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2021年4⽉1⽇スタート新プラン内容
どのプランもおトク 5つのギガプランと4つの機能

⽉額料⾦ 2ギガ 4ギガ 8ギガ 15ギガ 20ギガ

⾳ 声 858円
1,078円 1,518円 1,848円 2,068円

SMS 825円 1,045円 1,485円 1,815円 2,035円

データ 748円 968円 1,408円 1,738円 1,958円

eSIM 440円 660円 1,100円 1,430円 1,650円



ギガプランは⽣活スタイルに合わせて
組み合わせ⾃由

あまりデータを使わないから
スマホ代をとにかく安くしたい

2
GB

タブレットでデータ量を
気にせずたっぷり使いたい

iPhone12で
eSIM機能を試してみたい

20
GB

2
GB

例1 例2 例3

⽉額858円（税込） ⽉額1,958円（税込） ⽉額440円（税込）



2021年6⽉1⽇より 開始予定の機能
機能内容 利⽤料 詳細

①データ容量シェア機能 無 料

6⽉1⽇より
提供開始

②データ容量プレゼント機能 無 料

③5Gオプション 無 料

④ギガプラン専⽤追加データ量 1GB 220円(税込)
(有効期限︓当⽉末)

ギガプラン会員専⽤アプリ 無 料 6⽉以降提供予定

PICK
UP!

PICK
UP!

店舗による即⽇開通 6/1より受付開始



①データ容量シェア機能とは︖

29GBを
＼みんなで利⽤／⾳声

15GB

SMS
2GB

データ
4GB

eSIM
8GB

eSIMもシェア可能︕

家族内※であればOK
※同⼀mioID内

1

機能やタイプ(ドコモ網・au網)

違いもOK

２

データシェアは
最⼤10回線

３

mioIDとは、IIJmioを契約するときに発⾏されるIDのことで、契約者名義⼀⼈に対して1つだけ発⾏されます。
⽉々の⽀払はmioIDで1つとなります。



夫は既にギガプランを利⽤中、妻は後から契約
いつからデータシェアできるの︖どう契約すればいいの︖

利⽤シーン

１

ギガプラン15GBを利⽤中
思ったほどデータを使わなかったから
⼤分余りそう。

契約縛りが解けたので、MNP乗り換えしたい。
節約のため、WiFiでの利⽤が多いが
たくさん使えるなら使いたい。

夫 ⾳声15ギガプラン ⽉額1,848円（税込）

妻 ⾳声2ギガプラン ⽉額858円（税込）

2⼈で2台で利⽤しても

合計17ギガ ⽉額2,706円（税込）

残データ

2GB

残データ

シェアグループA

データシェアは即時利⽤OK︕夫の契約とまとめて契約すればOK︕

残ったデータは
＼即時シェア／



利⽤シーン

２ 端末はたくさん持ってる
でも使う⽉と使わない⽉と差が激しい

スマホ ⾳声15ギガプラン ⽉額1,848円（税込）

タブレット eSIM 2ギガプラン ⽉額 440円（税込）

モバイルルータ データ 8ギガプラン ⽉額1,408円（税込）

普段の電話で利⽤
毎⽉データ量はギリギリ

最近買った最新のiPadのeSIMを利⽤
どのぐらい通信を利⽤するかわからない

⽉に1〜2回あるかないかの出張の時に利⽤
使わないこともしばしば。

1⼈で3台で利⽤しても

合計25ギガ ⽉額 3,696円（税込）

使わなかった分は他の端末でたっぷり使えて無駄がない

モバイルルータ

スマホ

タブレット

スマホ

4⽉利⽤ 5⽉利⽤

タブレット未使⽤
＼ルータ利⽤／

タブレット利⽤
＼ルータ未使⽤／



夫婦で端末を複数台持っている
⽀払いは⼀括でいいけど、毎⽉利⽤量はそれぞれで管理したい

利⽤シーン

３

スマホ ⾳声 8ギガプラン ⽉額1,518円（税込）

タブレット SMS 8ギガプラン ⽉額 1,485円（税込）

スマホ ⾳声 2ギガプラン ⽉額 858円（税込）

モバイルルータ データ 8ギガプラン ⽉額1,408円（税込）

8GB

8GB

スマホは仕事⽤。
タブレットは家で使ったり、外で使ったり。

スマホは極⼒WiFi利⽤で節約
モバイルルータを外出先で使うことが多い

8GB
2GB

16GB
シェア

10GB
シェア

２⼈で４台で利⽤しても

合計26ギガ ⽉額 5,269円（税込）

【夫⽤】シェアグループ

【妻⽤】シェアグループ

それぞれでデータ量を管理。利⽤量に応じてプラン変更もOK



シェアグループへも
プレゼント可能

②データ容量プレゼント機能

家族内※であればOK
※同⼀mioID内・シェアグループへもOK

1

機能やタイプ(ドコモ網・au網)

違いもOK

２

毎⽉何度でもOK

３

残データ量

2GB
2GB

1GB

1GB

残ったデータを
＼みんなにプレゼント／



急に⾜りなくなった︕データシェアしなくても
余ったデータ量をプレゼント出来る︕

利⽤シーン

１

残データ量 2GB 2GB

今⽉はリモートワークで出勤が
少なかったから

データが随分余ったなあ。
⼦供たちはどうかな︖

ゲームをやり過ぎて、
データ全く無くなった︕

追加するとお⾦がかかるし、
どうしよう・・。

残ったデータをすぐにプレゼント︕
データ量を追加購⼊することなく、無駄なく使える︕

＼余った︕／ ＼⾜りない・・・／



③シェアする回線
の選択

データシェアする回線を
選択します。
最⼤10回線まで
選択できます。

④シェアする回線の
残データ先を選択

＆完了

データシェアする回線の
残データ量はすべて移⾏
するか、残すかを選択で
きます。

②グループの作成
＆グループ名⼊⼒

シェアするグループを新
規作成します。
グループ名は、⾃由に設
定できます。

利⽤⼿順説明 ①データシェアするとき
①会員専⽤ページ
からアクセス

会員専⽤ページ内の
「データシェアの確認・
編集」をクリック



利⽤⼿順説明 ②データシェアを外すとき
③シェアを外す回線の
チェックを外す

シェアされている回線が
表⽰されるので、
外す回線のチェックを外
す

④完了

⽉途中でデータシェア
から回線を外すと、
外された回線の
データ量は0ギガに
なります。

⽉中のデータ量は、
データプレゼント機能を
利⽤して移⾏ください。

②シェアを外す
グループを選択

シェアを外すグループの
「回線の変更」を
選択

①会員専⽤ページ
からアクセス

会員専⽤ページ内の
「データシェアの確認・
編集」をクリック



利⽤⼿順 ③データプレゼントするとき
③プレゼントするデー
タ量を選択＆プレゼン
ト先の回線を選択

プレゼントする
データ量は有効期限
ごとに10MB単位で
選択できます。

④完了

申し込み完了後、
即時反映されます。

②プレゼントする
元の回線・シェアグ
ループを選択

データ残量のある回
線が表⽰されるので
プレゼントする回線
を選択する

①会員専⽤ページ
からアクセス

会員専⽤ページ内の
「データ残量をプレゼ
ントする」をクリック



利⽤⼿順 ④５G・専⽤追加データ量

会員専⽤ページから、5G/4G通信切替・専⽤追加データ量の購⼊がすぐできる

会員専⽤ページ 5G切替画⾯ データチャージ画⾯



アプリ画⾯イメージ - 6⽉以降提供予定 -

今⽉の
データ残量

⾼速データ
ON/OFF切替

1週間分の
データ利⽤量

各種⼿続き

契約内容

専⽤アプリから、データ残量・利⽤量・契約内容の確認がすぐ確認できる



サービスの概要や注意事項

シェアできるプラン

ギガプランのみ

シェアできる回線数 同⼀契約(同⼀ID)で保有する回線で最⼤10回線までシェア可能
できるタイミング ⽉の末⽇以外は、いつでも、なんどでも利⽤可能

申込⽅法 ①Web会員ページ ②回線の新規お申し込み時

シェアする容量

①シェア利⽤時
シェアする回線のデータ容量残量を全て【移⾏する】【しない】の選択が可能
※回線の新規申し込みと同時の申込時は、回線のデータ容量(⽇割）を全てを移⾏します。

②シェア解除時
シェアグループのデータ容量の残量を必要に応じて「プレゼント機能」で振り分けてください。

③シェア利⽤状態で翌⽉を迎えたとき
シェア利⽤中の回線のプラン容量を合算して、シェアグループに振り分けます。

データ容量の有効期限 データ容量は有効期限を引き継ぎます

◆データ容量シェア機能【機能利⽤料︓無料】



プレゼントできるプラン ギガプランのみ（シェアグループとのプレゼントも可能）
できるタイミング いつでも、なんどでも利⽤可能

申込⽅法 Web会員ページより
プレゼントできる
データ容量

データ容量の残量に応じて10MB単位で指定可能で有効期限は引き継がれます。
回線が解約されている、有効でない場合は、プレゼント機能の利⽤はできません。

◆データ容量プレゼント機能【機能利⽤料︓無料】

対応エリア タイプDはNTTドコモの、タイプAはauの5G利⽤可能エリアに準じます
対応端末 5G対応機種（詳細は弊社Webの「動作確認済み端末」をご確認ください。）
対応プラン ギガプラン、ミニマムスタート、ライトスタート、ファミリシェア、ケータイ、従量制プラン

利⽤制限
⽇中帯はいつでも、何回でも切替可能
※夜間帯（20時〜翌9時）、回線のご利⽤開始⽇は5G/4Gの切り替えはできません。
※タイプAをご利⽤の場合、切替は1⽇1回までとなります。(2021年6⽉3⽇訂正)

申込⽅法 Web会員ページより

注意事項
タイプＤのSMS機能付きSIM、eSIMではご利⽤いただけません。
5G通信をご利⽤中は、3G通信はご利⽤いただけません。
切り替えることで通信速度が改善されるものではございません。

◆5Gオプション【機能利⽤料︓無料】

価格/ 1GB︓220円（税込）（ギガプラン専⽤になりますので他プランでは使えません）
有効期限 購⼊した⽉の末⽇まで（１ヵ⽉で最⼤２０GBまで購⼊可能)
申込⽅法 Web会員ページより

◆ギガプラン専⽤追加データ量



専⾨スタッフによる他社⽐較やサービス説明を
聞きながら⾃分にベストなサービスを選択。

これから
お求めの⽅

オンラインでも、店頭でもお求め可能︕
⼿軽にオンラインで お近くの店舗で 6/1より

店舗にて即⽇開通 6/1 より受付開始

2021年 6⽉1⽇（⽕）

10:00~

※各販売店によりお取扱い状況が異なるためあらかじめ各販売店に直接ご確認
の上、ご購⼊ください

※既にギガプランをご利⽤中の⽅は、会員専⽤ページより、
新機能のお申し込みが可能です。

新機能のお申し込み開始


