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各位                             2015 年 4 月 30 日 

トーンモバイル株式会社 
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

ＣＣＣモバイル株式会社 
 

トーンモバイル、日本のスマホを変えるTのスマホ“TONE”を5月5日より始動 

 

～SHIBUYA TSUTAYAを皮切りに、全国のTSUTAYAほか16店舗を7月末までに展開 

Tカードをご利用の皆さまへスマホを通じた新しいライフスタイルを提案～ 

 
トーンモバイル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：石田宏樹、以

下「トーンモバイル」)、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：東京都

渋谷区、代表取締役社長兼CEO：増田宗昭、以下「ＣＣＣ」）及びＣＣＣモバイル株式会

社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：服部義一、以下「ＣＣＣモバイル」）は、Ｃ

ＣＣグループとフリービット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中伸明）

の戦略的資本・業務提携により実現化した、日本のスマホを変えるTのスマホ“TONE ”を、

5月5日のSHIBUYA TSUTAYAを皮切りに、TSUTAYA 12店舗とTONE直営4店舗あわせて全国16

店舗での販売を開始することをお知らせいたします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ＣＣＣが有するカルチュア・インフラと、テクノロジーを製品化から販売まで垂直統合

型ビジネスモデルに創り上げるフリービットの技術・開発力という両社の強みを 大限に

活かし、具現化させた 初のイノベーションが、日本のスマホを変えるTのスマホ

“TONE ”です。日本全国5,304万人（名寄せ後の利用会員数）のTカードをご利用の皆さ

まへ、ワクワクするような新しいライフスタイルを提案するカルチュア・インフラを目指

し、今までにない新たなスマートフォンを提供いたします。 



 

 
トーンモバイル株式会社 

 
〒150-0044 東京都渋谷区円山町 3 番 6 号 E・スペースタワー13F 

Voice 050-7302-3227  FAX 03-5459-0523  http://tone.ne.jp/ 

 
総務省のＳＩＭロック解除に関するガイドラインにより、5月以降はスマートフォン端

末やサービスの選択におけるユーザーの自由度と利便性が高まり、さらなる競争の激化と

市場の拡大が見込まれます。TONEはそれまでのスマホの概念を変え、ユーザーの生活に

寄り添い、それを彩る「生活提案」を行う新たなスマホとして、スマートフォン市場を牽

引してまいります。 
 
 
TONE mobile 宣言文 
 
今までのスマホは不自由だった。 
それはメーカーとキャリアの距離のせいだ。 
TONEはそれを変える。そこから変える。 
すべてを自分たちでつくる。 
だからシンプルになれる。 
だから価格から自由になれる。 
だから安心を追求できる。 
だから面白さを拡張できる。 
今までのスマホではできなかった 
たくさんのことが手に入る。 
新しい時代が始まる。 
ただ安いだけのスマホは時代をつくらない。 
TONEがスマホを変える。 
TONEがスマホのすべてを変える。 
 
日本のスマホを変える 
Tのスマホ、 
TONE 誕生！ 
 
 
ワクワクするような新しいライフスタイル提案を行うTのスマホ 
日本のスマホを変えるTのスマホ“TONE”は、ワクワクするような新しい生活提案を行い、

実現するスマホです。ＣＣＣグループがもつ様々なカルチュア・インフラを活かし、これ

までにない快適で豊かなスマートフォンライフを形にし日々進化していきます。 
 
仕組みの違い 
今までの通信キャリアは、回線・端末・サービスそれぞれを別の会社が企画・実現してい 
ました。TONEはそれを完全に垂直統合し、回線・端末・サービス・生活提案までも自社

で企画しています。それによりシンプルな料金プランによる低価格、斬新で安心な機能、 
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Tならではのワクワクを全て一堂に実現することができました。 
 
日本のスマホを変えるTのスマホ 
TONEは日本のスマートフォンにおけるこれまでの常識を大きく変えていきます。 
 
1. ワクワクを変える 

5,304万人の皆さまが日々ご利用され、全国30万店舗以上で使える日本 大の共通ポ

イントサービス「Tポイント」。TONEは端末代金と基本プラン月額料金に対し、200
円につき1ポイントのTポイントが貯まります。10月からはTポイントでのお支払いも

可能になります。 
また、TONEを展開するTSUTAYAにおいて、TONEユーザーは毎月CD１枚、DVD
１枚を無料でレンタルすることができます。さらにCD/DVDレンタルにおいてはTポ
イントが10倍となる(第一弾キャンペーン。2015年5月〜2015年10月末)ほか、今後、

パソコンを持っていなくても音楽等をスマホに取り込むことを可能にするドライブと

TONEとのセット販売を予定し、TONEユーザーの音楽・映画などの豊かなライフス

タイルを応援いたします。 
 

2. シンプルに変える 
スマートフォンにはしばしば、100を超えるバンドルアプリがプリインストールされ

ています。何を使えばいいかわからないから、初心者にはスマートフォンは難しい。

そんな声までも聞こえてきます。TONEでは主要な機能をひとつのアプリ“ONE”に統

合していきます。ONEでは写真・動画、音楽、ファイル、ドキュメント・メモの管理

等をたったひとつの画面でシンプルに行うことができます。また独自に開発したプラ

ットフォームで、接続ケーブル無しでパソコンと端末内のコンテンツの「瞬時」の連

携が可能です。(世界各国にてフリービットが特許取得済み) 
さらにはマーケット機能も統合し、“オンライン音楽サービス powerd by TSUTAYA 
MUSICO”と連携、スマホ代と一緒に支払えるキャリア決済“TONEかんたん決済”も
実装しています。6月からはONEの中から直接、１枚５円で写真をプリント手配でき

る“フォトプリントサービス powered by.しまうまプリント”もリリース予定です。 
また、今後は、エンタテインメントとの新たな出会いを体験できるようなサービスを

はじめとして、Tカードをお持ちのお客さまにご満足いただける機能やサービスを順次

追加し、シンプルかつ色鮮やかなスマホライフをお愉しみいただけるようつとめてま

いります。 
 

3. 安心を変える 
TONEは無料で使える家族間見守りサービス“TONE Family”を提供します。TONE 
Familyにはお子様や高齢者の所在地の確認、アプリの利用制限、端末・アプリの利用

時間制限など、スマホを持たせる上での不安を払拭する機能を搭載。初心者がつまず

く操作ポイントを徹底的に研究して生まれた独自のユーザインタフェース、電話やメ 
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ールよりも緩やかなつながりを実現し緊急連絡手段にもなるエアノック機能、万歩計

による健康管理機能など、お一人暮らしの高齢者が家族とつながるのにもぴったりの 
端末です。これらは、保護者のTONE端末だけでなく、他社スマートフォンやパソコ

ン、タブレットなどインターネット端末からでもいつでもどこでも簡単に閲覧・設定

変更が可能です。 
また、かんたんで便利な独自機能として電話による生活提案を再発明した、“104検索”
を搭載しました。IP電話アプリで104をダイアルすると、今いる場所の近隣の

TSUTAYA店舗、飲食店・宿泊施設・美容関係店舗を簡単に探すことができます。こ

れによって、スマホを使いなれていない方でも、リアルタイムに行きたい場所を見つ

けることができるようになります。電話という使い慣れた道具を使って、TONEはラ

イフスタイル提案を行っていきます。 
安全・便利に加え、サポートにも力を入れました。TONEでは電話・店舗・WEBに加

え、リモートサポートも無料で提供しています。初めてスマートフォンを持つ方も、

電話でオペレーターに相談すると、オペレーターが遠隔で端末を操作して教えてくれ

るので安心です。さらなる安心を叶えるべく、同様のリモートサポートを家族間でも

可能にします。(2015年6月以降提供開始予定) 
 

4. 料金を変える 
これまでの携帯電話は料金プランが複雑でした。データ通信や音声通話を、実際にど

れくらい使うかだなんて、契約する前にはわからない。そんなユーザー様の声にお応

えして、TONEでは料金プランは月額1,000円〜の1プランに統一。基本プラン 
にはIP電話基本料のほかドコモ回線による安定したスタンダードスピード（500～
600Kbps）データ通信が含まれ、必要な時だけ高速通信チケット(1GBあたり300円)
を購入できます。またクラウド技術を利用した通信の 適化により、スペック以上の

利用体感を実現。基本プラン通信でも、動画を除く一般的なインターネット利用にお

いてはストレスなく快適にご利用いただけます。チケットが必要な通信の時だけ自動

的に速度が切り替わるオリジナル技術により面倒さもなく、さらには無駄なくご利用

いただけます。 
 

5. 買いかたを変える 
TONEはO&O戦略(OFFLINE&ONLINE)でこれまでにない買いやすさを実現します。

既存のキャリアが実店舗での販売あるいはWEBでの販売のどちらか一方に力点を置

いている中、TONEは実店舗のTSUTAYAと、シンプルでわかりやすいWEBストアの

両方を強みとしていきます。 
オンラインの店舗WEBストアは2015年4月30日13時にオープンいたしました。

http://tone.ne.jp 
また、5月5日より順次、TSUTAYAでの販売を行います。 
こうしてTONEはまずは早期の1,000,000台の販売を目指していきます。 
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TONEの販売展開について 
 

 
 
＜TSUTAYA店舗＞ 
旗艦店のSHIBUYA TSUTAYAをはじめとして、ＣＣＣモバイルと連携し、下記

TSUTAYA 12店舗に展開してまいります。 
 
5/5 SHIBUYA TSUTAYA(東京都渋谷区宇田川町21-6) 

5/15 TSUTAYA 桜新町店(東京都世田谷区新町2-38-16) 

 

5月予定 

TSUTAYA 中目黒店(東京都目黒区上目黒２－９－１ 中目黒GS第１ビル１Ｆ・２Ｆ) 

MORIOKA TSUTAYA（岩手県盛岡市本宮4丁目40番20号） 

 

6月予定 

TSUTAYA 天神駅前福岡ビル店（福岡県福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル2・3階） 

TSUTAYA あべの橋店（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-34） 

TSUTAYA 枚方駅前本店（大阪府枚方市岡東町18-20 枚方中央ビル1・2F【物販館】） 

TSUTAYA 池下店（愛知県名古屋市千種区覚王山通８－７０－１ サンクレア池下１階） 

 

7月以降 
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TSUTAYA 宇多津店（香川県綾歌郡宇多津町浜3-21-2） 

TSUTAYA 札幌琴似店（北海道札幌市西区琴似４条１丁目１－１）  

TSUTAYA 横浜みなとみらい店（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-1 ミッドスクウェ

ア1F） 

TSUTAYA 北千住店（東京都足立区千住２－２５） 

  
<オンラインストア> 
4月30日13時より予約受付を開始いたします。 
以下のサイトよりお申し込みください 
https://marche.freebit.jp/cgi-bin/signup/signup.cgi?plan_cd=EB004001 
5月5日からは、サイトアドレスが以下に変更になります。 
https://marche.tone.ne.jp/cgi-bin/signup/signup.cgi?plan_cd=EB004001 
 
＜電話購入＞ 
5月5日より購入受け付けを開始いたします。受付時間は10時から19時です。 
お申し込み電話番号： 050‐7300‐6371 
 
＜TONEストア＞ 
現在ATELIERとして展開している福岡天神、名古屋大須、小倉の3店舗は、5月5日より

TONEストアとしてリニューアルオープンし、TONEの店頭販売を開始いたします。渋谷

スペイン坂の店舗は、5月12日よりTONEストアとしてリニューアルオープンします。 
 
トーンモバイルは、TONE端末やサービスを通じて新しい形の生活提案を行うことで、ス

マートフォン市場の拡大はもとより、そこに繋がる様々な市場の活性化と拡大を推し進め

てまいります。 
 

以上 
 
※  すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。 
 
【カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社】 
■名称： カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社  
■所在地： 東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー6階 
■代表者名： 代表取締役社長兼CEO 増田宗昭 
■事業内容： 書店事業を中心としたエンタテインメント事業、5,304万人（2014年3月末

時点のアクティブ・ユニーク数）のＴ会員基盤を背景にしたデータベースマーケティング

事業のほか数々のネットサービスや新たなプラットフォームサービスの企画及び、それら

のプラットフォームを通じた新しいライフスタイルの提案 
■設立： 1995年9月 
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【ＣＣＣモバイル株式会社について】 
■名称： ＣＣＣモバイル株式会社  
■所在地： 東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー11階 
■代表者名： 代表取締役社長 服部義一 
■事業内容： オリジナル・スマートフォンの企画販売／ライフスタイル型モバイルショ

ップの企画出店／移動体通信の販売及び保守／スマートフォンアクセサリー及び周辺機

器販売／通信販売事業／古物売買並びにその受託業務 
■設立： 2014年9月 
 
【報道関係者からのお問い合わせ】 
トーンモバイル株式会社 広報担当 
Mail: press@tone.ad.jp 電話番号：050-7302-3227 
 
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及びＣＣＣモバイル株式会社 広報担当 
Mail:information@ccc.co.jp 

 
 
 


