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※本書は現時点における資料となります。
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商号 ソフィアデジタル株式会社
住所 〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町2-2-14 BRICK GATE水道橋5階
TEL               03-6758-0511

FAX 03-6758-0519

資本⾦ 10,000,000円

設⽴年⽉⽇ 2010年2⽉1⽇

代表取締役社⻑ ︓ 高橋 和男

取締役 ︓ 佐久間 直樹

取締役 ︓若⽉ 文男

監査役 ︓ 樋笠 也寸志

届出電気通信事業者番号 A-26-13747

古物商許可番号 東京都公安委員会 第304351707042号

URL︓ https://sophiadigital.com/

ソフィアグループ

株式会社ソフィアホールディングス ソフィア総合研究所株式会社

株式会社アクア 株式会社オルタエンターテイメント

ルナ調剤株式会社

株式会社サイバービジョンホスティング Sophia Asia-Pacific, Ltd.

主な事業内容

・ＭＶＮＯ（Ｅ）事業者として音声、データ通信ＳＩＭの提供。
・Ｍ２Ｍ等モバイルソリューションの提供。
・中短期型プリペイドSIMの提供。
・ＶoIP音声通信（電話）サービスの提供。
・国際電話無料サービス（トランスコール）の提供。
・通信機機器（スマートフォン・タブレット・Wi-Fiルータ等）の販売。
・翻訳機（エスモビ翻訳サービス）の販売。
・IoTデバイスの企画、製造、販売及びサービスの構築、運用。

「インターネット通信で人・企業・物を繋ぎます」

生活、ビジネスのみならず様々なシーンにおいて
インターネット通信は欠かせないものになっています。
ソフィアデジタルでは移動・固定回線網を組み合わせて
あらゆる形でのインターネット通信環境をご提供いたします。

ありそうでなかった。あればもっと便利になる。生活が豊かになる。
そんなコミュニケーション環境を創造実現してまいります。

会社概要
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ソフィアグループ概要(事業系統図）

2021年9月現在

Sophia Digital, Inc.
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目次

・トスアップ⽅式代理店申請 契約必要書類

・トスアップ⽅式お申込みエントリー共有フロー
・トスアップ⽅式用営業チラシの共有

・トスアップ⽅式のフロー図

トスアップ方式(取次)代理店募集

・卸販売⽅式での代理店申請 契約必要書類
・卸⽅式でのフロー図

・卸販売⽅式お申込み書の記入
・モバイル通信サービス約款関連

卸方式(OEM)代理店募集
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トスアップ⽅式(取次)代理店募集



①貴社にて新規のお客様を獲得。

担当︓貴社

担当︓貴社

②購入者リストを「弊社指定トスアップフォーム」に記入後、弊社へ共有。
お客様毎にIDが発番されます。

③弊社パートナー企業にてお客様にご連絡。
契約内容確認後、契約希望者に対しご契約手続きの後、商品を発送。

担当︓
弊社パートナー企業

④回線成約＆開通で、
貴社へお客様IDを報告し紹介料をお⽀払いいたします。

担当︓弊社

トスアップ⽅式のフロー図

Sophia Digital, Inc. 6

営業獲得後、トスアップしていただきます。
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トスアップ⽅式(取次)代理店になるには



②顧客紹介契約
(双方合意のうえでの契約になります。)①代理店申請書 ③登記簿謄本のコピー

(3か⽉以内のもの)

トスアップ⽅式代理店申請:契約必要書類

【初回契約時のみ】口座情報と契約書記入の法人名代表者名/住所などをご共有ください。
下記3点セットが弊社に揃い次第、事業開始となります。あらかじめご用意ください。

返信先(ソフィアデジタル株式会社　営業本部パートナー推進課宛)

FAX:03-6758-0519 メール： smobi_salesmember@smobi.jp
申請日 年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ)

印

代表者名

〒 -

電話番号 FAX番号

資本金 設立年月日

ﾌﾘｶﾞﾅ)

銀行

ﾌﾘｶﾞﾅ)

支店

ﾌﾘｶﾞﾅ)

〒 -

ﾌﾘｶﾞﾅ) ﾌﾘｶﾞﾅ)

電話番号 FAX番号

メールアドレス

〒 -

ﾌﾘｶﾞﾅ) ﾌﾘｶﾞﾅ)

電話番号 FAX番号

メールアドレス

そ
の

他 支払・請求方法

【弊社利用欄】

相殺　　　・　　　個別

口座名義

銀行名

金融機関コード

支店名

支店コード

部署名

支払通知書送付先住所

□ 所在地と同

口座番号

口座種別

1. 普通
2. 当座

口座番号

ご担当者様

請求書送付先住所

□ 所在地と同
□ 支払い通知書と同

部署名

所在地

社名

担当者

代理店申請書

企
業

情
報

支
払

通
知

書
送

付
先

情
報

請
求

書
送

付
先

情
報

特記事項

ご担当者様

見 本

顧客紹介に関する契約書 

 

（以下「甲」という。）とソフィアデジタル株式会社（以下「乙」

という。）とは、甲が乙に対し顧客を紹介する業務（以下「本件業務」という。）に関し、次

の通り契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 乙は、本契約に定めるところにより、本件業務を甲に委託し、甲はこれを受託する。

 

（本件業務の対象） 

第２条 本件業務の対象は、乙が取り扱う次のサービス・取引（以下「本サービス」という。）

とする。 

(1)「NURO 光」の紹介業務 

(2)「ソフトバンク光・Air」の紹介業務 

(3) その他の固定回線の顧客紹介業務 

(4) モバイル回線の顧客紹介業務 

 

（報酬） 

第３条 甲の本件業務の実施により、甲が紹介する第三者（以下「見込顧客」という。）と

乙又は乙の顧客との間で、前条に定める本件業務のいずれかの契約（以下「対象契約」

という。）が成立した場合、本件業務の対価（紹介料）として、乙は甲に対して、乙

が別途甲に通知する条件一覧に基づき報酬を支払う。なお、かかる条件一覧は、都度

見直しを行い改訂することが出来るものとする。 

 

（報酬の支払方法） 

第４条 乙又は乙の顧客と見込顧客との間で対象契約が成立した場合、乙は甲にその旨を

通知する。 

２ 乙は、更に対象契約に基づき、本サービスが提供可能な状態（回線が開通）となっ

た場合、「NURO 光」は原則としてその翌月末までに、「ソフトバンク光・Air」は原則

としてその翌々月末に、また、「その他の固定回線」及び「モバイル回線」は、別途

乙から甲に通知する別紙記載の期日に、前条の報酬を甲が指定する以下の金融機関

口座に振り込み支払うものとする。 

金融機関名 支店名 口座種別 

   

口座番号 口座名義人 ― 

  ― 

見 本

Sophia Digital, Inc. 8
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トスアップ⽅式(取次)代理店契約後



トスアップ⽅式お申込みエントリー共有フロー例

②弊社への共有/弊社及びパートナー企業にてクロージング/回線獲得/開通手続き

③貴社へ進捗状況共有

④回線開通月の翌々月日末までにインセンティブ支払という順番です。

※支払いサイト/金額などは別途条件表をご参照ください。

Sophia Digital, Inc. 10

①お客様情報のご記入をお願い致します。

※各商材、トスアップシートなどがございますので、
貴社にて扱う商材などにより共有用のトスアップ記入シートを共有させていただきます。
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トスアップ⽅式用営業チラシの共有

エンドユーザー向けのチラシを共有可能です。営業活動にお役立てください。
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卸⽅式(OEM)代理店募集



卸⽅式でのフロー図

現在弊社では、下記制度を採用しております。

弊社サービスを購入

(貴社)代理店様

ユーザー様

・ユーザー様へサービス提供
・請求業務問合せ対応

Sophia Digital, Inc. 13

⾃社サービス名に変更も可能

卸⽅式(OEM)代理店制度
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卸⽅式(OEM)代理店になるためには



②取引基本契約(双方合意契約)
(原本郵送)

①代理店申請書 ③登記簿謄本のコピー
(3か⽉以内のもの)

卸⽅式での代理店申請:契約必要書類

【初回契約時/事前審査】口座情報と契約書記入の法人名代表者名/住所などをご共有ください。
下記4点（※5点）セットが弊社に揃い次第、事業開始となります。あらかじめご用意ください。

※⑤ご担当者様の免許書のコピー
音声SIM取り扱いの場合のみご提出ください。

④口座振替用紙
(原本郵送)

返信先(ソフィアデジタル株式会社　営業本部パートナー推進課宛)

FAX:03-6758-0519 メール： smobi_salesmember@smobi.jp
申請日 年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ)

印

代表者名

〒 -

電話番号 FAX番号

資本金 設立年月日

ﾌﾘｶﾞﾅ)

銀行

ﾌﾘｶﾞﾅ)

支店

ﾌﾘｶﾞﾅ)

〒 -

ﾌﾘｶﾞﾅ) ﾌﾘｶﾞﾅ)

電話番号 FAX番号

メールアドレス

〒 -

ﾌﾘｶﾞﾅ) ﾌﾘｶﾞﾅ)

電話番号 FAX番号

メールアドレス

そ
の

他 支払・請求方法

【弊社利用欄】

相殺　　　・　　　個別

口座名義

銀行名

金融機関コード

支店名

支店コード

部署名

支払通知書送付先住所

□ 所在地と同

口座番号

口座種別

1. 普通
2. 当座

口座番号

ご担当者様

請求書送付先住所

□ 所在地と同
□ 支払い通知書と同

部署名

所在地

社名

担当者

代理店申請書

企
業

情
報

支
払

通
知

書
送

付
先

情
報

請
求

書
送

付
先

情
報

特記事項

ご担当者様

見 本

取引基本契約書 

 

ソフィアデジタル株式会社（以下「甲」という。）と      （以下「乙」という。）は、甲が

乙に対して提供する商品（以下「本件商品」という。）について、次のとおり取引基本契約（以下「本

契約」という。）を締結する。 

 

第１条（売買） 

  甲は乙に対し、個別契約に従って本件商品を売り渡し（卸し）、乙はこれを買い受ける。 

 

第２条（基本契約） 

  本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、本契約の別紙取引条件のほか甲乙間で締結される

個別の売買契約（甲が乙に対し諸条件を記載し提示した見積書に乙が承諾する形式を含む（以下「個

別契約」という。））に対し、共通して適用される。ただし、個別契約の内容と本契約の内容とが異

なる場合は、当該個別契約が優先する。 

 

第３条（本契約の変更） 

  本契約は、甲乙の権限ある者の記名押印のある文書によってのみ変更することができる。 

 

第４条（個別契約の成立） 

１ 本件商品の品名、数量、単価、代金総額、引渡期日、引渡場所その他必要事項は、個別契約で

定める。 

２ 個別契約は、甲乙の権限ある者の記名押印により成立するほか、甲が乙から本件商品の発注書

を受領したときに成立するものとする。 

 

第５条（検査） 

 １ 乙は、本件商品の引渡後５営業日以内に本件商品を検査し、甲に対し合否を通知するものとす

る。なお、５営業日以内に合否の通知がないときは、本件商品が検査に合格したものとみなす。

２ 検査の合格をもって、本件商品の検査完了とする。 

３ 本件商品の数量不足、不具合等（以下「瑕疵」という。）があることを理由として乙が甲に対

し不合格の通知を行った場合、甲は、甲乙別途協議のうえ定める期限までに、無償で本件商品の

瑕疵を是正したうえで、乙に再度引き渡すものとする。この場合、乙は、第１項に基づいて本件

商品の検査を再度行い、甲に対し合否を通知するものとする。 

 

第６条（代金支払・引渡） 

  甲は、本件商品の代金につき、引渡月末締めにて翌月６営業日までに乙に請求書を発送し、乙は、

甲からの請求書を受領した日の属する月の末日までに本件商品の代金を甲指定の口座に振り込む方

法により支払うものとする（振込手数料は乙負担）。 

見 本 見 本

Sophia Digital, Inc. 15

【②④について】
②内容に合意、④口座振替用紙を記入の上、
下記宛まで原本郵送をお願いいたします。

〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町2-2-14 BRICK GATE水道橋5階
<営業担当者宛>



【契約締結後】お申込み書を記入後、info@smobi.jp へデータを添付しご返送ください。

FAXを希望の場合、03-6758-0519 へご送付ください。

卸販売⽅式お申込み書の記入/ご返送対応のお願い

【記入例】

E-mail : smobi-support@smobi.jp

お申込日 年 月 日

フリガナ

申込ID 数量 単位 単価 合計価格 適用月

顧客ID 回線 ¥0 納品月

フリガナ

〒 162 -

　通信プラン月額費用

SIMサイズ 数量 単位 単価 合計価格

TEL ：  FAX ： 標準 回線

マイクロ 回線

ナノ 回線

E-Mail 標準 回線

（２）物品送付先（上記住所以外に送付をご希望の場合にご記入下さい） マイクロ 回線

〒 － ナノ 回線

標準 回線

マイクロ 回線

TEL： FAX： ナノ 回線

送付先
会社名 標準 回線

部署名 ご担当者名 マイクロ 回線

※記載⾦額は全て税別価格での表記となります。 ナノ 回線

※ユニバーサルサービス料（2円/⽉）が別途かかります。（現時点での料⾦となっております。詳細はURLを参照下さい） 0 　

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/ 　

※データ通信のみご利用になるお客様向けのデータ通信専用の料⾦プランです。

※１回あたりのお申込み、最小枚数は各表の右枠欄に記載の枚数以上（相談）で、お願い致します。又、弊社からの納品先は国内とさせて頂きます。

※納期は、お申込み確認⽇より、5⽇〜7⽇間（営業⽇）程頂きます。（⼤口100枚以上の案件の際は別途ご相談）

※SIMはアクティベート済みの状態でお引き渡しとなります。

※解約⽉・休⽌期間・納品初⽉の⽉額基本使用料の⽇割計算はございませんので、予めご了承ください。 （4）納品希望日 ※受付日から最短6営業日での出荷となります。

※解約受付に関しましては、当⽉末解約ご希望の際は、毎⽉25⽇までに解約申込書にて、申請が必要となります。 備考：

※ソニーネットワークコミュニケーションズ社および弊社の定める基準にて通信制限・時間の応じた通信・接続制限が実施される可能性があります。

※その他、SIMの仕様の詳細、ご利用にあたっての遵守事項等に関しましては、別途提⽰する「エスモビSIM利用規定」の内容に従うものとします。

※無制限SIMプランについては、その利用状況により、価格設定を変更させていただく場合があります。

※本料⾦表のSIMには、固定IPアドレスを付与するオプションはありません。 　

受付印 入力 確認 出荷

データ通信サービス申込書

標準

標準

データ10GBプラン
（制限後256kbps）

データ7.5GBプラン
（制限後256kbps）

マイクロ

ナノ

マイクロ

ナノ

社印

データ3GBプラン
（制限後256kbps）

商品名 備考

2020/　　　　/　　　

【設定情報】APN：4gn.jp　　　　ユーザー名：　mob@lte　　　　　　　パスワード：0000

【初期手数料】　　　　年　　　月　　日　　　　【課金開始】　　　　　　年　　　月　　　日

標準

ナノ

マイクロ

＜ソフィアデジタル社内欄＞

データ20GBプラン
（制限後256kbps）

部署名

03-6758-0511

お客様ｺｰﾄﾞ

営業部

東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル4階

03-6265-3570

エス田モビ子                               様ご担当者名

smobi-support@smobi.jp

送付先
ご住所 同上

ナノ

印

登録事務手数料

標準

マイクロ

備考

※価格は税別となります。

ソフィアデジタル株式会社 行

（１） ご契約者および請求書送付先（※①）

ご住所

0822

ソフィアデジタル株式会社法人名

 「データ通信サービス約款」を承認の上、下記の通り申し込みます。

（３）下記の通りデータ通信サービスを申込みます。

　通信プラン初期事務手数料

商品名

※必ずご捺印の上お送り下さい

個人情報の保護について

・当社が本申込書によって取得した個人情報は、当社サービスの提供、サポートおよび請求等の目的
のために利用します。

・個人情報の開示・訂正・削除、その他個人情報に関するお問合せは、本サービス担当部門
（電話：03-6758-0511）までご連絡下さい。

・当社は個人情報の漏洩の防止、その他個人情報保護のために必要な安全対策を実施します。

【 お申込書送付先/お問合せ先 】

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2‐26 KDX飯田橋ビル4F

ソフィアデジタル株式会社 エスモビ事業部
◆TEL：03-6758-0511 FAX： 03-6265-3570
◆E-mail：smobi-support@smobi.jp
※営業時間：10:00-18：00

E-mail : smobi-support@smobi.jp

お申込日 年 月 日

フリガナ

申込ID 数量 単位 単価 合計価格 適用月

顧客ID 回線 納品月

フリガナ

〒 -

　通信プラン月額費用

SIMサイズ 数量 単位 単価 合計価格

TEL ：  FAX ： 標準 回線

マイクロ 回線

ナノ 回線

E-Mail 標準 回線

（２）物品送付先（上記住所以外に送付をご希望の場合にご記入下さい） マイクロ 回線

〒 － ナノ 回線

標準 回線

マイクロ 回線

TEL： FAX： ナノ 回線

送付先
会社名 標準 回線

部署名 ご担当者名 マイクロ 回線

※記載⾦額は全て税別価格での表記となります。 ナノ 回線

※ユニバーサルサービス料（2円/⽉）が別途かかります。（現時点での料⾦となっております。詳細はURLを参照下さい） 0 　

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/ 　

※データ通信のみご利用になるお客様向けのデータ通信専用の料⾦プランです。

※１回あたりのお申込み、最小枚数は各表の右枠欄に記載の枚数以上（相談）で、お願い致します。又、弊社からの納品先は国内とさせて頂きます。

※納期は、お申込み確認⽇より、5⽇〜7⽇間（営業⽇）程頂きます。（⼤口100枚以上の案件の際は別途ご相談）

※SIMはアクティベート済みの状態でお引き渡しとなります。

※解約⽉・休⽌期間・納品初⽉の⽉額基本使用料の⽇割計算はございませんので、予めご了承ください。 （4）納品希望日 ※受付日から最短6営業日での出荷となります。

※解約受付に関しましては、当⽉末解約ご希望の際は、毎⽉25⽇までに解約申込書にて、申請が必要となります。 備考：

※ソニーネットワークコミュニケーションズ社および弊社の定める基準にて通信制限・時間の応じた通信・接続制限が実施される可能性があります。

※その他、SIMの仕様の詳細、ご利用にあたっての遵守事項等に関しましては、別途提⽰する「エスモビSIM利用規定」の内容に従うものとします。

※無制限SIMプランについては、その利用状況により、価格設定を変更させていただく場合があります。

※本料⾦表のSIMには、固定IPアドレスを付与するオプションはありません。 　

受付印 入力 確認 出荷

ソフィアデジタル株式会社 行

（１） ご契約者および請求書送付先（※①）

ご住所

法人名

 「データ通信サービス約款」を承認の上、下記の通り申し込みます。

（３）下記の通りデータ通信サービスを申込みます。

　通信プラン初期事務手数料

商品名

※必ずご捺印の上お送り下さい

ナノ

印

登録事務手数料

標準

マイクロ

備考

※価格は税別となります。

送付先
ご住所

部署名

お客様ｺｰﾄﾞ

                               様ご担当者名

＜ソフィアデジタル社内欄＞

データ20GBプラン
（制限後256kbps）

2020/　　　　/　　　

【設定情報】APN：4gn.jp　　　　ユーザー名：　mob@lte　　　　　　　パスワード：0000

【初期手数料】　　　　年　　　月　　日　　　　【課金開始】　　　　　　年　　　月　　　日

標準

ナノ

マイクロ

　通信サービス申込書

標準

標準

データ10GBプラン
（制限後256kbps）

データ7.5GBプラン
（制限後256kbps）

マイクロ

ナノ

マイクロ

ナノ

社印

データ3GBプラン
（制限後256kbps）

商品名 備考

個人情報の保護について

・当社が本申込書によって取得した個人情報は、当社サービスの提供、サポートおよび請求等の目的
のために利用します。

・個人情報の開示・訂正・削除、その他個人情報に関するお問合せは、本サービス担当部門
（電話：03-6758-0511）までご連絡下さい。

・当社は個人情報の漏洩の防止、その他個人情報保護のために必要な安全対策を実施します。

【 お申込書送付先/お問合せ先 】

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2‐26 KDX飯田橋ビル4F

ソフィアデジタル株式会社 エスモビ事業部
◆TEL：03-6758-0511 FAX： 03-6265-3570
◆E-mail：smobi-support@smobi.jp
※営業時間：10:00-18：00

見 本
見 本

Sophia Digital, Inc. 16

【お申し込み書】



「モバイル通信約款」の内容に承諾した上でのお申込みをお願いいたします。
内容は下記WEBページよりご確認ください。

モバイル通信サービス約款関連

Sophia Digital, Inc. 17

https://sophiadigital.com/mvno/doc/sdi_mobile_communication_service_terms-202109.pdf



ご注意
パートナー様が弊社規定の上限に達し次第、受付を終了させていただきます。
あらかじめご承知おきください。

Sophia Digital, Inc. 18



【お問い合わせ先】
ソフィアデジタル株式会社 営業本部パートナー推進課
03-6758-0511

ソフィアデジタル株式会社は

貴社のMVNO事業の早期立上げを

全力で支援します。

Thank you

19


