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「IIJmio サプライサービス」において、 
中古の SIM ロック解除版「Galaxy S10 （docomo 版/au 版）」を取扱開始 

 
 
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、中古 Android 端末の取り扱いを開始し、第 1 弾として、SIM ロック解除済みの中古美品スマートフ

ォン「Galaxy S10 （docomo 版/au 版）」を本日より販売開始いたします。 
 
Galaxy S10 は人気のある Galaxy ブランドのフラグシップシリーズで、性能面でも現行の機種と遜色無く

快適にお使いいただけます。今回は、中古ながら目立つ傷がなく非常に綺麗な状態である「美品」の端末

をラインアップに追加いたします。 
 
また、本端末は、現在実施中の「4 年連続シェア No.1 記念キャンペーン【スマホ大特価セール】」および、

「ご愛顧感謝キャンペーン」の対象端末に追加いたします。 
 
＜Galaxy S10 （docomo 版/au 版） 端末取り扱い概要＞ 

機種 Galaxy S10 SC-03L （docomo 版）/ Galaxy S10 SCV41 （au 版） 

販売開始日 2022 年 3 月 3 日（木） 10:00～ 

商品状態 美品 

カラー プリズムホワイト、プリズムブラック、プリズムブルー 

ROM/RAM 128GB/8GB 

販売価格（税込） 
1 回払い：34,800 円 
24 回払い：1,452 円/月 

※ Galaxy S10 （docomo 版/au 版）は、端末補償オプション（中古）はご利用いただけません。 
※ 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。 
※ 各キャリアの SIM ロックは解除済みです。 
※ 供給数には限りがあり、販売できない期間が発生する可能性があります。販売状況は IIJmio の Web サイトでご確認ください。 
※  対応通信サービスは以下のとおりです。ご利用にあたっては、ご契約および月額料金が必要になります。 

＜Galaxy S10 SC-03L （docomo 版）＞ 
– IIJmio モバイルサービス ギガプラン タイプ D（NTT ドコモ LTE/3G 網対応） 
– IIJmio モバイルサービス タイプ D（NTT ドコモ LTE/3G 網対応） 
＜Galaxy S10 SCV41 （au 版）＞ 
– IIJmio モバイルサービス ギガプラン タイプ A（au 4G LTE 網対応） 
– IIJmio モバイルサービス タイプ A（au 4G LTE 網対応） 
– IIJmio モバイルプラスサービス 従量制プラン 

 

- 中古端末保証について 
 納品後 30 日間は、動作不良に関して、交換または全額返金、無償保証いたします。 
※ 保証内容につきましては https://www.iijmio.jp/device/usedandroid.html をご覧ください。 

 ※ 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 Galaxy S10（docomo 版/au 版）ではご利用い    
ただけません。 

 
 



- 端末イメージ 
 
 
 
 

  

 
 
 

Galaxy S10 SC-03L （docomo 版） 

 
 
 

      Galaxy S10 SCV41 （au 版） 

 
 各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/used/galaxy_s10.html 
 
 
＜キャンペーン 概要＞ 

4 年連続シェア No.1 記念キャンペーン【スマホ大特価セール】 
期間： 2022 年 2 月 1 日（火）～3 月 31 日（木）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（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

いただいた場合に、1 契約（mioID）につき 1 台まで特別価格で端末を購入できます。 
さらに、2022 年 3 月 1 日以降の追加特典として、端末特別価格に加えて 1,000 円分の「選

べる e-GIFT」をプレゼントいたします。 
対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 

Galaxy S10 SC-03L 
 （docomo 版） 

1 回払い：34,800 円 
24 回払い：1,452 円/月 

1 回払い：19,800 円 
24 回払い：826 円/月 
さらに 1,000 円分ギフト券プレゼント 

Galaxy S10 SCV41 
 （au 版） 

1 回払い：34,800 円 
24 回払い：1,452 円/月 

1 回払い：19,800 円 
24 回払い：826 円/月 
さらに 1,000 円分ギフト券プレゼント 

 ※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。 
 
 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?cptype=devicecp 
 

ご愛顧感謝キャンペーン 
期間： 2022 年 2 月 1 日（火）～3 月 31 日（木）23:59 まで 
内容： 既に 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お申し込みいただいた方に、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 

Galaxy S10 SC-03L （docomo 版） 5,000 円分 

Galaxy S10 SCV41 （au 版） 5,000 円分 
 ※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。 

 

 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/goaiko202202.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。 

 


