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“LIBMO” 2回線目以降を 1,120円/月～で提供！*1 

～サービス開始 1周年を記念するサービス拡充～ 

 
当社 100％子会社であるＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（以下 TOKAI COM）が提供する格安モバ

イルサービス“LIBMO”が、サービス開始から 1 周年を迎えました。これを記念して、ご契約者様だけで

なくそのご家族皆様で LIBMO を快適にお使いいただけるよう、別添の通り新たなサービスプランの提供

を開始しました。 

 

“LIBMO”は昨年 2 月に TOKAI COM が MVNO として本格参入した格安モバイルサービスで、従来の

携帯電話キャリアに比べて安価な価格設定や、当社グループの光インターネットサービスとの組み合わせ

によるセット割引、業界初*2となる月額レンタル方式による iPhone の提供*3など、様々なサービスを展

開してまいりました。今般のサービス拡充により、LIBMO の市場競争力をより一層向上させ、本事業の

収益力強化を目指してまいります。 

 

当社グループは、TLC 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、現在 288 万件のお客様にご利用いただいております。

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 データシェアオプションの追加 SIM を音声通話機能付きで且つ 10 分かけ放題をつけてお申込された場合に、10 分か

け放題の月額利用料 850 円から月額 550 円を最大 1 年間割引します。詳細は別添の TOKAI COM のプレスリリース

をご参照下さい。 

*2 大手通信事業者サブブランドを除く MVNO 事業者で iPhone をレンタル提供し、かつ 6 ヶ月の最短利用期間とする

サービス。 

*3 株式会社オーバー・ザー・エアー(本社：東京都港区、代表取締役社長：太田清久)が提供するスマホレンタルサービ

ス「かりスマ」。 

 

 



プラン例・割引
1年目
月額

1年目
利用料
合計

2年目
利用料
合計

2年間
利用料
合計

(1回線目) データ通信 6GBプラン(¥3,030)

(2,3回線目)追加SIM (¥1,670) x 2回線
シェア割(▲¥550) x3回線 (最大1年間)

音声通話 10分かけ放題 x3回線

2,480

+1,120

+1,120

4,720

56,640 76,440 133,080

大手携帯
サブブランド
Ａ社

データ通信各2GB (¥2,980) x 3回線
※1年目割引(▲¥1,000)適用

家族割引(▲¥500) x 2回線
音声通話 10分かけ放題 x3回線

1,980

+1,480

+1,480

4,940

59,280 95,280 154,560

大手携帯
サブブランド
Ｂ社

データ通信各2GB (¥2,980) x 3回線
※1年目割引(▲¥1,000)適用

家族割引(▲¥500) x 2回線
音声通話 5分かけ放題 x3回線

1,980

+1,480

+1,480

4,940

59,280 95,280 154,560

ご家族のご利用に最適！
～月額利用料も年間利用料も最安値で提供～

◎ 2回線目以降、最大1年間1,120円/月～ （参考；他社1,480円/月～）

※ 2018年2月における当社調べ ※端末の費用を含まない ※初回契約事務手数料を含まない ※表示価格は全て税抜き
*1) (2,980円(1回線目)＋2,480円×2 (2,3回線目)) × 12ヵ月

（単位：円）

家族3名(3回線)で計6GBのデータ通信プランを利用、各社キャンペーン割引を
適用した場合の料金比較

*1

*1



平成30年2月23日 

各位 

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

 

格安モバイルサービス“LIBMO”のサービス拡充及び割引プログラムの追加について 

 

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”のサービス開始から 1周年を迎えるにあたり、ご契約者様だけでなくその

ご家族皆様で LIBMO を快適にお使いいただくため、新たに「大容量プラン」および「シェア割」の提供を開始

いたしました。 

LIBMO では、これまで月間データ通信量が最大 10GB のプランを提供してまいりましたが、動画や音楽配信サ

ービスなどを存分にお楽しみいただけるよう、新たに20GB、30GBのプランを追加いたします。 

また、データ通信容量をご家族や複数端末で分けあえるデータシェアオプションを、よりお得にご利用いた

だくため、追加 SIM のご契約についても月額料金を割引く「シェア割」を開始いたします。「シェア割」を適

用することで追加 SIMは 10分かけ放題が付いて月額1,120円（税抜）で最大1年間ご利用いただけます。 

当社は、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。 

以上 

 

【参考】 

◆大容量プラン 

従来のプランに加え、データ通信量 20GB、30GBの大容量プランをサービス開始いたしました。 

既に LIBMOにご契約されている方は、LIBMOマイページにてプラン変更が可能です（プラン変更はお申込み翌月

1日より反映されます）。 

 

◇サービス料金（月額利用料 ※金額はすべて税抜き） 

プラン名 データ通信 データ通信＋SMS データ通信＋音声通話機能 

ライトプラン※ 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 

【New】20GBプラン 3,980円 4,120円 4,680円 

【New】30GBプラン 5,880円 6,020円 6,580円 

※ライトプランの通信速度は上限 200kbpsです。 

※別途、契約事務手数料、通話料、SMS送信料およびユニバーサルサービス料がかかります。 

※上記金額には、端末代金は含まれておりません。 

※音声通話機能付き SIM を開通日から 1 年以内にご解約された場合、違約金として 9,500 円が発生しま

す。 



 

◆シェア割 

データシェアオプションの追加 SIMを音声通話機能付きで且つ 10分かけ放題をつけてお申込みされた場合、10

分かけ放題の月額利用料 850円から月額550円を最大 1年間割引きいたします。 

   

◇適用条件 

・データシェアオプションの追加 SIMを音声通話機能付きで且つ 10分かけ放題をつけてお申込みされた回線

が対象です。 

・適用条件を満たす既存追加 SIM回線も対象になります。 

 その場合、平成30年 2月ご利用料金よりシェア割を適用いたします（お申込み不要）。 

・ライトプランは、データシェアオプションをお申込みいただけないため、適用対象外になります。 

 

 ◇料金例（金額はすべて税抜き） 

 10GBプランを追加SIMを含め 3回線（全て音声通話機能付き＋10分かけ放題）でご利用される場合 

 

［1年目の月額利用料］ 

① 主回線（音声通話機能付き SIM＋10分かけ放題）     3,830円 →3,280円（550円割引） 

② 追加SIM1枚目（音声通話機能付き SIM＋10分かけ放題）  1,670円 →1,120円（550円割引） 

③ 追加SIM2枚目（音声通話機能付き SIM＋10分かけ放題）  1,670円 →1,120円（550円割引） 

         計                           5,520円 （1,650円割引） 

 

［2年目以降の月額利用料］ 

① 主回線（音声通話機能付き SIM＋10分かけ放題）     3,830円 

② 追加SIM1枚目（音声通話機能付き SIM＋10分かけ放題）  1,670円 

③ 追加SIM2枚目（音声通話機能付き SIM＋10分かけ放題）  1,670円 

         計                     7,170円 

   

※別途、契約事務手数料、通話料、SMS送信料およびユニバーサルサービス料がかかります。 

※上記金額には、端末代金は含まれておりません。 

※音声通話機能付きSIMを開通日から 1年以内にご解約された場合、違約金として 9,500円が発生いたし

ます。 

 

【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  

コンシューマ事業本部 移動体通信事業部 営業推進部 

E-Mail：LIBMO-SALES@tokai-grp.co.jp 

 


