報道関係者各位
（参考資料）
2021 年 3 月 1 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
モトローラ製「moto e7 power」、「moto e7」を販売開始
-- 併せて中古 iPad2 機種、見守り用 GPS トラッカー1 機種を追加 --

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：勝 栄二郎）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、モトローラ製スマートフォン「moto e7 power」、「moto e7」、中古 iPad2 機種、カーメイト製見
守り用 GPS トラッカー1 機種の計 5 端末を追加し、本日より販売開始いたします。
moto e7 power は、最長 2 日間駆動する 5,000mAh の大容量バッテリーを搭載し、バッテリー残量
を気にせず Web 閲覧や動画再生を楽しめるエントリーモデルです。moto e7 は、マクロ撮影も可能な
4,800 万画素のカメラシステムを搭載し、さらに 6.5 インチのウルトラワイド画面でゲームや映像を楽しめ
るコストパフォーマンスに優れた機種です。
中古 iPad は、用途に応じて最適なモデルをお選びいただけるよう、「iPad Air 2 [16GB]」、「iPad (第
6 世代) [32GB]」の 2 機種を追加しました。また、カーメイト製「coneco（コネコ）」は、お子様の居場所が
リアルタイムで確認でき、親子間でメッセージ送受信ができる見守り用 GPS トラッカーです。
なお、IIJmio サプライサービスでは、新規で IIJmio モバイルサービスをお申し込みのお客様を対象に、
端末を特別価格で購入いただける「3 年連続シェア No.1 記念キャンペーン【第二弾 スマホ大特価セー
ル】」を本日より開始します。今回追加する端末のうち、本キャンペーンの対象となる端末は moto e7
power です。併せて、現在販売中の OPPO 製「Reno A」を価格改定いたします。
＜スマートフォン端末概要＞
取扱端末
発売開始日
販売
価格

moto e7 power

moto e7

2021年3月1日（月） 10：00～

1回払い

15,180円（税込）

17,050円（税込）

24回払い

638円（税込）/月

715円（税込）/月

418円（税込）/月

418円（税込）/月

タヒチブルー、コーラルレッド

ミネラルグレイ、サテンコーラル

AndroidTM 10.0 /
Mediatek Helio G25

AndroidTM 10.0 /
Mediatek Helio G25

32GB/2GB

64GB/4GB

約165.06mm×約75.86mm×
約9.2mm/約200g
約6.5インチ HD + （1600×720）
(IPS液晶)

約164.93mm×約75.73mm×
約8.89mm/約180g
約6.5インチ HD + （1600×720）
(IPS液晶)

端末補償オプション
費用（※1）
カラー
OS/CPU
ROM/RAM
サイズ（高さ×幅×厚さ）
/重さ
ディスプレイ

カメラ

アウトカメラ：約1,300万画素（メイン）+
約200万画素（マクロ）
インカメラ：約500万画素

アウトカメラ：約4,800万画素（メイン）+
約200万画素（マクロ）
インカメラ：約500万画素

通信方式

LTE：B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26
/28/38/40/41
3G：B1/2/5/8
GSM：850/900/1,800/1,900MHz

LTE：B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26
/28/38/40/41
3G：B1/2/5/8
GSM：850/900/1,800/1,900MHz

nanoSIM×2

対応SIM
対応サービス（※2）

・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 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。

＜その他取扱製品概要＞
2021 年 3 月 1 日（月） 10:00～



販売開始日



取扱製品販売価格
製品種別

中古 iPad（美品）
GPS トラッカー
※
※

-



1 回払い（税込）

製品名

24 回払い（税込）

iPad (第 6 世代) [32GB]

35,200 円

1,485 円/月

iPad Air 2 [16GB]

25,300 円

1,056 円/月

coneco

19,800 円

830 円/月

今回取り扱いを開始する中古 iPad2 機種は、シルバーのみの販売となります。また、本体のみの販売となり、充電器や
取扱説明書等の付属品は含まれません。
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

moto e7 power

moto e7

iPad (第 6 世代) [32GB]（美品）

iPad Air 2 [16GB]（美品）

coneco

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。
moto e7 power
： https://www.iijmio.jp/device/motorola/motoe7power.html
moto e7
： https://www.iijmio.jp/device/motorola/motoe7.html

iPad (第 6 世代) [32GB]
iPad Air 2 [16GB]
coneco

： https://www.iijmio.jp/device/ipad/ipad_6th.html
： https://www.iijmio.jp/device/ipad/ipadair2.html
： https://www.iijmio.jp/device/carmate/coneco.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 Reno A について、本日より販売価格を改定します。
メーカー
OPPO



端末
Reno A

旧価格（税込）

新価格（税込）

1 回払い： 32,780 円
24 回払い： 1,375 円/月

1 回払い： 25,080 円
24 回払い： 1,056 円/月

製品の詳細については https://www.iijmio.jp/device/ をご覧ください。

＜3 年連続シェア No.1 記念キャンペーン【第二弾 スマホ大特価セール】概要＞



期間
内容

2021 年 3 月 1 日（月）～3 月 31 日（水）23:59 まで
キャンペーン期間中に新規で IIJmio モバイルサービスもしくは IIJmio モバイルプ
ラスサービス 従量制プランの「音声通話機能付き SIM」を「MNP（※3）転入」にて、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、特別価格で端末をご購
入いただけます。
※ IIJmio の Web サイトからお申し込みの場合にキャンペーンが適用されます。
※3 MNP（携帯電話番号ポータビリティ）：現在ご利用の携帯電話番号を引き継いで乗り換えることのできる制度

対象端末

通常価格（税込）

特別価格（税込）

Xiaomi Redmi 9T（※4）

一括払い：15,180 円
24 回払い：638 円/月
一括払い：15,180 円
24 回払い：638 円/月
一括払い：18,150 円
24 回払い：759 円/月
一括払い：15,180 円
24 回払い：638 円/月
一括払い：25,080 円
24 回払い：1,056 円/月
一括払い：30,580 円
24 回払い：1,276 円/月
一括払い：26,950 円
24 回払い：1,127 円/月
一括払い：40,150 円
24 回払い：1,705 円/月
一括払い：29,480 円
24 回払い：1,276 円/月
一括払い：49,280 円
24 回払い：2,068 円/月

一括払い：110 円
24 回払い：5 円/月
一括払い：110 円
24 回払い：5 円/月
一括払い：110 円
24 回払い：5 円/月
一括払い：110 円
24 回払い：5 円/月
一括払い：6,578 円
24 回払い：280 円/月
一括払い：13,200 円
24 回払い：550 円/月
一括払い：8,580 円
24 回払い：357 円/月
一括払い：21,780 円
24 回払い：935 円/月
一括払い：10,978 円
24 回払い：500 円/月
一括払い：32,780 円
24 回払い：1,380 円/月

HUAWEI nova lite 3+
OPPO A5 2020
motorola moto e7 power
OPPO Reno A
OPPO Reno3 A
ソニー Xperia 8 Lite
ソニー Xperia 10 II
iPhone 8 64GB（美品）
iPhone SE（第 2 世代） 64GB
（未使用品）

※4 タイプ A（au 回線）非対応機種のため、従量制プランはご利用いただけません。

 キャンペーンの詳細については https://www.iijmio.jp/campaign/mio.html をご覧ください。
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）
＜中古 iPad 端末概要＞
製品名
販売
価格

1回払い
24回払い

端末補償オプション
費用（※1）

iPad (第6世代) [32GB]

iPad Air 2 [16GB]

35,200円（税込）

25,300円（税込）

1,485円（税込）/月

1,056円（税込）/月

550円（税込）/月

550円（税込）/月

カラー

シルバー
iOS 12 or iPadOS /
A10 Fusion チップ

iOS 10 or iPadOS /
A8X チップ

32GB

16GB

約240mm×約169.5mm×約7.5mm
/約478g

約240mm×約169.5mm×約6.1mm
/約444g

約9.7インチ Retinaディスプレイ

約9.7インチ Retinaディスプレイ

OS/CPU（※2）
ROM
サイズ（高さ×幅×厚さ）
/重さ
ディスプレイ

アウトカメラ：約800万画素
インカメラ：約120万画素

カメラ

nanoSIM×1

対応SIM
対応サービス（※3）

アウトカメラ：約800万画素
インカメラ：約120万画素

・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「端末補償オプション（中古）」は端末購入時にのみご加入いただけます。
詳細につきましては、https://www.iijmio.jp/device/option/used.html をご覧ください。
※2 OS はいずれかのバージョンでお届けになります。ご指定いただくことはできません。
※3 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 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。

＜GPS トラッカー端末概要＞
製品名

coneco

メーカー

カーメイト

販売
価格

1回払い

19,800円（税込）

24回払い

830円（税込）/月

カラー
バッテリー
ディスプレイ
専用アプリ動作環境

ホワイト
620mAh
約2.9インチ 電子ペーパー
iOS 11以上 / Android 6.0以上

通信方式

LTE-M

測位方式

GPS・GLONASS・Galileo

付属品

充電用ケーブル・保護フィルム

※ 本製品のご利用には別途カーメイト社とのサービス契約が必要です。サービスの詳細についてはメーカーサイト
（https://www.carmate.jp/coneco/）をご確認ください。

