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国内最大級のオークション一括検索・比較サイト「オークファン(aucfan.com)」を運営する株式会社オークファン

（本社：東京都渋谷区、代表：武永修一）は、ネットオークションにおける「iPhone4S」の落札数動向比較をいたしまし

た。 

 

●●●●SoftbankSoftbankSoftbankSoftbank 版は版は版は版は auauauau 版よりおよそ版よりおよそ版よりおよそ版よりおよそ 1111 万円高値で落札！万円高値で落札！万円高値で落札！万円高値で落札！SIMSIMSIMSIM フリー版はフリー版はフリー版はフリー版は 10101010 万円超！万円超！万円超！万円超！    

    
この度弊社では iPhone4S のネットオークションにおける落札動向調査結果を発表いたしました。 

日本では今回初めて Softbank と au の 2 社から iPhone4S が発売されるということで、 

発売前から料金プランや回線速度など、どちらが優れているかについて多くの比較がなされてきました。 

 

今回調査したところ、Softbank 版の iPhone4S は au 版に比べ、平均落札額はおよそ 11,000 円と高値となって

おりました。下記グラフからも分かるようにオークション市場では Softbank 版が支持されているとうかがえま

す。 

また Softbank 版と au 版とは別に、SIM フリー版の集計も行いましたが、下記の表に見られるように SIM フリ

ー版が圧倒的な人気を博しているのがわかります。 

また、平均落札額は 119,250円とSoftbank版のおよそ 58%も高値となっており、総落札額は 2週間あまりで 3500

万円を超える驚きの結果となりました。 

 

＜＜＜＜ssssoftbankoftbankoftbankoftbank 版、版、版、版、auauauau 版、版、版、版、SIMFreeSIMFreeSIMFreeSIMFree 版版版版    iPhone4SiPhone4SiPhone4SiPhone4S 平均落札平均落札平均落札平均落札額額額額動向グラフ／調査期間動向グラフ／調査期間動向グラフ／調査期間動向グラフ／調査期間 2011/10/142011/10/142011/10/142011/10/14～～～～2011/11/82011/11/82011/11/82011/11/8＞＞＞＞    
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「「「「iPhone4SiPhone4SiPhone4SiPhone4S」オークション比較」オークション比較」オークション比較」オークション比較    SoftbankSoftbankSoftbankSoftbank版と版と版と版とauauauau版の違いは！？版の違いは！？版の違いは！？版の違いは！？    

～～～～SoftbankSoftbankSoftbankSoftbank版は版は版は版はauauauau版よりおよそ版よりおよそ版よりおよそ版よりおよそ1111万円高値で落札！万円高値で落札！万円高値で落札！万円高値で落札！SIMSIMSIMSIMフリー版は破格のフリー版は破格のフリー版は破格のフリー版は破格の10101010万円も万円も万円も万円も

～～～～    

ＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳ    ＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥ    



 

 

＜＜＜＜softbanksoftbanksoftbanksoftbank 版、版、版、版、auauauau 版、版、版、版、SIMFreeSIMFreeSIMFreeSIMFree 版版版版    平均平均平均平均落札動向日別調査動向／調査期間落札動向日別調査動向／調査期間落札動向日別調査動向／調査期間落札動向日別調査動向／調査期間 2011/10/142011/10/142011/10/142011/10/14～～～～2011/11/82011/11/82011/11/82011/11/8＞＞＞＞    

  SoftBank au SIMFree 

2011/10/14 ¥88,995 ¥91,000 ¥119,106 

2011/10/15 ¥87,176 ¥83,000 ¥107,994 

2011/10/16 ¥78,544 ¥69,967 ¥118,515 

2011/10/17 ¥78,715 ¥70,238 ¥124,818 

2011/10/18 ¥67,470 ¥74,845 ¥137,896 

2011/10/19 ¥64,335 ¥62,765 ¥106,279 

2011/10/20 ¥71,933 ¥58,182 ¥120,060 

2011/10/21 ¥70,303 ¥56,610 ¥97,773 

2011/10/22 ¥65,871 ¥58,178 ¥111,778 

2011/10/23 ¥64,825 ¥51,349 ¥118,995 

2011/10/24 ¥63,320 ¥55,138 ¥144,364 

2011/10/25 ¥69,260 ¥55,895 ¥112,791 

2011/10/26 ¥77,156 ¥55,270 ¥105,778 

2011/10/27 ¥72,637 ¥52,142 ¥108,114 

2011/10/28 ¥59,000 ¥48,120 ¥104,140 

2011/10/29 ¥55,414 ¥48,354 ¥105,186 

2011/10/30 ¥58,564 ¥48,554 ¥94,644 

2011/10/31 ¥60,300 ¥48,414 ¥92,945 

2011/11/1 ¥51,240 ¥47,611 ¥94,413 

2011/11/2 ¥64,530 ¥47,073 ¥95,600 

2011/11/3 ¥60,500 ¥47,283 ¥90,405 

2011/11/4 ¥60,695 ¥44,245 ¥90,473 

2011/11/5 ¥66,625 ¥43,008 ¥86,324 

2011/11/6 ¥58,344 ¥43,718 ¥92,225 

2011/11/7 ¥63,130 ¥37,250 ¥85,045 

2011/11/8 ¥57,550 ¥44,200 ¥79,418 

平均落札額 ¥66,786 ¥55,477 ¥105,580 

 

●●●●iPhone4SiPhone4SiPhone4SiPhone4S はははは SoftbankSoftbankSoftbankSoftbank 版・版・版・版・auauauau 版ともに初回ピークが落ち着き「定着」へ版ともに初回ピークが落ち着き「定着」へ版ともに初回ピークが落ち着き「定着」へ版ともに初回ピークが落ち着き「定着」へ    

 

「iPhone4S」の平均落札額をみると、リリース後の高騰から徐々に下降しはじめ、Softbank 版・au 版ともに発

売から 1 ヶ月でいったん市場が落ち着き始めたことが伺えます。 

 

オークファンにて独自調査をしたところ、SIM フリー版に関しては、今回アップル社からイギリスや北米で正式

に販売されており、現地ではそれぞれ 60,753 円、49,318 円で購入できます。 



 

※16GB のそれぞれの通過での価格は、499 ポンド、649 ドルとなっており、1 ポンド 121.75 円、1 ドル 75.99

円（10 月 26 日時点）で算出。 

このように送料などを加味しても、日本のネットオークションの落札額とは大きな差があるため、今後はその差

が埋まっていくと考えられます。 

 

iPhone4S は市場がいったん落ち着きつつありますが、iPhone またアップル製品の取引は、新製品発売と共に驚

くべき成長を続けており、iPhone4S の投入によってまた盛り上がるのではないかと考えております。 

 

 

今後も当社は、ネットオークション業界のみならず、日本経済・社会の現状把握につながる様々な調査を実施し

て参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

■株式会社オークファン 会社概要■ 

会社名： 株式会社オークファン 

代表者： 代表取締役 武永 修一 

設立： 2007 年 6 月 

資本金：1 億 5422 万円 

従業員：40 名（2011 年 7 月現在） 

住所： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 21 番 14 号 渋谷 TOD ビル 8 階 

 

■オークファンについて■ 

2001 年 1 月に開始した月間ユニークユーザー数 800 万、月間ページビュー数 1 億以上を誇る国内最大のオーク

ション統計・検索サイトです。 

特徴としては、国内のオークションサイト（Yahoo!オークション、楽天、ビッダーズ、モバオク、その他）にア

マゾン（Amazon.co.jp）、米 eBay、各ショッピングサイトを一括で検索できます。取引商品のデータベースは約

10 億件（流通総額約 8 兆円）を超え、 

過去に取引されたあらゆるモノ（商品）の価格や相場を検索できる機能を持っております。 

 

■主なサービス■ 

＊「オークファン」URL： http://aucfan.com 

＊携帯版「オークファン」URL： http://m.aucfan.com 

＊「プライスファン」URL: http://pricefan.jp/ 

＊中国語版オークファン「拍迷网」URL： http://cn.aucfan.com 

<この件に関するお問い合わせ先> 

【株式会社オークファン（http://aucfan.com/）／広報担当 樋口】 

TEL 03-6416-3652／FAX 03-6416-3657  Email pr@aucfan.com 

 



 

＊オークションデータ分析ツール「オークデータ」URL： http://data.aucfan.com/ 


