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IIJ、ノジマで個人向け高速データ通信サービスを提供開始 
-- 「IIJmio ウェルカムパック for ELSONIC SIM」を店頭及びネットショップで販売 -- 

 
 

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：勝 栄二郎、コー

ド番号：3774 東証第一部）は、個人向けモバイルデータ通信サービス「IIJmio高速モバイル/Dサービ

ス」の販路を拡大し、2014年2月22日より、デジタル家電量販店「ノジマ」の取扱店舗及びネットショップ

において、「IIJmioウェルカムパック for ELSONIC SIM」として提供開始いたします。 
 
「IIJmio高速モバイル/Dサービス」は、NTTドコモのLTE/3G網に対応したデータ通信用のSIMカード

を低価格で提供するサービスです。お客様は、SIMカードが入ったパッケージ「IIJmioウェルカムパック 
for ELSONIC SIM」を店頭やネットショップで購入した後、IIJmioのWebサイトから料金プランを選択し

て申し込みいただくと、即時にデータ通信サービスを利用開始できます。 
 
■サービスプラン 
 

 ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン ファミリーシェアプラン 

SIMパッケージ価格 3,150円 

月額料金（*1） 945円/月 1,596円/月 2,688円/月 

SIMカード枚数 1枚 最大3枚まで利用可能 

バンドルクーポン（*2） 500MB/月 2GB/月 

通信速度の制御（*3） 高速通信ON/OFFが可能 
（*1） SMS機能付きSIMカードに関しては、1枚につき147円（税込）のSMS機能付帯料が月額料金に加算されます。 
（*2） 本サービスでは高速通信が可能なデータ容量をクーポンとして提供します。「バンドルクーポン」とは、毎月配布されるクー

ポンのことです。お客様は必要なデータ容量を「追加クーポン」としてチャージすることも可能です。 
（*3） クーポンを利用しないときは、最大200kbpsの速度に切り替えることが可能です。クーポンのON/OFFはIIJmioホーム

ページ、または専用アプリ「IIJmioクーポンスイッチ（みおぽん）」から行えます。 
（*） 上記費用は税込金額です。 
 
 
IIJは今後とも、モバイルデータ通信サービスの販路を拡大し、お客様のニーズに対応したサービスの拡

充に努めてまいります。 
 
 
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 荒井、増田 
TEL： 03-5259-6310 FAX： 03-5259-6311  
E-mail： press@iij.ad.jp URL： http://www.iij.ad.jp/ 
 

  



 

（別紙 1） 
 
パッケージイメージ 
サービス名称は「IIJmioウェルカムパック for ELSONIC SIM」ですが、店頭では「ELSONIC SIM 
powered by IIJ」のパッケージ名で販売されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取扱店舗 
 2014 年 2月 12日時点で予定しているお取り扱い店舗一覧は別紙 2を参照ください。 
 
ネットショップ 

ノジマオンラインのページを参照ください。 
http://online.nojima.co.jp/front/contents/shop/1/campaign/elsonicsim 

 
  



（別紙 2-1） 
取り扱い予定店舗一覧表 （2014 年 2 月 12 日現在）  
ノジマ 115 店舗 

 

地域 店舗名 地域 店舗名 地域 店舗名

NEW鶴川店 相模原本店 所沢本店

八王子みなみ野店 新城山店 大宮ステラタウン店

国分寺店 座間店 浦和店

小平店 藤沢店 上尾PAPA店（パパ）

調布パルコ店 秦野店 イオンモール川口前川店

NEW青梅デジタル館 綾瀬店 丸井草加店

豊洲店 テラスモール湘南店 モラージュ菖蒲店

日の出店 伊勢原店 東所沢店

北千住マルイ店 東名川崎店 レイクタウン店

ひばりが丘パルコ店 マルイファミリー溝口店 三芳店

イオンモールむさし村山店 鎌倉店 八潮店

忠生店 湘南台店 ララガーデン川口店

アリオ北砂店 向ヶ丘店 入間店

若葉台店 厚木本店 浦和パルコ店

亀有店 湯河原店 川越西店

西八王子店 横浜四季の森店 熊谷ニットーモール店

堀之内店 ららぽーと横浜店 新所沢パルコ店

南大沢店 センター北店 エルミこうのす店

西新井店 トレッサ横浜店 イオン富士南店

葛西店 MARK IS みなとみらい店（ﾏｰｸｲｽﾞ） 伊東店

府中四谷店 金沢八景店 沼津店

浅草EKIMISE店（えきみせ） イオン海老名店 長泉店

江戸川店 愛川店 清水店

ユニモちはら台店 港南台店 イオン富士宮店

市川店 本牧店 藤枝水守店

コルトンプラザ店 鴨宮店 ららぽーと磐田店

鎌ケ谷店 希望が丘店 御殿場店

イオン銚子店 野比店 新静岡セノバ店

ユアエルム八千代台店 権太坂店 島田店

ビビット南船橋店 大井松田店 MARK IS 静岡店（ﾏｰｸｲｽﾞ）

ユアエルム成田店 巻店 都留店

イオン八千代緑が丘店 イオン新潟南店 NEW甲府店

津田沼店 見附店 富士吉田店

フィールズ南柏店 小出店 韮崎店

イオンモール幕張新都心店 村上店 甲府東店

市原店 五泉店

イーアスつくば店 水原店

イオン土浦店 イオン新潟西店

イオンつくば店 十日町店

イオンタウン守谷店 長野県 豊科店

埼玉県

千葉県

新潟県

山梨県

静岡県

東京都

茨城県

神奈川県



（別紙 2-2） 
取り扱い予定店舗一覧表 （2014 年 2 月 12 日現在）  
ノジマモバイル 29店舗 

 

地域 店舗名

ノジマモバイル 丘の上プラザ店

ノジマモバイル 島忠ホームズ仙川店

ノジマモバイル アリオ西新井店

ノジマモバイルアメリア町田店

ノジマモバイルジョイフル本田瑞穂店

ノジマモバイル 高田馬場店

ノジマモバイル ココロット鶴ヶ峰店

ノジマモバイル ウィング久里浜店

ノジマモバイル アコルデ新百合ヶ丘店

ノジマモバイル トツカーナ戸塚店

ノジマモバイル ショッパーズプラザ横須賀店

ノジマモバイル ダイエー戸塚店

ノジマモバイルサミット横浜岡野店

ノジマモバイル ミウィ橋本店

ノジマモバイル エスポット新横浜店

ノジマモバイル 京急ストア鶴見東店

ノジマモバイル スーパービバホーム長津田店

ノジマモバイル 流山おおたかの森SC店

ノジマモバイル イオンおゆみ野店

ノジマモバイル イオン柏店

ノジマモバイル アクロスモール新鎌ヶ谷店

ノジマモバイル セブンタウンせんげん台店

ノジマモバイル 桶川マイン店

ノジマでんわ館イオン与野SC店

ノジマモバイル アリオ深谷店

ノジマでんわ館大宮東口駅前店

ノジマモバイル アリオ鷲宮店（通信見直しセンター）

ノジマモバイル イトーヨーカドー錦町店

ノジマモバイル ビバモール埼玉大井店

神奈川県

千葉県

埼玉県

東京都


