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開通機能付き訪日外国人向けプリペイド SIM 自動販売機を 

AQUA CITY ODAIBA と関西国際空港に設置開始 

訪日旅行者・出張者は、データ SIM カードを気軽に買える！すぐに使える！！  

～世界初となる自販機での SIM 開通機能により、購買後最短 2 分で利用可能～ 

 

 

NTT コミュニケーションズ（略称:NTT Com）は、訪日旅行者・ビジネスパーソン向け期間

型プリペイド SIM「Prepaid SIM for JAPAN」を販売し、世界で初めて SIM の開通機能を搭載

する*1多機能自動販売機を、2015年3月27日より設置・稼働開始します。本自動販売機はAQUA 

CITY ODAIBA と関西国際空港に設置されます。 

本自動販売機ではプリペイド SIM の購入に加え、タッチパネル上で契約者情報の登録などを

行うと、購入したその場で、お手持ちのモバイル端末によるインターネット接続が可能となりま

す。空港到着後すぐにインターネットを利用したいお客さまや、観光地でより詳細な観光情報を

検索したくなったなど、急遽インターネットが使いたくなったお客さまなどにおすすめです。 

 

 

【自動販売機外観】 

 
 

http://s.ocn.jp/pre1e


１．「Prepaid SIM for JAPAN」自動販売機について 

2014 年は過去最高の 1300 万*2を超える外国人が訪日しており、2015 年は更なる拡大が見

込まれています。NTT Com は、こういった外国人のお客さまへより快適な通信環境を提供する

べく、日本への旅行や出張などの短期滞在時に便利な「Prepaid SIM for JAPAN」の販売のため、

本自動販売機を開発・設置しました。 

 

【特長】 

1）世界初、自動販売機で SIM カードの開通手続きを実現 

本自動販売機では、契約者情報入力などの開通手続きをすることで、最短 2 分*3で、その場で

購買した SIM カードを開通させることが可能です。本自動販売機はパスポートスキャン機能

を搭載しているため、契約者情報入力の手間が大幅に削減できます。 

 

2）英語と中国語に対応したタッチパネル式のモニターで商品を簡単に購入可能 

お客さまは英語と中国語に対応したタッチパネル式のモニターで説明をみながら商品を選ぶ

ことができるため、日本語が読めない方でも、プリペイド SIM やその他の商品を、間違えず

に簡単に購入することができます。 

 

３）クレジットカード対応により日本円が不要 

5 種類のクレジットカードへの対応により、日本円の持ち合わせが無くても商品の購入ができ

るため、両替などお客さまの煩わしい手間を削減します。 

 

【概要】 

自動販売機仕様 

設置場所（※） ●AQUA CITY ODAIBA 

  東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場 3 階 

 東京テレポート駅側インフォメーションカウンター向い  

 

●関西国際空港 

 関西国際空港第一ターミナル 1 階 

 南到着口 Internet & Telephone コーナー 

 

取扱い商品 

予定販売価格*4
 

Prepaid SIM for JAPAN 7 日間   3,450 円（税抜） 

Prepaid SIM for JAPAN 14 日間   4,950 円（税抜） 

決済方法 VISA、Master、JCB、American Express、Diners Club 

※クレジットカード決済のみ対応 
 

対応言語 英語、中国語 
 

サイズ 2,050（W）×1,010（D）×2,300（H）mm 

※本自動販売機は AQUA CITY ODAIBA は 2015 年 3 月 24 日（火）、関西国際空港は 

 2015 年 3 月 27 日（金）に設置します。 



【自動販売機による購入・開通手続きイメージ】 

商品の説明や、購入・SIM 開通に必要な対応について、タッチパネル上で確認しながら手続き

ができます。 

 

 

 
 

 

２．「Prepaid SIM for JAPAN」の概要  

 訪日外国人のお客さま向けに、100MB/日の利用容量で、短期滞在者向けの 7 日間、中期滞在

者向けの 14 日間、2 つの利用期間を用意しております。 

 

【サービス仕様】 

名称 Prepaid SIM for JAPAN  

パッケージ 

画像 

  

利用期間 7 日間 14 日間 

利用容量 100MB/日 100MB/日 

最大通信速度 
受信時最大 150Mbps／送信時最大 50Mbps 

（※容量超過時の最大通信速度 200Kbps） 

期間延長 不可 

SIM カードサイズ 標準/micro/nano 

ご利用エリア 日本国内 

※フリーWi-Fi 接続アプリ「Japan Connected-free Wi-Fi*5」の利用方法をパッケージに同梱しています。 

※サービスの詳細は http://s.ocn.jp/pre1e をご確認ください。 

 

 

今後もより便利に「Prepaid SIM for JAPAN」を購入いただけるよう、空港や家電量販店、旅

行代理店を中心に販売店舗を拡大していきます。また、快適にモバイルデータ通信をお楽しみい

ただけるよう、お客さまの声にお応えし NTT Com ならではのオプション機能の提供などを通

じて、順次サービスを拡充していきます。 

商品選択 購入 
（クレジット決済） 

開通手続き 
(パスポートスキャン) 

アクティベイト完了後 
契約情報レシート印字 

http://s.ocn.jp/pre1e


 

*1)2015 年 3 月 27 日時点。自動販売機メーカーZoom Systems 社調べ。 

*2) 出展：日本政府観光局 (JNTО)  

*3）2015 年 3 月 27 日時点で、NTT Com が実際に自動販売機を利用して計測した SIM 購入直後から開

通までに要した最短の時間。開通後、お客さま端末に SIM をセットし APN 等端末設定が必要です。 

*4）取扱い商品および価格は発表時点のものであり、その後予告なしに変更する場合があります。 

  「Prepaid SIM for JAPAN」の販売料金は販売店によって異なります。 

*5）NTT グループのエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社（以下 NTTBP）が提

供する訪日旅行者が自由に利用できる公衆無線 LAN を検索して接続できるアプリです。全国の空港や

駅、商業施設、コンビニなど、全国約 95,000 のアクセスポイントが利用可能です。

（http://www.ntt-bp.net/jcfw/en.html） 

  
 

（参考） 

「OCN モバイル ONE」（http://s.ocn.jp/one1）は、モバイル市場における独自サービス型 SIM シェア

No.1 のサービスです。 

※MM 総研「国内 MVNO 市場規模の推移・予測(2014 年 9 月末)」より。独自サービス型 SIM とは、

独立系 MVNO 事業者が SIM カードを活用し、独自の料金プランで提供する各種サービスを指す。 

※「OCN モバイル ONE」をご利用いただくためには、対応データ端末が必要です。対応端末は

Amazon.co.jp や NTT コムストアなどで購入可能です。 

※Amazon および Amazon.co.jp は Amazon.com,Inc またはその関連会社の登録商標です。 

※「OCN モバイル ONE」のご利用においては、SIM カードに付与されている 070/080/090 番号ごと

に、ユニバーサルサービス料が加算されます。2015 年 3 月現在、番号ごとに 2 円/月(税抜)です。最

新 の 料 金 に つ い て は ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 支 援 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ ＜

http://www.tca.or.jp/universalservice/＞をご確認ください。 

※表示金額はすべて消費税 8％の税抜表記です。1 円未満の端数は切り捨てて表示しておりますので、実

際のご請求額は、個々の税込額の合計とは異なる場合があります。 

 

 

 


