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株式会社インターネットイニシアティブ

IIJ、「IIJモバイルサービス」に新品目「タイプK」を追加
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、法人向けモバイルデータ通信サービス「IIJ モバイルサービス」に、
KDDI の au 4G LTE 網を利用したモバイルデータ通信サービス「IIJ モバイルサービス/タイプ K」（以
下「タイプ K」）を追加し、2015 年 4 月 1 日より受注開始いたします。
「IIJ モバイルサービス」では、NTT ドコモの LTE/3G 網を利用した「タイプ D」、ワイモバイルの 3G 網を
利用した「タイプ E」の 2 つのキャリアに対応したサービスをこれまで提供してまいりました。このたびライ
ンアップに「タイプ K」が加わることにより、日本初の LTE マルチキャリア MVNO サービスを実現します
（通信キャリアとのレイヤー2 接続による。当社調べ。）。お客様の選択肢を広げることにより、エリア補完効果による

接続性の向上、一つのキャリアに障害が起きた場合のバックアップ用途、バックアップ回線の高速データ
通信量をアクティブ回線と無駄なく共有できる複数キャリア間でのデータシェアなど、マルチキャリア対応
によるメリットが期待できます。
タイプ K 提供サービス
特長

定額プラン L

定額プランライト

定額プランライト：いちねん

高速データ通信の

月額 900 円の

1 年間利用分を

スタンダードなプラン

エントリープラン

一括購入するプラン

7GB/月

3GB/月

3GB/月

2 年間

1 ヶ月

なし

高速データ通信量
最低利用期間

3,000 円

初期費用（税抜）
5,500 円

月額費用（税抜）
通信速度

900 円

年額 10,000 円（一括支払）

下り最大 75Mbps 上り最大 25Mbps
※高速データ通信量を超えた場合、送受信速度が最大 256kbps になります。

au 4G LTE エリア

サービスエリア

3G サービスエリアではご利用になれません。
（※）上記月額費用には、別途ユニバーサルサービス料が発生します。
定額プランライト：いちねんの場合は、年額にユニバーサルサービス料を含みます。
（※）定額プラン L は、端末レンタルもご用意しています（USB 型 900 円/月、モバイル Wi-Fi ルータ 950 円/月）。
定額プランライト、定額プランライト：いちねんは、お客様自身でデータ通信カード等のご用意が必要です。
（※）定額プランライト、定額プランライト：いちねんの高速データ通信量は、当月利用が 3GB に達しなかった場合は、次月に持ち越しすること
ができ、次月分と合計して高速データ通信を利用することができます。また、定額プランライトには、高速データ通信量を増やせるオプションもあ
ります（最大＋3GB、合計で 6GB）。
（※）各プランの規制等に関しては、IIJ ホームページをご確認ください。

また、固定グローバル IP アドレスを割り当てる「固定 IP 定額プラン L」や、定額プラン L と「IIJ モバイル
Biz+サービス」を組み合わせて、業務に必要な通信先のみ接続を許可することも可能です。
固定 IP 定額プラン L
初期費用（税抜）

10,000 円

月額費用（税抜）

13,200 円

（※）上記月額費用には、別途ユニバーサルサービス料が発生します。
（※）端末レンタルもご用意しています。 USB 型 900 円/月、モバイル Wi-Fi ルータ 950 円/月

IIJ モバイル Biz+サービス
概要

端末の接続先を限定して、業務に不要なサイトへのアクセスを禁止するサービス。
接続先は最大 5 ヵ所まで設定可能。契約対象の回線は Web 画面から管理・設定。
10,000 円/契約

初期費用（税抜）

300 円/アカウント

月額費用（税抜）
適用可能プラン

IIJ モバイルサービス/タイプ K 定額プラン L

データシェアオプション（定額プラン L）
「タイプ D 定額プラン L」と「タイプ K 定額プラン L」のデータ量を合算してシェアできるオプションです。
1 回線毎に 7GB である高速データ通信量を、データシェアオプションを適用した回線数に 7GB を乗じ
た高速データ通信量として、他の回線と分け合えます。タイプ D 及びタイプ K の両サービスをまたいで、
データシェアオプションを活用することが可能です。仮に月間の高速データ通信量が 7GB を超える回
線があっても、他の回線の高速データ通信量に残量があれば、超過した回線でも引き続き高速データ
通信を利用できます。
初期費用（税抜）

20,000 円

月額費用（税抜）

0円

適用可能プラン

IIJ モバイルサービス/タイプ D 定額プラン L
IIJ モバイルサービス/タイプ K 定額プラン L
上記の合計回線数が 5 回線以上の場合、申し込み可能

（※）月間の高速データ通信量が 10GB を超過した回線は、本オプションを申し込んでいても月末まで通信速度が送受信時最大 256kbps に
制限されます。

タイプ K スタートアップキャンペーン
特典内容

1.「タイプ D 定額プラン L 」
、
「タイプ K 定額プラン L」を
新規申し込みの場合、
初期費用0 円（通常20,000 円）、登録手数料0 円（通常3,000 円）
月額費用3,500 円（通常6,300 円～）でご提供
2. IIJ SMFsx サービスと組み合わせて、「タイプ D」「タイプ K」で
冗長構成をとる場合、バックアップ側のモバイルの月額費用を 6 か月間無料でご提供

お申込期間

2015 年 3 月 26 日より 6 月 30 日まで

キャンペーンの適用条件等、詳細は以下特設サイトをご参照ください：
http://www.iij.ad.jp/svcsol/campaign/mobile_201503.html

IIJ は、今後も法人向けモバイルの多様化するニーズに応え、MVNO ならではの付加価値の高いサー
ビスを提供してまいります。

■株式会社 USEN からのエンドースメント
株式会社 USEN は、この度の「IIJ モバイルサービス/タイプ K」の提供開始を心より歓迎いたします。
本サービスが 「USEN BROAD-GATE 02」にて提供する「モバイルアクセス typeAJ」の ラインナップに
加わり、「ビジネス VPN」シリーズと合わせて提案できることで、マルチキャリアサービスをワンストップで提
供することが可能になります。今後も BCP やモバイルワークなど時代と共に多様化するニーズにお応えし、
ビジネスをご支援できることを期待しております。
株式会社 USEN

ICT 事業本部 本部長 青柳 陽一

■キヤノンマーケティングジャパン株式会社からのエンドースメント
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「IIJ モバイルサービス/タイプ K」の提供開始を心より歓迎
いたします。モバイル・クラウド技術によるワークスタイルの変革は、企業の成長戦略に大きな影響を与え
ています。そして、MVNO が提供するモバイル回線サービスの充実は、変革を強く推し進める重要な要
素のひとつです。このような中、私共としては、マルチキャリアにより、回線品質・顧客ニーズの対応向上
につながることを大いに期待致します。本サービス提供開始に伴い、弊社は IIJ との連携をより深め、お
客様に最適なモバイル環境の実現に貢献してまいります。
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 執行役員 IT プロダクト推進本部 本部長 林 優
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