
報道関係者各位 

（参考資料） 

2021 年 12 月 14 日 

株式会社インターネットイニシアティブ 

 

「IIJmio サプライサービス」において HUAWEI 製スマートウォッチ 3 機種、 
ワイヤレスイヤホン 1 機種を販売開始 

-- 併せて AQUOS sense6 [6GB/128GB]を 12 月 17 日より販売開始 -- 

 
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、HUAWEI 製スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 3 46mm [スポーツモデル]」、
「HUAWEI WATCH FIT new」、「HUAWEI WATCH FIT mini」、HUAWEI 製ワイヤレスイヤホン

「FreeBuds 4」の計 4 端末を追加し、2021 年 12 月 17 日より販売開始いたします。 
 
HUAWEI WATCH GT 3 46mm [スポーツモデル]は、通常使用時で最大約 14 日間駆動できる大容

量バッテリーを搭載したスマートウォッチで、より正確な心拍数や血中酸素レベルの測定など多彩な機能

を有しており、健康状態の可視化が可能です。HUAWEI WATCH FIT new は、血中酸素レベルの常

時測定機能や睡眠モニタリングなどに対応し、いつでも簡単に健康管理が可能です。HUAWEI 
WATCH FIT mini は、手首の形状に合わせた緩やかなカーブのクラシックで美しいデザインのスマー

トウォッチで、様々な健康管理機能と最大 14 日間持続するロングバッテリーを搭載しています。 
FreeBuds 4 は、14.3mm の大型 LCP ダイナミックドライバーを搭載し、迫力ある高解像度な音質を実

現したワイヤレスイヤホンです。高性能な開放型ハイブリッドノイズキャンセリングにも対応しています。 
 
また、12 月中旬以降発売予定としていたシャープ製「AQUOS sense6 [6GB/128GB]」について、

2021 年 12 月 17 日より販売を開始します。同端末は、現在実施中の「ギガプラン限定 スマホ大特価

セール」および「SHARP 新機種発売記念キャンペーン」の対象端末に追加いたします。 

 

＜スマートウォッチ 取扱概要＞ 

 販売開始日  2021 年 12 月 17 日（金）10:00～ 

 販売価格 

 

＜ワイヤレスイヤホン 取扱概要＞ 

 販売開始日  2021 年 12 月 17 日（金）10:00～ 

 販売価格 

  

 

 

 

※各製品のスペックについては、別紙をご覧ください。 
 

 

製品名 1 回払い（税込） 24 回払い（税込） 

HUAWEI WATCH GT 3 46mm [スポーツモデル] 24,800 円 1,034 円/月 

HUAWEI WATCH FIT new 11,880 円 506 円/月 

HUAWEI WATCH FIT mini 12,800 円 533 円/月 

製品名 1 回払い（税込） 24 回払い（税込） 

FreeBuds 4 13,800 円 577 円/月 



- 端末イメージ 

  

HUAWEI WATCH GT 3 46mm  
[スポーツモデル] 

HUAWEI WATCH FIT new 

  

HUAWEI WATCH FIT mini FreeBuds 4 
 
 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。 

HUAWEI WATCH GT 3 46mm [スポーツモデル] 
： https://www.iijmio.jp/device/huawei/watch_gt3_46mm.html 

HUAWEI WATCH FIT new ： https://www.iijmio.jp/device/huawei/watch_fit_new.html 
HUAWEI WATCH FIT mini ： https://www.iijmio.jp/device/huawei/watch_fit_mini.html 
FreeBuds 4   ： https://www.iijmio.jp/device/huawei/freebuds_4.html 

 

＜AQUOS sense6 [6GB/128GB] 対象キャンペーン＞ 

1. ギガプラン限定 スマホ大特価セール 

期間： 2022 年 1 月 31 日（月）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、AQUOS sense6 [6GB/128GB]とセットでお申し込みいただいた

場合に、特別価格で端末を提供します。また、同時に通話定額オプションをお申し込みいただく

と、端末価格をさらに割引いたします。 

※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。 

通常価格（税込） 特別価格（税込） 

1 回払い：39,800 円 
24 回払い：1,661 円/月 

1 回払い：29,980 円 
24 回払い：1,251 円/月 
 
通話定額オプションを同時にお申し込みの場合 
1 回払い：26,680 円 
24 回払い：1,114 円/月 

 ギガプラン限定 スマホ大特価セールの詳細については、以下サイトをご覧ください。 
https://www.iijmio.jp/campaign/mio.html 

 

2. SHARP 新機種発売記念キャンペーン 概要 
期間： 2022 年 1 月 31 日（月）まで 

内容： 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 AQUOS sense6 [6GB/128GB]をお申し込みいただくと、5,000 円分の「選べる e-
GIFT」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。 



 SHARP 新機種発売記念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/device/sharp202112.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） 

＜スマートウォッチ 端末概要＞ 

製品名 HUAWEI WATCH GT 3 46mm [スポーツモデル] 

メーカー HUAWEI 

カラー ブラック 

バッテリー持続時間（通常使用時） 約14日間 

防水 5ATM 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約45.9mm×約45.9mm×約11.0mm / 約42.6g（本体のみ） 

対応OS Android 6.0 以降、iOS 9.0 以降 

 

製品名 HUAWEI WATCH FIT new HUAWEI WATCH FIT mini 

メーカー HUAWEI 

カラー グラファイトブラック フロスティホワイト 

バッテリー持続時間 
（通常使用時） 約10日間 約14日間 

防水 5ATM 5ATM 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 

/重さ 
約46mm×約30mm×約10.7mm 

/約21g（本体のみ） 
約51.52mm×約25.91mm×約11.04mm 

/約20g（本体のみ） 

対応OS Android 6.0 以降、iOS 9.0 以降 Android 6.0 以降、iOS 9.0 以降 

 

 

＜ワイヤレスイヤホン 端末概要＞ 

製品名 FreeBuds 4 

メーカー HUAWEI 

カラー シルバーフロスト、セラミックホワイト 

ドライバ 14.3 mm LCP ダイナミックドライバー 

連続音楽再生時間 最大約4時間 （イヤホン） /最大約22時間 （イヤホン+充電ケース） 

Bluetooth® 5.2 

アクティブノイズキャンセリング 対応 （開放型） 

重さ 約4.1g（イヤホン片側）/約38g（充電ケース） 

 


