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IIJmio サプライサービスにおいて Xiaomi 製「Redmi Note 11 Pro 5G」を販売開始 
-- 併せて富士ソフト製車載専用 Wi-Fi ルータ 1 機種、マウスコンピューター製ノート PC1 機種を追加 -- 

 
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、Xiaomi 製スマートフォン「Redmi Note 11 Pro 5G」を 2022 年 5 月 30 日より販売開始いたしま

す。併せて、富士ソフト製車載専用 Wi-Fi ルータ「+F FS040W カー・セット」、マウスコンピューター製ノ

ート PC「DAIV 4P」を同日より販売いたします。  
 
Redmi Note 11 Pro 5G は、おサイフケータイや 67W 急速充電に対応した大容量 5,000mAh バッテリ

ーを搭載し、普段使いに必要な機能が詰まったスマートフォンで、5G や eSIM にも対応しています。 
+F FS040W カー・セットは、バッテリーレスの本体とシガーソケットからの給電を可能にする専用カー・ホ

ルダーを組み合わせてお使いいただける車載専用のモバイル Wi-Fi ルータです。本体にバッテリーを内

蔵していないため、夏場など車内が高温になる環境でも安全です。 
DAIV 4P は、クリエイター向けハイスペックノート PC で、1kg 未満の軽量ボディに高性能 CPU インテル® 
Core i7-1165G7 プロセッサーを搭載し、いつでも快適に高い処理性能を発揮します。 
 
なお、Redmi Note 11 Pro 5G は現在実施中の「第 2 弾 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」の対象端末に追加します。加えて、「サプライサービ

スセール」として、期間限定で本端末を特別価格で販売いたします。 
 
＜Redmi Note 11 Pro 5G 端末概要＞ 

メーカー Xiaomi 

販売開始日 2022年5月30日（月）10：00～ 

販売価格 
1回払 42,980円（税込） 

24回払 1,793円（税込）/月 

端末補償オプション費用（※1） 550円（税込）/月 

カラー アトランティックブルー、ポーラーホワイト、グラファイトグレー 

OS/CPU 
MIUI 13 based on AndroidTM 11 /  
Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G 

ROM/RAM 128GB/6GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約164.19mm×約76.1mm×約8.12mm/約202g 

ディスプレイ 約6.67インチ FHD + （2,400×1,080） （AMOLED） 

カメラ 
アウトカメラ：約10,800万画素（メイン）+約800万画素（超広角）+約200万
画素（マクロ） 
インカメラ：約1,600万画素 

通信方式 

5G NR：n3/28/41/77/78 
LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/40/ 
41（2545~2650MHz）/42 
3G:B1/2/4/5/6/8/19 
GSM: 850/900/1,800/1,900MHz 

対応SIM nanoSIM×1、eSIM 

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 



※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 モバイルプラスサービス 従量

制プラン」もしくは「IIJmio eSIM サービス データプラン ゼロ」のご契約および月額料金が必要になります。 

 
＜その他製品 取扱い概要＞ 
メーカー カテゴリ 製品 通常価格（税込） 

富士ソフト 車載専用 Wi-Fi ルータ +F FS040W カー・セット 1 回払：19,800 円 
24 回払：825 円/月 

マウスコンピューター ノート PC DAIV 4P 1 回払：152,000 円 
24 回払：6,333 円/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。 
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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。 
Redmi Note 11 Pro 5G ： https://www.iijmio.jp/device/xiaomi/redminote11pro5g.html 
+F FS040W カー・セット ： https://www.iijmio.jp/device/fujisoft/fs040w.html 
DAIV 4P ： https://www.iijmio.jp/device/mousecomputer/daiv4p_windows11.html 
 
 
＜第 2 弾 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】 概要＞ 
期間： 2022 年 4 月 1 日（金）～5 月 31 日（火）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。 

対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 

Redmi Note 11 Pro 5G 
 （5/30 に追加） 

1 回払：42,980 円 
24 回払：1,793 円/月 

1 回払：22,800 円 
24 回払：950 円/月 

※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 概要＞ 
期間： 2022 年 2 月 1 日（火）～5 月 31 日（火）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 

Redmi Note 11 Pro 5G 
 （5/30 に追加） 

7,000 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/goaiko202202.html 

 
 
＜サプライサービスセール 概要＞ 
期間： 2022 年 2 月 1 日（火）～5 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特別価格が適用されます。 

対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 

Redmi Note 11 Pro 5G 
1 回払：42,980 円 
24 回払：1,793 円/月 

1 回払：38,800 円 
24 回払：1,618 円/月 

 
 サプライサービスセールについては以下サイトをご覧ください。 

https://www.iijmio.jp/device/ 
 
 
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。  



（別紙） 
 
＜+F FS040W カー・セット 端末概要＞ 

端末 +F FS040W カー・セット 

販売価格 
1回払 19,800円（税込） 

24回払 825円（税込）/月 

端末補償オプション 非対応 

通信方式 
LTE：B1/3/8/11/18/19/21/26/41 

3G：B1/6/19 

対応SIM nanoSIM×1 

対応サービス（※） 
・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 

※ データ通信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。 

 
＜DAIV 4P 端末概要＞ 

端末 DAIV 4P 

販売価格 
1回払 152,000円（税込） 

24回払 6,333円（税込）/月 

端末補償オプション 非対応 

OS Windows 11 Home （64bit） 

CPU Intel Core i7-1165G7 

グラフィックス インテル® Iris® Xe グラフィックス 

RAM/ROM 16GB（8GB×2） / 512GB（M.2 NVMe） 

サイズ（幅✕奥行✕厚さ）/重さ 約308.8✕213✕16.4mm / 約985g 

ディスプレイ 14.0型 WUXGAノングレア（LEDバックライト） 

通信方式 インテル® Wi-Fi 6 AX201 （最大2.4Gbps/ 
IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n） + Bluetooth 5モジュール内蔵 

 


