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株式会社インターネットイニシアティブ 

 

 

IIJmioモバイルサービスにおいて、端末、音声 SIM、通話定額オプションを 

セットで提供する「IIJmio コミコミセット」を期間限定で販売 

-- 対象スマートフォンと音声通話機能付き SIM（３GB ミニマムスタートプラン）、 

通話定額オプション（3分）がセットで月々1,880円～ -- 

 

 

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」において、【スマートフォン端末】、【音声通話機能付き SIM】、【通話定額オプション】をセットにし、

1,880円～という割引価格で提供する「IIJmio コミコミセット」を、2017年 8月 24日から 11月 30日

までの期間限定で販売いたします。 

 

IIJmio コミコミセットは、VAIO 製「VAIO Phone A」、ASUS 製「ZenFoneTM Live」、シャープ製

「AQUOS SH-M04-A」、富士通コネクテッドテクノロジーズ製「arrows M04」という 4種のスマートフォ

ンに、音声通話機能付き SIM（みおふぉん）のミニマムスタートプラン（3GB）と、通話定額オプション（誰

とでも 3分 家族と 10分）をセットにしたもので、最大 24 ヵ月間割引を適用し、1年目は 1,880円～、

2年目は 2,880円～という価格で提供いたします。 

お客様は、端末、通信と通話のセットを手軽に申し込むことが可能になるうえ、月額費用の総額が

1,880円～という低価格でご利用いただけます。 

 
 

＜IIJmio コミコミセット内容＞ 

- 対象スマートフォン端末（※1） 

（VAIO Phone A/ZenFoneTM Live /AQUOS SH-M04-A/arrows M04） 

- IIJmioモバイルサービス/タイプ D 

音声通話機能付き SIM（みおふぉん）（※2） / ミニマムスタートプラン（3GB）（※3） 

- 通話定額オプション（誰とでも 3分 家族と 10分）（※4） 

 

 

（※1） 24 ヵ月以内に端末の月額支払い終了申込をする場合は、各スマートフォン端末の残額調整金として「月額料金×残

余月数」が発生します（コミコミセット提供時の端末取扱価格の月額料金×残余月数となります）。 

（※2） 12 ヵ月以内に解約する場合は、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） 利用開始後にライトスタートプラン、ファミリーシェアプランにプラン変更することは可能です（差額金額が発生します）。 

     利用開始後に SIMカードを追加することも可能です。 

（※4） 「みおふぉんダイアル」を利用した国内通話が定額の対象となります。利用開始後に通話定額オプションを「誰とでも

10 分 家族と 30 分」に変更することは可能です（差額金額が発生します）。また、利用開始後に通話定額オプション

を解約することは可能ですが、解約するとコミコミセットの割引が適用されません。解約後、再度通話定額オプションを

お申し込みいただくと割引が再適用されます。 

 

 

 

 

 



 

＜IIJmio コミコミセット 月額費用＞ 

端末 利用開始月（※5） 
1年目 

（2～13 ヵ月目） 

2年目 

（14～24 ヵ月目） 

25 ヵ月目以降 

※端末代金支払終了後 

VAIO Phone A 

音声通話機能付き SIM費

用（1,600円）の日割り分 

+通話定額オプション代金

（600円）+月額端末代金

（725円） 

1,880円 2,880円 2,200円（※6） 

ZenFoneTM Live 

音声通話機能付き SIM費

用（1,600円）の日割り分+

通話定額オプション代金

（600円）+月額端末代金

（750円） 

1,880円 2,880円 2,200円（※6） 

AQUOS 

SH-M04-A 

音声通話機能付き SIM費

用（1,600円）の日割り分+

通話定額オプション代金

（600円）+月額端末代金

（1,280円） 

2,480円 3,480円 2,200円 

arrows M04 

音声通話機能付き SIM費

用（1,600円）の日割り分+

通話定額オプション代金

（600円）+月額端末代金

（1,380円） 

2,480円 3,480円 2,200円（※6） 

 

（※5）利用開始月のみ、割引の適用はなく通常料金でのご請求となります。 

（※6）25 ヵ月目のみ、通話定額オプションの一部割引が適用されるため、価格が下がります。25 ヵ月目の価格については別

紙をご参照ください。 
（※）上記価格はすべて税抜価格です。 

（※）月額費用、割引価格の内訳は別紙をご参照ください。 

 

 

IIJmio コミコミセットの詳細は https://www.iijmio.jp/campaign/set/ 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、モバイルサービスのメニューの拡充を推進してまいります。 

 
 

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 増田、荒井 

TEL： 03-5205-6310  FAX： 03-5205-6377 

E-mail： press@iij.ad.jp  URL： https://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） 
 

IIJmio コミコミセット月額料金内訳 
 
 
＜VAIO Phone A＞ 

コミコミセット内訳 料金内訳 利用開始月 

1年目 

（2～13 ヵ月目） 

2年目 

（14～24 ヵ月目） 

25 ヵ月目以降 

※端末代金支払終

了後 

（割引価格） （割引価格） （割引価格） 

ミニマムスタートプラン 

（3GB） 
900円 

通常料金（900円）

の日割り請求 

900円 900円 900円 

（-） （-） （-） 

音声通話機能付帯料 

（みおふぉん） 
700円 

通常料金（700円）

の日割り請求 

255円 700円 700円 

（▼445円） （-） （-） 

通話定額オプション 

（誰とでも 3分 家族と

10分） 

600円 600円 
0円 555円 600円* 

（▼600円） （▼45円） （-）* 

端末代金（24回払い） 725円 725円 
725円 725円 0円 

（-） （-） （-） 

合計料金（月額料金） 2,925円 

日割り請求分+オプ

ション・端末代金

（1,325円） 

1,880円 2,880円 2,200円* 

（▼1,045円） （▼45円） （-）* 

 

*25 ヵ月目のみ、通話定額オプションの 2 年目割引（45 円）が適用されるため、通話定額オプションの請求額は 555 円、合計の請求

金額は 2,155円となります。 

 
 

＜ZenfoneTM Live＞ 

コミコミセット内訳 料金内訳 利用開始月 

1年目 

（2～13 ヵ月目） 

2年目 

（14～24 ヵ月目） 

25 ヵ月目以降 

※端末代金支払終

了後 

（割引価格） （割引価格） （割引価格） 

ミニマムスタートプラン 

（3GB） 
900円 

通常料金（900円）

の日割り請求 

900円 900円 900円 

（-） （-） （-） 

音声通話機能付帯料 

（みおふぉん） 
700円 

通常料金（700円）

の日割り請求 

230円 700円 700円 

（▼470円） （-） （-） 

通話定額オプション 

（誰とでも 3分 家族と

10分） 

600円 600円 
0円 530円 600円* 

（▼600円） （▼70円） （-）* 

端末代金（24回払い） 750円 750円 
750円 750円 0円 

（-） （-） （-） 

合計料金（月額料金） 2,950円 

日割り請求分+オプ

ション・端末代金

（1,350円） 

1,880円 2,880円 2,200円* 

（▼1,070円） （▼70円） （-）* 

 

*25 ヵ月目のみ、通話定額オプションの 2 年目割引（70 円）が適用されるため、通話定額オプションの請求額は 530 円、合計の請求

金額は 2,130円となります。 

 
  



＜AQUOS SH-M04-A＞ 

コミコミセット内訳 料金内訳 利用開始月 

1年目 

（2～13 ヵ月目） 

2年目 

（14～24 ヵ月目） 

25 ヵ月目以降 

※端末代金支払終

了後 

（割引価格） （割引価格） （割引価格） 

ミニマムスタートプラン 

（3GB） 
900円 

通常料金（900円）

の日割り請求 

900円 900円 900円 

（-） （-） （-） 

音声通話機能付帯料 

（みおふぉん） 
700円 

通常料金（700円）

の日割り請求 

300円 700円 700円 

（▼400円） （-） （-） 

通話定額オプション 

（誰とでも 3分 家族と

10分） 

600円 600円 
0円 600円 600円 

（▼600円） （-） （-） 

端末代金（24回払い） 1,280円 1,280円 
1,280円 1,280円 0円 

（-） （-） （-） 

合計料金（月額料金） 3,480円 

日割り請求分+オプ

ション・端末代金

（1,880円） 

2,480円 3,480円 2,200円 

（▼1,000円） （-） （-） 

 
 

＜arrows M04＞ 

コミコミセット内訳 料金内訳 利用開始月 

1年目 

（2～13 ヵ月目） 

2年目 

（14～24 ヵ月目） 

25 ヵ月目以降 

※端末代金支払終

了後 

（割引価格） （割引価格） （割引価格） 

ミニマムスタートプラン 

（3GB） 
900円 

通常料金（900円）

の日割り請求 

900円 900円 900円 

（-） （-） （-） 

音声通話機能付帯料 

（みおふぉん） 
700円 

通常料金（700円）

の日割り請求 

200円 700円 700円 

（▼500円） （-） （-） 

通話定額オプション 

（誰とでも 3分 家族と

10分） 

600円 600円 
0円 500円 600円* 

（▼600円） （▼100円） （-）* 

端末代金（24回払い） 1,380円 1,380円 
1,380円 1,380円 0円 

（-） （-） （-） 

合計料金（月額料金） 3,580円 

日割り請求分+オプ

ション・端末代金

（1,980円） 

2,480円 3,480円 2,200円* 

（▼1,100円） （▼100円） （-）* 

 

*25 ヵ月目のみ、通話定額オプションの 2年目割引（100円）が適用されるため、通話定額オプションの請求額は 500円、合計の請求

金額は 2,100円となります。 

 

 
（※）別紙記載の価格はすべて税抜価格です。 

 


