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アプリックス子会社のスマートモバイルコミュニケーションズが
クラウド SIM を使用する新サービス「めっちゃ WiFi™」の提供を開始
～月額 1,480 円からの「スマモバ™」新プランも同時販売開始～
IoT（Internet of Things）製品向けソリューションの開発を手掛ける株式会社アプリックス（本社：東京都新宿区、
代表取締役社長：根本忍、以下「アプリックス」）は、子会社のスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社（本
社：東京都文京区、代表取締役：鳥越洋輔、以下「SMC」）（※１）が、クラウド SIM を使用する新サービス「めっちゃ
WiFi™」（https://smamoba.jp/meccha/）を本日より開始したことをお知らせいたします。
クラウド SIM とは、本来はプラスティックの SIM カードに記録されている回線契約や固有番号などの情報をクラウ
ド上に格納しておき、その時々に最適な SIM カード情報を自動的かつ柔軟に適用して回線接続することで、従来
型の WiFi ルータではできなかった便利なデータ通信サービスを利用することができる次世代の通信技術です。
アプリックスでは、2019 年８月 13 日に発表した「アプリックス事業ビジョン 2019」（※２）の「事業構造」において、
「組込み」「スマートフォン／エッジコンピューティング」「クラウド＋α」に続く第４のプラットフォーム（以下「PF」）とし
て「データ通信」を定義しておりますが、今回の SMC によるクラウド SIM の提供は PF 事業における要素技術拡充
施策の一環となります。加えて、既存の SMC の MVNO サービス「スマモバ」のほかに、継続的に収益を獲得でき
るストックビジネスが新たに加わることになることから収益性の向上にもつながると考えております。

なお、SMC は本日「スマモバ™」の新プランについても発表しております。SMC のクラウド SIM サービス「めっち
ゃ WiFi」と「スマモバ」新プランの詳細については「別紙１」と「別紙２」の SMC プレスリリースを、アプリックスグルー
プ PF 事業拡充のイメージについては「別紙３」をご参照ください。
当社グループでは、引き続き PF 事業の強化拡充を図るとともに、市場の広範なニーズにお応えすべく、ワンス
トップでのトータル IoT ソリューションのご提供に注力してまいります。
以上
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※１．2019年７月24日付適時開示「株式会社アプリックスによるスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社の簡
易株式交換による完全子会社化のお知らせ」参照。
※２．2019年8月13日付適時開示「「アプリックス事業ビジョン2019」策定に関するお知らせ」参照。

■株式会社アプリックスについて
アプリックスの使命は「ソフトウェアの力で世の中のあらゆる人々に幸せをもたらすこと」です。携帯電話でのJava利用という新しいフロンティア
を切り開いた「JBlend」に続き、開拓中の分野が、IoT(Internet of Things)です。当社ではIoTモジュール(ビーコン)、スマホアプリ、クラウドサー
ビス等のIoTソリューションを一貫して提供することで、家電製品等のIoT化を推し進め、「モノからの通知によって人々の生活を豊かにする」と
いうコンセプトの実現を目指しております。
アプリックスのwebsite（投資家情報等）：https://www.aplix.co.jp/
アプリックスのテクノロジー事業：https://business.aplix.co.jp/
Facebook公式ページ：https://www.facebook.com/AplixCorporation.official/
■お問い合わせ先：
アプリックスのお問い合わせページ：https://www.aplix.co.jp/inquiry/
※ 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
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＜別紙１＞

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
〒112-0014 東京都文京区関口 1-24-8 東宝江戸川橋ビル 8F

スマモバ データ通信無制限の「めっちゃ WiFi」を
永年「月額 3,480 円」で 10 月 01 日より提供開始！
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都文京区）が展開する
格安 SIM ブランド「スマモバ」は、2019 年 10 月 1 日（火）より、データ通信無制限のモバイル WiFi ルーターサ
ービス「めっちゃ WiFi」（https://smamoba.jp/meccha/）を販売開始いたします。

スマモバでは現在、ドコモ回線およびソフトバンク回線の MVNO サービスを提供しておりますが、この度データ通
信無制限のモバイル WiFi ルーターサービス「めっちゃ WiFi」を web 販路限定で販売開始いたします。本プランの
サービスコンセプトは主に 5 つとなります。
Point1. マルチキャリア対応
最適な通信環境（ソフトバンク・ドコモ・au ネットワーク利用）を自動割当することにより安定した通信環境
をご提供いたします。
Point2. データ通信無制限（※1）
通信容量制限がないプランとなります。動画コンテンツなども安心してご利用いただけます。
Point3. 国内・海外兼用のルーター
海外でも兼用可能なルーターです。面倒な手続き・SIM の差し替え等は発生致しません。
1 日 1GB までご利用可能です。（※2）
Point4. 端末レンタル代金「無償」
端末はレンタル契約となります。レンタル料金は無償です。
Point5. 月額料金「3,480 円」（※３）
月額基本料金が 3,480 円となり、ご利用期間中は永年同価格でのご提供となります。
※1.契約者間の利用の公平を確保し本サービスを円滑に提供するため、弊社のネットワークを継続的
かつ著しく大量に占有する通信をされた場合、速度や通信量を制限することがあります。
※2.海外利用時は別途料金が発生します。
※3.表記されている金額は税抜です。また別途ユニバーサル料金が発生します。

＜別紙２＞

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
〒112-0014 東京都文京区関口 1-24-8 東宝江戸川橋ビル 8F

スマモバ 月額 1,480 円~の新プランを販売開始！
端末補償が付帯したオプションパックもリリース！！
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都文京区）が展開する格安 SIM ブランド「スマモバ」は、
2019 年 10 月 1 日（火）より、月額 1,480 円~の新プランを販売開始します。新プランの開始にあわせて、端末
補償が付帯したオプションパックも同時にリリースします。
スマモバでは、お客様からの要望が多い通信プランとよりお求めやすい価格・サービスをご提供するため、2019 年 10
月 1 日より新プランを販売開始いたします。詳しくは弊社ブランドサイト（https://smamoba.jp/）をご覧ください。
Plan. 音声通話付き S プラン（月額 1,480 円~）
月間通信容量が 3GB までのプランです。【基本料金】1,980 円 【開始割引(※1)】-500 円
Plan. 音声通話付き M プラン（月額 2,080 円~）
月間通信容量が 6GB までのプランです。【基本料金】2,580 円 【開始割引(※1)】-500 円
Plan. 音声通話付き L プラン（月額 2,980 円~）
月間通信容量が 30GB までのプランです。【基本料金】3,480 円 【開始割引(※1)】-500 円
Plan. データ専用 LL プラン（月額 3,480 円~）
月間通信容量が 1 日 3GB のプランです。【基本料金】4,480 円 【開始割引(※1)】-500 円
その他割引
音声通話付き M・L プラン、データ専用 LL プランをお申し込みで端末を割賦契約頂いた場合、
【月々割引(※2)】-300 円が適用されます。また、データ専用 LL プランと音声通話付きプランを
同時にお申し込み頂くとデータ専用 LL プランに【スマホセット割引(※3)】-500 円が永年割引になります。

オプションパック.通定安心パック S・L
音声通話付きプランをご契約時にお申込みいただけます。
【通定安心パック S】 1 分通話定額とスマモバメールサービス、端末補償(※4)のパックです。【月額】450 円
【通定安心パック L】 10 分通話定額とスマモバメールサービス、端末補償(※4)のパックです。【月額】900 円

(※1)開始割引はサービス開始月から 12 ヶ月間適用されます。
(※2)月々割引はサービス開始月から 36 ヶ月間適用されます。
(※3)スマホセット割引は、音声通話付きプランとデータ専用 LL プランご契約中、永年適用されます。
(※4)端末補償の範囲は、1 年間 1 回支払上限 50,000 円までとなります。詳細についてはスマモバサービス規約（https://smamoba.jp/t
erms.php）をご確認ください。

別紙３ データ通信プラットフォーム（PF）事業拡充のイメージ
アプリックスグループ4番目のPF事業「データ通信」の領域における市場訴求力を高め、継続的な
収益獲得のためのストックビジネスを加速するため、通信サービス等のラインナップを順次拡充。

※アプリックスの事業構造
全体については
次ページを参照ください
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アプリックスの事業構造（参考）
３つの要素技術群とデータ通信から成るタテの軸をPF事業、それらを組み合わせて個別最適に提供
するソリューションをDX事業と位置づけ、相互補完と個々の事業の強化・拡充を図る。
センサ
組込み機器・デバイス
組込みソフトウェア
ハードウェア
など

アプリ
ミドルウェア
O2Oプラットフォーム
など

DX

IoTソリューション（システムインテグレーション）

SDDC・SDS
Publish・Analytics
深層学習
画像認識・音声認識
ビジネスアプリケーション
など

DX

IoTソリューション（システムインテグレーション）

DX

IoTソリューション（システムインテグレーション）

データ通信

データ通信
MyBeacon®
fvIO™
Beaconモジュール
ほか

店舗アプリ
ほか

組込み

スマートフォン
エッジコンピューティング

PF

PF
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PF

クラウド＋α

PF

PF
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