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株式会社インターネットイニシアティブ

「IIJmio 高速モバイル/D サービス」において、定額で音声通話ができる 
「通話定額オプション」を提供開始

-- 「みおふぉんダイアル」利用時に1回3分もしくは5分の音声通話がかけ放題。 
さらに同一mioID間の通話であれば最大30分の音声通話がかけ放題に --

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、個人向けデータ通信サービス「IIJmio（アイアイジェイミオ）高速モバイル

/D サービス」の「みおふぉんダイアル（※1）」利用時に、国内の音声通話が定額で利用できる「通話定額

オプション」を追加し、2016 年 9 月 1 日より提供開始いたします。また、サービス開始に先駆け、2016
年 8 月 3 日より先行申し込みの受付を開始いたします。 

IIJmio 高速モバイル/D サービスは、NTT ドコモの LTE/3G 網に対応したデータ通信/音声通話用の

SIM カードを低価格で提供するサービスです。このたび新たに追加する通話定額オプションは、みおふ

ぉんダイアルで発信すると、定額の月額料金で、1 回 3 分もしくは 5 分以内の音声通話が、かけ放題にな

るプランです。さらに、同一の会員 ID（mioID（※2））で複数の SIM カードをご契約の場合、同じ mioID
同士での通話については、1 回 10 分もしくは 30 分以内の音声通話が、かけ放題になります。 

また、2016 年 8 月 3 日から 8 月 31 日までの間に本オプションをお申し込みいただいたお客様を対象

に、月額利用料が割引になる「IIJmio『通話定額オプション』スタートキャンペーン」を実施します。 

（※1） みおふぉんダイアル ： 専用のスマートフォンアプリ「みおふぉんダイアルアプリ」からの発信、またはプレフィックス番号

（0037691）を発信番号の先頭につけて発信することで、通話料が半額になるサービスです。 
（※2） mioID ： IIJmio 高速モバイル/D サービスをはじめとする「IIJmio」ブランドのサービスに共通で発行される会員 ID で、

 1 人につき 1 つ付与されます。 

■ 通話定額オプションについて

オプション内容

誰とでも 3 分 家族と 10 分 誰とでも 5 分 家族と 30 分 

月額料金 600 円（税抜） 830 円（税抜） 

内容

国内通話：

1 回 3 分以内の通話が、かけ放題になり

ます。

3 分超過時の通話には、10 円/30 秒が

発生します。

同一契約（mioID）間の通話（※3）： 
同一 mioID 間での通話は、1 回 10 分

以内の通話がかけ放題になります。

10 分超過時の通話には、8 円/30 秒が

発生します。

国内通話：

1 回 5 分以内の通話が、かけ放題になり

ます。

5 分超過時の通話には、10 円/30 秒が

発生します。

同一契約（mioID）間の通話（※3）： 
同一 mioID 間での通話は、1 回 30 分

以内の通話がかけ放題になります。

30 分超過時の通話には、8 円/30 秒が

発生します。
※ 発信の際は、「みおふぉんダイアルアプリ」からの発信、またはプレフィックス番号（0037691）を発信番号の先頭につ

けて発信してください。みおふぉんダイアルを使用しない場合は、国内音声通話の場合、20 円/30 秒の通話料が発

生します。みおふぉんダイアルについては、 https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/dial.jsp をご覧ください。 



（※3）  同一契約（mioID）で複数のみおふぉんをご契約の場合、それらのみおふぉん同士の通話に対し、通話料を 20%割

引する「ファミリー通話割引」を適用します。

先行申し込み、および提供開始日について

先行申し込み開始日※  2016 年 8 月 3 日（水）10:00～ 
オプションの提供開始日 2016 年 9 月 1 日（木） 

※先行申し込みに関しては、IIJmio の Web サイト（ https://www.iijmio.jp/ ）および、一部のビックカメラグループ（ビッ

クカメラ、コジマ、ソフマップ）の格安スマホ 格安 SIM 即時発行カウンター（別紙 1）で可能です。 

■ IIJmio「通話定額オプション」スタートキャンペーンについて

1. 実施期間 2016 年 8 月 3 日（水）～2016 年 8 月 31 日（水） 

2. 実施内容

新規のお客様

キャンペーンの実施期間中に、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、9 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。 

既存のお客様

キャンペーンの実施期間中に、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、10 月分の本オプション料（600 円もしくは 830 円）を割り引きま

す。

＜新規のお客様 割引適用例＞

高速
データ
通信量

月額
利用料金

通話定額
オプション 

料金
合計

割引適用後の
利用料金（9 月分） 

ミニマム
スタートプラン 3GB 1,600 円 

600 円 
／

830 円 

2,200 円／2,430 円 
900 円 

（▲1,300 円／▲1,530 円）

ライト
スタートプラン 6GB 2,220 円 2,820 円／3,050 円 

1,520 円 

（▲1,300 円／▲1,530 円）

ファミリーシェア
プラン 10GB 3,260 円 3,860 円／4,090 円 

2,560 円 

（▲1,300 円／▲1,530 円）

※上記費用はすべて税抜価格です。

>> 通話定額オプションの詳細 ： https://www.iijmio.jp/hdd/voicefree/ 

なお、SIM カードを追加する際の「追加 SIM 手数料」（1 枚につき 2,000 円（税抜））を 1,000 円割引す

るキャンペーンを 2016 年 8 月 31 日まで延長いたします。 
>> 「SIM 追加手数料 1,000 円 OFF キャンペーン」の詳細：

https://www.iijmio.jp/campaign/simcard/addsim.html  

IIJ では、今後もお客様にご満足いただけるよう、モバイルサービスの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 荒井、増田

TEL： 03-5205-6310  FAX： 03-5205-6377 
E-mail： press@iij.ad.jp  URL： http://www.iij.ad.jp/ 



（別紙 1） 

先行申し込み可能な店舗一覧

ビックカメラ 札幌店

ビックカメラ 池袋本店

ビックカメラ 池袋本店パソコン館

ビックカメラ 池袋西口店

ビックカメラ 有楽町店

ビックカメラ 赤坂見附駅店

ビックカメラ 新宿西口店

ビックロ ビックカメラ新宿東口店

ビックカメラ 新宿東口駅前店

ビックカメラ 渋谷東口店

ビックカメラ 渋谷ハチ公口店

ビックカメラ 立川店

ビックカメラ JR 八王子駅店 
ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘駅店

ビックカメラ アウトレット町田店

ビックカメラ 高崎東口店

ビックカメラ 大宮西口そごう店

ビックカメラ 柏店

ビックカメラ 船橋駅店

ビックカメラ ラゾーナ川崎店

ビックカメラ 横浜西口店

ビックカメラ 新横浜店

ビックカメラ 相模大野駅店

ビックカメラ 藤沢店

ビックカメラ 水戸駅店

ビックカメラ 浜松店

ビックカメラ 名古屋駅西店

ビックカメラ JR 京都駅店 
ビックカメラ なんば店

ビックカメラ 新潟店

ビックカメラ あべのキューズモール店

BIC Apple 製品修理サービス MIDORI 長野店 
ビックカメラ 岡山駅前店

ビックカメラ 天神 1 号館 
ビックカメラ 天神 2 号館 
ビックカメラ 鹿児島中央駅店

ソフマップ 秋葉原本館

ソフマップ 大宮店

ソフマップ 神戸ハーバーランド店

コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店

コジマ×ビックカメラ イオンモール沖縄ライカム店



（別紙 2） 

■ 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） 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*1 

1,600円 

（月額料金：900円＋ 

音声通話機能付帯料：

700円/枚） 

2,220円 

（月額料金：1,520円＋ 

音声通話機能付帯料：

700円/枚） 

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 

国内音声

通話料金*4 

通常料金 20円/30秒 

みおふぉんダ

イアル利用時
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 を追加する際に SMS 機能付き SIM や音声通話機能付き SIＭを選択した場合、追加 SIM 利用料のほかに、それ

ぞれの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  音声通話を定額でご利用いただくには、通話定額オプションをお申し込みください。

* 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。バンドルクーポン適用時に、通信速度が制限さ

れることはありません。

>> 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）の詳細： 

https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/ 


