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「IIJmio サプライサービス」においてモトローラ製 

「motorola edge 20 fusion」、「motorola edge 20」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」に

おいて、モトローラ製スマートフォン「motorola edge 20 fusion」、「motorola edge 20」を 2021 年

10 月 22 日より販売開始いたします。 
 
motorola edge 20 fusion は、5G 通信に対応したスマートフォンで、細部まで色鮮やかな写真を撮影

できる 1 億 800 万画素のカメラシステムや、美しい色調を映し出す HDR10+対応有機 EL ディスプレ

イなどを搭載したコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルです。 
motorola edge 20 は、144Hz 駆動により滑らかな表示の HDR10+対応有機 EL ディスプレイを搭載

しながら、モトローラ史上、最薄・最軽量を実現したスタイリッシュなミドルハイモデルです。5G 通信だけ

でなく Wi-Fi 6E にも対応しており、次世代の超高速通信を体感できます。 
 
なお、本端末は現在実施中の「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。 
 
＜端末概要＞ 
端末 motorola edge 20 fusion motorola edge 20 

販売開始日 2021年10月22日（金） 10：00～ 
販
売
価
格 

1回払 35,800円（税込） 45,800円（税込） 

24回払 1,496円（税込）/月 1,910円（税込）/月 

端末補償オプシ

ョン費用（※1） 
418円（税込）/月 550円（税込）/月 

カラー エレキグラファイト フロストオニキス 

OS/CPU AndroidTM 11 / 
MediaTek Dimensity 800U 

AndroidTM 11 / 
Qualcomm® Snapdragon™ 778G 

ROM/RAM 128GB/6GB 128GB/6GB 

サイズ（高さ×幅×
厚さ）/重さ 

約166mm×約76mm×約8.25mm/ 
約185g 

約163mm×約76mm×約6.99mm/ 
約163g 

ディスプレイ 約6.7インチ FHD+ （2400×1080） 約6.7インチ FHD+ （2400×1080） 

カメラ 

アウトカメラ：約10,800万画素（メイン）+約
800万画素（超広角/マクロ）+約200万画素
（深度センサー） 
インカメラ：約3,200万画素 

アウトカメラ：約10,800万画素（メイン）+約
1,600万画素（超広角/マクロ）+約800万画
素（望遠） 
インカメラ：約3,200万画素 

通信方式 

5G：n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/ 
66/77/78 
LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/ 
18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/
41/42/43/66 
3G：B1/2/4/5/8/19 
GSM：850/900/1,800/1,900MHz 

5G：n1/3/5/7/8/28/38/41/66/77/ 
78 
LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/18/19/ 
20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/
43/66 
3G：B1/2/4/5/8 
GSM：850/900/1,800/1,900MHz 



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。 
 
- 端末イメージ 
 
 
 
 
 
 
 

  

   motorola edge 20 fusion motorola edge 20  
 
 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。 

motorola edge 20 fusion ： https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge20fusion.html 
motorola edge 20  ： https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge20.html 

 
＜キャンペーン概要＞ 
2021 年 10 月 22 日より motorola edge 20 fusion、motorola edge 20 の 2 機種を以下キャンペ

ーンの対象端末に加えます。 
 
1. 秋の乗り換えキャンペーン【MNP 乗り換えスマホ特典】  

期間 2021 年 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。 
対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 

motorola edge 20 fusion 
（10/22 に追加） 

1 回払い：35,800 円 
24 回払い：1,496 円/月 

1 回払い：22,800 円 
24 回払い：953 円/月 

motorola edge 20 
（10/22 に追加） 

1 回払い：45,800 円 
24 回払い：1,910 円/月 

1 回払い：29,980 円 
24 回払い：1,250 円/月 

 
2. 秋の乗り換えキャンペーン【新規契約音声 SIM スマホ特典】  

期間 2021 年 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きます。 

対象端末 ギフトコード金額 

motorola edge 20 fusion （10/22 に追加） 5,000 円分 

motorola edge 20 （10/22 に追加） 5,000 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 

 
3. ご愛顧感謝キャンペーン 概要 

期間  2021 年 10 月 31 日（日）23:59 まで 
内容  IIJmio モバイルサービスをご利用中のお客様（※）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）のみをご利用中のお客様は対象外となります。 

対象端末 ギフトコード金額 

motorola edge 20 fusion （10/22 に追加） 5,000 円分 

motorola edge 20 （10/22 に追加） 5,000 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。 
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