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「IIJmio サプライサービス」において、モトローラ製スマートフォン「moto e32s」、 

並びにモバイルキーボードなど周辺機器 3 商品を販売開始 
 
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」に

おいて、モトローラ製スマートフォン「moto e32s」、並びに、折りたたみ式モバイルキーボード「MOBO 
Keyboard 2」、ゲーミングディスプレイ「LG UltraWide 34WP65C-B」、さらに IIJmio 限定のお得な

ゲーミングデバイスセットを 2022 年 7 月 15 日より販売開始いたします。 
 
moto e32s は上質かつシンプルでスタイリッシュなデザインに、リフレッシュレート 90Hz 対応 HD+ディ

スプレイを搭載する Android スマートフォンです。美しいポートレート・超接写撮影を実現する AI トリプ
ルカメラシステム、およびシャッターチャンスを逃さない高速フォーカスレンズを搭載しています。 
本端末は、2022年7月31日まで実施中の「夏のお得なトリプルキャンペーン 【スマホ大特価セール】」

および「ご愛顧感謝キャンペーン」、「サプライサービスセール」の対象機種に追加します。 
 
「MOBO Keyboard 2」は、コンパクトに折りたたみができる便利な日本語配列キーボードです。パソコ

ンだけでなく iPhone/iPadにも対応しており、シーンを選ばずお使いいただけます。ゲーミングディスプ

レイ「LG UltraWide 34WP65C-B」は、34 インチの曲面型ウルトラワイドディスプレイで、非常に高い

没入感でゲームをお楽しみいただけます。また、ゲーミングブランド XPG から、キーボード・マウス・ヘッ

ドセットの 3 機種を IIJmio 限定のセットとして販売します。 
上記周辺機器 3 製品はいずれも、2022 年 7 月 31 日までの期間限定で特別価格へ値下げして販売

いたします。 
 
＜moto e32s 端末概要＞ 

メーカー モトローラ 

販売開始日 2022年7月15日（金）10:00～ 

販売価格 
1回払 19,800円（税込） 

24回払 830円（税込）/月 

端末補償オプション費用（※1） 418円（税込）/月 

カラー スレートグレイ、ミスティシルバー 

OS/CPU AndroidTM 12 / MediaTek Helio G37  

RAM/ROM 4GB / 64GB 

サイズ（高さ×幅×厚さ）/重さ 約164.0mm×74.9mm×8.5 mm（最薄部）/約185g 

ディスプレイ 約6.5インチ、1,600×720（HD＋）、20:9、リフレッシュレート90Hz 

カメラ 
アウトカメラ：約1,600万画素メイン（f/2.2）＋約200万画素マクロ（f/2.4）
＋約200万画素深度センサー（f/2.4） 
インカメラ：約800万画素（f/2.0） 

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 850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz 

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）」、「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。 

 
 
＜その他商品取扱概要＞ 
 販売開始日  2022 年 7 月 15 日（金）10:00～ 
 販売価格 

 
メーカー カテゴリ 製品 通常価格（税込） 特別価格（税込）※ 

アーキサイト キーボード MOBO Keyboard 2 1 回払：7,180 円 
24 回払：308 円/月 

1 回払：6,980 円 
24 回払：291 円/月 

LG 
Electronics 

ゲーミング

ディスプレイ 
UltraWide 34WP65C-
B 

1 回払：59,800 円 
24 回払：2,497 円/月 

1 回払：54,800 円 
24 回払：2,288 円/月 

ADATA ゲーミング

デバイス 
XPG ゲーミングデバイス

セット 
1 回払：12,872 円 
24 回払：539 円/月 

1 回払：8,980 円 
24 回払：375 円/月 

※2022 年 7 月 31 日（日）23:59 まで、特別価格で販売いたします。 
※各製品のスペックの詳細については、IIJmio Web サイトをご覧ください。 

 
- 端末イメージ 
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XPG ゲーミングデバイスセット 

 
 各端末の詳細については、以下サイトをご覧ください。 

moto e32s： https://www.iijmio.jp/device/motorola/motoe32s.html 
MOBO Keyboard 2：
 https://www.iijmio.jp/device/archisite/mobo_keyboard_2.html 
UltraWide 34WP65C-B： 
 https://www.iijmio.jp/device/lg/ultrawide_34wp65c-b.html 
XPG ゲーミングデバイスセット: 
 https://www.iijmio.jp/device/adata/xpg_gaming_set.html 



＜キャンペーン概要＞ 
夏のお得なトリプルキャンペーン 【スマホ大特価セール】 
期間： 2022 年 6 月 1 日（水）～7 月 31 日（日）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） 

moto e32s （7/15 に追加） 
1 回払：19,800 円 
24 回払：830 円/月 

1 回払：1,980 円 
24 回払：84 円/月 

 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 6 月 1 日（水）～7 月 31 日（日）23:59 まで 
内容： 現在 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 

moto e32s （7/15 に追加） 3,000 円分 

 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/goaiko202206.html 

 
サプライサービスセール 
期間： 2022 年 6 月 1 日（水）～7 月 31 日（日）23:59 まで 
内容： セール期間中、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キャンペーンが適用されます。 

対象端末 通常価格（税込） 特別価格（税込） 

moto e32s （7/15 に追加） 
1 回払：19,800 円 
24 回払：830 円/月 

1 回払：16,800 円 
24 回払：705 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。 


