
 
 
 

PRESS RELEASE 
 

2016 年 8 月 23 日 
株式会社インターネットイニシアティブ 

 
IIJ、個人向けモバイルサービスにおいてマルチキャリアに対応し、 

au の 4G LTE 回線を利用した「IIJmio モバイルサービス タイプ A」を提供開始 
-- NTT ドコモ回線と au の 4G LTE 回線間で高速データ通信量のシェアも可能 -- 

 
 
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のラインアップに、au の 4G LTE 回線を利用し

た「IIJmio（アイアイジェイミオ）モバイルサービス タイプ A」を追加し、2016 年 10 月 1 日より提供を開始

します。 
 
個人向けモバイルサービスでは、これまで NTT ドコモの回線を利用した「IIJmio 高速モバイル/D サービ

ス」を提供してまいりましたが、「IIJmio モバイルサービス タイプ A」の開始にともない、2016 年 10 月 1
日付で NTT ドコモの回線サービスの名称を「IIJmio モバイルサービス タイプ D」へ変更いたします。 
 
マルチキャリアに対応することで、お客様はご利用の端末やエリアに合わせて契約回線を選択することが

可能になります。同一プラン内で複数の SIM を利用する場合に、タイプ D/タイプ A を混在させたり、両タ

イプ間で高速データ通信量をシェアすることも可能です。 
 
なお、マルチキャリア対応を記念し、2016 年 9 月 1 日～9 月 30 日に「お得な音声 W キャンペーン」を実

施します。 
 
■IIJmio モバイルサービス タイプ A 基本仕様 

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 
バンドルクーポン 

（高速データ通信量） 3GB/月 6GB/月 10GB/月 

月額 
料金 

SMS機能付きSIM 
900円～ 

（月額料金：900円＋ 
SMS機能付帯料：0円） 

1,520円～ 
（月額料金：1,520円＋ 
SMS機能付帯料：0円） 

2,560円～ 
（月額料金：2,560円＋ 

SMS機能付帯料： 0円/枚） 

音声通話機能 
付きSIM 

（みおふぉん）*1 

1,600円～ 
（月額料金：900円＋ 
音声通話機能付帯料： 

700円） 

2,220円～ 
（月額料金：1,520円＋ 
音声通話機能付帯料： 

700円） 

3,260円～ 
（月額料金：2,560円＋ 
音声通話機能付帯料： 

700円/枚） 

追加SIM利用料*2 2枚目のSIMカード：400円/枚 
4枚目以降のSIMカー

ド：400円/枚 
1契約あたり利用可能な 
SIMカードの最大枚数*3 2枚 2枚 10枚 

対応端末 技術基準に適合したVoLTE対応SIMフリー端末 
またはau VoLTE対応端末*4 

国内音声通話料金 
（みおふぉんダイアル利用時） 

20円/30秒 
（10円/30秒） 

*1 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（税抜））が発生します。 



*2  SIM カードを追加する場合は、通常 1 枚につき 2,000 円（税抜）の手数料がかかります。さらに、SIM を追加する際に音

声通話機能付き SIM を選択した場合、追加 SIM 利用料のほかに、音声通話機能付帯料が発生します。SIM の追加につ

いては、https://www.iijmio.jp/share/ をご覧ください。 
*3  ミニマムスタートプラン、ライトスタートプランの 2 枚目、ファミリーシェアプランの 4 枚目以降は、ご利用開始後に追加が可

能になります。音声通話機能付き SIM カードのご契約はお一人様 5 回線を上限としています。 
*4  au で購入された VoLTE 対応端末については、SIM ロック解除が必要になります。 
*   上記費用は全て税抜価格です。 
* バンドルクーポン（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。さらに、クーポンの利用/未利用問わず、直近3日間

あたりの通信量が 3GB を超えた場合も通信速度の制限を行ないます。 
 

>> 詳細は https://www.iijmio.jp/type-a/ をご覧ください。 
 
■お得な音声 W キャンペーン概要 
キャンペーン期間：2016 年 9 月 1 日（木）～9 月 30 日（金） 
 
キャンペーン内容： 
1. 音声通話機能付き SIM（みおふぉん）契約にともなう手数料を 2,000 円割り引き 

（新規のお客様） 
キャンペーン期間中に、IIJmio の Web サイトから IIJmio 高速モバイル/D サービス（音声通話機能

付き SIM（みおふぉん））をお申し込みいただくと初期費用（3,000 円）を 2,000 円割り引きます。 
 
（既存のお客様） 
キャンペーン期間中に、SIM カードを追加する際、IIJmio 高速モバイル/D サービス（音声通話機能

付き SIM（みおふぉん））をお申し込みいただくと「追加 SIM 手数料」（1 枚につき 2,000 円）が無料に

なります。 
 

2. 通話定額オプション料 1 ヵ月分無料 
（新規のお客様） 
キャンペーン期間中に、IIJmio 高速モバイル/D サービス（音声通話機能付き SIM（みおふぉん））と

通話定額オプションを同時にお申し込みいただくと、サービス利用開始月の翌月分の音声通話機能付

帯料（700 円）および通話定額オプション料（600 円もしくは 830 円）を割り引きます。 
※キャンペーン期間中に契約した音声通話機能付き SIM（みおふぉん）と通話定額オプションを、サービス利用開始月の翌

月末まで継続して利用している必要があります。 

 
（既存のお客様） 
キャンペーン期間中に、既にお持ちの音声通話機能付き SIM（みおふぉん）に通話定額オプションを

お申し込みいただくと、2016 年 10 月分の通話定額オプション料（600 円もしくは 830 円）を割り引き

ます。 
※IIJmio 高速モバイル/D サービスと通話定額オプションを、2016 年 10 月 31 日まで継続して利用している必要がありま

す。 

 
※上記費用は全て税抜価格です。 
※キャンペーン期間中、ビックカメラグループにおいても独自キャンペーンを実施します。詳細は後日 Web サイトにて公開します。 
 
>> キャンペーン詳細については、 https://www.iijmio.jp/campaign/voicew/ をご覧ください。 
 
IIJ では、今後もお客様の多様なニーズにお応えするべく、モバイルサービスのさらなる拡充に努めてまい

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 増田、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商標です。 
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