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「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」専用アプリ「My IIJmio」を提供開始 

-- データ残量・利用料の照会や、5Gオプション・データシェアの設定状態などをスマホで手軽に確認 -- 

 
当社は、個人向けモバイルサービス「IIJmio（アイアイジェイミオ）モバイルサービス ギガプラン」において、

データ残量や過去のデータ利用量の確認、高速通信の ON/OFF 切り替えなどを、スマートフォン画面か

ら簡単に行える専用アプリ「My IIJmio」を、App Store、Google Play、HUAWEI AppGallery にて、

本日より提供開始いたします。 

 
本アプリでは、データ利用状況の確認や契約内容の照会など特にお客様からご要望の多かった機能を

提供しており、お客様はギガプランをより便利にお使いいただけるようになります。また、同一 mioID で複

数回線ご契約されている場合、契約者と利用者で確認できる画面を変えられます。例えば利用者がお子

様だった場合、サービス内容の変更やデータ量の購入など、契約内容に関する情報を表示しませんので

誤操作の心配がありません。なお、5G オプションを含むオプションの追加やデータシェアの設定など各

種変更手続きについては、アプリ画面からリンクされた IIJmio 会員専用ページに遷移し、Web サイト上

でお手続きいただけます。 

 
 ギガプラン専用アプリ仕様 

アプリケーション名 My IIJmio （マイ アイアイジェイミオ） 

価格 無料 

対応 OS iOS、Android 

対応言語 日本語 

機能 

 データ残量照会 
データシェアを利用している場合、データ残量はシェアグループで合算さ
れたデータ量が表示されます。 

 データ残量有効期限確認 
 データ利用量確認 
 データ購入履歴 ※1 
 ご請求金額の確認 ※1 
 高速通信 ON/OFF 切り替え 
 5G オプション、データシェアの設定状態の確認  
 ご契約内容の確認 ※1 
* 表示される情報の更新には 1 時間程度かかる場合があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

アイコン 

  

以下機能は、アプリからリンクされた IIJmio 会員専用 Web ページ

でお手続きいただく形となります。 
-  データチャージ ※1 
-  5G オプション ON/OFF 切り替え ※1 

-  データシェアの設定変更 ※1 
-  SIM 再発行や契約情報の変更等各種手続き ※1 
-  セキュリティアプリ等モバイルオプションの追加 ※1 等 



※1 契約者の画面でのみ表示されます。 
※ My IIJmio は、IIJmio モバイルサービス ギガプラン専用のアプリです。その他のプランではご利用いただけません。 

※一部 OS によってはアプリケーション公開の反映に時間がかかる場合があります。Huawei Mobile Services でもご利用い

ただけます。 

 
 ダウンロード 

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1574157265 
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.myiijmio 
HUAWEI AppGallery https://appgallery.huawei.com/#/app/C104476487 
 

   
 
 画面イメージ 

   
 

  
［ 契約者の画面 ］           ［ 利用者の画面 ］ 



 
 My IIJmio アプリの操作詳細については、以下サイトをご覧ください。 

https://www.iijmio.jp/gigaplan/manual/ 
 
 

IIJ では、今後もお客様のユーザビリティ向上を目指し、サービス開発を推進してまいります。 

 
＜ギガプランについて＞ 
2～20 ギガの 5 つの容量から選べるプランを安価な月額料金で利用できるサービスです。通信回線は、

NTT ドコモの LTE/3G 網、au の 4G LTE 網の回線に加えて、IIJ のフル MVNO サービスの eSIM を

提供しています。1 契約で 大 10 回線まで利用でき、同一契約内のギガプラン回線であれば、容量や

SIM の機能にかかわらずデータ容量のシェアが可能です。 

 
月額基本料金 

プラン容量 
SIM 機能 

2 ギガ 4 ギガ 8 ギガ 15 ギガ 20 ギガ 

音声 SIM  
（データ通信+音声通話機能） 

税込 858 円 

（税抜 780 円） 

税込 1,078 円 

（税抜 980 円） 

税込 1,518 円 

（税抜 1,380 円） 

税込 1,848 円 

（税抜 1,680 円） 

税込 2,068 円 

（税抜 1,880 円） 

SMS 機能付き SIM 
（データ通信+SMS） 

税込 825 円 

（税抜 750 円） 

税込 1,045 円 

（税抜 950 円） 

税込 1,485 円 

（税抜 1,350 円） 

税込 1,815 円 

（税抜 1,650 円） 

税込 2,035 円 

（税抜 1,850 円） 

データ通信専用 SIM 
（データ通信/タイプ D のみ） 

税込 748 円 

（税抜 680 円） 

税込 968 円 

（税抜 880 円） 

税込 1,408 円 

（税抜 1,280 円） 

税込 1,738 円 

（税抜 1,580 円） 

税込 1,958 円 

（税抜 1,780 円） 

eSIM  
（データ通信/ 
NTT ドコモ網のみ） 

税込 440 円 

（税抜 400 円） 

税込 660 円 

（税抜 600 円） 

税込 1,100 円 

（税抜 1,000 円） 

税込 1,430 円 

（税抜 1,300 円） 

税込 1,650 円 

（税抜 1,500 円） 

 サービスの詳細については、以下サイトをご覧ください。 

https://www.iijmio.jp/gigaplan/ 
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