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「IIJmio 高速モバイル/D サービス」のオプションサービスとして、 

子供や高齢者のスマートフォン利用を支援する「モバイルオプション」を提供開始 
 

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（アイアイジェイミオ）高

速モバイル/Dサービス」において、ウイルス対策ソフトやWebフィルタリングなどのセキュリティ対策アプ

リを月額課金で利用できる「モバイルオプション」を、2015年9月16日より提供開始いたします。 

 

モバイルオプションは安心してモバイル環境をご利用いただくために、IIJ がお薦めするアプリ群を安価

な月額料金で提供するサービスです。アプリの利用料金は IIJ から SIM カードの通信費と一括で請求さ

れるため、お客様は支払いを一本化でき、手軽にセキュリティ対策の強化がはかれます。また、すべての

オプションは、お申し込みから最大 2 ヶ月間、無料（※）で利用可能です。 

 

また昨今、スマートフォンの利用は子供や高齢者へも広がっており、セキュリティ上の脅威や意図せず犯

罪に巻き込まれることを未然に防ぐための対策が必須となっています。そのため、モバイルオプションの

アプリ群から、特に子供向けのセキュリティ対策に有効な「みまもりパック」と、高齢者向けの「迷惑防止パ

ック」をそれぞれご用意しました。 

（※）IIJmio 高速モバイル/D サービス 1 契約につき、各オプションおよびパックの 1 ライセンス目のみ適用。 

 

IIJでは、IIJmioのWebサイトでモバイルオプションの販売を開始し、今後、大手家電量販店や小売店

にも販路を拡大していく予定です。 

 

モバイルオプション ラインアップ 

名称 月額料金 概要 

ウイルスバスター モバイル 月額

版 

250 円 オールインワン型(*1)のモバイル端末向け総合セ

キュリティアプリ 

*1 不正アプリ対策や Web 脅威対策、保護者による使用制限、盗難/

紛失時の対策、メモリやバッテリの最適化のすべてを含みます。 

i-フィルター for マルチデバイス 360 円 有害な Web サイトやアプリをブロックするフィルタリ

ングアプリ （日本 PTA 全国協議会推薦） 

クラウドバックアップ AOS BOX 

Android Pro 

500 円 端末の故障、紛失時にもデータが残る 

容量無制限のクラウド型データバックアップアプリ 

トビラフォン for Android 300 円 迷惑電話（振り込め詐欺等）、営業電話を 

自動で着信拒否するアプリ 

Smart・Checker 

（My Permissions） 

350 円 SNS やオンラインサービスにおける個人情報の連

携をチェック・遮断・一元管理できるアプリ 



※ 上記費用はすべて税抜価格です。 

※ 各アプリの提供ライセンス数、利用端末数、対応 OS、ダウンロード方法は別紙をご参照ください。 

※ IIJmio 高速モバイル/D サービス 1 契約につき、それぞれ最大 3 ライセンスまでお申し込み可能です。 

 

モバイルオプション お得なパック 

名称 月額料金 概要 

みまもりパック 500 円 ウイルスバスター モバイル 月額版（通常 250 円）＋ｉ-フィルタ

ー for マルチデバイス（通常 360 円） 

★個別購入より、1 ヶ月あたり 110 円 お得。 

迷惑防止パック 500 円 ウイルスバスター モバイル 月額版（通常 250 円）＋トビラフォ

ン for Android（通常 300 円） 

★個別購入より、1 ヶ月あたり 50 円 お得 

※ 上記費用はすべて税抜価格です。 

※ IIJmio 高速モバイル/D サービス 1 契約につき、各パックで最大 3 ライセンスまでお申し込み可能です。（個別申し込みと合

わせると、「ウイルスバスター モバイル 月額版」は最大 9 ライセンス、「i-フィルター for マルチデバイス」、「トビラフォン for 

Android」は最大 6 ライセンス購入可能） 

 

キャンペーン情報 

キャンペーン期間中に、IIJmio モバイルオプションをご利用のお客様の中から、「IIJmio 高速モバイル

/Dサービス」および「モバイルオプション」の両方をご利用のお客様の中から、抽選で55名様に、トレンド

マイクロ製デジタルフォトアルバム「ジュエリーボックス」もしくは、「IIJmio オリジナルスマホリング」をプレ

ゼントいたします。 

 

[条件] 

・2015 年 10 月末までに「IIJmio 高速モバイル/D サービス」および「モバイルオプション」の利用を開始

していること。 

・2015 年 12 月時点で、上記サービスを継続してご利用いただいていること。 

 

[キャンペーン期間] 

2015 年 9 月 16 日～2015 年 10 月 30 日まで 

 

[商品詳細] 

以下 URL をご参照ください。 

http://safe.trendmicro.jp/products/jb.aspx 

 

IIJ では今後も、お客様のニーズに応え、安全なモバイルデータ通信サービスを提供してまいります。 

 

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、荒井 
TEL： 03-5205-6310  FAX： 03-5205-6377 
E-mail： press@iij.ad.jp  URL： http://www.iij.ad.jp/ 
※ 本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録です。 
  



【別紙】モバイルオプション 各アプリの詳細 
 

名称 

1 申し込み
あたりの提

供 
ライセンス数 

1 ライセン
スで利用

できるデバ
イス数 

対応 OS ダウンロード方法 

ウイルスバスター モバイル  
月額版 

１ １ 
Android OS  
2.3 以上 

指定 URL よりダウンロード 

i-フィルター  
for マルチデバイス 

1 1 

Android OS  
2.2 以上 
 
iOS 6.0 以上 
 
Windows 
7 以上 

指定 URL よりダウンロード 

ク ラ ウ ド バ ッ ク ア ッ プ 
AOSBOX AndroidPro 

1 1 
Android OS  
2.2 以上 

指定 URL よりダウンロード 

トビラフォン for Android １ １ 
Android OS  
4.0.3 以上 

Google Play よりダウンロード 

Smart・Checker
（MyPermissions） 

１ 3 

Android OS  
2.3 以上 
 
iOS 7.0 以上 

Google Play もしくは 
App Store よりダウンロード 

※ パックでお申し込みの場合、含まれる各モバイルオプションのライセンスを一つずつ提供いたします。 
 


