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「IIJmio サプライサービス」において、OPPO 製「Reno5 A」、「A54 5G」、 
シャープ製「AQUOS sense5G」、ASUS 製「ROG Phone 5」を販売開始 

-- 併せて本日より開始する「新機能追加！ギガプラン端末割引キャンペーン」の対象機種に追加 -- 
 
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、スマートフォンを 4 機種――OPPO 製「Reno5 A」、シャープ製「AQUOS sense5G」、ASUS 製

「ROG Phone 5」を 2021 年 6 月 11 日より、OPPO 製「A54 5G」を 2021 年 6 月 25 日より販売いたし

ます。また、周辺アクセサリとして、OPPO 製ウェアラブル端末「OPPO Band Style」と日本 HP 製ノート

PC「HP Pavilion 15-eh」を本日より、HUAWEI 製ウェアラブル端末「HUAWEI Band 6」、ワイヤレスイ

ヤホン「FreeBuds 4i」を 2021 年 6 月 11 日より販売いたします。 
 
なお、IIJmio サプライサービスでは、MNP 転入で「IIJmio モバイルサービス ギガプラン」と対象端末を

セットでお申し込みいただくと、端末を特別価格で購入いただける「新機能追加！ギガプラン端末割引キャ

ンペーン」、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）をご利用中で対象端末をご

購入いただいたお客様に最大 10,000 円分の“選べる e-GIFT”をプレゼントする「ご愛顧感謝キャンペー

ン」、対象機種を期間限定で特別価格にて販売する「サプライサービスセール」を本日より実施いたします。

今回販売を開始するスマートフォン 3 機種は「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、「HP Pavilion 15-eh」以外の周辺アクセサリ端末はサプライサービスセールの対象

に、それぞれ追加いたします。 
 
さらに、現在 IIJmio サプライサービスで取り扱い中の 10 機種につきまして、販売価格を改定いたします。 
 
 

＜スマートフォン 取扱い概要＞ 

取扱端末 Reno5 A AQUOS sense5G ROG Phone 5 A54 5G 

発売開始日 2021年6月11日（金） 10：00～ 
2021年6月25日（金） 

10：00～ 

販売

価格 

1回払い 39,800円（税込） 38,280円（税込） 108,900円（税込） 27,800円（税込） 

24回払い 1,661円（税込）/月 1,606円（税込）/月 4,543円（税込）/月 1,160円（税込）/月 
※各端末のスペックの詳細については、別紙をご覧ください。 
 

＜その他製品 取扱い概要＞ 

取扱製品 OPPO Band Style 
（ウェアラブル端末） 

HP Pavilion 15-eh 
（WindowsノートPC） 

HUAWEI Band 6 
（ウェアラブル端末） 

FreeBuds 4i 
（ワイヤレスイヤホン） 

発売開始日 2021年6月1日（火）10：00～ 2021年6月11日（金） 10：00～ 

販売

価格 

1回払い 4,180円（税込） 70,400円（税込） 6,480円（税込） 7,480円（税込） 

24回払い 177円（税込）/月 2,948円（税込）/月 275円（税込）/月 313円（税込）/月 
※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 

   

Reno5 A  AQUOS sense5G ROG Phone 5 
   

   

A54 5G OPPO Band Style HP Pavilion 15-eh 

 
 

 

HUAWEI Band 6 FreeBuds 4i  
 
 各端末の詳細については、以下サイトをご覧ください。 

Reno5 A           ：https://www.iijmio.jp/device/oppo/reno5_a.html 
AQUOS sense5G  ：https://www.iijmio.jp/device/sharp/sense5g.html 
ROG Phone 5      ：https://www.iijmio.jp/device/asus/rog_phone5.html 
OPPO Band Style  : https://www.iijmio.jp/device/oppo/band_style.html 
HP Pavilion 15-eh  : https://www.iijmio.jp/device/hp/15-eh_cpmodel.html 
HUAWEI Band 6  : https://www.iijmio.jp/device/huawei/band_6.html 
FreeBuds 4i      : https://www.iijmio.jp/device/huawei/freebuds_4i.html 
※ A54 5G のみ、端末詳細ページは 2021 年 6 月 25 日 10:00 に IIJmio WEB サイトに公開する予定です。 

 
 
 
■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（※1）」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。 
※1  他社から現在ご利用の携帯電話番号を引き継いで乗り換え（MNP（携帯電話番号ポータビリティ））されるお

申し込み 



対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 
Xiaomi Redmi 9T（※2） 一括払い：15,180 円 

24 回払い：638 円/月 
一括払い：110 円 
24 回払い：5 円/月 

motorola moto e7 power 一括払い：15,180 円 
24 回払い：638 円/月 

一括払い：110 円 
24 回払い：5 円/月 

OPPO A73 一括払い：21,500 円 
24 回払い：897 円/月 

一括払い：2,990 円 
24 回払い：125 円/月 

motorola moto e7 一括払い：17,050 円 
24 回払い：715 円/月 

一括払い：3,990 円 
24 回払い：170 円/月 

motorola moto g10 一括払い：20,350 円 
24 回払い：852 円/月 

一括払い：4,990 円 
24 回払い：212 円/月 

motorola moto g30 一括払い：24,200 円 
24 回払い：1,012 円/月 

一括払い：5,990 円 
24 回払い：253 円/月 

OPPO Reno A 一括払い：25,080 円 
24 回払い：1,056 円/月 

一括払い：6,480 円 
24 回払い：279 円/月 

ソニー Xperia 8 Lite 一括払い：26,950 円 
24 回払い：1,127 円/月 

一括払い：8,580 円 
24 回払い：357 円/月 

OPPO A54 5G 
（6/25 に追加） 

一括払い：27,800 円 
24 回払い：1,160 円/月 

一括払い：9,980 円 
24 回払い：418 円/月 

iPhone 8 64GB（美品） 
（6/11 に追加） 

一括払い：27,800 円 
24 回払い：1,160 円/月 

一括払い：9,980 円 
24 回払い：418 円/月 

SHARP AQUOS sense4 
（6/11 に追加） 

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 

OPPO Reno3 A 
（6/11 に追加） 

一括払い：30,580 円 
24 回払い：1,276 円/月 

一括払い：13,200 円 
24 回払い：550 円/月 

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 
（※2） 

一括払い：32,450 円 
24 回払い：1,353 円/月 

一括払い：19,800 円 
24 回払い：825 円/月 

SHARP AQUOS sense5G 
（6/11 に追加） 

一括払い：38,280 円 
24 回払い：1,606 円/月 

一括払い：19,980 円 
24 回払い：841 円/月 

SHARP AQUOS sense4 plus 
（6/11 に追加） 

一括払い：38,280 円 
24 回払い：1,606 円/月 

一括払い：19,980 円 
24 回払い：841 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：21,780 円 
24 回払い：935 円/月 

OPPO Reno5 A 
（6/11 に追加） 

一括払い：39,800 円 
24 回払い：1,661 円/月 

一括払い：23,800 円 
24 回払い：993 円/月 

iPhone SE（第 2 世代） 64GB
（未使用品）（6/11 に追加） 

一括払い：48,400 円 
24 回払い：2,024 円/月 

一括払い：29,980 円 
24 回払い：1,250 円/月 

iPhone 11 [64GB] （美品） 
（6/11 に追加） 

一括払い：64,350 円 
24 回払い：2,684 円/月 

一括払い：45,980 円 
24 回払い：1,918 円/月 

iPhone 11 [128GB] （美品） 
（6/11 に追加） 

一括払い：73,150 円 
24 回払い：3,052 円/月 

一括払い：54,890 円 
24 回払い：2,288 円/月 

iPhone 12 mini [64GB] （未使

用品）（6/11 に追加） 
一括払い：81,400 円 
24 回払い：3,393 円/月 

一括払い：63,000 円 
24 回払い：2,626 円/月 

iPhone 12 [64GB] （未使用品）

（6/11 に追加） 
一括払い：92,400 円 
24 回払い：3,850 円/月 

一括払い：74,000 円 
24 回払い：3,083 円/月 

ASUS ROG Phone 5 
（6/11 に追加） 

一括払い：108,900 円 
24 回払い：4,543 円/月 

一括払い：94,800 円 
24 回払い：3,954 円/月 

motorola razr 5G 一括払い：164,780 円 
24 回払い：6,875 円/月 

一括払い：149,800 円 
24 回払い：6,250 円/月 

※2 タイプ A（au 回線）非対応機種につき、ギガプラン タイプ A とはセットでお申し込みいただけません。 

 
 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 選べる e-GIFT 額 

Xiaomi Redmi 9T 3,000 円分 

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5,000 円分 

motorola moto e7 power 3,000 円分 

motorola moto e7 3,000 円分 

motorola moto g10 3,000 円分 

motorola moto g30 3,000 円分 

motorola razr 5G 10,000 円分 

OPPO A73 2,000 円分 

OPPO Reno A 3,000 円分 

ソニー Xperia 8 Lite 3,000 円分 

ソニー Xperia 10 II 5,000 円分 

OPPO Reno3 A （6/11 に追加） 3,000 円分  

OPPO Reno5 A （6/11 に追加） 5,000 円分 

iPhone 8 [64GB] （美品） （6/11 に追加） 5,000 円分 

iPhone SE(第 2 世代) [64GB] （未使用品） （6/11 に追加） 5,000 円分 

iPhone 11 [64GB] （美品） （6/11 に追加） 10,000 円分 

iPhone 11 [128GB] （美品） （6/11 に追加） 10,000 円分 

iPhone 12 mini [64GB] （未使用品） （6/11 に追加） 10,000 円分 

iPhone 12 [64GB] （未使用品） （6/11 に追加） 10,000 円分 

SHARP AQUOS sense4 （6/11 に追加） 5,000 円分 

SHARP AQUOS sense 5G （6/11 に追加） 5,000 円分 

SHARP AQUOS sense4 plus （6/11 に追加） 5,000 円分 

ASUS ROG Phone 5 （6/11 に追加） 10,000 円分 

OPPO A54 5G （6/25 に追加） 5,000 円分 

 

 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 

 
 
 
  



■サプライサービスセール 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、対象端末を特別価格で販売いたします。 

※ 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。 
 

端末種別 対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 
スマートフォン OPPO Reno A 一括払い：25,080 円 

24 回払い：1,056 円/月 
一括払い：14,800 円 
24 回払い：627 円/月 

ソニー Xperia 8 Lite 一括払い：26,950 円 
24 回払い：1,127 円/月 

一括払い：19,800 円 
24 回払い：825 円/月 

OPPO Reno3 A 
（6/11 に追加） 

一括払い：29,800 円 
24 回払い：1,248 円/月 

一括払い：19,800 円 
24 回払い：830 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：31,900 円 
24 回払い：1,358 円/月 

iPhone SE（第 2 世代） 64GB
（未使用品）（6/11 に追加） 

一括払い：48,400 円 
24 回払い：2,024 円/月 

一括払い：39,800 円 
24 回払い：1,661 円/月 

ASUS ZenFone 7 一括払い：72,600 円 
24 回払い：3,030 円/月 

一括払い：68,750 円 
24 回払い：2,869 円/月 

ASUS ZenFone 7 Pro 一括払い：87,450 円 
24 回払い：3,646 円/月 

一括払い：83,600 円 
24 回払い：3,485 円/月 

ウェアラブル端末 OPPO Band Style 一括払い：4,180 円 
24 回払い：177 円/月 

一括払い：990 円 
24 回払い：44 円/月 

HUAWEI Band 6 
（6/11 に追加） 

一括払い：6,480 円 
24 回払い：275 円/月 

一括払い：5,000 円 
24 回払い：209 円/月 

HUAWEI WATCH FIT 一括払い：11,880 円 
24 回払い：500 円/月 

一括払い：5,000 円 
24 回払い：209 円/月 

OPPO Watch 41mm 一括払い：17,600 円 
24 回払い：748 円/月 

一括払い：5,000 円 
24 回払い：209 円/月 

ワイヤレスイヤホン OPPO Enco W11 一括払い：5,335 円 
24 回払い：225 円/月 

一括払い：990 円 
24 回払い：44 円/月 

HUAWEI FreeBuds 3i 一括払い：14,278 円 
24 回払い：599 円/月 

一括払い：990 円 
24 回払い：44 円/月 

HUAWEI FreeBuds 4i 
（6/11 に追加） 

一括払い：7,480 円 
24 回払い：313 円/月 

一括払い：5,000 円 
24 回払い：209 円/月 

OPPO Enco W51 一括払い：14,278 円 
24 回払い：599 円/月 

一括払い：5,000 円 
24 回払い：209 円/月 

タブレット端末 ASUS TransBook Mini 
T103HAF 128GB 

一括払い：43,780 円 
24 回払い：1,848 円/月 

一括払い：27,280 円 
24 回払い：1,160 円/月 

ノート PC HUAWEI MateBook D15 一括払い：68,750 円 
24 回払い：2,865 円/月 

一括払い：63,250 円 
24 回払い：2,634 円/月 

NEC LAVIE Direct NS 一括払い：101,200 円 
24 回払い：4,218 円/月 

一括払い：82,500 円 
24 回払い：3,437 円/月 

HUAWEI MateBook X Pro 一括払い：113,300 円 
24 回払い：4,724 円/月 

一括払い：94,600 円 
24 回払い：3,943 円/月 

HUAWEI MateBook 14 一括払い：103,950 円 
24 回払い：4,334 円/月 

一括払い：98,450 円 
24 回払い：4,103 円/月 

HUAWEI MateBook X 一括払い：136,400 円 
24 回払い：5,698 円/月 

一括払い：117,700 円 
24 回払い：4,917 円/月 

 
 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/device/  
 
 



■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 10 機種について、販売価格を改定します。 
 
＜2021 年 6 月 1 日（火）より価格改定＞ 

端末 旧価格（税込） 新価格（税込） 

OPPO A73 1 回払い： 29,480 円 
24 回払い： 1,232 円/月 

1 回払い： 21,500 円 
24 回払い： 897 円/月 

 
＜2021 年 6 月 11 日（金）より価格改定＞ 

端末 旧価格（税込） 新価格（税込） 

AQUOS sense4 1 回払い： 32,780 円 
24 回払い： 1,375 円/月 

1 回払い： 28,545 円 
24 回払い： 1,193 円/月 

AQUOS sense4 plus 1 回払い： 43,780 円 
24 回払い： 1,826 円/月 

1 回払い： 38,280 円 
24 回払い： 1,606 円/月 

Reno3 A 1 回払い： 30,580 円 
24 回払い： 1,276 円/月 

1 回払い： 29,800 円 
24 回払い： 1,248 円/月 

iPhone SE（第 2 世代） 64GB

（未使用品） 
1 回払い： 49,280 円 
24 回払い： 2,068 円/月 

1 回払い： 48,400 円 
24 回払い： 2,024 円/月 

iPhone 11 [64GB] （美品） 1 回払い： 64,900 円 
24 回払い： 2,706 円/月 

1 回払い： 64,350 円 
24 回払い： 2,684 円/月 

iPhone 11 [128GB] （美品） 1 回払い： 73,700 円 
24 回払い： 3,080 円/月 

1 回払い： 73,150 円 
24 回払い： 3,052 円/月 

iPhone 12 mini [64GB] （未使

用品） 
1 回払い： 82,280 円 
24 回払い： 3,432 円/月 

1 回払い： 81,400 円 
24 回払い： 3,393 円/月 

iPhone 12 [64GB] （未使用品） 1 回払い： 92,950 円 
24 回払い： 3,905 円/月 

1 回払い： 92,400 円 
24 回払い： 3,850 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 増田、荒井 
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） 
＜スマートフォン 端末概要＞ 

取扱端末 Reno5 A AQUOS sense5G ROG Phone 5 

メーカー OPPO シャープ ASUS 

発売開始日 2021年6月11日（金） 10：00～ 

販売

価格 

1回払い 39,800円（税込） 38,280円（税込） 108,900円（税込） 

24回払い 1,661円（税込）/月 1,606円（税込）/月 4,543円（税込）/月 

端末補償オプショ

ン費用（※1） 
550円（税込）/月 550円（税込）/月 550円（税込）/月 

カラー 
アイスブルー、シルバーブラ
ック 

オリーブシルバー、ブラック、
ライトカッパー 

ファントムブラック、ストームホワ
イト 

OS/CPU 

ColorOS 11 (based on 
AndroidTM 11) /  
Qualcomm® 
Snapdragon™ 765G 

AndroidTM 11 /  
Qualcomm® 
Snapdragon™ 690 5G 

AndroidTM 11 (with ROG 
UI) /  
Qualcomm® 
Snapdragon™ 888 

ROM/RAM 128GB/6GB 64GB/4GB 256GB/12GB 

サイズ（高さ×幅×厚
さ）/重さ 

約162mm×約74.6mm× 
約8.2mm/約182g 

約148mm×約71mm× 
約8.9mm/約178g 

約173mm×約77mm× 
約9.9mm/約239g 

ディスプレイ 
約6.5インチ FHD + 
（2,400×1,080） 
（TFT-LCD） 

約5.8インチ FHD + 
（2,280×1,080） 
（IGZOディスプレイ） 

約6.78インチ FHD + 
（2,448×1,080） 
（AMOLED） 

カメラ 

アウトカメラ：約6,400万画素
（メイン）+約800万画素（超広
角）+約200万画素（マクロ）+
約200万画素（ポートレート） 
インカメラ：約1,600万画素 

アウトカメラ：約1,200万画素
（メイン）+約1,200万画素（広
角）+約800万画素（望遠） 
インカメラ：約800万画素 

アウトカメラ：約6,400万画素（メ
イン）+約1,300万画素（超広
角）+約500万画素（マクロ） 
インカメラ：約2,400万画素 

通信方式 

5G NR：n3/28/77/78 
LTE:B1/2/3/4/5/7/8/1
2/17/18/19/26/28/38/
39/40/41/42 
3G:B1/2/4/5/6/8/19 
GSM:850/900/1,800/ 
1,900MHz 

5G NR:n77/78/79 
LTE:B1/2/3/5/7/8/18/
19/20/28/38/39/41/42 
3G:B1/2/5/6/8/19 
GSM:850/900/1,800/ 
1,900MHz 

5G NR：n2/5/7/12/20/ 
25/38/40/66/71/77/78/
79 
LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12
/13/17/18/19/20/25/26
/28/29/30/32/34/38/39
/40/41/42/48/66/71 
3G:B1/2/3/4/5/6/8/19 
GSM:850/900/1,800/1,9
00MHz 

対応SIM 
nanoSIM×2 
eSIM nanoSIM×2 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 
・IIJmio eSIMサービス デ
ータプラン ゼロ 

・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 

・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）」、「IIJmio eSIM サービス データプラン 
ゼロ」もしくは「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。 

 
 



取扱端末 A54 5G 

メーカー OPPO 

発売開始日 2021年6月25日（金） 10：00～ 

販売

価格 
1回払い 27,800円（税込） 

24回払い 1,160円（税込）/月 

端末補償オプション費用（※1） 418円（税込）/月 

カラー ファンタスティックパープル、シルバーブラック 

OS/CPU ColorOS 11 （based on AndroidTM 11） /  
Qualcomm®Snapdragon™480 5G 

ROM/RAM 64GB/4GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約162.9mm×約74.7mm×約8.4mm/約190g 

ディスプレイ 約6.5インチ FHD + （2,400×1,080） 
（TFT-LCD） 

カメラ 
アウトカメラ：約4,800万画素（メイン）+約800万画素（超広角）+約200万画素

（マクロ）+約200万画素（モノクロ） 
インカメラ：約1,600万画素 

通信方式 

5G NR:n3/28/77/78 
LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/
42 
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」もしくは「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）」もしくは「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。 
 

 
＜ウェアラブル 端末概要＞ 

製品名 OPPO Band Style HUAWEI Band 6 

メーカー OPPO HUAWEI 

発売開始日 2021年6月1日（火） 10：00～ 2021年6月11日（金） 10：00～ 

販売
価格 

1回払い 4,180円（税込） 6,480円（税込） 

24回払い 177円（税込）/月 275円（税込）/月 

カラー ブラック、バニラ グラファイトブラック、サクラピンク 

バッテリー持続時間 約12日間 約14日間 

防水 5ATM 5ATM 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
/重さ 

約40.4mm×約17.6mm×約11.45mm 
/約10.3g（本体のみ） 

約43mm×約25.4mm×約10.99mm 
/約18g（本体のみ） 

対応OS Android 6.0 以降 
iOS 12.0 以降 

Android 6.0 以降 
iOS 9.0 以降 

 
 



＜ノートパソコン 端末概要＞ 

製品名 HP Pavilion 15-eh 

メーカー 日本HP 

発売開始日 2021年6月1日（火）10：00～ 

販売
価格 

1回払い 70,400円（税込） 

24回払い 2,948円/月 

カラー フォグブルー 

CPU AMD Ryzen™ 5 4500U モバイル・プロセッサー 

メモリ 8GB 

ストレージ 512GB 

OS Windows 10 Home （64bit） 

画面サイズ 15.6インチ 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約234mm×約360mm×約17.9mm/約1.71kg 

 
 
＜イヤホン 端末概要＞ 

製品名 FreeBuds 4i 

メーカー HUAWEI 

発売開始日 2021年6月11日（金） 10：00～ 

販売
価格 

1回払い 7,480円（税込） 

24回払い 313円（税込）/月 

カラー セラミックホワイト 

ドライバ 10mmダイナミック 

連続音楽再生時間（イヤホン本体） 約10時間（N/C OFF時） / 約7.5時間（N/C ON時） 

Bluetooth® 5.2 

アクティブノイズキャンセリング 対応 

重さ 約5.5g（イヤホン単体） / 約36.5g（充電ケース） 

 
 
 


