
オンライン専用
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ソフトバンク株式会社
代表取締役 副社長執行役員 兼 COO

榛葉 淳



5Gを常識に
～すべての人に選択肢を～



新ブランド

マルチブランド戦略

オンライン専用小中容量ブランド大容量ブランド

※2020年3月末の数値に基づきます。
※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。時間帯により速度制御あり。

基地局サイト数 No.1

23万ヶ所 4G/5G共通

本日発表



円/月

3月17日より提供開始
データ容量UP 定額料DOWN

時間帯により速度制限あり テザリング・データシェアは合計30GBまで

6,580ギガ
無制限

データ利用量 3GB 以下/月なら1,500円勝手に割引!! 
円/月

4G /5G
共通プラン

基本料

※通話従量制のため別途通話料がかかります。 ※表示価格はすべて税抜き。
※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。



ずーっとかわらないシンプルな料金プラン

1,980
ずーっと

3GB 円/月
（音声通話：30秒20円）

2,980
ずーっと

15GB 円/月
（音声通話：30秒20円）

3,780
ずーっと

25GB 円/月
（音声通話：30秒20円）

4G /5G
共通プラン

基本料基本料基本料

2月18日より提供開始

※通話従量制のため別途通話料がかかります。 ※表示価格はすべて税抜き。
※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。5G通信のご利用には5G対応端末が必要です。
ワイモバイルでの５G対応端末発売開始は２月下旬。



ワイモバイル初の５G対応端末

iPhone 12
iPhone 12 mini 

2月19日より予約開始

2月26日より販売開始

※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。



マルチブランド戦略
新ブランド

6,580
ずーっと

円/月無制限

1,980
ずーっと

3GB 円/月

2,980
ずーっと

15GB 円/月

3,780
ずーっと

25GB 円/月

ブランド名称
サービス詳細基本料

基本料

基本料

基本料

3月17日 開始 2月18日 開始 本日発表
※通話従量制のため別途通話料がかかります。 ※表示価格はすべて税抜き。
※テザリング・データシェアは合計30GBまで。
※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。時間帯により速度制御あり。



3月17日 スタート



ソフトバンク株式会社
常務執行役員

寺尾 洋幸



3月17日 スタート





SoftBankネットワーク
LINEMO
特 徴

LINEシナジー

オンライン専用



ソフトバンクネットワーク

※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。時間帯により速度制御あり。



ソフトバンク5G / 6G
今後10年間で約2.2兆円を投資

世界最高レベルの強靭なネットワークを築き5G普及を促進

人口カバー率 90%超

約1万局

約5万局
約20万局

約35万局

2020年度末 2021年度末 2025年度頃 2030年度頃

※2020年度末には6Gは含まれておりません。
※2020年12月時点の計画値のため、今後変更となる可能性があります。
新規周波数と既存周波数を合わせた計画値です。

5G / 6G 基地局数



eSIM

オンライン専用

eKYC

全く新しいコンセプトのサービスを提供

※eSIMのご利用にはeSIM対応端末が必要です。
※物理SIMの契約を希望される場合には、eKYCは使用しません。



LINEシナジー
誰もが使っているLINEと一緒にユーザーフレンドリーな顧客体験を提供

月間利用者数

8,600万人 UI/UX
国民的プラットフォーム

※LINE社調べ LINEアプリ 月間アクティブユーザー 2020年9月末時点。



サービス
リーズナブルな料金

LINEギガフリー

さらに驚きのサービス



5分以内国内通話無料

料金プラン

4G / 5G  共通プラン

20GB 2,980円/月
LINEギガフリー

発表済

基本料

※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。時間帯により速度制御あり。
※LINEサービス内で一部ギガフリーの対象外があり。※表示価格はすべて税抜き。



SNSの声

今どき電話なんてLINEの無料通話
で十分。
取引先ともLINEの無料通話。

私は通話定額いらないから、
その分、安い方がいい。

今ってLINEの無料通話とかネット
通話機能を利用して通話できちゃ
うから、スマホ自体の通話機能は
要らないってことに気づいた。

今はLINEの無料通話もあるし、私は
通話定額いらない！



料金プラン

20GB 2,480円/月
4G / 5G  共通プラン

NEW

国内通話 20円/30秒

基本料

LINEギガフリー

※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。時間帯により速度制御あり。※表示価格はすべて税抜き。
※5Gをご利用になる場合、5G対応の機種が必要 ※LINEサービス内で一部ギガフリーの対象外があります。
※ナビダイヤル（0570から始まる番号）など上表の通話料とは異なる料金の電話番号があります。



オプションサービス / 手数料

通話準定額オプション

通話定額オプション

1回あたり5分以内の
国内通話が無料 月額 500円

国内通話が
完全定額 月額1,500円

通話オプション 各種サービス

手数料

※表示価格はすべて税抜き。 ※一部無料対象外の通話があります。
※キャリアメールには対応していません。
※国際ローミングはご契約より4 ヶ月目の末日まではご利用いただけません。

〇
〇
〇

国際ローミング

テザリング

フィルタリング

契約事務手数料

SIM交換/再発行

MNP転出手数料

0円

契約解除料

0円
0円
0円

〇緊急速報メール/災害用伝言板



LINEギガフリー

トーク 音声通話 /ビデオ通話

メッセージやスタンプ、写真の送受信を
思う存分楽しめます

音声通話はもちろん、ビデオ通話でも
データ消費しません
※トーク内での位置情報の共有・Liveの利用、スタンプショップの利用、
ニュース記事の閲覧など一部LINEギガフリーの対象外があります。



3つのフリー

NEWトーク 音声通話/ビデオ通話

※トーク内での位置情報の共有・Liveの利用、スタンプショップの利用、
ニュース記事の閲覧など一部LINEギガフリーの対象外があります。



LINEMOご契約中のお客さまなら

月額240円

LINE クリエイターズスタンプ使い放題

2021年 夏 サービス開始

700万種類以上

LINEスタンプ プレミアム（ベーシックコース）

追加料金なし！

※スタンプショップの利用は、「LINEギガフリー」の対象外です。

使い放題



スタンプの入れ替え無制限
ダウンロードせず予測変換から送信
スタンプの保有制限：最大5個まで

※スタンプショップの利用は、「LINEギガフリー」の対象外です。

サービス開始までは
お得にご利用いただける
キャンペーン実施

Campaign

LINE クリエイターズスタンプ使い放題



UI / UX
簡単お申込み

安心サポート



eSIM/eKYC対応でカンタン即日開通

LINEからお申込みページへ

本人確認もオンラインで完結

最短即日開通で利用可能

LINEから簡単お申込み

※eSIMのご利用にはeSIM対応端末が必要です。
※物理SIMの契約を希望される場合には、eKYCは使用しません。



eSIM/eKYC対応でカンタン即日開通

LINEからお申込みページへ

本人確認もオンラインで完結

最短即日開通で利用可能

LINEから簡単お申込み

※eSIMのご利用にはeSIM対応端末が必要です。
※物理SIMの契約を希望される場合には、eKYCは使用しません。



eSIM/eKYC対応でカンタン即日開通

LINEからお申込みページへ

本人確認もオンラインで完結

最短即日開通で利用可能

LINEから簡単お申込み

※eSIMのご利用にはeSIM対応端末が必要です。
※物理SIMの契約を希望される場合には、eKYCは使用しません。



オンラインのサポート充実

LINEからお問い合わせページへ

料金確認や追加データ購入可能

FAQやチャットサポート対応

LINEから安心サポート



20GB
ずーっと

2,480円/月
シンプルな料金

LINEシナジー

トーク

ソフトバンク
同一ネットワーク
同一品質

LINEから
即日開通
安心サポート

eSIM対応

3月17日 スタート 5Gネットワーク UI/UX

オンライン専用
基本料

※LINEギガフリーの対象外です ※表示価格はすべて税抜き。
※高速大容量５G（新周波数）は限定エリアで提供。時間帯により速度制御あり。
※一部無料対象外の通話があります 。※eSIMのご利用にはeSIM対応端末が必要です

LINEスタンプ
プレミアムベーシックコース

音声通話/
ビデオ通話



L INE株式会社
取締役 CSMO

舛田 淳



CLOSING THE DISTANCE
私たちのミッションは、世界中の人と人、人と情報・サービスとの距離を縮めることです



国内最大級のプラットフォーム

月間利用者数

8,600万人+
毎日使うユーザー

85%
人口カバー率

68%

※LINE株式会社調べ 月間アクティブユーザー 2020年9月末時点。
※MAUにおけるDAU = Daily Active User（ 1日に1回以上利用したユーザー）の割合 2020年9月末時点。
※LINEの国内月間アクティブユーザー 8,600万人÷日本の総人口1億2631万人。
(平成31年2月1日現在(確定値) 総務省統計局)



LINEが生み出す、楽しいコミュニケーション



LINEスタンプ
月間送信回数

43億回＋

※LINE社調べ 2020年3月時点 1:1およびグループトークにおける月間のスタンプ送信数の総計。
※LINE社調べ 2020年8月時点 1:1およびグループトークにおける音声通話/ビデオ通話の月間送信回数の総計。

音声通話・ビデオ通話
月間利用回数

76億回＋



Beyond LINE



”スマートフォン時代のポータルサービス”へ

LINE NEWS LINE BLOG LINE占い

LINE LIVE LINE MUSIC LINEマンガ

LINE GAME LINEカメラ LINEスタンプ

ONLINE

出前館 LINEヘルスケア LINE Pay

LINE FX

LINEチラシ LINEギフト LINEで予約

OFFLINE

LINEポケットマネー LINE証券
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