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楽天モバイル、専門ショップを名古屋と銀座にオープン
- 中京、首都圏で初の専門ショップを展開 -

楽天グループの通信サービス会社であるフュージョン・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千
代田区、代表取締役会長：平井 康文、以下、フュージョン）は、10 月 22 日（木）に「楽天モバイル」の専門
ショップとして「楽天モバイル 名古屋栄店」（愛知県名古屋市）を、また 10 月 29 日（木）に「楽天モバイル
銀座店」（東京都中央区）をそれぞれオープンします。
お客様は専門ショップの店頭で、スタッフから直接「楽天モバイル」が提供する端末やサービスに関す
る説明を受けたり、申し込みをしたりすることができるほか、店内に展示された端末を、気軽に手に取っ
て自由に試すことが可能です。携帯電話ナンバーポータビリティー（MNP）（注 1）の手続きにも即日対応
します。
2 店舗のオープンを記念し、開店初日から 4 日間の各日、「楽天モバイル 名古屋栄店」で「楽天モバイ
ル」を申し込んだ先着 20 名の方は 2016 年 1 月度分まで、「楽天モバイル 銀座店」で申し込んだ先着 20
名の方は 2016 年 2 月度分まで、通話 SIM もしくはデータ SIM の月額料金が無料になる特典を提供しま
す。さらに「楽天モバイル 名古屋栄店」では、店頭で「楽天モバイル」を申し込んだ方のうち、10 月 22 日
（木）と 23 日（金）の 2 日間は抽選で各日 2 名の方に、10 月 24 日（土）と 25 日（日）の 2 日間は抽選で
各日 4 名の方に、スマートフォン端末の「honor6 Plus」と「Xperia™ J1 Compact」のいずれかをプレゼント
します。（注 2）
「楽天モバイル」は現在、都内 2 カ所にある「楽天カフェ」内のカウンターや、大阪、仙台、神戸にある専
門ショップの全国 5 カ所に申込受付窓口を設けており、新たに加わる 2 つの専門ショップによって全国 7
カ所での展開となります。10 月 16 日（金）からは家電量販店での取り扱いも開始します。
「楽天モバイル」は引き続き、より多くのお客様にご利用いただけるよう、サービスの拡充に努めてま
いります。

「楽天モバイル 名古屋栄店」詳細

「楽天モバイル 名古屋栄店」イメージ
■名称：

楽天モバイル 名古屋栄店

■場所：

〒460-0003
愛知県名古屋市中区栄 3-5-12 号先 地下鉄栄森の地下街 中央一番街 26・27 番

■営業時間：

10:00～20：00

■定休日：

1月1日

■広さ：

55.8 ㎡

■カウンター数：

7席

「楽天モバイル 銀座店」詳細

「楽天モバイル 銀座店」イメージ

■名称：

楽天モバイル 銀座店

■場所：

〒104-0061
東京都中央区銀座 5 丁目 1 番先 銀座ファイブ 1F

■営業時間：

10:00～20:00

■定休日：

1 月 1 日、12 月 31 日、2 月及び 8 月の第 3 月曜日

■広さ：

67.10 ㎡

■カウンター数：

6席

その他の窓口に関しては以下 URL をご覧ください。
http://mobile.rakuten.co.jp/shop/

「楽天モバイル」専門ショップ サービス内容
■対応業務（注 3）：
・「楽天モバイル」の新規（SIM 単体・端末セット）および MNP（注 1）申込受付
・「楽天モバイル」に関する各種案内
■契約時に必要なもの:
・契約者本人名義のクレジットカード
・本人確認書類（免許証、保険証、日本国発行のパスポート、住民基本台帳カード、身体障がい者手帳、
精神障がい者保健福祉手帳、特別永住者証明書、外国人登録証明書、在留カードのうちいずれか１つ）
・端末の分割払いをご希望の場合は「楽天カード」
・MNP をご利用の場合は MNP 予約番号
＜補助書類＞（注 4）
・公共料金領収書
・住民票
・届出避難場所証明書

「SIM カード 期間限定月額無料」キャンペーン
■特典 ：

・2016 年 1 月度分までの通話 SIM もしくはデータ SIM の月額料金が無料
（「楽天モバイル 名古屋栄店」）
・2016 年 2 月度分までの通話 SIM もしくはデータ SIM の月額料金が無料
（「楽天モバイル 銀座店」）

■特典対象：

・2015 年 10 月 22 日～2015 年 10 月 25 日の間、「楽天モバイル 名古屋栄店」で「楽
天モバイル」をお申し込みの、各日先着 20 名
・2015 年 10 月 29 日～2015 年 11 月 1 日の間、「楽天モバイル 銀座店」で「楽天モ
バイル」をお申し込みの、各日先着 20 名

■対象サービス： 「楽天モバイル」通話 SIM 全プラン/「楽天モバイル」データ SIM 全プラン

■注意事項：

・「2016 年 1 月まで月額無料」、「2016 年 2 月まで月額無料」とは、2016 年 1 月度分、
または 2016 年 2 月度分までの「楽天モバイル」通話 SIM もしくはデータ SIM の月額
料金が無料になることを意味します。
・ユニバーサルサービス料、通話料、オプション料金、SMS 通信料、MNP 転出料金は
特典対象外です。
・特典対象は、一名様 1 契約分のみとさせていただきます。
・特典対象期間中に申し込み時のプランを変更すると、特典の適用外となり、プラン
の変更月から、変更後のプランの月額料金を申し受けます。

「楽天モバイル 名古屋栄店」端末プレゼントキャンペーン
■特典 ：

「honor6 Plus」と「Xperia™ J1 Compact」のいずれかをプレゼント

■特典対象：

・2015 年 10 月 22 日と 23 日の 2 日間、「楽天モバイル 名古屋栄店」で「楽天モバイ
ル」をお申し込みの方のうち、抽選で各日 2 名
（「honor6 Plus」を 1 名、「Xperia™ J1 Compact」を 1 名）
・2015 年 10 月 24 日と 25 日の 2 日間、「楽天モバイル

名古屋栄店」で「楽天モバイ

ル」をお申し込みの方のうち、抽選で各日 4 名
（「honor6 Plus」を 2 名、「Xperia™ J1 Compact」を 2 名）
■対象サービス： 「楽天モバイル」通話 SIM 全プラン/「楽天モバイル」データ SIM 全プラン
■注意事項：

・特典対象は、一名様 1 契約分のみとさせていただきます。
・「honor6 Plus」は全カラー（ゴールド・ホワイト・ブラック）が対象です。
・各日、所定の当選者数に達した時点で終了とさせていただきます。

（注 1）MNP（携帯電話ナンバーポータビリティー）とは、携帯電話会社を変更した場合に、現在利用して
いる電話番号はそのままで、変更後の携帯電話会社のサービスをご利用できる制度です。
（注 2）「honor6 Plus」もしくは「Xperia™ J1 Compact」と SIM カードをセット契約し、購入した端末と同じ機
種が当選対象商品に残っていた場合、端末購入代金が無料になります。
（注 3）契約中のプラン解約、お申し込み時に登録された情報の変更は、店頭では受け付けておりませ
ん。
（注 4）本人確認書類と現住所が異なる場合は、発行日から 3 カ月以内の補助書類が必要です。身体障
がい者手帳に住所の記載がない場合は、補助書類が必要です。

【楽天モバイルについて】
「楽天モバイル」は、フュージョンが 2014 年 10 月 29 日に開始した、NTT ドコモの回線を利用する MVNO
（仮想移動体通信事業者）サービスです。音声通話対応 SIM カード、データ通信専用の SIM カードでの通
信サービスを提供しており、SIM カードと SIM フリーのスマートフォンやタブレットをセット販売しています。

セット端末には、楽天グループが提供するアプリがプリインストールされており、楽天の様々なサービス
をすぐにご利用いただけます。詳細は、http://mobile.rakuten.co.jp/ をご覧ください。

【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社について】
「Everything Over IP」の実現をコンセプトとして、固定通信（マイライン）、IP 電話、モバイル、インターネ
ット接続サービスを提供する楽天グループの通信事業会社です。IP プラットフォーム上での音声やデー
タ、コンテンツやアプリケーションなどの新たな可能性を創出すべく、更なる事業展開、拡大を目指します。
詳細は http://www.fusioncom.co.jp/ をご覧ください。
［リリースに関するお問い合わせ］
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部 吉賀、溝口
E メール：pr@fusioncom.co.jp TEL：050-5518-8355
※本リリース中に記載の会社名、商品名、ロゴは、それぞれ所有する各社に帰属します。
※報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変
更されることがあります。

