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IIJ、個人向け SIM ロックフリー端末の販売サービスにおいて 
OPPO 製「OPPO Reno 10x Zoom」を提供開始 

 
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、個人向けに SIM ロックフリー端末を販売する「IIJmio（アイアイジェイミオ）

サプライサービス」のラインアップに、OPPO 製「OPPO Reno 10x Zoom」を追加し、2019 年 7 月 12 日

より販売いたします。OPPO の新しいブランド「Reno」シリーズの端末で、4,800 万画素という高精細レン

ズ、10 倍ハイブリッドズームなど高いカメラ性能を誇るフラグシップモデルです。 
IIJmio では、本端末の販売を記念し、端末ご購入のお客様に 10,000 円分の「選べる e-GIFT」をプレゼ

ントする「OPPO Reno 10x Zoom 発売記念キャンペーン」を 2019 年 7 月 12 日から 9 月 30 日まで実

施いたします。 
 
さらに本日より、音声通話機能付き SIM をご契約のお客様を対象に、初期費用/月額費用を割引くととも

に、対象スマートフォンを特別価格で購入できるなど、お得な「夏トク！キャンペーン」を実施いたします。 
 
■端末概要 

発売開始日 2019年7月12日（金） 10：00～ 

販売価格 
1回払い：94,800円（税抜） 
24回払い：3,980円（税抜）／月 

カラー オーシャングリーン、ジェットブラック 

端末補償オプション費用（※1） 500円／月 

OS ColorOS 6.0（based on AndroidTM 9.0） 

ROM/RAM 256GB/8GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 約162mm×約77.2mm×約9.3mm 

重さ 約215g 

ディスプレイ 6.65インチ FHD+ 2,340×1,080 /AMOLED（有機EL） 

カメラ 
アウトカメラ：標準 約4,800万画素+ 超広角 約800万画素 

+ 望遠 約1,300万画素 
インカメラ：約1,600万画素 

通信方式 

LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/32/
34/38/39/40/41/66 
3G:1/2/4/5/6/8/19 
GSM:850/900/1800/1900MHz 
※キャリアアグリゲーション対応 

対応SIM nanoSIM×2 

対応サービス（※2） 
・ IIJmioモバイルサービス タイプD/タイプA 
・ IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン） 



※1 破損時等に端末を交換できるオプションで端末購入時にのみご加入いただけます。月額料金は端末によって異なります。

※2 データ通信/音声通話サービスのご利用にあたっては、別途「IIJmio モバイルサービス タイプ D（NTT ドコモの LTE/3G
網）/タイプ A（au の 4G LTE 網）」もしくは「IIJmio モバイルプラスサービス（エコプラン）」のご契約および月額料金が必

要になります。

■端末イメージ

 端末の詳細については以下サイトをご覧ください。

https://www.iijmio.jp/device/oppo/reno_10x_zoom.jsp

■OPPO Reno 10x Zoom 発売記念キャンペーン概要

キャンペーン期間 ： 2019 年 7 月 12 日（金）から 9 月 30 日（月）まで 
内        容 ： キャンペーン期間中に新規で IIJmio モバイルサービス 音声通話機能付き

SIM（みおふぉん）もしくは音声通話専用 SIM（ケータイプラン）と、OPPO Reno 
10x Zoom を同時にお申し込みいただいた方、および IIJmio モバイルサービ

スもしくは IIJmio モバイルプラスサービス（エコプラン）を 6 ヵ月以上ご利用で

OPPO Reno 10x Zoom をお申し込みいただいた方を対象に、「選べる e-
GIFT」を 10,000 円分プレゼントいたします。

 キャンペーン詳細については、以下サイトをご覧ください。

https://www.iijmio.jp/campaign/device/oppo201907.jsp （7 月 12 日公開予定）

■夏トク！キャンペーン概要

1. 夏トク！キャンペーン

キャンペーン期間 ： 2019 年 7 月 4 日（木）から 9 月 30 日（月）まで 
内        容 ： キャンペーン期間中に新規で、IIJmio モバイルサービスをお申し込みいただ

いた方を対象に、初期費用を1円に割り引きます。さらに「音声通話機能付きSIM」

をご契約の場合、利用開始月の翌月から 3 ヵ月間、月額費用を 1,000 円割り引

き、月額 600 円（ミニマムスタートプランの場合）でご提供します。 

2. 夏トク！スマホ大幅割引キャンペーン

キャンペーン期間 ： 2019 年 7 月 4 日（木）～7 月 31 日（水）まで 
内        容 ： キャンペーン期間中に新規で IIJmio モバイルサービス 音声通話機能付き

SIM（みおふぉん）もしくは音声通話専用 SIM（ケータイプラン）と、キャンペーン

対象端末を同時にお申し込みの場合、対象端末を特別価格でご提供します。



対象端末 特別価格（値引き前価格） ※一括購入時 

OPPO AX7 9,800 円 （29,800 円） 
HUAWEI P20 lite 9,800 円 （19,800 円） 
SHARP AQUOS sense2 SH-M08 19,800 円 （29,800 円） 
ASUS ZenFone Max Pro （M2） 19,800 円 （32,800 円） 
motorola moto g7 19,800 円 （29,800 円） 
OPPO R17 Pro 29,800 円 （39,800 円） 
motorola moto g7 plus 29,800 円 （35,800 円） 
ASUS ZenFone 5Z 49,800 円 （59,800 円） 
SHARP AQUOS zero SH-M10 69,800 円 （79,800 円） 

3. 夏トク！音声 SIM とセットでギフト券プレゼント

キャンペーン期間 ： 2019 年 7 月 4 日（木）から 9 月 30 日（月）まで 
内        容 ： キャンペーン期間中に新規で IIJmio モバイルサービス 音声通話機能付き

SIM（みおふぉん）もしくは音声通話専用 SIM（ケータイプラン）と、キャンペーン

対象端末を同時にお申し込みの場合、「選べる e-GIFT」 を最大 10,000 円分

プレゼントいたします。

※対象端末、選べる e-GIFT 金額は

https://www.iijmio.jp/device/ をご覧ください。

 夏トク！キャンペーン詳細については、以下サイトをご覧ください。

https://www.iijmio.jp/campaign/mio.jsp

IIJ では今後も、お客様に様々な端末をお選びいただけるよう、取扱機種を拡充してまいります。 
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