
 

 

 

 

ニュースリリース/トピックス

ニュース&トピックス 

2015/03/19 

2015/03/26改訂
ソネット株式会社
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 

LTE通信「PLAY SIM」とスマートフォン『Xperia™ J1 Compact』のセット販売を開始

ソネット株式会社（以下ソネット）とソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社（以下ソニーモバイル）は、ソネットが提供
するLTE通信「PLAY SIM」の音声通話付プランと、Xperiaスマートフォン『Xperia J1 Compact』を組み合わせた商品を発売しま
す。『Xperia J1 Compact』は、手に心地よく収まるサイズに、長時間バッテリー、高性能カメラなど様々な機能を備えていま
す。

本セット商品は、ソネットのWebサイト、ソニーストアおよび提携店、「イオン」にて4月20日より順次販売されます。なお、3 

月27日より、先行予約販売を開始します。

◆ソネット「PLAY SIM」音声通話付きプラン ＋ ソニーモバイル 『Xperia J1 Compact  』

「Xperia J1 Compact」

型名︓D5788 価格︓オープン価格 カラー︓ホワイト

「PLAY SIM」



  
 

 

 

 

 

  

 

 

プラン（月額料金・通信容量など）は販売店により異なります。詳細は、【別紙2】をご参照ください。

ソニーモバイルは、これまでのスマートフォンビジネスで培ってきたカメラやディスプレイなどの様々な技術やノウハウをもと
に、ソネットの通信サービスとの組み合わせでお使いいただけるXperia J1 Compactを提供します。ソネットは、Xperia J1 

Compactを自社サービス向けスマートフォンの高付加価値ラインアップとして追加するとともに、MVNO事業者（仮想移動体通
信事業者）として、お客様のニーズに合わせた新たな音声通話付きプランを用意しました。両社は、MVNO市場に向けて、使いや
すい高付加価値な端末と多様なプランを組み合わせて導入することにより、お客様のニーズにお応えしてまいります。

【別紙1】

以下は、ソニーモバイルが提供する、「PLAY SIM」対応『Xperia J1 Compact』の詳細です。

◆『Xperia J1 Compact』の主な特長

心地よい持ちやすさを追求したこだわりのデザイン 

Xperia J1 Compactは、約4.3インチの液晶ディスプレイを搭載し、手に心地よく収まるサイズ（高さ 約 128mm × 幅 約 65 mm ×
厚さ 約 9.7 mm）を実現しました。丸みを帯びたラウンド形状のアルミフレームと上質なマット仕上げの背面パネルを組み合わせ
ることで、手に吸いつくような心地よいフィット感を実現しています。

長時間バッテリー 

2,300mAhのバッテリーを搭載し、約81時間(*1)の音楽再生を楽しめます。
また、STAMINA®モード(*2)を設定すると、指定したアプリケーションの待機中の動作を制限することで、電池の消費を抑えるこ
とができ、バッテリーを約2倍(*3)長持ちさせることができます。 

(*1) 利用環境によって変化します。ソニーモバイルコミュニケーションズ調べ。 

(*2) STAMINAモードを有効にするには、1つ以上の任意のアプリケーションを、動作を制限するアプリケーションとして登録する必要がありま

す。アプリケーションによっては、動作を制限するアプリケーションに登録できない場合があります。STAMINAモードの効果は、登録したアプ

リケーションや、利用環境によって変化します。 

(*3) 当社比、STAMINAモード未設定時との比較において。ソニーモバイルコミュニケーションズ調べ。

おサイフケータイ®、防水など、充実の便利機能



 

 

   

  

     

おサイフケータイ®(*4)に対応しており、電子マネーでの支払いだけでなく、ポイントを貯めることや会員証・クーポン代わりに
使うことも可能です。
また、IPX5/8、IP5X相当の高い防水・防塵性能も備え、水濡れを気にせず様々な場面で使用できます。

防水性能 

IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注
水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味しま
す。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5ｍのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に
取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。

防塵性能 
IP5Xとは、粒径75μm以下の塵埃が入った装置に8時間入れて取り出した時に通信機器の機能を有
し、かつ安全を維持することを意味します。 

(*4) 発売日時点では、モバイルWAON、楽天Edyに対応。発売後に、順次対応サービスは追加される予定です。

ソニーがカメラ開発で培った技術を搭載し、圧倒的な描写力を実現

コンパクトデジタルカメラと同等サイズの1/2.3型、約2,070万画素のイメージセンサーExmor RS for mobile、高精細撮影を可能に
する画像処理エンジンBIONZ for mobile、明るく広角撮影が可能なGレンズなど、ソニーのカメラテクノロジーを搭載しました。
暗所でもノイズを低減し明るく、動く被写体もブレを抑えて鮮明に撮影でき、遠くの被写体も解像感を保ったまま3倍まで拡大で
きる全画素超解像ズームに対応するなど、圧倒的な描写力を実現しています。

また、暗い場所や逆光時でもカメラがシーンを認識し、適した設定に自動で調整するプレミアムおまかせオートで、シャッターを
押すだけでいつでもキレイな写真や動画が撮影できます。

加えて、撮影中や撮影後の写真の楽しみを広げる、様々なカメラアプリケーションを搭載しています。 

ARエフェクト︓妖精や恐竜などの多彩なエフェクトをつけて、写真や動画を撮影ができます。効果音も加わり、ARの世界観が拡
がります。撮影しながら友人や家族と盛り上がったり、個性的な映像を撮影することが可能です。

クリエイティブエフェクト︓写真や動画を絵画や8㎜フィルム、万華鏡のように加工できます。エフェクトは全18種類です。動画
は撮影中に効果を変更できるので、撮影の楽しさが広がります。

簡単にソニーのおすすめの音質で音楽を楽しめるClearAudio+™搭載

ソニーならではの音質へのこだわりを結集させたオーディオプレーヤーWalkman®アプリケーションを搭載しています。オーディ
オメーカーとして長年培った独自のさまざまなデジタル信号処理技術をバランス良く組み合わせることで、ソニーならではの上質
な音を楽しめるClearAudio+™（クリアオーディオプラス）を搭載。イコライザーの調整や多彩なエフェクトなどによりソニーお
すすめの音質で楽しめます。

◆『Xperia J1 Compact』の主な仕様

※ 仕様は発表日現在の情報です。製品仕様およびサービス内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

製品名 Xperia J1 Compact

外形寸法 高さ 約 128mm × 幅 約 65 mm × 厚さ 約 9.7 mm

質量 約 138 g

電池容量 2300mAh　※着脱不可 

液晶 トリルミナスディスプレイ for mobile

ディスプレイ サイズ 約 4.3インチ 

解像度(ピクセル数) HD 1280 × 720ドット (縦×横) 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆『Xperia J1 Compact』の主な仕様

※ 仕様は発表日現在の情報です。製品仕様およびサービス内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

OS Android 4.4

内蔵メモリ RAM 2GB ROM 16GB

プロセッサー MSM8974 2.2GHz　クアッドコア 

Bluetooth® Bluetooth® 4.0 

DLNA ○ 

通信速度
LTE 150Mbps（受信時） / 50Mbps（送信時）※VoLTE非対応 

3G 14Mbps（受信時） / 5.7Mbps（送信時） 

主なソフトウェア

ソニーモバイル オリジナルソフトウェア Xperia Lounge Japan、Walkman®アプリケーションなど 

PC連携ソフトウェア PC Companionなど 

Google提供プリインストールソフト
Google PLAY™、 Googleマップ™、 Google検索™、 YouTube™な
ど 

カメラ機能

メインカメラ 約2070万画素　裏面照射積層型CMOSセンサー Exmor RS for mobile

フロントカメラ 約220万画素　裏面照射型CMOSセンサー Exmor R for mobile 

顔認識 ○ タッチ操作 ○ 

手ブレ補正 ○電子式手ブレ補正 オートフォーカス ○

セルフタイマー ○ 

動画

撮影サイズ 

(ピクセル)

〈メインカメラ〉 フル HD（1080p）/HD（720p）/VGA（480p） 

/MMS(176x144)[4:3]
〈フロントカメラ〉 フル HD（1080p）/HD（720p）/VGA（480p） 

/MMS(176x144)[4:3]

フォトライト ○*メインカメラ使用時 

静止画

撮影サイズ 

(ピクセル)

〈メインカメラ〉20.7MP（4︓3）/15.5MP（16︓9）/8MP（4︓3） 

/8MP（16︓9）/3MP（4︓3）/2MP（16︓9）
〈フロントカメラ〉2MP（1.8MP＊）（16︓9）/1.7MP（4︓3） 

*「HDR」がONの場合 

フラッシュ 
○*メインカメラ使
用時

スマイルシャッター ○

ジオタグ ○ シーン認識 ○ 

日本語変換エンジン POBox Plus タッチパネル 静電式

入力方式
テンキー/PCキー
ボード/手書き入力/
音声入力 

外部メモリ
microSD/microSDH 
C/microSDXC(最大 

128GB) 

フルセグ/ワンセグ -/- おサイフケータイ® ○ 

赤外線通信 - 防水/防塵性能 
○ IPX5/8、IP5X相
当 

NFC ○ Wi-Fi　ワイヤレスLAN
Wi-Fi
（IEEE802.11a/b/g/ 
n/ac） 

GPS ○
ドキュメントの閲覧（Word® / Excel® / 
PowerPoint®） 

○ 

テザリング ○ 海外利用可 microUSB ○

主な対応言語
日本語、中国語 簡体字、中国語 繁体字、チェコ語、オランダ語、英語（英国）、英語（米
国）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ロシア語、スペ
イン語、スウェーデン語、トルコ語など



  

 

      

 

 

       

 

 

◆『Xperia J1 Compact』市場推定価格（税抜）

モデル名 型名 市場推定価格 

Xperia J1 Compact 『D5788』 55,000円前後

※「市場推定価格」は、発売前の製品について、市場での販売価格を当社が推定したものです。なお、製品の実際の販売価格は、各販売店によ

り決定されます。 

Xperiaは、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。 

STAMINA、Exmor RS for mobile、BIONZ for mobile ClearAudio+、トリルミナス、Walkmanはソニー株式会社の商標または登録商
標です。 

POBoxは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の登録商標です。 「 POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス
研究所とソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

その他、記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

【別紙2】

※本プレス発表後、プラン月額料金は据え置きでデータ通信容量が増量となるスペック改定を 発表いたしま
した。詳細は、2015年3月26日付、ソネット株式会社の「お知らせ」をご参照ください。 

http://www.so-net.ne.jp/corporation/release/2015/pub20150326_3064.html 

以下は、ソネットが提供する『Xperia J1 Compact』セット販売向け「PLAY SIM」プランの詳細です。

『Xperia J1 Compact』セット販売向け「PLAY SIM」プラン

「PLAY SIM」は、ソネットがMVNOとして提供する月額制のLTE通信サービスです。 

NTTドコモのXi®/FOMA®ネットワークに対応。お客様のニーズに合わせて柔軟なプラン設計を行い、ラインアップを拡充してい
ます。
このたび、『Xperia J1 Compact』とのセット販売開始にあわせて、音声通話付きプランをソネットWebサイト、ソニーストア、
イオン向けに新たに用意しました。

◆ソネットのWebサイトでセット販売するプラン

・『Xperia J1 Compact』＋「PLAY SIM」 プラン80M/day（V）

プラン月額料金 1,610円

月額料金 〔端末割賦料金込み〕 3,888円(*1)

最大通信速度(*2) 下り150Mbps／上り50Mbps

データ通信容量(*3) 80MB／1日

音声通話料金 20円／30秒 

SMS送信料 3円～30円／1通



 

 

 

 

        

     

      

     

   

       

   

  

  

(*1) 月額料金は「 PLAY SIM」のプラン月額料 金 1,610円と端末割賦払金との合計金額となります。

端末賦払金は、提供価格（ 54,800円（税込59,184円））を24回の割賦にて支払いいただきます。

実質価格︓初回 2,411円（税込2,604円）／2回～24回2,278円（税込2,460円） 

24回の割賦完済後は、月額 1,610円になります。割賦支払い継続中に解約を行った場合、残債額を一括請求します。

別途、初期費用として SIMパッケージ代3,000円がかかります。別途、ユニバーサルサービス料がかかります。

最低利用期間は 12カ月です。期間満了までに解約や退会、 MNPによる転出をされる場合は、最低利用期間内解約 金 5,200円がかか

ります。また、端末代金が割賦払いの場合は、割賦残債の支払が発生します。 

(*2) 最大通信速度は、機器・エリア・通信方法によって異なる場合があります。 

(*3) 日次の利用データ通信量がプラン上限に達した場合、通信速度を 200kbpsに制限します。

◆ソニーストアで販売する「PLAY SIM」プラン

・「PLAY SIM」 プラン2G/month（V）

プラン月額料金(*4) 1,580円

最大通信速度(*5) 下り150Mbps／上り50Mbp

データ通信容量(*6) 2GB／月

音声通話料金 20円／30秒 

SMS送信料 3円～30円／1通 

(*4) 別途、初期費用として So-net    PLAY  SIM事務手数料 3,000  円がかかります。別途、ユニバーサルサービス料がかかります。

最低利用期間は 12  カ月です。期間満了までに解約や退会、  MNP による転出をされる場合は、最低利用期間内解約  金  5,200 円がかか

ります。 

(*5) 最大通信速度は、機器・エリア・通信方法によって異なる場合があります。  

(*6) 月間2GB に達した場合、月末までの通信速度を  200kbps に制限します。当 日を含む 3 日間の合計データ通信量が360MB に達した場

合、通信速度を制限します。通信速度制限は、翌深夜～朝方に解除します。  

追加チャージが可能です（有料）。



 
 
 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◆イオンで販売する「PLAY SIM 」プラン 

・「PLAY SIM」 プラン70M/day（V）
・「PLAY SIM」 プラン120M/day（V）
・「PLAY SIM」 プラン200M/day（V）

プラン月額料金(*7) 1,480円 （ 1,280円 ※キャンペーン料金）
1,980円 （ 1,580円 ※）
2,980円 （ 2,580円 ※）

最大通信速度(*8) 下り14Mbps／上り14Mbps
下り150Mbps／上り50Mbp
下り150Mbps／上り50Mbp

データ通信容量(*9) 70MB／1日
120MB／1日
200MB／1日

音声通話料金 20円／30秒

SMS送信料 3円～30円／1通
※詳細は、以下サイトをご参照ください。 

http://www.aeonretail.jp/campaign/newcom/ 

(*7) 「イオンスマホ」ご契約特典により、24 カ月間は、プラン  70M ／day（V）200円引、プラン 120M／day（V）、プラン 200M／

day（V）400円引となります。

別途、初期費用として  SIM パッケージ代3,000 円がかかります。別途、ユニバーサルサービス料がかかります。

(*8) 最大通信速度は、機器・エリア・通信方法によって異なる場合があります。  

(*9) 日次の利用データ通信量がプラン上限に達した場合、通信速度を  200kbps に制限します。

※ 「 FOMA/フォーマ」「Xi/クロッシィ」は、NTTドコモの登録商標です。

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ 記載の金額は税抜金額です。別途消費税がかかります。

※ ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。閲覧日と情報
が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。




