。サービスメニューは、ライトプラン、3GB プラン、6GB プラン、10GB プランの 4 つがあり、お客
様のご利用用途に応じてお選びいただけます。料金は、データ通信＋音声通話機能＋スマホ本体で月額
1,780 円（税別）から提供いたします。また、当社光インターネット接続サービス（@T COM（アットティ
ーコム）ヒカリ、TNC ヒカリなど）とのセット割やインターネットセキュリティサービス「TOKAI SAFE」
の 1 年間無償提供などお得な特典を用意しております。
サービスの開始にあたり、ご利用料金から月額 400 円を 1 年間割引する「スタートキャンペーン」を実施
いたします。（キャンペーン期間：平成 29 年 2 月 23 日～平成 29 年 5 月 31 日）
※

「スタートキャンペーン」は、3GB プラン、6GB プラン、10GB プランをご選択、かつ音声通話機能をお申込みいただいた場合が対象です。

現在、大手携帯キャリアの一般的なスマートフォンの月額基本料金は 6,000 円を超える高価格帯となって
おりますが、「LIBMO」に乗り換えることにより、現在の 1/4 程の料金でご利用いただけるようになります。
当社はこれまで格安モバイルサービスとして「モバイル 4G/D」を提供しておりましたが、お客様により
魅力的なメニュー、料金設定をご用意し、MVNO 事業に本格参入を果たすとともに、ＴＯＫＡＩグループ
が掲げるトータルライフコンシェルジュ構想のもと、お客様のモバイルライフをより楽しく豊かにすること
を目指し、今後もより良いサービスの提供に努めてまいります。

◆「LIBMO」について
LIBMO」について
◇提供開始：平成 29 年 2 月 23 日
◇基本料金（税別）
初期費用：事務手数料 3,000 円
月額料金
プラン名

データ通信のみ

データ通信＋SMS

データ通信＋音声通話※2

ライトプラン※1

480 円

620 円

1,180 円

3GB プラン

880 円

1,020 円

1,580 円

6GB プラン

1,480 円

1,620 円

2,180 円

10GB プラン

2,280 円

2,420 円

2,980 円

※1 最大速度 200kbps にてデータ通信量に制限なくご利用いただけます。
※2 音声通話機能をご契約の場合、SMS もご利用いただけます。

◆割引サービス
◇光コラボ セット割
当社光インターネット接続サービスとセットで LIBMO を同時にご利用いただいた場合、光インターネ
ット接続サービスの料金から最大 300 円割引。
※既に当社光インターネット接続サービスをご利用いただいているお客様にも適用いたします。
※割引額は 3G プラン月額 100 円、6G プラン月額 200 円、10G プラン月額 300 円となります。
※光インターネット接続サービスに対し、割引適用は LIBMO1 契約になります。LIBMO 複数ご契約の
場合は、ご契約プランのうち最大割引額を適用いたします。
◇TOKAI SAFE 最大 1 年間無料
インターネットセキュリティサービスを最大 6 台までご利用いただける TOKAI SAFE を最大 1 年間無
料で提供。
※LIBMO 開通月から起算し、12 ヶ月目の月末までが無料期間となります。

◆先行予約優待キャンペーン
先行予約優待キャンペーン
◇キャンペーン期間：平成 29 年 2 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日
◇キャンペーン内容：事務手数料 3,000 円（税別）を無料

◆スタートキャンペーン
◇キャンペーン期間：平成 29 年 2 月 1 日～平成 29 年 5 月 31 日
◇キャンペーン内容（月額利用料 ※税別）
音声通話機能をお申し込みの場合、月額利用料から 400 円を 1 年間割引。
※ライトプランはスタートキャンペーンの対象外となります。
◇キャンペーン適用例（スマホ本体：FREETEL 社 Priori4 （24 回払い）の場合 ※税別）
3G プラン（音声通話機能）1,580 円/月＋スマホ本体 600 円/月－割引 400 円/月 ＝1,780 円/月

以 上

【サービスに関するお問い合わせ】
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
コンシューマ営業本部 移動体通信事業部 営業推進部
E-Mail：LIBMO-SALES@tokai-grp.co.jp

