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2012 年 11 月 15 日 

イオンリテール株式会社 
イオン九州株式会社 

株式会社インターネットイニシアティブ 
 

イオン、IIJmio 高速モバイル/D サービス「ライトスタートプラン」の 

取り扱いを開始 
--LTE 対応、高速データ通信サービスを業界最安値帯の月額 1,974 円で販売開始-- 

 
イオンリテール株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：村井正平）、イオン九州

株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山口聡一）と株式会社インターネットイニシ

アティブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木幸一、以下 IIJ）は、IIJ が個人向け

に提供している LTE/3G に対応したデータ通信サービス「IIJmio 高速モバイル/D サービ

ス」に、新料金プラン「ライトスタートプラン」を追加し、総合スーパー「イオン」の本州、四国、九

州の 204 店舗で 12 月 1 日より取り扱いを開始いたします。 
 

この度提供を開始する「ライトスタートプラン」（以下、本料金プラン）は、NTT ドコモの

LTE/3G 網を利用した高速モバイルデータ通信を提供するサービスで、月額費用 1,974 円

で、月間 1GB 分のデータ通信を、下り最大 75Mbps、上り最大 25Mbps の高速な通信速度

でご利用いただけます（月間のデータ通信量が 1GB を超えた場合は、通信速度が上り下り最

大 128kbps となります）。 
本料金プランの取り扱い開始にあわせ、これまでは本州・四国エリアの総合スーパー「イ

オン」200 店舗で販売していた SIM パッケージ「IIJmio ウェルカムパック for イオ

ン」を九州エリアに拡大し、本州、四国、九州の「イオン」204 店舗で販売を開始しま

す。（販売店舗の一覧は別紙参照。店舗数は 11 月 16 日現在の数値）。 
 
また、本料金プランの取り扱いを記念して、2012 年 11 月 16 日（金）から 11 月 30 日（金）

まで、イオン店頭にて「IIJmio ウェルカムパック for イオン」をご購入いただいたお客さまに

1,000WAON ポイント*1をプレゼントする「AEON×IIJmio 新サービス発売記念キャンペー

ン*2」を実施いたします。 
*1 WAON（ワオン）：イオンが全国の系列店舗で展開する電子マネー。 

*2 期間中に「IIJmio ウェルカムパック for イオン」をご購入いただくことがキャンペーン適用条件となり、購入後にオンライン

で選択する料金プランの種類は問いません（既存の料金プランも選択可能）。なお、「ライトスタートプラン」は 2012 年 12 月 1

日以降からお申し込みが可能です。 
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本料金プランは、1 ヶ月の利用量が 1GB に収まる用途で通信をご利用（別紙「1GB 分で利

用できるデータ通信量の目安」を参照）されるお客さま向けに、月間 1GB 分のデータ通信が

高速に使える LTE/3G 対応データ通信サービスとして最安値（2012 年 10 月末現在、IIJ 調

べ）の月額 1,974 円 で使えるのが特徴です。この度の新料金プランは、イオンリテールと IIJ
の共同マーケティングにより、主にスマートフォンで高速通信を安価に利用したいというニーズ

にお応えするプランとして企画いたしました。今後とも、イオンと IIJ は、モバイル通信の分野で

の提携を活かして、お客さまにとって使いやすい価値あるサービスの提供を続けてまいりま

す。 
 
 

 

報道関係お問い合わせ先 
■株式会社インターネットイニシアティブ広報部 小河、村松 
TEL： 03-5259-6310  E-mail： press@iij.ad.jp  URL： http://www.iij.ad.jp/ 
■イオン株式会社コーポレート･コミュニケーション部 TEL: 043-212-6061 

 
 



 

 

【別紙】 
 
IIJmio ライトスタートプラン  料金プラン概要 

プランの特長 1 ヵ月の利用量が 1GB に収まるライトユーザ向けに、月間1GB までのデータ

通信が高速に利用できるプラン。 

SIM パッケージ価格*1 3,150 円 

月額料金*1 1,974 円 

通信速度*2 
下り 最大 75Mbps 上り最大 25Mbps（LTE エリア内の場合） 

 （月間通信量 1GB を超えると最大 128kbps となります。） 

通信規制 

月間の通信量が 1GB を超えて通信速度が最大 128kbps の状態で、直近 3

日あたりの通信量が120MBを超えた場合に、通信の速度を制限する場合が

あります。 

SIM カード枚数 1 枚 

SIM カードタイプ 標準 SIM と microSIM から選択可能 

追加クーポン*1 

100MB あたり、525 円で追加購入可能                       

※月間 1GB の通信量を超えて通信速度が最大 128kbps になった場合に、

追加クーポンを購入することで、高速通信ができるようにできます。 

最低利用期間 課金開始日の翌月末まで 

備考 

11 月 16 日（金）～11 月 30 日（金）までにイオン店頭で SIM パッケージを

購入の場合、キャペーン特典として 1,000WAON ポイントを付与。 

 

IIJmio 高速モバイル/D サービスの SIM カードを利用できる通信端末の情報

は、IIJmio ホームページを参照。

（https://www.iijmio.jp/guide/outline/hdd/devices.jsp） 

 

従来の料金プランとの比較 

プラン名 
ミニマムスタート 

128 プラン ライトスタートプラン 
ファミリーシェア   

1GB プラン 

特長 

通常時は低速で通信

料金を安く抑えられ、

必要な時にだけクー

ポンを購入し、通信速

度を高速化できるプ

ラン 

月間 1GB までのデータ

通信が、高速・定額で通

信できるプラン 

月間 1GB のデータ通信

を SIM カード最大 3 枚

で分けあって使うこと

ができるプラン 



 

 

想定される 

利用者 

メールや SNS 中心で

モバイルの使用頻度

が高くない方。バック

アップ回線を常にキ

ープしておきたい方。

モバイルを日常的に利

用しているが、1 ヵ月の

利用量が 1GB に収まる

ライトなご利用をされ

る方。

家族間でデータ通信を

シェアしたい方。複数の

デバイスを使っている

方。 

月額料金*1 945 円 1,974 円 2,940 円

通信速度*2 

上り下り最大

128kbps 

下り 最大 75Mbps 上

り最大 25Mbps（LTE エ

リア内の場合） 

※月間通信量 1GB を超

えると送受信最大

128kbps となります。 

下り 最大 75Mbps 上

り最大 25Mbps（LTE エ

リア内の場合） 

※月間通信量 1GB を超

えると送受信最大

128kbps となります。 

SIM カード枚数 1 枚 1 枚 最大 3 枚

通信規制 

通信速度が最大

128kbps の状態で、

直近 3 日あたりの通

信量が 366MB を超

えた場合に、通信の速

度を制限する場合が

あります。 

月間の通信量が 1GB を

超えて通信速度が最大

128kbps の状態で、直

近 3 日あたりの通信が

120MB を超えた場合

に、通信の速度を制限す

る場合があります。 

SIM カード毎に、クーポ

ン残量がない状態（最大

128kbps の通信時）で、

直近3日あたりの通信量

が 366MB を超えた場合

に、その SIM カードを使

った通信の速度を制限

する場合があります。 
 

1GB 分で利用できるデータ通信量の目安（スマートフォンでの利用を想定した場合）*3 
 

利用サービス 操作内容 
消費される

データ量 
1GB あたり 

ホームページ Yahoo!トップページ（モバイル版）を表示 300kB 約 3,410 回

メール 300 文字程度のテキストメール 5kB 約 204,800 通

Twitter 
公式アプリで、全角 140 文字でツイート後 リロー

ドする 
91kB 約 11,250 回

動画*4 YouTube で動画を約 5 分閲覧 11MB 約 90 回（約 450 分）

地図 
Android の Google マップアプリ*5 で地図を表示

し、縮小してから拡大する、という操作を 5 回行う 
3.5MB 約 280 回

IP 電話 Skype を使用し 3 分間通話 1.7MB 
約 580 回

（約 1,740 分）

*1 表示価格は税込です。 

*2 LTE エリア外の場合は、3G でのデータ通信となります。下り最大 75Mbps、上り最大 25Mbps に対応しているエリアは、LTE



 

 

エリア内の一部に限ります。LTE エリアにおける通信速度は、近日中に下り最大 100Mbps、上り最大 37.5Mbps に対応する予

定です（ただし一部の対応エリアにて対応端末を用いた場合）。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通

信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状

況に応じて変化します。 

*3 上記は IIJ にて独自に調査した結果であり、常にそのデータ量で利用出来ることを保証するものではありません。               

*4 閲覧する動画によってデータサイズは異なります 。                                                           

*5 キャッシュの無い状態で表示し、都度違う場所へ縮小拡大を行った場合です。 

 

店頭商品イメージ 

 

 

 

 

 

 

※LTE エリアにおける通信速度は、近日中に下り最大 100Mbps、上り最大 37.5Mbps に対応する予定です 

（ただし一部の対応エリアにて対応端末を用いた場合）。 

 



取り扱い店舗一覧表（2012年11月16日現在）

地区名 店舗名 地区名 店舗名 地区名 店舗名

イオンつがる柏店 イオン川口店 イオン東神奈川店

イオン一関店 イオン北戸田店 イオンつきみ野店

イオン下田店 イオンむさし村山店 イオン茅ヶ崎店

イオン盛岡店 イオン甲府昭和店 イオン茅ヶ崎中央店

イオン盛岡南店 イオン石和店 イオン大和店

イオン石巻店 イオン日の出店 イオン大和鶴間店

イオン仙台幸町店 イオン入間店 イオン本牧店

イオン富谷店 イオン武蔵狭山店 イオン浦和美園店

イオン名取店 イオンノア店 イオン川口前川店

イオン横手店 イオン鎌ヶ谷店 イオン船橋店

イオン御所野店 イオン高根木戸店 イオン幕張店

イオン秋田中央店 イオン千葉ニュータウン店 イオン与野店

イオン大曲店 イオン柏店 イオン県央店

イオンいわき店 イオン北小金店 イオン上越店

イオン郡山松木店 イオンユーカリが丘店 イオン新潟南店

イオン山形南店 イオン成田店 イオン新発田店

イオン福島店 イオン八街店 イオン長岡店

イオン米沢店 イオン八千代緑ヶ丘店 イオン佐久平店

イオン仙台中山店 イオンボンベルタ成田店 イオン上田店

イオン利府店 イオン稲毛店 イオン中野店

イオン佐野新店 イオン鎌取店 イオン飯田店

イオン小山店 イオン館山店 イオン豊科店

イオン太田店 イオン西新井店 イオンかほく店

イオン那須塩原店 イオン津田沼店 イオン金沢フォーラス店

イオン羽生店 イオン品川シーサイド店 イオン小松店

イオン下妻店 イオンマリンピア店 イオン杜の里店

イオン古河店 イオン葛西店 イオン焼津店

イオン水戸内原店 イオン市川妙典店 イオン袋井店

イオン土浦店 イオン東雲店 イオン豊橋南店

イオン熊谷店 イオン南砂店 イオン豊川店

イオン高崎店 イオン海老名店 イオン岡崎南店

イオン上里店 イオン久里浜店 イオン三好店

イオン新座店 イオン橋本店 イオン大高店

イオン大井店 イオン駒岡店 イオン各務原店

イオン大宮店 イオン厚木店 イオン岐阜店

イオン板橋店 イオン新百合ヶ丘店 イオン大垣店

イオン北浦和店 イオン秦野店 イオン四日市尾平店

イオンせんげん台店 イオン相模原店 イオン四日市北店

イオンレイクタウン店 イオン天王町店 イオン熱田店

関東

関東

東北

関東

中部



地区名 店舗名 地区名 店舗名 地区名 店舗名

イオン木曽川店 イオン和泉府中店 イオン綾川店

イオン伊勢店 イオン伊丹店 イオン宇多津ビブレ店

イオン松阪店 イオン伊丹昆陽店 イオン坂出店

イオンナゴヤドーム店 イオン三木青山店 イオン松山店

イオンワンダーシティー店 イオン小野店 イオン新居浜店

イオン桑名店 イオン南千里店 イオン川之江店

イオン春日井店 イオン北千里店 イオン高松東店

イオン清水店 イオン野田阪神店 イオン香椎浜店

イオン津店 イオン洲本店 イオン筑紫野店

イオン東浦店 イオン赤穂店

イオン浜松市野店 イオン淡路店

イオン富士宮店 イオン南淡路店

イオン茨木店 イオン姫路大津店

イオン茨木ビブレ店 イオン加古川店

イオン亀岡店 イオン加西北条店

イオン近江八幡店 イオン西神戸店

イオン西大津店 イオン姫路店

イオン草津店 イオン姫路リバーシティー店

イオン京都五条店 イオン明石店

イオン向日町店 イオン明石ビブレ店

イオン高槻店 イオンジェームス山店

イオン大久保店 イオン久御山店

イオン北大路ビブレ店 イオン高の原店

イオン洛南店 イオン三田ウッディタウン店

イオン喜連瓜破店 イオン神戸北店

イオン鴻池店 イオン猪名川店

イオン登美ケ丘店 イオン東岸和田店

イオン奈良店 イオン貝塚店

イオン布施駅前店 イオン大和郡山店

イオン橿原店 イオン広島府中店

イオン五條店 イオン松江店

イオン桜井店 イオン倉敷店

イオン西大和店 イオン鳥取北店

イオン天理店 イオン津山店

イオンりんくう泉南店 イオン広島祇園店

イオン金剛東店 イオン日吉津店

イオン堺北花田店 イオン高知店

イオン大日店 イオン高知旭町店

イオン鶴見店 イオン今治店

※上記店舗の詳細は、イオンホームページ（http://www.aeonretail.jp/shop/index.html）にてご確認ください。
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