
 

PiccellWireless Team 

Email: info@piccellline.co.jp 

To international students  
 
 
Information on mobile phone lines (SIM Card) for Japan（English edition） 
 

Hello.   

You will need a Japanese SIM card during in Japan. 

We have special offers to help you to feel comfortable in Japan. 
Please find the Japanese SIM card service (Data SIM or Voice + Data SIM) on the attached leaflet. 
 
 
*** Special Offer for every user for more than 4 months ***   
 
  3GB Plan   →  Add bonus Data 10GB ( in First month & Second month!!) 
 
  Other Plan  →  Add bonus Data 30GB ( in First month & Second month!!) 
 
 
【Features of PicCell SIM】 

· No contract term 

· Various payment methods, you can choose credit card, PayPal, Bank Transfer, and cash(Convenience store payment). 

· Data SIM has no extra fee and can be used with confidence 

(For the voice SIM, you will be charged only voice calls and SMS usage in the month following the usage month) 

· Tethering available. 

· After completing the application procedure, we will send the SIM card by mail within 3 business days. 

· Documents required for contract 

✔ Data SIM︓ Not required 

✔ Voice SIM︓ You will need to send email the photos copy of the residence card (front and back) when applying. 

Send to:  info@piccellline.co.jp 

 

* Your phone must support the following frequencies.  

Band1 (2GHZ, 2.1Ghz) /3 (1.7GHZ,1.8GHz) /19 (800MHZ) /21 (1.5GH2) /28 (700MH2)  

* Please complete the procedure at least 3 business days before entering Japan. 

* The term is monthly basis.  it will not be prorated. 

 

 

◆  PicCell SIM Plans 
 

◆  Order site 
 
 
PiccellWireless Team 

 

https://piccellsim.buyshop.jp/
http://www.piccellline.co.jp/pdf/topmenu/piccell_sim/plans_delivery.pdf


 

PiccellWireless Team 

Email: info@piccellline.co.jp 

留学⽣様へ 
 

⽇本⽤携帯電話回線（SIM）のご案内（⽇本語版） 
 
 こんにちは。 
あなたは、⽇本への⼊国時や、⼊国後に⽇本の SIM カードが必要になると思います。 
私達はあなたが⽇本で快適に過ごせる様にスペシャルオファーを⽤意しております。 
別紙のチラシにて⽇本の SIM カードサービス（Data SIM or Voice+Data SIM）をご確認ください。 
 
 
***スペシャルオファー（４ヶ⽉間以上の契約者特典） ***   
 
3GB プラン   → 10GB データを追加（ご利⽤初⽉と 2 か⽉⽬︕︕）  
 
その他のプラン → 30GB データを追加（ご利⽤初⽉と 2 か⽉⽬︕︕）  
 
 
【PicCell SIM の特徴】 

・契約期間は⾃由に設定（１ヶ⽉間から契約可能） 

・“データ SIM”サービスと“⾳声付き SIM（データ+⾳声+SMS）”サービスの何れかを選択可能 
・さまざまな⽀払い⽅法（クレジットカード、PayPal、現⾦、銀⾏振込）から選択可能 
・データ SIM サービスには追加料⾦はなく、安⼼して利⽤ 
（⾳声 SIM サービスの場合、使⽤⽉の翌⽉に⾳声通話と SMS の使⽤のみが請求されます） 
・テザリングが利⽤可能 

・必要書類 
✔ Data SIM の場合︓ なし 
✔ Voice SIM の場合︓ 在留カードの写真のコピー（表⾯と裏⾯）を info@piccellline.co.jp へ送信 

 
※ あなたの電話機が下記の周波数に対応している必要があります。 

Band1 (2GHZ,2.1Ghz) /3 (1.7GHZ,1.8GHz) /19 (800MHZ) /21 (1.5GH2) /28 (700MH2) 
※ ⽇本へ⼊国される 3 営業⽇前までにお⼿続きをしてください。 
※ ⽉間のサイクルの締⽇は⽉末となります。 その為、ご⼊国⽇（契約初⽉）は⽇割りとはなりません。 
 
 

◆ PicCell SIM サービス詳細 
       

 

◆ お申込サイト 
 

 

 

ピクセルワイアレスチーム 
 
 

https://piccellsim.buyshop.jp/
http://www.piccellline.co.jp/pdf/topmenu/piccell_sim/plans_delivery.pdf

