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当社孫会社エコノミカル、ソフトバンク回線を使用した格安SIMサービス 

「ロケットモバイル 神プラン(S)」提供開始のお知らせ 
 
当社孫会社である株式会社エコノミカル（代表取締役社長 金野太一、以下、エコノミカル)は、本日（2018
年 7 月 18 日(水)）より、従来のドコモ回線を使用した提供プランに加え、ソフトバンク回線を使用した格安
SIM サービス「ロケットモバイル 神プラン(S)」の提供を開始しましたので、別添資料のとおり、お知らせいたしま
す。 
エコノミカルの提供する、ドコモ回線利用の格安 SIMサービス「ロケットモバイル(d)」は、堅調な IoT需要にも支
えられ、これまで順調に利用者数を増やしてきていますが、今回、ソフトバンク回線利用の iPhone 利用者をメ
インターゲットとした同様のサービスを展開することで、収益のさらなる増加を目指しております。 
 

 
添付資料 
エコノミカル、ソフトバンク回線を使用した格安 SIM サービス 
「ロケットモバイル 神プラン(S)」提供開始のお知らせ 
 
【リリースに関するお問合せ】 
株式会社ソフトフロントホールディングス 
グループ業務推進室 松井 
TEL︓03-6550-9270 FAX : 03-6550-9296 
E-mail : press@softfront.co.jp 
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株式会社エコノミカル 

エコノミカル、ソフトバンク回線を使用した格安 SIM サービス 
「ロケットモバイル 神プラン(S)」提供開始のお知らせ 

 

株式会社エコノミカル（代表取締役社⻑ 金野太一 以下、エコノミカル)は、本日（2018 年 7 月 18 日
(水)）より、ソフトバンク回線を使用した格安 SIM サービス「ロケットモバイル 神プラン(S)」 (以下、
本サービス)の提供を開始しましたのでお知らせいたします。 
 

<サービスロゴ> 

 
 
■本サービスの概要 

本サービスは、ソフトバンク網で通信可能な格安モバイル SIM サービスとなります。 
お客様は本サービスを利用することで、ソフトバンク株式会社（以下、ソフトバンク社）から販売され
た iPhone(※1)を SIM ロック解除なしで利用することができます。 
 

本サービスは、2016 年 5 月の提供開始より多くのお客様からご好評をいただいているドコモ回線利用
の「ロケットモバイル 神プラン(D)」と同様に、「低速無制限の定額使い放題プラン」であるため、
眠ってしまっている iPhone を 2 台持ち用の端末として利用したり、使い過ぎが心配なお子様用のスマ
ホを安価に利用する手段として最適です。 
 

なお、「高速プランが欲しい」というお客様のご要望にお応えするため、「1GB プラン(S)」と大容量
プランの「20GB プラン(S)」も同時に提供を開始いたします。ロケットモバイルは、お客様がご自身
の利用状況に応じ「今すぐプラン変更」にて当月内にプラン内容を切り替えることができる(※2)た
め、経済的かつ快適にスマホでのインターネットをご利用いただくことができます。 

 
(※1) ソフトバンク社から販売された iPhone5 以降の端末で利用可能です。iPhone4S 以前の機種及び、iPhone 以外の

Android 端末等では利用できません。 
「ソフトバンク社以外から販売された iPhone5 以降の iPhone」は、SIM ロック解除を実施することで利用可能

ですが、事前に SIM ロック解除対象機器であるかをご確認ください。 
なお、「SIM フリーの端末」は「iPhone」「Android」「iPad」のいずれの機器でも本サービスを利用可能です。 

(※2) ご利用中のプランをリアルタイムに変更できます。いますぐ利用可能なデータ通信量を増やしたいときに容量を
チャージするのに有効です。利用方法についての詳細はホームページをご確認ください。 



 

2 
 

■サービス仕様 

サービス名称 ロケットモバイル プラン(S) 

提供プラン 
神プラン(S) 

1GB プラン(S) 20GB プラン(S) 
※低速無制限 

通信速度(ベストエフォート) 
低速通信 

(常時 200Kbps) 

高速通信 

(下り最大 400Mbps 。最大値はソフトバンクモバイルの通信

規格に準じます。) 

規制後速度 - 200Kbps 

3 日間制限 - 360MB/3 日 3GB/3 日 

⽉額料⾦ 398 円 790 円 4,100 円 

新規契約事務⼿数料 3,400 円 

SIM サイズ iPhone 専用 nanoSIM※MicroSIM の提供はありません。 

パケット繰り越し × 
〇 

(最大 1 か月。繰り越しパケットから優先消化) 

テザリング 〇(iOS8.0 以降) 

SMS オプション ×(提供無し) 

最低利⽤期間・契約解除料 なし 

SIM 再発⾏⼿数料 3,000 円 

SIM 切替⼿数料 3,000 円 

SIM 損害⾦(未返却) 3,000 円 

■こんな方におすすめです！ 
ソフトバンク社から販売された iPhone が家に眠っている方 
⇒iPhone5 以降であれば、SIM ロック解除不要で SIM カードを挿入するだけで利用可能です。(別途

APN 設定が必要です。) 
お子様にスマホを持たせてあげたいが、使いすぎて料金が高くならないか心配な方 
⇒「神プラン(S)」なら、どれだけ使っても月額 398 円しか料金がかかりません(※3)ので経済的で

す。 
ゲーム、SNS、音楽、ラジオアプリ専用機などの 2 台持ちとして 
⇒「神プラン(S)」なら、低速 200Kbps で「月間の容量制限なし」で使い放題となりますので、カ

ジュアルゲームやテキスト SNS、音楽ストリーミング・ラジオ配信アプリなどを使うのに最適で
す。(※4) 

(※3) 契約時のみ、新規契約事務手数料 3,400 円が発生いたします。また別途ユニバーサルサービス料が発生します。 
(※4) 実際のご利用時は、各アプリ・サービス等の推奨動作環境をご確認ください。 

 
■本サービスの詳細 

本サービスの詳細は、以下のホームページでご紹介しております。 
https://rokemoba.com  
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■注意事項 
・本サービスは、データ通信プランのみの提供となります。音声通話サービス及び SMS サービスの

提供は現在のところ未定です。 

・本サービスは、弊社が提供するその他のプラン(D プラン等)にプラン変更することはできません。
弊社が提供するソフトバンクプラン内でのみプラン変更が可能です。 

・月額料金の他に、契約時に新規契約事務手数料 3,400 円が発生いたします。その他 SIM 交換等の手
続きに係る費用については、当社ホームページ及び利用規約、料金表をご確認ください。 

・本サービスは、ソフトバンク社から販売された iPhone5 以降の iPhone 端末で利用可能です。その他
Android 等の端末機器でのご利用はいただけませんのでご注意ください。 
 (※ソフトバンク社以外のキャリアから販売された SIM ロック解除済みの iPhone5 以降の iPhone 端
末は、原則として利用可能ですが、ご利用の端末機器が SIM ロック解除に対応しているか事前にご
確認ください。) 

なお、「SIM フリーの端末」は、「iPhone」「Android」「iPad」のいずれの機器でも利用可能です。 

 
※ 文中に記載の金額は全て税別です。 
※ 文中に記載の会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。 

【プロフィール】 
株式会社エコノミカル 
事業内容：格安モバイル SIM サービス「ロケットモバイル」の提供等 
所在地：東京都千代田区永田町 2-17-3 住友不動産永田町ビル 2F 
設立：2015 年 12 月 17 日 
資本金：7,300 万円(2018 年 3 月末現在) 
代表者：金野 太一(こんの たいち) 
代表略歴： 
2006 年 3 月慶應義塾大学法学部政治学科卒業。同年 4 月株式会社光通信に入社。ゼネラルマネージャー
として MVNO 事業など様々な新規事業立ち上げに参画。2013 年 11 月、株式会社 AWESOME JAPAN
を設立し、代表取締役社⻑に就任。2015 年 12 月、株式会社エコノミカルを設立し、代表取締役社⻑に
就任。2017 年 9 月、株式会社ソフトフロントホールディングスと株式会社光通信の合弁会社として設
立された株式会社ソフトフロントマーケティングの代表取締役社⻑に就任。 
http://economical.co.jp/ 

 

【ロケットモバイルに関するお問合せ先】 
株式会社エコノミカル 
事業推進部 山本 
TEL：03-6550-9772 
E-mail : info@economical.co.jp 


