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海外 WiFi レンタル不要。世界 100 ヶ国以上でデータ通信 

が使えるクラウド SIM 搭載スマートフォン 

「jetfon P6 / FREETEL P6」発表 

 

株式会社 MAYA SYSTEM(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井上千鶴)は、海外ロー

ミングや海外 Wi-Fi レンタルに変わる新しい海外での通信手段として、1 日 380 円から世

界 100 ヶ国以上※1 でデータ通信が利用できるスマートフォン jetfon P6、FREETEL P6 を

2019 年 5 月 13 日(月)に発表しました。 

 

jetfon P6、FREETEL P6 はどちらも製品仕様は同一ですが、jetfon P6 は主にローミング

や海外 Wi-Fi レンタルといった、既存の海外でのデータ通信手段を置き換えるアウトバウ

ンド向けのトラベルフォンブランドとして。 

また、FREETEL P6 は日本で格安 SIM などを組み合わせて利用する SIM フリーブランド

として、異なる 2 ブランドで展開することで、クラウド SIM 搭載デバイスの普及を狙いま

す。 

 

jetfon P6 は 2019 年 5 月 14 日(火)に全国の販売店や MAYA SYSTEM の法人直販、公式オ

ンラインショップで発売開始。FREETEL P6 は公式オンラインショップ限定商品として 5

月下旬から 6 月上旬に発売開始予定です。どちらの製品も販売価格はオープンですが、公

式オンラインショップでの参考価格は 16,800 円（税抜）で提供予定です。 

※1 対象国はプレスリリース末尾の表に記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

※jetfon P6/FREETEL P6 どちらもブラックのみ先行発売。ホワイト、ゴールドは初夏発

売予定となります。 



【クラウド SIM テクノロジーについて】 

クラウド SIM テクノロジーとは、クラウド上に世

界各国の SIM を格納し、その中から最適な SIM を

読み込むことでデータ通信を可能にする技術で

す。 

データ通信を専用アプリから利用できるため、海

外 Wi-Fi レンタルのように、事前申込や空港で受

取･返却をする手間がありません。 

価格も安く抑える事ができ、一般的な海外ローミング 980 円/日、海外 Wi-Fi レンタル

680 円/日に比べ、クラウド SIM は 380 円/日からご利用いただけます。 

 

【jetfon P6、FREETEL P6 早期購入者キャンペーンの実施】 

MAYA SYSTEM では、クラウド SIM をより大勢の方にご体験頂きたく、どちらの製品も

早期購入者に特典を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■jetfon P6 早期購入特典：「海外・国内データ通信 0 円キャンペーン」 

jetfon P6 を 5 月 14 日（火）から 6 月 13 日（木）の期間にご購入頂いたお客様には、

2020 台限定で、世界 100 ヶ国以上で 30 日間使える海外データ通信 2GB または国内 20GB

のチャージコードをプレゼント。チャージコードは 2020 年 5 月末まで入力頂けるため、

30 日間の利用開始タイミングは 1 年間の間に任意にご選択頂けます。 

またプレゼントのデータ容量を利用後は 128kbps の低速モードで 30 日間ご利用頂けます

ので、旅先で容量不足になっても完全にネットから遮断される事はありません。1 日 380

円からの低料金で高速なデータ通信をいつでも追加でご購入頂けます。 

 

旅先にもよりますが、一般的な海外 Wi-Fi では複数国でご利用になる際には料金が上がる

ため、渡航先また利用するデータ量によっては jetfon P6 16,800 円（税抜）の本体価格を

含んでも海外 Wi- Fi レンタル 1 回の利用料よりもお得にご利用頂けます。 

（例）A 社 海外 Wi-Fi を 1 日 600MB のヨーロッパ周遊プランで 10 日間レンタルした場

合。1 日 1880 円×10 日間で 18,800 円（当社調べ） 



なお jetfon の場合、レンタルサービスと異なり 2 回目以降は本体の価格が不要。安価なデ

ータ通信料金のみで海外でご利用頂けるため、生涯 2 回以上海外に渡航予定がある方や、

長期での旅行や出張、短期留学時にデータ通信費用を節約頂けます。 

―代表的な渡航先での 30 日間のデータ料金例 

 2 ヶ国以上でご利用の場合 

ヨーロッパ周遊 3GB データパック 30 日間：3,980 円 

アジア周遊 3GB データパック 30 日間：3,980 円 

1 ヶ国でご利用の場合 

アメリカ 3GB データパック 30 日間：2,980 円 

中国、韓国、台湾はそれぞれ 3GB データパック 30 日間：1,880 円  

 

累積でのデータ通信費用（ヨーロッパに 5 回周遊した際） 

 （当社調べ） 

 

■FREETEL P6 早期購入特典：「（500 台限定）早期購入者限定特価でのご提供」 

FREETEL P6 を、発売日前の 5 月 13 日（月）から事前購入いただくと、500 台の台数限

定で、通常価格 16,800 円（税抜）のところを、14,800 円（税抜）でご提供します。 

 また格安 SIM とセットでご購入したい方には、OCN モバイル ONE との SIM セット商品

を本体価格 980 円（税抜）でご提供予定です。こちらも台数または期間限定で 5 月下旬に

提供予定となります。 

 

これまで FREETEL を使ってきて頂いた方にも是非クラウド SIM をご体験頂きたく、特別

価格でご提供します。FREETEL ご利用者の機種変更としても早期特別価格をご利用頂け

ます。 
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【jetfon P6 / FREETEL P6 製品の特徴】 

① 世界でつながる通信技術、「クラウド SIM テクノロジー」が進化 

― 海外渡航時に Wi-Fi 環境が無くてもアプリからつながるように 

― ネットワーク切り替えボタンを追加。電波状況の良い SIM に切り替え可能に 

② 臨場感あふれる映像を楽しめる 5.7 インチ 18:9 のワイドディスプレイ搭載 

③ Wi-Fi の代わりとしても使える 3,400mAh の長持ちバッテリー搭載 

連続テザリング時間：27 時間(1 台接続時)、連続通話時間：26 時間 

④ テザリング最大接続台数 5 台。1 日 380 円からのデータ通信を 5 人でシェアすれ

ば、1 日 76 円からご利用頂けます。 

⑤ デュアルカメラを搭載し、多彩な撮影モードに対応 

オート撮影、ぼかし撮影、美顔モード、パノラマモード 

⑥ DSDV 機能搭載で、高音質通話の VoLTE で同時待ち受けが可能に 

 

サイズ 高さ×幅×厚さ:152.9×74.2×8.5mm/約 162g 

ディスプレイ 5.7 インチ HD+ 1440×720 LTPS IPS 

OS Android 8.1.0 Oreo 

CPU Spreadtrum SC9850K (4×1.3GHz) 

メモリー 

RAM:2GB / ROM:16GB 

外部メディア:mircoSD(最大 2GB)/ 

microSDHC(最大 32GB)/microSDXC(最大 128GB) 

カメラ メインカメラ:約 800 万画素+200 万画素(デュアル) 

サブカメラ:約 500 万画素 

バッテリー 3,400mAh ※取り外し不可 

周波数 GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz 

WCDMA 2100MHz(Band1)/ 1900MHz(Band2)/ 1700MHz/ 

2100MHz(Band4)/ 850MHz(Band5)/ 900MHz(Band8) 

FD-LTE 2100MHz(Band1)/1900MHz(Band2)/1800MHz(Band3)/17

00MHz/2100MHz(Band4)/850MHz(Band5)/2600MHz(Ban

d7)/900MHz(Band8)/700MHz(Band12)/700MHz(Band13)/

700MHz(Band17)/800MHz(Band18)/800MHz(Band19)/80

0MHz(Band20)/850MHz(Band26)/700MHz(Band28) 

TD-LTE 2000MHz(Band34)/2600MHz(Band38)/1900MHz(Band39)

/2300MHz(Band40)/2500MHz(Band41) 

SIM スロット数:2(nano/nano) DSDV(SIM スロット 2 は SD カードスロット

と排他利用です。クラウド SIM 利用時は SIM スロット 1 または 2 のど

ちらかを利用します。) 



Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 

テザリング Wi-Fi：○ / Bluetooth：○ / USB：○ 

Bluetooth V4.0LE 

センサー 測位センサー(GPS、GLONASS、BeiDou)/加速度センサー/近接センサ

ー/光センサー/指紋センサー 

その他 ETWS(J アラート対応) 

同梱物 製品本体(バッテリー内蔵)/保証書/ご利用にあたっての注意事項

/GlocalMe 接続マニュアル/AC アダプタ/USB ケーブル 

 

【対応国一覧】 

アジア 日本、中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、ベトナム、インド

ネシア、タイ、マカオ、フィリピン、シンガポール、カンボジ

ア、バーレーン、イスラエル、カザフスタン、ラオス、スリラン

カ、パキスタン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、インド、

ヨルダン、モンゴル、ネパール、モルディブ、バングラデッシ

ュ、カタール、ミャンマー 

ヨーロッパ オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス(リヒテンシュタイ

ン含む)、キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、

スペイン、フィンランド(オーランド諸島含む)、フランス(モナコ

含む)、イギリス、ギリシア、クロアチア、アイルランド、アイス

ランド、イタリア(バチカン、サンマリノ含む)、リトアニア、ラト

ビア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシ

ア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、トルコ、ウクライ

ナ、ルクセンブルク、ノルウェー、ハンガリー、アルバニア、マ

ルタ、セルビア 

北アメリカ アメリカ(ハワイ・アラスカ含む)、サイパン、グアム、カナダ、メ

キシコ、プエルトリコ 

南アメリカ コロンビア、ベネズエラ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジ

ル、パナマ、チリ、ペルー、ボリビア、エクアドル、コスタリ

カ、ドミニカ共和国、グアテマラ、ニカラグア、エルサルバドル 

オセアニア オーストラリア、フィジー、ニュージーランド 

アフリカ モロッコ(西サハラ含む)、エジプト、ケニア、アルジェリア、ガー

ナ、南アフリカ、ザンビア、モーリシャス、ナイジェリア、チュ

ニジア、タンザニア、アンゴラ 

ヨーロッパ周遊 オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス(リヒテンシュタイ

ン含む)、キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、

スペイン、フィンランド(オーランド諸島含む)、フランス(モナコ

含む)、イギリス、ギリシア、クロアチア、アイルランド、アイス

ランド、イタリア(バチカン、サンマリノ含む)、リトアニア、ラト

ビア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシ

ア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、トルコ、ウクライ



ナ 

アジア周遊 日本、中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、ベトナム、インド

ネシア、タイ、マカオ、フィリピン、シンガポール 

グローバル周遊 上記記載の全エリア対応 

 

【価格一覧】  

分類 エリア 販売価格 

300MB/1 日 1GB/7 日 3GB/30 日 

単国 アジア 380 円～ 980 円～ 1,880 円～ 

ヨーロッパ 580 円～ 1,480 円～ 2,980 円～ 

北アメリカ 580 円～ 1,480 円～ 2,980 円～ 

南アメリカ 580 円～ 1,480 円～ 3,980 円～ 

オセアニア 580 円～ 1,480 円～ 2,980 円～ 

アフリカ 680 円～ 1,480 円～ 3,980 円～ 

中国 PREMIUM プラン 680 円 2,980 円 7,980 円 

周遊 ヨーロッパ - 1,880 円 3,980 円 

アジア  1,880 円 3,980 円 

グローバル  4,980 円 9,980 円 

※中国 PREMIUM プランは、中国で LINE や Google、Facebook といったサービスが日本と同

様にご利用いただけます。※周遊プランには、中国 PREMIUM プランは含まれておりません。 

 

製品の詳細は下記 jetfon 公式サイトをご覧ください。 

URL：https://www.jetfon.jp/ 

jetfon P6 の特典などは下記サイトをご覧ください。 

URL：https://www.jetfon.jp/campaign/190513_100gb_20gb/ 

 FREETEL P6 の特典などは下記サイトをご覧ください。 

URL：https://www.freetel.jp/ 

 

【報道関係に関するお問い合わせ先】 

株式会社 MAYA SYSTEM 

広報窓口 

Mail： press@mayass.com 

TEL： 03-6629-7585 

https://www.jetfon.jp/
https://www.jetfon.jp/campaign/190513_100gb_20gb/
https://www.freetel.jp/
mailto:press@mayass.com

