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「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」において、6月1日よりデータ容量の 
シェアおよびプレゼント機能を提供開始 

-- 併せてビックカメラグループやヨドバシカメラ等の専用カウンターにおいてSIMの即日開通を開始 -- 

 
当社は、本年 4 月 1 日に開始した個人向けモバイルサービスの新プラン「IIJmio モバイルサービス ギ

ガプラン（以下ギガプラン）」において、お客様の利便性を向上する機能を追加し、2021 年 6 月 1 日より

提供開始いたします。同一契約内の複数の回線でデータ容量のシェアや移行（プレゼント）ができる機能

のほか、1GB/220 円（税込）で購入できるギガプラン専用の追加データ量（クーポン）や、5G オプション

を新たにご利用いただけます。 
また、全国のビックカメラグループやヨドバシカメラ等の店舗にある専用カウンターで、音声通話機能付き

SIM の即日開通にも同日より対応いたします。 

 
ギガプランは 4 月 1 日の提供開始以来、約 35 万回線（5 月 10 日時点）のお申し込みがあり、好評をい

ただいております。今回提供する機能は、2 月の報道発表時に予告していたもので、「シンプルで自由度

の高いギガプラン」ならではの機能です。 

 
 提供機能一覧 

内容 利用料 提供開始日 
1. データ容量シェア機能 

同一契約（同一 ID）で保有する複数回線間での 
データ容量のシェア 

無料 

6 月 1 日 
2. データ容量プレゼント機能 

同一契約（同一 ID）で保有する複数回線間での 
データ容量の移行 

無料 

3. 5G オプション 無料 

4. ギガプラン専用追加データ量（クーポン） 1GB/220 円（税込） 

5. ギガプラン会員専用アプリ「My IIJmio」 無料 6 月以降予定 

 
 データ容量のシェアおよび移行（プレゼント）の利用イメージ 

 

 
 



 機能詳細 
1. データ容量のシェア 

同一契約（同一 ID）内のギガプラン回線の中で、データ容量をシェアできる機能です。一つの ID で
大 10 回線まで利用でき、シェアしたい複数の回線を一つのグループ（シェアグループ）にし、その

グループ内で合算したデータ容量を分け合うことができます。シェア機能はいつでも解除することが
でき、SIM の種類（音声 SIM、データ通信専用 SIM、eSIM 等）や容量（2GB～20GB）に関係なく
利用できます。グループを解除する際は、データ容量の移行（プレゼント機能）を利用し、余ったデー
タ容量を他の回線に配分することが可能です。 
※シェアされたデータ容量は、有効期限の短いものから使用されます。 
※月の末日はシェア機能の登録や解除はできません。 

 
2. データ容量の移行（プレゼント）機能 

同一契約（同一 ID）内の回線において、データ容量を移すことができます。例えば、データ容量が不

足している回線に対し、他の回線のデータ残量から 10MB 単位でデータ容量を移行（プレゼント）す

ることができます。 

※データ容量の有効期限は引き継がれます。 

 
3. 5G オプション 

会員専用サイトから「5G オプション」を申し込むことで利用可能エリアにて 5G 通信をご利用いただ

けます。本オプションは無料です。 
※利用可能なエリアは、タイプ D は NTT ドコモの 5G エリア、タイプ A は au の 5G エリアに準じます。 
※eSIM および SMS 機能付き SIM（IIJ モバイルサービス タイプ D）を除き、ギガプランおよび既存の IIJmio モバイルサ

ービス（ミニマムスタートプラン、ライトスタートプラン、ファミリーシェアプラン、ケータイプラン、従量制プラン）でも本機能をお

使いいただけます。 
※ご利用可能な端末や注意事項などの詳細は WEB でご確認ください。 
 

4. ギガプラン専用の追加データ量（クーポン） 
データ容量が不足したときに、IIJmio の Web サイトから 1GB/220 円（税込）で毎月 大 20 枚ま

でデータ量（クーポン）を購入し追加できます。 

※有効期限は購入いただいた当月の末日となり、残ったデータ容量は翌月に繰り越せません 

 

5. ギガプラン会員専用アプリ「My IIJmio」（6 月以降提供予定） 
ギガプラン専用のスマホアプリ「My IIJmio」から、データ残量の確認、高速通信の ON/OFF、過去

のデータ利用量の確認などが行えます。 
 
（イメージ）  

 



 販路拡大 
2021 年 6 月 1 日より、全国のビックカメラグループやヨドバシカメラ等の専用カウンターにおいて、

音声通話機能付き SIM カードの即日開通に対応します。 
 取り扱い店舗については、 https://www.iijmio.jp/hdd/shop/ をご覧ください。 

※ 専用カウンターでの即日開通手続きは新規申込のみ受け付けております。 

 
 
IIJ では今後とも、お客様の利便性向上のため、モバイルサービスの機能拡充に努めてまいります。 

 
（参考資料） 
2021 年 2 月 24 日付報道発表資料 
「IIJ、個人向けモバイルサービスにおいて、シンプルで自由度の高い新プラン「IIJmio モバイルサービス ギガプラン」を提供開始」 
https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2021/0224.html 
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（別紙） 
・ 月額基本料金 

プラン容量 
SIM 機能 

2 ギガ 4 ギガ 8 ギガ 15 ギガ 20 ギガ 

音声 SIM  
（データ通信+音声通話機能） 

税込 858 円 

（税抜 780 円） 

税込 1,078 円 

（税抜 980 円） 

税込 1,518 円 

（税抜 1,380 円） 

税込 1,848 円 

（税抜 1,680 円） 

税込 2,068 円 

（税抜 1,880 円） 

SMS 機能付き SIM 
（データ通信+SMS） 

税込 825 円 

（税抜 750 円） 

税込 1,045 円 

（税抜 950 円） 

税込 1,485 円 

（税抜 1,350 円） 

税込 1,815 円 

（税抜 1,650 円） 

税込 2,035 円 

（税抜 1,850 円） 

データ通信専用 SIM 
（データ通信/タイプ D のみ） 

税込 748 円 

（税抜 680 円） 

税込 968 円 

（税抜 880 円） 

税込 1,408 円 

（税抜 1,280 円） 

税込 1,738 円 

（税抜 1,580 円） 

税込 1,958 円 

（税抜 1,780 円） 

eSIM  
（データ通信/NTT ドコモ網のみ

税込 440 円 

（税抜 400 円） 

税込 660 円 

（税抜 600 円） 

税込 1,100 円 

（税抜 1,000 円） 

税込 1,430 円 

（税抜 1,300 円） 

税込 1,650 円 

（税抜 1,500 円） 

 
・ 仕様 

料金 初期費用 税込 3，300 円（税抜 3,000 円） 

SIM 発行手数料 タイプ D： 税込 433.4 円（税抜 394 円）/枚 
タイプ A： 税込 446.6 円（税抜 406 円）/枚 
eSIM： 1 つの SIM プロファイルにつき税込 220 円（税抜 200 円） 

ユニバーサルサービス料 税込 3.3 円（税抜 3 円/月） 

音声通話料 通常料金 
国内通話 税込 22 円/30 秒（税抜 20 円/30 秒） 
同一契約名義間 税込 17.6 円/30 秒（税抜 16 円/30 秒） 

 
みおふぉんダイアル（※1）利用時 
国内通話 税込 11 円/30 秒（税抜 10 円/30 秒） 
同一契約名義間 国内通話 税込 8.8 円/30 秒（税抜 8 円/30 秒）  

mio 割（※2） IIJmio ひかりとセットのご契約で税込 660 円（税抜 600 円）/月を

割引いたします。 

データ通信 
（※3） 

データ容量繰り越し 余ったデータ容量の翌月への繰り越し可能 

データ容量シェア ギガプランのみ 大 10 回線まで、データ容量のシェアが可能 （容

量、SIM 機能問わず） 

データ容量プレゼント 同一契約内のギガプラン回線へのデータ容量移行（プレゼント）が

可能 

通信速度切替 高速通信/低速通信の切り替え可能 

ギガプラン専用 
追加データ量（クーポン） 

税込 220 円（税抜 200 円）/1GB 
（有効期限当月末、Web サイトから追加可能） 

利用可能な 
オプション 

・通話定額オプション 
・モバイルオプション（セキュリティ対策アプリや留守電などのオプションサービス） 
・5G オプション（※4） 

提供回線 ・タイプ D（NTT ドコモの LTE/3G 網） 
・タイプ A（au の 4G LTE 網） 
・IIJ のフル MVNO サービス（データ通信専用 eSIM） 

専用アプリ ギガプラン会員専用アプリ「My IIJmio」の提供（2021 年 6 月以降提供予定） 

（※1）専用のスマートフォンアプリ「みおふぉんダイアル」からの発信、またはプレフィックス番号（0037691）を発信番号の先頭

につけて発信することで、ご利用いただけます。 
（※2）ギガプランの契約数にかかわらず、IIJmio ひかり 1 回線あたり税込 660 円（税抜 600 円）の割引になります。 
（※3）データ容量超過後は、低速通信（ 大 300kbps）に切り替わります。 
（※4）5G オプション料金は無料です。eSIM、SMS 機能付き SIM（タイプ D）ではご利用いただけません。 


