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国内初、IIJmioでeSIM対応のデータ通信サービスを開始 
-- フルMVNOサービスの一環として、ユーザが手軽に通信キャリアを切り替えられるeSIMサービス 

「IIJmioモバイルサービス ライトスタートプラン（eSIMベータ版）」を提供 -- 

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、eSIM 対応のデータ通信サービス「IIJmio モバイルサービス ライトスタートプラン（eSIM ベー

タ版）」を 2019 年 7 月 18 日より提供開始いたします。

併せて、割引やデータ通信量をプレゼントする「eSIM デビュー応援キャンペーン」や、IIJmio 公式

Twitter アカウントをリツイートしていただくと「サーティワン アイスクリーム レギュラーシングルギフト券」な

どが当たる「ギガ足りてる？eSIM 発売記念 Twitter キャンペーン」を実施いたします。 

開発の背景

IIJ では昨年より、フル MVNO（※）として自社の加入者管理機能（HLR/HSS）を使い、通信サービスの

利用に必要な加入者情報（プロファイル）を遠隔で eSIM にダウンロードできる eSIM プラットフォームを

構築し、eSIM 搭載端末との動作検証を行ってまいりました。eSIM 搭載のデバイスが今後普及していくこ

とを見据え、今般、正式サービスの提供に先立ちベータ版サービスを開始します。SIM ロックフリー端末

で利用できる eSIM 対応の通信サービスは、国内初となります。 

※ フル MVNO は、移動体通信事業者（MNO）から基地局などの無線アクセス設備の提供を受けて運営する仮想移動体通信

事業者（MVNO）の中で、MNO のコアネットワーク設備の一部である加入者管理機能（HLR/HSS）を自社で保有・運用す

る事業者です。 詳しくは、以下サイトをご覧ください。

https://ent.iij.ad.jp/category/full-mvno/

eSIM のメリット 
eSIM は、物理的な SIM カードを抜き差しせずに、通信サービスの利用に必要なプロファイルを遠隔で書

き込める組み込み型の SIM で、今後普及が加速すると期待されています。ユーザは、従来のように SIM
カードを挿入することなく、eSIM を搭載したスマートフォンやタブレット等にプロファイルをダウンロードす

るだけで、手軽に通信キャリアを切り替えることができます。

本サービスの活用例

iPhone XS など、SIM スロットに挿入された既存の SIM と eSIM をデュアルで活用することが可能な機

種では、本サービスを 2 回線目として併用することで、例えば、毎月のデータ容量が足りなくなったときだ

け eSIM（IIJmio）に切り替えることができます。また、このような機種では、SIM スロットに音声通話用

の SIM カード、eSIM にはデータ通信専用の IIJmio を日頃用いることで、海外滞在中は現地通信

事業者のデータ通信用 eSIM を契約して手軽にインターネットを利用しつつ、同時に現地での音声

の待ち受けも可能になるといった、これまでにない利用方法も実現可能です。
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サービス概要

 提供開始日 2019 年 7 月 18 日 
 機能区分 データ通信専用

※音声通話機能や SMS 機能を付帯することはできません。

 サービス名 IIJmio モバイルサービス 
 プラン名 ライトスタートプラン（eSIM ベータ版）
 申込方法 IIJmio Web サイト

https:// www.iijmio.jp/hdd/esim/
 仕様

料金 初期費用 3,000 円 

月額利用料 1,520 円 

SIM 発行手数料 200 円 

ユニバーサルサービス料 なし

データ通信量 バンドルクーポン（高速データ通信量） 6GB/月（翌月への繰り越し可） 

データ通信量の追加（※1） 可

通信速度 高速データ通信利用時 上り 大 131.3Mbps 
下り 大 1288Mbps 

データ通信量超過後 200kbps 
低利用期間 契約日から翌月末まで（ 大 2 ヵ月） 

利用可能なオプション 「データオプション」（20GB、30GB のデータ通信量追加オプション） 
「モバイルオプション」（セキュリティ対策等アプリの提供オプション）

※ IIJmio モバイルサービスの他のプランへの変更、IIJmio モバイルサービスの他のプランとの契約のおまとめはできません。

※ データ通信容量超過後は、低速通信に切り替わります。

※1 IIJmio Web サイトより 100MB/200 円もしくは、IIJmio クーポンカードをご利用いただけます。

 利用方法

専用ページから会員登録および契約手続きを行っていただくと、アクティベーションコード（バーコー

ド）が表示されます。eSIM 搭載端末でバーコードを読み取りプロファイルをダウンロードすることで、

データ通信をご利用になれます。iPhone XS や Surface Pro LTE Advanced など一部の eSIM
搭載端末では、APN 設定は不要です。



 動作確認済端末（2019 年 7 月 4 日現在）
– Microsoft Surface Pro LTE Advanced
– Apple iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR
– Apple 11 インチ iPad Pro、12.9 インチ iPad Pro（第 3 世代）、iPad Air（第 3 世代）, iPad

mini（第 5 世代）

※ Apple Watch Series 3/Series 4 （GPS + Cellular モデル）では動作しません。

キャンペーン概要

1） eSIM デビュー応援キャンペーン

（対象） キャンペーン期間中に「IIJmio モバイルサービス ライトスタートプラン（eSIM ベータ

版）」をお申込みただいたお客様全員に、割引やデータ通信量をプレゼントします。

（実施期間およびプレゼント内容）

第一弾 期間 2019 年 7 月 18 日（木）～2019 年 7 月 31 日（水） 
内容 初期費用（3,000 円）から 2,999 円を値引きします。 

第二弾 期間 2019 年 8 月 1 日（木）～2019 年 8 月 14 日（水） 
内容 ご利用開始月の翌月から 3 ヵ月間、データ通信容量を 1GB プレゼントします。 

第三弾 期間 2019 年 8 月 15 日（木）～2019 年 8 月 28 日（水） 
内容 ご利用開始月の翌月から 3 ヵ月間、月額利用料（1,520 円）を 1,000 円割

引します。

2） ギガ足りてる？eSIM 発売記念 Twitter キャンペーン

（参加方法） キャンペーン期間中に、①IIJmio 公式 Twitter アカウント（@iijmio）をフォロー、②対

象のツイートをリツイートしていただき、③リツイートしたリプライのツイート内に記載され

てある URL をクリックすると、抽選結果をすぐにご確認いただけます。 

（期間およびプレゼント内容）

第一弾 期間 2019 年 7 月 4 日（木）～2019 年 7 月 17 日（水） 
内容 「サーティワン アイスクリーム レギュラーシングルギフト券」を抽選で 300 名

様にプレゼントします。

第二弾 期間 2019 年 7 月 18 日（木）～2019 年 7 月 31 日（水） 
第三弾 期間 2019 年 8 月 1 日（木）～2019 年 8 月 14 日（水） 

※第二弾、第三弾のプレゼント内容については、2019 年 7 月 18 日（木）に IIJmio の Web サイトでお知らせします。

 両キャンペーンの詳細は、以下サイトをご覧ください。

https://www.iijmio.jp/campaign/esim/debut.jsp

IIJ では、フル MVNO としてお客様により快適な通信サービスをご利用いただけるよう、サービス開発を

進めてまいります。

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： 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。



なお今回の発表にあたり、ASUS JAPAN 株式会社様、シネックスジャパン株式会社様、日本マイクロソフ

ト株式会社様、富士ソフト株式会社様、レノボ・ジャパン株式会社様より、以下のエンドースメントをいただ

いております。

ASUS JAPAN 株式会社はこの度、IIJ がコンシューマー向け eSIM 対応通信サービスのご提供を開始

されること、とても嬉しく思います。今後とも IIJ との連携をより強化し、IoT デバイスの普及に貢献できる製

品およびサービスを継続的に提供していきたいと考えております。

ASUS JAPAN 株式会社 
システムマーケティング部 部長 シンシア テン

IIJ の IIJmio eSIM 向けデータ通信プランの発表を歓迎いたします。すでにグローバルではエンベデッ

ドされた SIM の活用が進んでおります。日本においてもユーザ様の利便性の向上に加え、新たなサービ

ス提供や販売店様における省力化も期待されることから、市場の一層の発展を期待いたします。

シネックスジャパン株式会社

常務執行役員 神山昌樹

日本マイクロソフト株式会社は IIJ の eSIM 向けデータ通信サービス「IIJ モバイルサービス ライトスター

トプラン」の提供開始を心より歓迎いたします。今回、Surface Pro LTE が eSIM サービスに標準で対応

することで、安心で快適なインターネット環境を活用し、Surface Pro をお使いのお客様の無限の可能性

が更に拡がればと考えています。今後とも日本マイクロソフトは IIJ と連携し、お客様のモバイル環境と創

造性をサポートしてまいります。

日本マイクロソフト株式会社

コンシューマー＆デバイス事業本部

マイクロソフトデバイス戦略本部 業務執行役員 本部長 水田 琢也

富士ソフト株式会社は、IIJ の「eSIM 向けデータ通信サービス」の提供開始を心より歓迎いたします。当

社は長年にわたって SIM フリー通信端末を開発し、数多くのユーザー様にご利用頂いております。今回

提供される eSIM により更に多くのユーザー様へのサービス提供を期待します。 
富士ソフト株式会社

M2M 事業部 事業部長 玉城 善仁 

レノボは、IIJ の eSIM サービス開始を歓迎します。当社の Yoga C630 は Always on, Always
connected を実現するため消費電力に優れ LTE 通信機能を内蔵したモバイル PC です。利用者にとっ

て手軽に LTE を利用できる eSIM は Yoga C630 との相性もよく、IIJ との協力によってモバイル PC の

未来の姿をいち早くデモンストレーションできることを喜ばしく思います。

レノボ・ジャパン株式会社

代表取締役社長 デビット ベネット


