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「IIJmio サプライサービス」において 
Xiaomi 製「POCO F4 GT」および Nothing 製「Nothing Phone (1)」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」のライン

ナップに、Xiaomi製スマートフォン「POCO F4 GT」およびNothing製スマートフォン「Nothing Phone (1)」
を追加します。POCO F4 GT は 2022 年 8 月 12 日より、Nothing Phone (1)は 2022 年 8 月 19 日より、

それぞれ販売を開始します。 
 
POCO F4 GT はゲーミング機能を強化した Xiaomi 発「POCO」ブランドの日本初上陸となるフラッグシップ

端末です。CPU には Snapdragon™ 8 Gen 1 を搭載し、120W ハイパーチャージ（急速充電）に対応した

4,700mAh の大容量バッテリーと冷却システム LiquidCool3.0 を備えています。また 6.67 インチのフラット

な有機 EL（AMOLED）ディスプレイを採用し、480Hz のタッチサンプリングレートと 120Hz のリフレッシュレ

ートを実現しています。 
Nothing Phone (1)は、英 Nothing Technology が開発した初のスマートフォンです。既存の Android ス

マートフォンとは一線を画す特徴的なデザインと洗練された数々の機能を搭載しています。チップセットには

Qualcomm® Snapdragon™ 778G+を備え、5G 対応はもちろん、日常の利用やゲームプレイなどシーン

を選ばず快適にご利用いただけます。 
 
両端末ともに、2022 年 8 月 31 日まで実施中の「乗り換え応援キャンペーン 【スマホ大特価セール】」および

「ご愛顧感謝キャンペーン」の対象端末に追加します。 
 
＜POCO F4 GT 端末概要＞ 

メーカー Xiaomi 

発売開始日 2022年8月12日（金） 10：00～ 

RAM/ROM 8GB/128GB 

販売

価格 

1回払 65,980円（税込） 

24回払 2,750円（税込）/月 

端末補償オプション費用（※1） 550円（税込）/月 

カラー サイバーイエロー、ナイトシルバー、ステルスブラック 

OS/CPU 
AndroidTM 12ベースのMIUI 13 for POCO/ 
Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約162.5 mm×約76.7mm×約8.5mm / 約210g 

ディスプレイ 約6.67インチ 2,400×1,080 （AMOLED） 

カメラ 
アウトカメラ：6400万画素（メイン）+800万画素（超広角）+200万画素（マクロ） 
インカメラ：約2,000万画素 

通信方式 

5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 
LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/40/41（2545
～2650MHz） 
3G: B1/2/4/5/6/8/19 
GSM:850/900/1800/1900MHz 

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）」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。 

 
＜Nothing Phone (1) 端末概要＞ 

メーカー Nothing 

発売開始日 2022年8月19日（金） 10：00～ 

RAM/ROM 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/256GB 

販売

価格 

1回払 63,800円（税込） 69,800円（税込） 79,800円（税込） 

24回払 2,662円（税込）/月 2,915円（税込）/月 3,333円（税込）/月 

端末補償オプション費用（※1） 550円（税込）/月 

カラー ブラック ブラック、ホワイト 

OS/CPU NothingOS （AndroidTM 12） / Qualcomm® Snapdragon™ 778G+ 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約159.2 mm×約75.8mm×約8.3mm / 約193.5g 

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

カメラ 
アウトカメラ：約5,000万画素（メイン）+約5,000万画素（超広角） 
インカメラ：約1,600万画素 

通信方式（※2） 

5G：n1/3/28/41/77/78 
LTE: B1/3/8/18/19/26/28/41 
3G: B1/6/8/19 
GSM:900/1,800MHz 

対応SIM nanoSIM×2 

対応サービス（※3） 
・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 国内認証取得済みの対応バンドのみを掲載しています。 
※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 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）」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。 
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 各端末の詳細については、以下サイトをご覧ください。 
POCO F4 GT  ： https://www.iijmio.jp/device/xiaomi/pocof4gt.html 
Nothing Phone (1)  ： https://www.iijmio.jp/device/nothing/phone1.html 

 
 
＜キャンペーン概要＞ 

乗り換え応援キャンペーン 【スマホ大特価セール】 
期間： 2022 年 8 月 1 日（月）～8 月 31 日（水）23:59 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」を MNP

転入にて、かつ対象端末を同時にお申し込みいただいた場合、1 契約者（mioID）あたり 1 台まで、

対象端末を特別価格で提供します。 

対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 
POCO F4 GT 
（8/12 に追加） 

1 回払：65,980 円 
24 回払：2,750 円/月 

1 回払：45,980 円 
24 回払：1,916 円/月 

Nothing Phone (1) [8GB/128GB] 
（8/19 に追加） 

1 回払：63,800 円 
24 回払：2,662 円/月 

1 回払：43,980 円 
24 回払：1,835 円/月 

Nothing Phone (1) [8GB/256GB] 
（8/19 に追加） 

1 回払：69,800 円 
24 回払：2,915 円/月 

1 回払：49,800 円 
24 回払：2,081 円/月 

Nothing Phone (1) [12GB/256GB] 
（8/19 に追加） 

1 回払：79,800 円 
24 回払：3,333 円/月 

1 回払：59,800 円 
24 回払：2,499 円/月 

  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/mio.html?cptype=devicecp 

 
ご愛顧感謝キャンペーン 
期間： 2022 年 6 月 1 日（水）～8 月 31 日（水）23:59 まで 
内容： IIJmio モバイルサービスをご利用中（※）で、キャンペーン期間中に IIJmio サプライサービスにて

対象端末を端末のみご購入いただいた方に、「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。 

対象端末 選べる e-GIFT 金額 
POCO F4 GT 
（8/12 に追加） 

10,000 円分 

Nothing Phone (1) [8GB/128GB] 
（8/19 に追加） 

7,000 円分 

Nothing Phone (1) [8GB/256GB] 
（8/19 に追加） 

10,000 円分 

Nothing Phone (1) [12GB/256GB] 
（8/19 に追加） 

10,000 円分 

  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/goaiko202206.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 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。 
※ キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。 


