2018 年 8 月 20 日
株式会社 MAYA SYSTEM
日本初、クラウド SIM テクノロジー搭載世界スマホ「jetfon」
8 月 28 日(火)より販売開始
～SIM カード不要で世界 100 ヵ国以上でシームレスなデータ通信が可能に～
株式会社 MAYA SYSTEM(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井上千鶴)は、2018 年
8 月 1 日(水)に予約受付を開始した、日本初(※1)となるクラウド SIM テクノロジー搭載の
世界スマホ「jetfon(ジェットフォン)」の販売を、8 月 28 日(火)より開始いたします。

クラウド SIM テクノロジーとは、クラウド上に世界各国の SIM を格納し、通信端末へネ
ットワーク環境を提供する先進の技術です。
jetfon はこの技術を用いた、SIM カード不要で世界 100 以上の国と地域でデータ通信が可
能なスマートフォンです。通信プランは内蔵のアプリで購入することができる為、SIM カ
ードの差替えや APN 設定などの作業は一切必要ありません。また、高価な海外ローミン
グと違い、現地の通信事業者と直接通信をするため、低コストで安心して利用できます。
※1

2018 年 7 月 1 日(日)時点で、国内に販売されているスマートフォンにおいて、クラウド SIM テク

ノロジー搭載の機種が初めて。上記の情報は、発表日時点の当社調べのもので、内容は予告なしに変更さ
れることがありますので予めご了承ください。

【販売日・販売場所】
■販売日
－jetfon 端末本体
2018 年 8 月 28 日(火)10:00
－jetfon 純正アクセサリ
(AC アダプタ+USB ケーブルセット、保護フィルム+本体ケースセット)
2018 年 9 月中旬販売予定
jetfon 純正アクセサリは 9 月中旬販売予定です。販売日・詳細は改めてお知らせいたし
ます。
■販売場所
－家電量販店
株式会社ヨドバシカメラ、株式会社ビックカメラ、株式会社ヤマダ電機、上新電機株
式会社でお求め頂けます。
店頭でのお取り扱いについては各販売店へお問い合わせください。
－オンライン
jetfon 公式サイト(https://www.jetfon.jp)
Amazon(https://www.amazon.co.jp)
－法人窓口
https://www.jetfon.jp/business/
【サービス概要】
■製品概要

端末名称

jetfon™ (ジェットフォン)

販売価格

39,800 円(税抜)

jetfon 専用通信プラン

jetfon 専用の通信プランとして下記のプランが利用できます。
・300MB/1 日プラン（利用期間：最大 24 時間）
・1GB/7 日プラン（利用期間：7 日間）
・3GB/30 日プラン（利用期間：30 日間）

SIM カードスロット

nano SIM×2(DSDS 対応)
※クラウド SIM 利用時はスロットを 1 つ占有
※SIM スロット 2 は SD カードスロットと排他利用

画面サイズ

5.5 インチ,FHD(1920×1080)

CPU

Qualcomm Snapdragon 652 オクタコア
(4×1.8GHz+4×1.4GHz)

OS

Android™ 7.1.2

RAM

4GB

ROM

64GB

カメラ

メイン：約 1300 万画素
サブ：約 800 万画素

micro SD スロット

mircoSD(最大 2GB)、microSDHC(最大 32GB)、
microSDXC(最大 256GB)に対応

サイズ

153.6*75.8*7.9mm

重量

約 180g

本体カラー

グラファイトブラック/シャンパンゴールド

対応ネットワーク

FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28
TD-LTE B38/39/40/41
WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
TD-SCDMA B34/39
GSM 850/900/1800/1900
CDMA2000 BC0/BC1
VoLTE（NTT ドコモ/SoftBank）
※au はソフトウエアのアップデートにて対応予定

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth

V4.0

バッテリー

2,900mAh

USB 端子

micro

センサー

コンパス、加速度、重力、ジャイロ、近接、照度、指紋、測位
(GPS,GLONASS,BeiDou,A-GPS)

テザリング可能台数

5 台まで

※クラウド SIM 利用時のテザリングも可能
その他

FM ラジオ、緊急速報(J アラート対応)

■対応国一覧
jetfon は、世界 100 以上の国と地域に対応しています。
アジア
中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィ
リピン、タイ、シンガポール、マカオ、カンボジア、バーレーン、イス
ラエル、カザフスタン、ラオス、スリランカ、パキスタン、サウジアラ
ビア、ミャンマー、アラブ首長国連邦、インド、ヨルダン、モンゴル、
ネパール、モルディブ、バングラデッシュ、カタール、日本
ヨーロッパ
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、リヒテンシュタイン、
キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、フィ
ンランド、オーランド諸島、フランス、モナコ、イギリス、ギリシア、
クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、バチカン、サン
マリノ、リトアニア、ラトビア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、ロシア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、トル
コ、ウクライナ、ルクセンブルク、ノルウェー、ハンガリー、アルバニ
ア、マルタ、セルビア
北アメリカ
アメリカ(ハワイ・アラスカ含む)、サイパン、グアム、カナダ、メキシ
コ、プエルトリコ
南アメリカ
コロンビア、ベネズエラ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、パナ
マ、チリ、ペルー、ボリビア、エクアドル、コスタリカ、ドミニカ共和
国、グアテマラ、ニカラグア、エルサルバドル
オセアニア
オーストラリア、フィジー、ニュージーランド
アフリカ
モロッコ、西サハラ、エジプト、ケニア、アルジェリア、ガーナ、南ア
フリカ、ザンビア、モーリシャス、ナイジェリア、チュニジア、タンザ
ニア、アンゴラ
■jetfon 専用通信プラン
エリアごとに 300MB/１日プラン（利用期間：現地到着から 24 時まで）、1GB/7 日プラン
（利用期間：利用開始から 7 日間）
、3GB/30 日プラン（利用期間：利用開始から 30 日
間）といった通信プランを jetfon 専用プランとして利用できます。
なお、通信料金の支払い方法は、PayPal、クレジットカード（VISA・MASTER・JCB）
、
デビットカード（国際ブランドがついたもの）、請求書払いに対応しています。
分類

エリア

販売価格
300MB/1 日

単国

1GB/7 日

3GB/30 日

アジア

380 円～

980 円～

1,880 円～

ヨーロッパ

580 円～

1,480 円～

2,980 円～

北アメリカ

580 円～

1,480 円～

2,980 円～

周遊

南アメリカ

580 円～

1,480 円～

3,980 円～

オセアニア

580 円～

1,480 円～

2,980 円～

アフリカ

680 円～

1,480 円～

3,980 円～

中国 VPN

680 円

2,980 円

7,980 円

1,880 円

3,980 円

ヨーロッパ

-

アジア

今後提供予定

グローバル

今後提供予定

※各エリアで複数の価格帯がありますが、ここでは各エリアで一番安い価格を記載しております。
※上記記載の通信プラン価格は課税対象外です。
※端末および通信プラン等の詳細は、下記サイトをご覧ください。
jetfon 公式サイト:

https://www.jetfon.jp

当社は、今後も世界でつながる先端の通信技術を基軸に、携帯端末の企画・開発、海外
Wi-Fi ルーターのレンタル・販売を通じて、世の中にない、新しい価値を提供してまいり
ます。
【会社概要】
株式会社 MAYA SYSTEM(呼称：マヤシステム)
本社 ：〒163-0512
東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 12F
代表者：代表取締役社長

井上千鶴

設立 ：2007 年 10 月 23 日
【報道関係に関するお問い合わせ先】
株式会社 MAYA SYSTEM
企画・マーケティング部 広報窓口
TEL：03-6629-7585
E-Mail ：press@mayass.com
端末の貸出をご希望の場合は、上記アドレスまでご連絡ください。
【製品に関するお問い合わせ先】
株式会社 MAYA SYSTEM
TEL：03-6630-0009
E-Mail：support@jetfon.jp

jetfon サポート

