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「IIJmio サプライサービス」において Xiaomi 製「Mi 11 Lite 5G」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、Xiaomi 製スマートフォン「Mi 11 Lite 5G」を 2021 年 7 月 9 日より販売開始いたします。 
 
Mi 11 Lite 5G は、軽量コンパクトボディに、最先端の 5nm 製造プロセッサー “ Qualcomm® 
Snapdragon™ 780G”を CPU に搭載し、普段使いからゲームプレイまで幅広くリッチにご利用いただけます。ま

た、FeliCa にも対応、約 6,400 万画素の 3 眼カメラを搭載するなど、高いコストパフォーマンスを誇る端末で

す。なお、同端末は現在実施中の「ギガプラン端末割引キャンペーン」および「ご愛顧感謝キャンペーン」の対

象に追加いたします。 
 
さらに、現在販売中の ASUS 製「ZenFone 7」、「ZenFone 7 Pro」、ソニー製「Xperia 10 II」について、

2021 年 7 月 9 日より販売価格を改定いたします。 
 
＜Mi 11 Lite 5G 端末概要＞ 

発売開始日 2021年7月9日（金） 10：00～ 

販売価格 
1回払い 38,000円（税込） 

24回払い 1,595円（税込）/月 

端末補償オプション費用（※1） 550円（税込）/月 

カラー トリュフブラック、ミントグリーン、シトラスイエロー 

OS/CPU MIUI 12 （Android™ 11） / Qualcomm® Snapdragon™ 780G 

ROM/RAM 128GB/6GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約160.5mm×約75.7mm×約6.81mm/約159g 

ディスプレイ 約6.55インチ （2,400×1,080） AMOLED DotDisplay 

カメラ 
アウトカメラ：約6,400万画素（標準）+約800万画素（超広角）+約800万画素

（マクロ） 
インカメラ：約2,000万画素（標準） 

通信方式 

5G NR：n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41（2545-2650MHz）/77/78/ 
66 
LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/ 
38/40/41（2545-2650MHz） 
3G：B1/2/4/5/6/8/19 
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 

 
Mi 11 Lite 5G 

 
 
 端末の詳細については、 以下サイトをご覧ください。 

https://www.iijmio.jp/device/xiaomi/mi_11_lite_5g.html （2021 年 7 月 9 日 10:00 公開予定） 
 
 
＜新機能追加！ギガプラン端末割引キャンペーン 概要＞ 

期間： 2021 年 6 月 1 日（火）～8 月 31 日（火）23:59 まで 
内容： キャンペーン期間中に新規で 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、お得な価格で端末をご購入いただけます。 
※ 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 ※追加、変更分のみ 通常価格（税込） 特別価格（税込） 

ソニー Xperia 10 II 
（7/9 より金額変更） 

一括払い：28,545 円 
24 回払い：1,193 円/月 

一括払い：9,980 円 
24 回払い：418 円/月 

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 
（7/9 より金額変更）（※3） 

一括払い：32,450 円 
24 回払い：1,353 円/月 

一括払い：15,000 円 
24 回払い：625 円/月 

Xiaomi Mi 11 Lite 5G 
（7/9 に追加） 

一括払い：38,000 円 
24 回払い：1,595 円/月 

一括払い：19,980 円 
24 回払い：841 円/月 

※3 タイプ A（au 回線）非対応機種につき、ギガプラン タイプ A 回線ではご利用いただけません。 
※この他の対象端末についてはキャンペーンページをご覧ください。 

 
 キャンペーン詳細については、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： 2021 年 6 月 1 日（火）～8 月 31 日（火）23:59 まで 
内容： IIJmio モバイルサービス（データプランゼロ（eSIM サービス）を除く）をご利用中の方が、キャン

ペーン期間中に対象端末をお申し込みの場合、選べる e-GIFT をプレゼントします。 
※ギガプラン、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・従量制プランをご

利用中の方が対象となります。 
        ※「新機能追加！ギガプラン端末割引キャンペーン」と本特典を併用することはできません。重複した場合は、「新機

能追加！ギガプラン端末割引キャンペーン」が適用されます。 
 



対象端末 ※追加、変更分のみ 選べる e-GIFT 額 

Xiaomi Mi 11 Lite 5G （7/9 に追加） 5,000 円分 

ソニー Xperia 10 II （7/9 より金額変更） 3,000 円分 

OPPO Reno3 A （7/9 より金額変更） 2,000 円分  
※この他の対象端末についてはキャンペーンページをご覧ください。 

 

 キャンペーン詳細については、以下サイトをご覧ください。 
https://www.iijmio.jp/campaign/goaiko202106.html 

 
 
＜価格改定 概要＞ 
IIJmio サプライサービスで現在取り扱い中の以下の 3 機種について、2021 年 7 月 9 日より販売価格を改

定します。 
 

メーカー 端末 旧価格（税込） 新価格（税込） 

ASUS ZenFone 7 一括払い： 72,600 円 
24 回払い： 3,031 円/月 

一括払い： 70,950 円 
24 回払い： 2,959 円/月 

ZenFone 7 Pro 一括払い： 87,450 円 
24 回払い： 3,647 円/月 

一括払い： 84,000 円 
24 回払い： 3,503 円/月 

ソニー Xperia 10 II 一括払い： 40,150 円 
24 回払い： 1,705 円/月 

一括払い： 28,545 円 
24 回払い： 1,193 円/月 

 
 
 
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。 

 

 

≪お詫びと訂正≫ 
初出時、Xiaomi 製スマートフォン「Mi 11 Lite 5G」の対応サービスはタイプ D（NTT ドコモの LTE/3G 網）

のみとしておりましたが、タイプ A（au の 4G LTE 網）の動作確認が取れたため、2021 年 7 月 5 日、以下の

内容で訂正しました。 
 
訂正前） 対応サービス： ・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 

 
訂正後） 対応サービス： ・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 
 
お詫びして訂正いたします。 


