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「IIJmio 高速モバイル/D サービス」のファミリーシェアプランにおいて 
追加 SIM カードの MNP 転入への対応を開始 

-- さらに、抽選で LG G2 mini が当たる「SIM フリースマホプレゼントキャンペーン」を実施 -- 
 
 
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」の「ファミリーシェアプラン」において、追加する SIM カードの携帯電話番号ポータビリティ（MNP）

転入に対応し、2015 年 3 月 17 日より IIJmio ホームページにて受付を開始いたします。 
 
「IIJmio 高速モバイル/D サービス」（以下、本サービス）は、NTT ドコモの LTE/3G 網に対応した SIM
カードを低価格で提供するサービスです。本サービスでは、高速通信用のデータ量（クーポン）に応じて

3 つの料金プランを用意しており、ファミリーシェアプランでは、1 つの契約で 7GB のクーポンを最大 3
枚の SIM カードで分けることができます。一人で複数のモバイル端末を使用したい方や、家族でデータ

通信量を共有したい方に適したプランです。 
 
従来、ファミリーシェアプランでは、MNP 転入可能な電話番号は 1 契約につき 1 回線のみで、且つ、新

規に契約いただく場合にのみ MNP 転入に対応していました。今般の改定により、2 枚目や 3 枚目の

SIMカードを追加する際に MNP転入が可能となり、ファミリーシェアプラン1契約で複数の回線を MNP
転入で利用することができます。また、プランにかかわらず、データ通信専用 SIM や、SMS 機能付き

SIM を、音声通話付き SIM に交換する際、MNP 転入も選択いただけるようになりました。 
 
 
■ SIM カードの追加と交換例 

SIM カードの追加 以下の 4 種類から選んで追加できます（ファミリーシェアプランのみ）。 

・音声 SIM（新規番号取得） 
・音声 SIM（MNP 転入＝他社からの電話番号の持ち込み） 
・SMS 機能付き SIM 
・データ通信専用 SIM 

SIM カードの交換 

（SIM の機能変更） 

プランにかかわらず、SIM カード交換時に MNP 転入をお申し込みいただけます。 
ただし、音声SIMから別の番号の音声SIM（新規電話番号取得/MNP転入）に交換

することはできません。 
 
＜交換できる例＞ 

データ通信専用 SIM → 音声 SIM（新規番号取得/MNP） ○ 
SMS 機能付き SIM → 音声 SIM（新規番号取得/MNP） ○ 

 
＜交換できない例＞ 

音声 SIM（新規番号取得/MNP） ⇔ 音声 SIM（新規番号取得/MNP）  × 

 
〔 MNP 転入時の注意事項 〕 
  ・  MNP 予約番号発行時の名義と、IIJmio のご登録名義は同一である必要があります。名義が異 

なる場合は、本サービスをお申し込み前にご利用の携帯電話会社側で名義変更を行ってからお

申し込みください。 



・ 音声通話機能付き SIM カードのご契約には本人確認書類が必要です。IIJmio のご登録名義の
本人確認対象書類をご用意ください。 

・ ミニマムスタートプランやライトスタートプランから、ファミリーシェアプランへ変更する場合、プラン
変更と同時に 2 枚目・3 枚目で MNP 転入のお申し込みを行うことはできません。2 枚目・3 枚目
で MNP 転入をご希望の場合、SIM カード 1 枚のままプラン変更をお申し込みいただき、翌月 1
日のプラン変更適用までお待ちくだい。その後、「SIM カードの追加」から MNP 転入をお申し込
みください。 

・ BIC SIMカウンターでは、新規お申し込み時のみファミリーシェアプランの2枚目・3枚目のMNP
転入に対応し、お客様はその場で SIM カードをお受け取りいただけます。なお、2 枚目以降の
MNP 転入については、1 枚につき 2,000 円（税抜）の「SIM カード即日発行手数料」が発生しま
す。 
 
 
 

また、IIJ は 2015 年 3 月 5 日（木）～4 月 30 日（木）まで、「SIM フリースマホプレゼントキャンペーン」
を以下のとおり実施いたします。 

 
キャンペーン概要 
1） 実施期間 2015 年 3 月 5 日（木）～4 月 30 日（木） 

 
2） 実施内容 以下の応募条件を満たしたお客様の中から抽選で 200 名様に、LG G2 mini を 
   プレゼントいたします。 

 
＜応募条件＞ 

① 「IIJmio ひかり」をキャンペーン期間中にご契約いただき、2015 年 5 月 31 日（日）までに開
通されたお客様 
※ 2015 年 2 月 26 日以降にすでに「IIJmio ひかり」に申し込まれたお客様も対象となります。 
※ 2015 年 5 月 31 日までに開通に至らなかったお客様はキャンペーンの対象となりません。 

 
② 2015 年 6 月 1 日（月）時点で IIJmio 高速モバイル/D サービスのファミリーシェアプランに

て音声通話機能付き SIM（みおふぉん）をご利用中のお客様 
※ ファミリーシェアプランのうち最低 1 枚の SIM カードを音声通話機能付き SIM（みおふぉん）でご利用いただ

ている必要があります。 
 

＜プレゼント＞ 
 LG G2 mini（LG-D620J） 200 名様 

 
キャンペーンの詳細は、以下の Web サイトをご覧ください。 
https://www.iijmio.jp/campaign/getsimfree/ 

 
 
IIJ では今後も、お客様にとって快適なモバイルデータ通信サービスを提供するよう努めてまいります。 
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（別紙） 

 

■ IIJmio 高速モバイル/D サービス  
 

プラン名称 
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 3,000円 

月額 
料金 

音声通話機能付きSIM 
（みおふぉん）*1 1,600円 2,220円 3,260円～ 

SMS機能付きSIM 1,040円 1,660円 2,700円～ 

データ通信専用SIM 900円 1,520円 2,560円 

音声 
オプション

*2 

留守番電話 300円 

割り込み電話着信 200円 

バンドルクーポン 
（高速データ通信量） 

2GB/月 4GB/月 7GB/月 

国内音声通話料金 20円/30秒 

SIMカード枚数 1枚 最大3枚まで利用可 

通信速度（LTEエリア） 下り最大150Mbps、上り最大50Mbps （低速時:最大200kbps） 

直近3日あたりの 
低速通信量制限 366MB *3 

* 上記費用は全て税抜価格です。 
*1 音声通話機能付き SIM カードを 12 ヵ月以内に解除する場合は、音声通話機能解除調定金（（12 ヵ月－利用開始月を

0 ヵ月とした利用月数）×1,000 円（税抜））が発生します。 
*2 音声通話機能付き SIM（みおふぉん）をご利用の場合にのみお選びいただけます。 
*3 クーポン（高速データ通信量）が適用されておらず、通信速度が最大 200kbps の状態で、直近 3 日あたりの通信量が

366MB を超えた場合に、通信速度を制限する場合があります。クーポン適用時に、通信速度が制限されることはありま

せん。 
 

 


