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「IIJmio サプライサービス」において、Xiaomi 製「Mi Note 10」、 
モトローラ製「moto g8 plus」、「moto g8 power」、「moto g8」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）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」において、

Xiaomi（シャオミ）製「Mi Note 10」を 2020 年 5 月 1 日より、モトローラ製「moto g8 plus」、「moto 

g8 power」、「moto g8」を 2020 年 5 月 7 日より販売いたします。 

 

Mi Note 10 は、IIJmio では初めての取り扱いとなる Xiaomi 製端末です。1 億 800 万画素の超高解

像度メインカメラに加え、望遠カメラ、マクロカメラなど計 5 つのカメラによって被写体のディテールを鮮や

かに撮影することができます。また、5260mAh の大容量バッテリーや画面内指紋センサーを搭載して

おり、普段使いからゲームプレイまでを実現するハイスペック端末です。 

 

moto g8 plus は、ナイトビジョン（夜間撮影）対応の 4800 万画素カメラセンサーや 4000mAh の大

容量バッテリーを搭載した、幅広いユーザにお使いいただける端末です。moto g8 power は、最長 3

日間の電池持ちを実現する 5000mAh バッテリーを搭載し、15 分で最長 8 時間分の急速充電が可能

な端末です。moto g8 は、118°の超広角カメラと 2cm の距離から撮影可能なマクロカメラを搭載してお

り、安価ながら撮影をお楽しみいただける端末です。 

 

なお、これらの 4 端末は、最大 5,000 円分の「選べる e-GIFT」をプレゼントする「音声 SIM とセットでギ

フト券プレゼントキャンペーン」および、「【IIJmio モバイルサービス音声 SIM をご利用の方限定】対象

端末購入でギフト券プレゼントキャンペーン」の対象端末に追加いたします。 

 

 Mi Note 10 

発売開始日 2020 年 5 月 1 日（金） 10：00～ 

販売価格 Mi Note 10  1 回払い 49,800 円（税抜）   24 回払い 2,080 円（税抜）/月 

※数量限定販売のため、予定台数を販売次第終了とさせていただきます。 

 

 moto g8 plus、moto g8 power、moto g8 

発売開始日 2020 年 5 月 7 日（木） 10：00～ 

販売価格   moto g8 plus 1 回払い 34,800 円（税抜）   24 回払い 1,480 円（税抜）/月 

 moto g8 power 1 回払い 27,800 円（税抜）   24 回払い 1,180 円（税抜）/月 

 moto g8 1 回払い 22,800 円（税抜）   24 回払い 980 円（税抜）/月 

 

※各端末のスペックの詳細については、別紙をご覧ください。 

 

 



＜端末イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ Mi Note 10 ］                    ［ moto g8 plus ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ moto g8 power ］                         ［ moto g8 ］ 

 

 各端末の詳細については、以下サービスサイトをご覧ください。 

Mi Note 10 https://www.iijmio.jp/device/xiaomi/mi_note_10.jsp 

moto g8 plus https://www.iijmio.jp/device/motorola/motog8plus.jsp 

moto g8 power https://www.iijmio.jp/device/motorola/motog8power.jsp 

moto g8 https://www.iijmio.jp/device/motorola/motog8.jsp 
 
 
＜キャンペーン概要＞ 
（1）  音声 SIM とセットでギフト券プレゼントキャンペーン 

キャンペーン期間 ： 2020 年 5 月 31 日（日）まで 
内 容 ： 期間中に、新規で IIJmio モバイルサービス「音声 SIM（※）」と対象端末を

同時にお申し込みのお客様に、「選べる e-GIFT」を最大 5,000 円分プレゼ

ントいたします。 
 ※音声通話機能付き SIM（みおふぉん）および音声通話専用 SIM（ケータイプラン） 

 
端末 選べる e-GIFT 金額 

Mi Note 10 5,000 円分 
moto g8 plus 3,000 円分 
moto g8 power 3,000 円分 
moto g8 3,000 円分 

  



（2） 【IIJmio モバイルサービス音声 SIM をご利用の方限定】対象端末購入でギフト券プレゼントキャ

ンペーン 
キャンペーン期間 ： 2020 年 5 月 31 日（日）まで 
内 容 ： 既に IIJmio モバイルサービス音声 SIM（※）をご利用中の方で、キャンペ

ーン期間中に IIJmio サプライサービスにて対象端末をお申し込みいただ

いた方に、“選べる e-GIFT”を最大 5,000 円分プレゼントいたします。 
※音声通話機能付き SIM（みおふぉん）および音声通話専用 SIM（ケータイプラン） 

 
端末 選べる e-GIFT 金額 

Mi Note 10 5,000 円分 
moto g8 plus 3,000 円分 

moto g8 power 3,000 円分 
moto g8 3,000 円分 

 
 各キャンペーンの詳細については、https://www.iijmio.jp/device/ をご覧ください。 
 
 
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。 

 

  



（別紙） 

 

＜端末概要＞ 

取扱端末 Mi Note 10 

発売開始日 2020年5月1日（金） 10：00～ 

販売価格 
1回払い 49,800円（税抜） 

24回払い 2,080円（税抜）/月 

端末補償オプション費用（※1） 500円（税抜）/月 

カラー グレイシャーホワイト、オーロラグリーン、ミッドナイトブラック 

OS/CPU MIUI 11/Qualcomm® Snapdragon™ 730G 

ROM/RAM 128GB/6GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約157.8mm×約74.2mm×約9.67mm/約208g 

ディスプレイ 約6.47インチ FHD + （2340×1080）3D曲面有機EL (AMOLED) 

カメラ 

アウトカメラ： 
約10800万画素（メイン）+約1200万画素（ポートレート）+約2000万画素

（超広角117°）+約500万画素（望遠）+約200万画素（マクロ） 
インカメラ： 
約3,200万画素 

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

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 

※予測変換機能を利用する際には、最新のファームウェアにアップデートしてお使いいただく必要があります。 

※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。 

  



 

取扱端末 moto g8 plus moto g8 power moto g8 

発売開始日 2020年5月7日（木） 10：00～ 

販
売
価
格 

1回払い 34,800円（税抜） 27,800円（税抜） 22,800円（税抜） 

24回払い 1,480円（税抜）/月 1,180円（税抜）/月 980円（税抜）/月 

端末補償オ
プション費用
（※1） 

380円（税抜）/月 380円（税抜）/月 380円（税抜）/月 

カラー 
コズミックブルー 
ポイズンベリー 

カプリブルー 
スモークブラック 

ホログラムホワイト 
ノイエブルー 

OS/CPU 
Android™ 9.0/ 

Qualcomm® 
Snapdragon™ 665 

Android™ 10.0/ 
Qualcomm® 

Snapdragon™ 665 

Android™ 10.0/ 
Qualcomm® 

Snapdragon™ 665 

ROM/RAM 64GB/4GB 64GB/4GB 64GB/4GB 

サイズ（高さ×
幅×厚さ） 
/重さ 

約158.4mm×約75.8mm×
約8.27mm 
/約188g 

約158.0mm×約75.9mm×
約9.6mm 
/約197g 

約161.3mm×約75.8mm×
約8.95mm 
/約188g 

ディスプレイ 
約6.3インチ FHD + 
（2280×1080） IPS 

約6.36インチ FHD + 
（2300×1080） IPS 

約6.4インチ HD + （1560 
×720） 液晶 

カメラ 

アウトカメラ： 
約4800万画素（メイン、

f/1.7）+約500万画素（深度

センサー）+約1600万画素

（動画＋広角118°）+ TOFカ

メラ 
インカメラ： 
約2500万画素（f/2.0、ディス

プレイフラッシュ） 

アウトカメラ： 
約1600万画素（メイン、

f/1.8）+約200万画素（マク

ロ）+約800万画素（広角動

画118°）+約800万画素（光

学ズーム） 
インカメラ： 
約1600万画素（f/2.0、ディ

スプレイフラッシュ） 

アウトカメラ： 
約1600万画素（メイン、

f/1.8）+約200万画素（マク

ロ）+約800万画素（広角動

画118°）+ TOFカメラ 
インカメラ： 
約800万画素（f/2.0、ディス

プレイフラッシュ） 

通信方式 

LTE：B1/2/3/4/5/7/8/ 
18/19/20/26/28/38/ 
40/41  
3G：B1/2/4/5/8/19（B6
含む） 
GSM：850/900/1800/ 
1900MHz 

LTE：B1/2/3/4/5/7/8/ 
18/19/20/26/28/38/ 
40/41 
3G:B1/2/4/5/8/19（B6
含む） 
GSM:850/900/1800/ 
1900MHz 

LTE：B1/2/3/4/5/7/8/ 
18/19/20/26/28/38/ 
40/41 
3G:B1/2/4/5/8/19（B6
含む） 
GSM:850/900/1800/ 
1900MHz 

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。 

 


