
1

「IIJmio eSIMサービス データプラン ゼロ」
eSIM 新プラン説明会

株式会社インターネットイニシアティブ
2020年3月17日
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IIJmio eSIMサービス（ベータ版）
【状況のご報告】
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国内初、eSIM対応のデータ通信サービスを開始
ライトスタートプラン（eSIMベータ版）

2019年7月18日より提供開始

IIJmio eSIMサービス（ベータ版）
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1万

1.4万■お申し込み推移ライトスタートプラン
（eSIMベータ版）

お申し込み状況

2019年7月18日の
サービス開始以降
多数のお申し込み
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既存顧客

eSIM

お申し込みの３/４がIIJmioを利用したことのない
「新規のお客様」

新規顧客
74％

お申し込み客層
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通常

eSIM

■男女構成比 男性 女性

通常

eSIM

■利用年代比較 20代以下 30代 40代 50代 60代以上

サービス利用者は20代、30代の男性に人気

約90％

約40％

利用者層

全体

全体
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キャリア端末
（iPhone iPad等）

5％

95
％

eSIM端末市場規模
1,500万台以上

SIMフリー端末

・新しいことに強い興味、関心がある
・iPhone利用者で主回線はMVNOを利用

①ライトスタートプラン（eSIMベータ版）

④eSIM新プラン
・新しいことにはそれなりに興味があり、詳しい
・eSIMを知っている、聞いたことがある
・コストが下がるならSIMロック解除の手間もかける

ターゲットイメージ

②リリース後、主回線MNO/副回線IIJといった
利用ニーズを確認

③SIMロック解除に関する法改正(緩和)やeSIM
提供事業者拡大に伴う市場認知が見込まれる

（※IIJ調べ）
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ベータ版のリリースで・・・

プロファイル再発行手数料 (2,000円税抜)

2020/3/19から無料
※プロファイル発行手数料200円(税抜)は別途必要です

2020年3月19日

eSIM 新プランリリース
※ライトスタートプラン（eSIMベータ版）も継続します

ベータ版も
新プランも!!

・予想以上の利用ニーズがあることを確認
・新たなマーケットへの可能性も

新たな使い方ができる
サービスが必要
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IIJmio eSIMサービス
【新プラン紹介】
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2020年3月19日(木) 10:00 サービス開始

10



11

・シンプルなプランで簡単に、スピーディーに契約
・今のキャリア契約はそのままで、データ通信はIIJmio
・必要な時に、必要な分だけプリペイドスタイル

■スマホ利用は新たな時代へ
プランコンセプト
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プラン概要

月額料金
※バンドルクーポン容量0GB 150円/月

通信種別 データ通信 専用プラン

追加

データ量

300円/GB毎月1GB 迄

450円/ＧB
毎月2GB以降
〜10GB迄

１GB利用で

450円/月

※記載価格には消費税は含まれておりません。
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プラン利用例

使わなかった月

基本料金:150円

+追加データ量1GB×1枚:300円

合計150円/月

1GB
利用した月

合計 450円/月

基本料金:150円

+追加データ量1GB ×1枚:300円

+追加データ量2GB～×1枚:450円

2GB
利用した月

合計 900円/月

基本料金:150円

使わない月は150円 月1GB迄の利用なら450円
必要な時に、必要な分だけデータ量を追加して利用可能

※記載価格には消費税は含まれておりません。
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プラン名 データプラン ゼロ
リリース日 2020年3月19日（木) 10:00

通信
機能

通信種別 データ通信のみ
SMS/国際ローミング 不可/不可

初期
費用

初期費用 ￥3,000
プロファイル発行手数料 ￥200

月額
料金

月額料金 150円
※データ通信をご利用になるには、追加データ量を購入いただく必要があります

バンドル容量 0GB
プラン変更 不可

容量超過後 通信不可
※追加データ量のページにはアクセス可能

追加
データ量

追加単位 1GB単位で月10GB(10枚)まで

価格 最初の1GB ：300円/GB (月1枚まで)
2GB〜10GB：450円/GB (月2枚〜10枚まで)

有効期限 当月末まで
※繰り越し不可

プラン詳細

※追加データ量の利用は、ON/OFFの切り替えができません。
※追加データ量はデータプランゼロ専用となります。他のサービスでご利用いただくことはできません。
※記載価格には消費税は含まれておりません。
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利用シーン①

・キャリア契約の解約、MNP不要

・期間しばりも関係なし

・家族割もそのままで

・メールアドレスもそのままで

・別キャリアなので、もしもの時も安心

■音声はキャリアで、データ通信はIIJmioで

ｔ IIJ
mio

IIJmio キャリア

メールそのまま MNP不要
キャリアからの乗り換え無し
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・月末数日前での「パケ死」 ･･･

・利用中の段階プラン、

あと数MBで高くなる ･･･

超過すると+1,000円～2,000円

■月末の容量不足、段階プランの 【救済プラン】

1GB単位で+450円

必要な時に無駄なく追加

利用シーン②

1GB 2GB 3GB 4GB 5GB

￥1,980

￥2,980

￥4,480

￥5,480

￥2,430
￥2,880

￥3,780

S社

A社

D社

データプランゼロ

+IIJ

段階プラン例

￥3,980

￥3,330

R社

￥3,480

￥3,980

R社
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・eSIM対応の中古端末やタブレットでの

データ通信利用でもお得！

・日本での短期滞在時などにも便利

プリペイドで利用

■1GB迄の利用であれば業界最安レベル

1GB 450円/月～

使わない月は150円/月

利用シーン③
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利用シーン④

・外出時の、ちょっとしたメールや

スケジュール確認なども手軽にできる

・鞄の中でかさばるWiFiルータ、

電池残量を気にしながらのテザリング

■外出先でのリモートワークも手軽に通信

WiFiルータ不要・テザリング不要
移動時の煩わしさから解放

eSIM対応端末で手軽に通信

WiFiルータ・
テザリング不要
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IIJmioサプライサービスで
eSIM対応端末の取り扱いを拡大中

eSIM対応端末
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eSIM端末検証
eSIM対応端末の動作検証も実施中

https://www.iijmio.jp/esim/
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■ ASUS JAPAN株式会社からのエンドースメント

お取引先様からのエンドースメント

ASUS JAPAN株式会社は、IIJ様が個人向けeSIM対応通信サービスの提供を開始されることを、とても
嬉しく思います。
我々も対応製品の展開に力を入れ、IIJ様との連携をより強化し、必要な情報に瞬時にアクセスできる
サービスと製品を継続的に提供していくことで、通信サービスを利用する皆様の利便性をさらに高めて
いきたいと考えております。

ASUS JAPAN株式会社 システムマーケティング部 部長 シンシア テン

■日本マイクロソフト株式会社からのエンドースメント

日本マイクロソフト株式会社はIIJのeSIM向けデータ通信新サービス「IIJモバイルサービス データプ
ラン ゼロ」の正式スタートを心より歓迎いたします。
これまでのSurface Pro LTEに加え、新たにSurface Pro XがeSIMサービス標準対応機種に加わること
で、時間と場所にとらわれないお客様の可能性がさらに 拡がると確信しています。日本マイクロソフ
トは引き続きIIJと連携し、お客様の「いつでもつながる、その先」を支援してまいります。

日本マイクロソフト株式会社 コンシューマー＆デバイス事業本部
マイクロソフトデバイス戦略本部 業務執行役員 本部長 水田 琢也
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お申し込みの前に お申し込み 設定＆開通

<キャリア端末の場合>
・SIMロック解除

※SIMフリー機は不要

下記を用意して
IIJmioサイトの
【お申し込み】ボタンから

お申し込み完了後
メールにてアクティベー
ションコードをご案内

利用になる端末で
アクティベーションコード
を読み込み設定完了

STEP
１

STEP
２

STEP
３

お申し込みの流れ
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2020年3月19日から取り扱い開始 順次拡大してまいります

【標準パッケージ】【BIC専用パッケージ】

取り扱い店舗
eSIM データプラン ゼロは店頭でも購入可能
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