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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、定額で音声通話ができる
「通話定額オプション」の通話時間を改定
-- オプション料金の月額830円（税抜）は据え置きで、定額でかけられる通話時間を5分から10分に拡大 -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「IIJmio（アイアイジェイミオ）モバイルサービ
ス（※1）」および「IIJmioモバイルプラスサービス（※2）」で提供している「通話定額オプション」の仕様を、
2017年5月1日より改定いたします。本オプションでは、「みおふぉんダイアル（※3）」利用時に3分または
5分以内の通話が何回でもかけ放題になるプランを用意しておりますが、月額830円（税抜）で利用できる
1回の通話時間を従来の5分から10分に拡大し、同日より提供開始いたします。
本オプションはIIJmioのWebサイトや家電量販店でお申し込みいただけます。既に通話定額オプション
を利用されているお客様には自動的に適用されます。また、新規にお申し込みのお客様を対象に、1ヵ月
のオプション利用料を無料にするキャンペーンを実施いたします。
※1 IIJmio モバイルサービス： NTT ドコモの LTE/3G 網および au の 4G LTE 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。
※2 IIJmio モバイルプラスサービス： au の 4G LTE 網に対応した通信プランと IIJmio の Web サイトで提供する端末をセット
にし、データ通信量が余ったら月額料金を割引するサービスです。
※3 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。

■ 通話定額オプションについて
誰とでも 3 分 家族と 10 分
月額料金

600 円（税抜）

誰とでも 10 分 家族と 30 分
830 円（税抜）

- 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。

- 国内通話
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、10 円/30 秒が
発生します。

- 同一契約間の通話（※4）
同一 mioID（※5）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。

- 同一契約間の通話（※4）
同一 mioID（※5）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。

内容

※

発信の際は、「みおふぉんダイアル」をご利用ください。みおふぉんダイアルを利用しない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。

※4 同一契約（mioID）で複数の音声通話機能付き SIM（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。

※5 mioID： IIJmio モバイル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の詳細は、https://www.iijmio.jp/hdd/voicefree/ をご覧ください。
■ 「通話定額オプション」をはじめようキャンペーン
キャンペーン期間中に通話定額オプションを新たにお申し込みのお客様を対象に、1 ヵ月のオプション利
用料を無料にいたします。
期間： 2017 年 5 月 1 日（月）～2017 年 6 月 30 日（金）
対象： 通話定額オプション（月額 600 円（税抜）もしくは月額 830 円（税抜））をお申し込みのお客様
※

「音声通話機能付き SIM」の新規、既存の利用は問いません。

内容： 通話定額オプションの 1 ヵ月の利用料を無料にします。（お申し込みの翌月の利用料が無料
になります。）


キャンペーンの詳細は https://www.iijmio.jp/campaign/voicefree/ready.jsp をご覧
ください。

IIJ では今後も、お客様の利便性向上のため、モバイルサービスを拡充してまいります。
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/
※ 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。

（別紙）


記載費用は全て税抜価格です。



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。

■ IIJmioモバイルサービスの仕様および販売価格
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

1,600円～

2,220円～

3,260円～

（月額料金900円＋音声通話
機能付帯料700円/枚）

（月額料金1,520円＋音声通話
機能付帯料700円/枚）

（月額料金2,560円＋音声通話
機能付帯料700円/枚）

タイプD/1,040円～
タイプA/900円～

タイプD/1,660円～
タイプA/1,520円～

タイプD/2,700円～
タイプA/2,560円～

（月額料金900円＋SMS機能
付帯料＜タイプDのみ＞140円
/枚）

（月額料金1,520円＋SMS機能
付帯料＜タイプDのみ＞140円/
枚）

（月額料金2,560円＋SMS機能
付帯料＜タイプDのみ＞140円/
枚）

900円～

1,520円～

2,560円～

3GB/月

6GB/月

10GB/月

プラン名称
音声通話機能付き
SIM（みおふぉん）
月
額
料

SMS機能付きSIM

金
データ通信専用SIM
（タイプDのみ）
バンドルクーポン
（高速データ通信量）
SIMカード枚数

最大2枚まで

最大10枚まで

追加SIM利用料

2枚目 400円

4枚目以降 400円/枚

SIMカードサイズ

標準SIM/microSIM/nanoSIM

直近3日あたりの
低速通信量制限

366MB（※）

※ 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。タイプ A の場合、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
6GB を超えた場合、当該 SIM カードを使った通信の速度を制限する場合があります。
 サービスの詳細は、https://www.iijmio.jp/ をご覧ください。

■ IIJmioモバイルプラスサービスの仕様および販売価格
プラン名称

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 の Web サイトで販売する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

SMS 機能付き
SIM

900 円
（月額料金：900 円＋
SMS 機能付帯料：0 円）

1,700 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

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）

月額
料金

エコプランミニマム

データ通信量が
余った場合

500MB あたり 100 円を割引（※2）

※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 の Web サイトで販売する au VoLTE に対応した端
末とセットでの契約が必要です。
※2 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。
 サービスの詳細は、https://www.iijmio.jp/eco/ をご覧ください。

