
 
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。 

 


