
 

News Release  
平成２６年１１月２６日 

メガ・エッグ モバイルにＳＩＭサービス登場！ 

ＭｙＳＩＭ powered by U-mobile を提供開始 

～月額６８０円からのＳＩＭサービス！毎月メガ・エッグシアターポイントもついてくる！！～ 

 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（略称：エネコム，本社：広島市，取締役社長：熊谷 銳）は

平成２６年１２月 1 日から株式会社Ｕ-ＮＥＸＴ（本社：東京都渋谷区，代表取締役社長：宇野 康秀） 

株式会社オプティム（本社：東京都港区，代表取締役社長：菅谷 俊二）より提供を受けて，「メガ・エッグ 

モバイル ＭｙＳＩＭ powered by U-mobile」（以下，「ＭｙＳＩＭ（マイシム）」）のサービスを開始いたします。 

 
ＭｙＳＩＭは，ＬＴＥ･３G に対応したＳＩＭカードを利用した通信サービス※１です。データ通信専用のＳＩＭ

サービス（月額６８０円～※２）または，データ通信と併せて音声通話が可能なＳＩＭサービス（月額１，４８０

円～※２）の中から利用用途に応じてサービスを選択いただくことができるとともに，モバイルの通信料を

低価格に抑えることができます。メガ・エッグ 光ネットにご加入中のお客さまは，家では光ネットのＷｉ-Ｆｉ※３

外ではＳＩＭでのインターネット利用と上手に使い分けていただくことで，さらに家庭の通信費を低価格にす

ることが可能になり，大変お得です。 

また，ＭｙＳＩＭへの加入により，「メガ・エッグ シアター with U-NEXT」（以下,「メガ・エッグ シアター」）

ポイント※４が毎月８００ポイントプレゼントされますので，メガ・エッグ シアターサービスのコンテンツをよ

り幅広く楽しんでいただけます。詳細につきましては別紙 1 をご覧ください。 

さらに，ＳＩＭサービスでは国内初※５となる画面共有でのリモートサポート・遠隔ロックなどがセットで

ついたオプションサービス「ＳＩＭ安心サポート(提供元：オプティム)」も同時にお申し込みいただくことにより，

ＭｙＳＩＭを快適・便利にお使いいただけます。 

リモートサポートでは，お客さまのスマートフォンやタブレットの画面をオペレーターが遠隔で確認しな

がら操作方法やトラブル解決のお手伝いをします。なお，電話でのサポートもありますので，初めてスマ

ートフォンやタブレットをご利用される方にも安心してお使いいただけます。詳細につきましては別紙２を

ご覧ください。 

 
エネコムは今後も，お客さまがより一層喜びと感動を覚えていただけるよう，メガ・エッグをはじめとする 

各種サービスの価値向上に努めてまいります。 

 
※１ 一般個人向けに低価格でご利用いただける SIM サービスです。 

※２ ダブルフィックスプラン（１ＧＢ以下）の場合のデータ通信専用と音声通話付の月額料金です。 

※３ 当社指定またはお客さまご準備の無線タイプルータをご利用の場合となります。 

※４ メガ・エッグ シアターのポイント OK 作品を視聴する際,１ポイント１円相当として利用できるポイントです。 

※５ 平成２６年１１月２６日時点 株式会社オプティム調べです。 

 

【別紙１】「メガ・エッグ モバイル ＭｙＳＩＭ powered by U-mobile」の概要 

【別紙２】「ＳＩＭ安心サポート」他の概要 

 

 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

本件に関するお問い合わせは，下記までお願いします。 

【報道機関の方】  営業本部     TEL 050-8201-1566

             （担当：佐伯，木佐） 

【一般のお客さま】お客さまセンター TEL 0120-505-898 



「メガ・エッグ モバイル ＭｙＳＩＭ            」の概要 

１．提供開始   

平成２６年１２月 1 日（月） 
 

２．「 ＭｙＳＩＭ 」の特徴 

 低価格・高品質で多彩なプランをご用意！ 
ご利用用途にあわせた，最適なプラン・コースを選ぶことができます。 
  

 外出先ではＭｙＳＩＭ，自宅ではメガ・エッグ 光ネットの Wi-Fi※１で使い分け！ 
自宅でインターネットを使うときはメガ・エッグ 光ネットの Wi-Fi を使うことで 
ＭｙＳＩＭの通信量を消費しないため，家庭の通信費を低価格に抑えることができます。 
  メガ・エッグ シアター with U-NEXT で使える！毎月８００ポイント※２プレゼント！ 
毎月８００ポイントプレゼントされますので，メガ・エッグ シアターに 
ご加入の方は，毎月の１,０００ポイント分とＭｙＳＩＭの８００ポイントの 
合計で１,８００ポイント分のポイント OK 作品をご利用いただけます。 
 

 端末セットでお申し込みのお客さまにはＳＩＭ取付サービスを実施！ 
ご希望のお客さまには，お申し込みいただいた端末※３にＳＩＭの取り付けと 
アクセスポイントに接続されるための通信設定を行います。 
 

 高速でデータ通信が利用可能！ 
ＬＴＥに対応したモバイルデータ通信サービスなのでサポートエリアでは 
下り最大１５０Ｍｂｐｓ，上り最大５０Ｍｂｐｓ※４でデータ通信が利用可能です。 

  

３．ご利用料金 
 

初期費用 ３，０００円 
  

サービス プラン 月額料金※５ 

データ専用※７
 

１ＧＢ
※６ ７９０円

３ＧＢ
※６ １，４８０円

ＬＴＥ使い放題 ２，４８０円

ダブルフィックス（二段階定額）
※６・８

１ＧＢ以下：  ６８０円

１ＧＢ超：１，６８０円

通話プラス 

（データ + 音声通話） 

１ＧＢ
※６ １，５８０円

３ＧＢ
※６ １，９８０円

ＬＴＥ使い放題 ２，９８０円

ダブルフィックス（二段階定額）
※６・８

１ＧＢ以下：１，４８０円

１ＧＢ超：２，４８０円

※１ 当社指定またはお客さまご準備の無線タイプルータをご利用の場合となります。 

※２ メガ・エッグ シアターのポイント OK 作品を視聴する際,1 ポイント 1 円相当として利用できるポイントで, 

メガ・エッグ シアターご加入のお客さまは毎月１,０００ポイントプレゼントされます。 

※３ 当社指定端末のみです。 

※４ 受信時最大１５０Mbps とはＮＴＴドコモの高速通信設備エリアにおける最大値であって， 

その速度を保証するものではございません。 

※５ ユニバーサルサービス料を含みます。 

※６ 月間の通信量が,プランの上限通信量を超過した場合,当月末まで通信速度を送受信最大１２８kbps に制限いたします。 

※７ SMS は新規申し込み時のみデータ専用サービスにプラス１５０円/月で利用することができます。 

※８ 月間の利用量によって二段階料金のいずれかをお支払い頂くプランです。１GB 超は３GB までとなります。 

※９ お使いの０９０等の電話番号を携帯電話番号ポータビリティにより，番号変更なしでお使いいただけます。 

 

４．お申し込み方法 

当社ＷＥＢサイトからお申し込みください。 *：ＭｙＳＩＭの利用にはエネコム社・Ｕ-ＮＥＸＴ社への申し込みが必要です。 

 

 サービスの詳細，ＭＮＰ含む申し込み方法については Web サイトをご確認ください。 

別紙１ 

ＭＮＰ
※９

可能 

〔表示料金はすべて税抜き〕 



 

「ＳＩＭ安心サポート」他の概要 
１．サービス概要 

 電話サポートサービス 
フリーダイヤルにてお問い合わせ対応します（３６５日９時～２１時）。 

 
 リモートサポートサービス※１ 

オペレーターがお客さまの画面を遠隔でみながらトラブル解決のお手伝いを行います 
（３６５日９時～２１時）。 

 
 遠隔ロック・ワイプサービス※１ 

スマートフォンやタブレットの紛失時のデータ保護（ロックまたは初期化）を行います 
（３６５日２４時間）。 

 
 設定バックアップサービス※１ 

電話帳やお気に入りページなどのバックアップを行います。 

※１ 非対応の端末の場合，サービスをご利用いただくことができませんのであらかじめご了承ください。 

 
２．ご利用料金  

月額３００円（税抜き） 

 

３．お申し込み方法 

当社ＷＥＢサイトからお申し込みください。 

   *：ＭｙＳＩＭのご契約が必要です。 

 
その他オプションサービスについて 

サービス名 内容 月額料金 申込方法 

キャッチホン 通話中にかかってきた別の電話を信号音でお知らせ ２００円 
当社 Web ｻｲﾄから 

申し込み 

留守番電話 電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かり ３００円 
当社 Web ｻｲﾄから 

申し込み 

転送でんわ かかってきた電話を登録したご家庭の電話などに転送 無料 
「1421 通話ボタン」を

押下して転送開始 

U-CＡＬＬ 
専用ｱﾌﾟﾘから電話すると発信先の電話種別を問わず，

国内通話が半額 ２０円/３０秒→１０円/３０秒 
無料 

専用ｱﾌﾟﾘ「U-CALL」

をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

 
取扱い端末のご紹介について 
【 HUAWEI 製 Ascend G６ 】 

取扱い端末概要 

 

*：各サービス名は各社の商標または登録商標です。 

項目 内容 

販売価格 ２９，８００円(一括購入) 

端末分割支払金 １，２４２円/月 

支払期間 ２４ヵ月 

カラー ブラック，ホワイト，ピンク 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ４．３ 

ＣＰＵ Ｑｕａｌｃｏｍｍ® ＭＳＭ８９２６TM，Ｑｕａｄ Ｃｏｒｅ １．２GHz 

メモリ ＲＡＭ：１ＧＢ  ＲＯＭ：８Ｇ 

バッテリー ２０００ｍＡｈ 

ディスプレイ 約４．５inch QHD (９６０×５４０ドット) ＴＦＴ液晶 

別紙２ 

初めてスマホも安心にスタート 

電話     

サポート 

リモート    

サポート 
遠隔 

ﾛｯｸ・ﾜｲﾌﾟ 

設定 
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

〔表示料金はすべて税抜き〕 

〔表示料金はすべて税抜き〕 


