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株式会社インターネットイニシアティブ

IIJ、データ通信量が余ったら月額料金を割引する個人向けモバイルサービス

「IIJmioモバイルプラスサービス」を提供開始 
-- auの4G LTE回線に対応した3GB・7GBの通信プランとIIJmioサプライサービスで提供する端末をセットで販売 --  

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、個人向けモバイルサービスとして、auの4G LTE回線に対応した通信プラ

ンと「IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービス」で直販している端末をセットで提供する「IIJmio モバ

イルプラスサービス」を、2016 年 12 月 1 日より IIJ の Web サイトで販売開始いたします。 

通信サービスのプランには、月間のデータ通信量が 3GB の「エコプランミニマム」と、7GB の「エコプラン

スタンダード」の 2 種類があります。契約されたプランのデータ通信量をお客様が使い切らなかった場合、

当月利用料金から余った分を 500MB あたり 100 円で割り引きます。端末については、SIM ロックフリ

ー端末の Web 販売サービスである IIJmio サプライサービスで取り扱っている au VoLTE に対応した

機種からお選びいただきます。

本サービスは、格安スマホ初心者のお客様からの「端末と格安 SIM をセットで購入したい」、「実際に使用

したデータ通信量だけ利用料を支払いたい」という声に応え、選択しやすく無駄の少ないサービスとして

新たに提供開始するものです。

IIJmio モバイルプラスサービス概要 

IIJmio モバイルプラスサービスをご利用のお客様は、通信サービスの料金プランと IIJmio サプライサー

ビスで取り扱いしている au VoLTE 対応端末をお選びください。 

1. 通信サービス 基本仕様

プラン名称 エコプランミニマム エコプランスタンダード

利用回線 au の 4G LTE 回線 

ご利用の条件 IIJmio サプライサービス対応端末とのセット契約※1 

初期費用 3,000 円 

バンドルクーポン
（高速データ通信量） 3GB/月 7GB/月 

月額 SMS 機能付き SIM 900 円 1,700 円 



料金 （月額料金：900 円＋ 

SMS 機能付帯料：0 円） 

（月額料金：1,700 円＋ 

SMS 機能付帯料：0 円） 

音声通話機能付き SIM※2 

1,600 円 

（月額料金：900 円＋ 

音声通話機能付帯料：700 円） 

2,400 円 

（月額料金：1,700 円＋ 

音声通話機能付帯料：700 円） 

データ通信量が
余った場合 500MB あたり 100 円を割引※3 

※1 本サービスにおいて SIM カード単体での提供は行っておりません。IIJmio サプライサービスで提供する au VoLTE に対

応した端末とセットでの契約が必要です。

※2 音声通話機能付き SIM カード（みおふぉん）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）が発生します。 

※3 割引上限額は、エコプランミニマムは 400 円、エコプランスタンダードは 1,200 円です。 

※ バンドルクーポンの上限値は 20GB まで設定できます。各プランの基本バンドルクーポン（3GB、7GB）を超える分につ

いては、500MB あたり 100 円がかかります。 

※ 上記費用は全て税抜価格です。

2. 取り扱い端末

IIJmio サプライサービスで提供している au VoLTE に対応した端末からお選びいただけます。対応

端末は順次拡大してまいります。

∙ 富士通 arrows M03 一括支払い（32,800 円）、分割払い（1,380 円×24 回） 
∙ ASUS ZenFone™ Go 一括支払い（19,800 円）、分割払い（850 円×24 回） 
∙ ASUS ZenFone™ 2 Laser 一括支払い（17,800 円）、分割払い（750 円×24 回） ※ 
∙ ASUS ZenFone™ 3 一括支払い（38,800 円）、分割払い（1,650 円×24 回） 

※ 2016 年 11 月 25 日以降の価格です。 

3. 購入方法

IIJmio の Web サイトでお申し込みください。

※ 店頭でのお申し込みやパッケージ（ウェルカムパック、プリペイドパック）からのお申込みはできません。

4. 月額通信利用料金の割引例

エコプランミニマム（3GB）で音声通話機能付き SIM を利用した場合に、割引を適用した月額利用料

金は以下のとおりです。

月額料金
（基本）

－ 

余ったデータ
（バンドルクーポン）容量 割引額

＝ 

月額料金
（割引適用後）

1,600 円 

0MB 以上 500MB 未満 0 円 1,600 円 

500MB 以上 1GB 未満 100 円 1,500 円 

1GB 以上 1.5GB 未満 200 円 1,400 円 

1.5GB 以上 2GB 未満 300 円 1,300 円 

2GB 以上 3GB 400 円 1,200 円 
※  上記費用は全て税抜価格です。

※  端末の代金、通話料、ユニバーサルサービス料（3 円/月）は別途発生します。 

 サービスの詳細は、https://www.iijmio.jp/eco/ をご覧ください。

IIJ では今後もお客様の幅広いニーズにお応えするため、モバイルサービスの拡充に努めてまいります。 
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