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「IIJmio サプライサービス」において 

シャープ製「AQUOS R6」、OPPO 製ワイヤレスイヤホンを販売開始 
 
当社は、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、シャープ製スマートフォン「AQUOS R6」、OPPO 製ワイヤレスイヤホン「OPPO Enco 
Buds」、「OPPO Enco Free2」の計 3 端末を追加し、2021 年 9 月 24 日より販売開始いたします。 
 
AQUOS R6 は、カメラメーカーのライカ監修のもと、スマートフォン市場最大級の 1 インチセンサーと

AQUOS R6 用に再現されたライカオリジナルのズミクロンレンズを搭載したフラグシップ端末で、240Hz
駆動に対応する Pro IGZO OLED など圧倒的な高性能を有しています。この他、コンパクトサイズなが

ら最長 24 時間の連続再生を実現したワイヤレスイヤホン「OPPO Enco Buds」、スマートフォンのアプ

リを使ったパーソナライズができるアクティブノイズキャンセリング機能を備えたワイヤレスイヤホン

「OPPO Enco Free2」の取り扱いを開始します。 
 
なお、今回販売を開始する AQUOS R6 は現在実施中の「秋の乗り換えキャンペーン」と「ご愛顧感謝キ

ャンペーン」の対象端末に追加いたします。 
 
＜シャープ製 AQUOS R6 端末概要＞ 

発売開始日 2021年9月24日（金） 10：00～ 

販売価格 
1回払い： 115,000円（税込） 
24回払い： 4,796円（税込）／月 

端末補償オプション費用（※1） 550円（税込）/月 

カラー ブラック 

OS/CPU 
AndroidTM 11 /  
Qualcomm® SnapdragonTM 888 5G オクタコア CPU 

ROM/RAM 128GB/12GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約162mm×約74mm×約9.5mm/約207g 

ディスプレイ 約6.6インチ （1,260×2,730） WUXGA+ IGZO 

カメラ 
アウトカメラ：約2,020万画素+ToFカメラ 
インカメラ：1,260万画素 

通信方式 

5G: n77/78/79 
LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/28/38/39/ 
40/41/42 
3G：B1/2/4/5/8 
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 ギガプラン 
・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 従量制プラン 

※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 ギガプラン」、「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）」または「IIJmio モバイルプラスサービス 従
量制プラン」のご契約および月額料金が必要になります。 



＜OPPO 製ワイヤレスイヤホン取扱概要＞ 
 販売開始日  2021 年 9 月 24 日（金）10:00～ 
 販売価格 
 

 

 

 

 

※各製品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 
  

AQUOS R6  
  

OPPO Enco Buds OPPO Enco Free2 
 
 各製品の詳細については、以下サービスサイトをご覧ください。 

AQUOS R6   ： https://www.iijmio.jp/device/sharp/r6.html 
OPPO Enco Buds  ： https://www.iijmio.jp/device/oppo/enco_buds.html 
OPPO Enco Free2   ： https://www.iijmio.jp/device/oppo/enco_free2.html 

 
 
＜秋の乗り換えキャンペーン【MNP 乗り換えスマホ特典】 概要＞ 

期間： 10 月 31 日（日）23:59 まで 
内容： キャンペーン期間中に IIJmio モバイルサービス ギガプランの「音声通話機能付き SIM

（音声 SIM）」を MNP 転入にてご契約いただき、同時に、キャンペーン対象端末をセット

でお申し込みいただいた場合に、特別価格で端末をご購入いただけます。さらに、一部

機種では Google Play ギフトコードもプレゼントします。 
※ IIJmio の Web サイトから申し込みの場合にキャンペーンが適用されます。 
 

対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 

AQUOS R6 
（9/24 に追加） 

1 回払い：115,000 円 
24 回払い：4,796 円/月 

1 回払い：99,800 円 
24 回払い：4,162 円/月 
＋Google Play ギフトコード：3,000 円分 

 

製品名 1 回払い（税込） 24 回払い（税込） 

OPPO Enco Buds 4,000 円 167 円/月 

OPPO Enco Free2 12,500 円 522 円/月 



 
＜秋の乗り換えキャンペーン【新規契約音声 SIM スマホ特典】 概要＞ 

期間： 10 月 31 日（日）23:59 まで 
内容： キャンペーン期間中に、新規契約（※）で IIJmio モバイルサービス ギガプランの「音声

SIM」回線と、IIJmioサプライサービスの「キャンペーン対象端末」を同時にお申し込みの

場合、Google Play ギフトコードをプレゼントいたします。 
※MNP 転入（他社からの乗り換え）での「音声 SIM」回線の申し込みを除く。 

対象端末 ギフトコード金額 

AQUOS R6 
（9/24 に追加） 

10,000 円分 

 
 秋の乗り換え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/campaign/mio.html 
 
＜ご愛顧感謝キャンペーン 概要＞ 

期間： 10 月 31 日（日）23:59 まで 
内容： 既に IIJmio モバイルサービスをご利用中の方（※）が、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場合、Google Play ギフトコードを

プレゼントいたします。 
※データプランゼロ（eSIM サービス）のみをご利用中の方は対象外となります。 

 
対象端末 ギフトコード金額 

AQUOS R6 
（9/24 に追加） 

10,000 円分 

 
 ご愛顧感謝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/campaign/goaiko202109.html 
 
 
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） 
＜ワイヤレスイヤホン 端末概要＞ 

製品名 OPPO Enco Buds OPPO Enco Free2 

メーカー OPPO 

発売開始日 2021年9月24日（金） 10：00～ 

販売
価格 

1回払い 4,000円（税込） 12,500円（税込） 

24回払い 167円（税込）/月 522円（税込）/月 

カラー ホワイト ホワイト 

ドライバ 8mm ダイナミックドライバ 10mm ダイナミックドライバ 

連続音楽再生時間 
最大約6時間 （イヤホン） /  
最大約24時間 （イヤホン+充電ケース） 

ANCモード ON: 最大約4時間 （イヤホ

ン） / 最大約20時間 （イヤホン+充電ケ

ース） 
ANCモード OFF: 最大約6.5時間 （イ
ヤホン） / 最大約30時間 （イヤホン+充
電ケース） 

Bluetooth® 5.2 5.2 

アクティブノイズキャ

ンセリング 
非対応 対応 

重さ 
約4g（イヤホン片側）/約37g（充電ケー

ス）/約45g（イヤホン+充電ケース） 
約4.4g（イヤホン片側）/約38.8g（充電ケ

ース）/ 約47.6g（イヤホン+充電ケース） 

 


