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2019 年 12 月 12 日 
株式会社インターネットイニシアティブ 

 

「IIJmio サプライサービス」において ASUS 製「ROG Phone Ⅱ」、 
HUAWEI 製「nova 5T」、中古のフィーチャーフォン「N-07E」を販売開始 

 

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、ASUS 製「ROG Phone Ⅱ」、HUAWEI 製「nova 5T」、中古のフィ

ーチャーフォン「N-07E」の計 3 機種を追加し、本日より IIJmio の Web サイトで販売開始します。 

 

ROG Phone Ⅱは、高い処理能力（CPU：Snapdragon™ 855 Plus）や大容量バッテリーを搭載してお

り、モバイルゲーム向けゲーミングスマートフォンとしてお楽しみいただけます。nova 5T は、背面にクアッ

ドカメラを搭載したハイエンドモデルで、Google Play 等 Google 関連アプリも利用可能な端末です。フィ

ーチャーフォン N-07E は、音声通話機能専用 SIM の「IIJmio モバイルサービス ケータイプラン」と合わ

せて音声と SMS の利用のみに限定された状態で、お使いいただけます。N-07E は、リユースモバイルガ

イドライン評価基準「B」（※）の中古端末となります。 
※ 中古携帯電話端末販売事業者の業界団体である「リユースモバイル・ジャパン（RMJ）」を中心に策定されたガイドラインに準

拠した格付け基準です。 
 IIJmio ケータイプランの詳細については、 https://www.iijmio.jp/hdd/keitai/ をご覧ください。 

 

なお、ROG Phone Ⅱおよび nova 5T は、音声 SIM と同時にご契約いただくと最大 5,000 円分の「選

べる e-GIFT」をプレゼントする「みんなおトクに！第三弾 音声 SIM とセットでギフト券プレゼントキャンペ

ーン」の対象端末になります。 

 

＜ROG Phone Ⅱ／nova 5T 端末概要＞ 

取扱端末 ROG Phone Ⅱ nova 5T 

発売開始日 2019年12月12日（木） 10：00～ 

販売
価格 

1回払い 99,800円（税抜） 49,800円（税抜） 

24回払い 4,160円（税抜）／月 2,080円（税抜）／月 

端末補償オプション 
費用（※1） 500円（税抜）／月 500円（税抜）／月 

カラー ブラックグレア 
ミッドサマーパープル、 

クラッシュブルー、ブラック 

OS/CPU 
Android™ 9.0 （ROG UI）/ 

Qualcomm®  
Snapdragon™ 855 Plus 

Android™ 9 （EMUI 9.1）/ 
HUAWEI Kirin 980 オクタコア 

ROM/RAM 512GB/12GB 128GB/8GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ）

/重さ 
約170.99mm×約77.6mm×約9.4mm/

約240g 
約154.25mm×約73.97mm×約7.87mm/

約174g 

ディスプレイ 
約6.59インチ フルHD+ （2,340×

1,080） AMOLED 
約6.26インチ FHD + （2,340×1,080） 

TFT 



カメラ 
アウトカメラ 約4,800万画素（メインカメラ）

+約1,300万画素（広角2ndカメラ）/ 
インカメラ 2,400万画素 

アウトカメラ 約4,800万画素（F1.8） 
+約1,600万画素（F2.2）+約200万画素

（F2.4）+約200万画素（F2.4）/ 
インカメラ 約3,200万画素（F2.0） 

通信方式 

LTE：B1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/ 
20/26/28/29/32/34/38/39/40/ 
41/46/66 
3G：B1/2/3/4/5/6/8/19 
GSM：850/900/1800/1900MHz 

LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/ 
28/38/40/41 
3G: B1/2/4/5/6/8/19 
GSM: 850/900/1800/1900MHz 

対応SIM nanoSIM×2 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。 
 

＜N-07E（中古フィーチャーフォン）端末概要＞ 

取扱端末 N-07E（中古フィーチャーフォン） 

発売開始日 2019年12月12日（木） 10：00～ 

販売価格 
1回払い 4,980円（税抜） 

24回払い 210円（税抜）／月 

カラー ブラック 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ（※1） 約110mm×約50mm×約15.1mm/約120g 

ディスプレイ 約3インチ フルワイドVGA （480×854） 

カメラ アウトカメラ 約810万画素 

通信方式 3G／GSM 

対応SIM 標準SIM 

対応サービス（※2） IIJmioモバイルサービス/タイプD 

※1 本体を閉じた状態の最厚部は約 16.4mm です。 
※2 本端末でデータ通信はご利用いただけません。IIJmio モバイルサービス/タイプ D の音声および SMS 機能のみご利用

いただけます。 
※ 破損時等に端末を交換できるオプション「端末補償オプション」はご利用いただけません。 
 

 リユースモバイルガイドライン評価基準 

- 外装評価 「B」 

細かな傷・薄いかすり傷があり、使用感がある状態 

（液晶に薄い傷や、外装に微細な傷・汚れ等が多少見受けられる） 

-  安心安全評価・機能評価で NG に該当する項目がない 

 

 保証 

– メーカー保証 なし 

– 当社保証（*） 30 日 

* ボタン操作やイヤホンジャックの反応などの動作不良があった場合に、お客様が購入された端末と同等の中古端末

に交換します。 



＜端末イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ ROG Phone Ⅱ ］            ［ nova 5T ］               ［ N-07E（中古） ］ 

 

 端末の詳細については、以下サイトをご覧ください。 

ROG Phone Ⅱ : https://www.iijmio.jp/device/asus/rog_phone2.jsp  
nova 5T : https://www.iijmio.jp/device/huawei/nova_5t.jsp  
N-07E  : https://www.iijmio.jp/device/nec/n_07e.jsp  

 
＜みんなおトクに！第三弾 音声 SIM とセットでギフト券プレゼントキャンペーン概要＞ 

キャンペーン期間： 2019 年 12 月 12 日（木）10:00～2020 年 1 月 29 日（水）23:59 

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「音声通話機能専用 SIM（ケータイプラン）」と、対象端末を同

時にお申し込みのお客様に、選べる e-GIFT をプレゼントいたします。 

メーカー 対象端末 選べる e-GIFT 

ASUS ROG Phone Ⅱ 5,000 円分 

HUAWEI nova 5T 3,000 円分 

※ お一人様（1 つの mioID）につき 1 台分のみ、特典を提供いたします。 

 
 キャンペーンの詳細については、以下サイトをご覧ください。 

https://www.iijmio.jp/device/ 
 
 
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。 
 
 
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。 

 

 

 

 

 



（参考） 

 

みんなおトクに！第三弾 音声 SIM とセットでギフト券プレゼントキャンペーン  

対象端末と選べる e-GIFT 金額一覧 

メーカー 対象端末 選べる e-GIFT 

ASUS 

ZenFone 6 （6GB） 5,000 円分 

ZenFone 6 （8GB） 5,000 円分 

Zenfone Live （L1） 3,000 円分 

ROG PhoneⅡ 5,000 円分 

HUAWEI 

P30 5,000 円分 

P30 lite 3,000 円分 

nova 5T 3,000 円分 

モトローラ moto g7 plus 5,000 円分 

OPPO Reno 10x Zoom 5,000 円分 

 


