モバイル端末の
インターネット接続サービス

事務手数料

0
どこでもコネクト

通信キット

円※1

端末費

0

円※2

【通信キット】とは？
パケット定額制でインターネット接続用のデータカード
を提供するサービスです。Wi－Fiルータータイプ・USB
タイプ※3 からお選びいただけます。
※1 通常3,000円（税別）のところ 、無償となります。
※2 docomo(IIJ)版のみレンタルとなり、解約時には端末の返却が必要です。
※3 USBタイプは、Softbankとdocomo(IIJ)版のみの取り扱いとなります。

制限なしプラン※を唯一ご用意！
通信量を気にせずご利用いただけます。
※ ハイスピードモード（WiMAX2＋のみの通信）で利用の場合、月間通信量の制限(3日間制限は有)はありません。
但し、ハイスピードプラスエリアモード（4G LTEが利用できるモード）に切り替えて月間７GB 利用した場合、当月の通信速
度が制限されます。 以降、ハイスピードモードも制限されます。
ハイスピードモードにつきましては提供エリアが狭く、事前にデモ機を借りて電波状況などを確認することを推奨しております。

大容量バッテリー
月間

７GB

月間

無制限

最低利用期間1年、以降契約期間の
縛り無し！

安心のバッテリー長持ち。
最大約14時間のWi-Fi連続通信が可能。
月間

10GB
※ 株式会社NTTdocomo網を利用した、株式会社インターネットイニシアティブ
(MVNO)のサービスを提供します。
※ 端末はレンタルとなり、ご解約の際はご返却いただく必要があります。
未返却の場合や、紛失・自然故障以外の故障の際は費用が発生します。

大画面タッチパネルでかんたん操作！
Wi-Fi対応機器へ最大16台の
同時接続が可能！
大容量50GBプランをご用意！
データをたくさん使う方におすすめ！
月間

月間

７GB

50GB

どこでもコネクト通信キット
■ キャリア別 提供条件

SoftBank

キャリア名
7GB制限
10GB制限
月間
通信量

docomo(IIJ)

7GB、以降月末まで128kbpsに速度規制

ー

ー

50GB、以降月末まで128kbpsに速度規制

制限無し

7GB、以降月末まで128kbpsに速度規制

10GB、以降月末まで256kbpsに速度規制

ー

50GB制限

KDDI

ー

ー

ー
ハイスピードモード(WiMAX2+)のみご利用に限り、
制限無し

ー

※ ハイスピードモード（WiMAX2＋のみの通信）で利用の場合、月間通信量
の制限はありません。但し、ハイスピードプラスエリアモード（4G LTEが利用できる
モード）に切り替えて月間７GB 利用した場合、当月の通信速度が制限されま
す。以降、ハイスピードモードも制限されます。

直近3日間の通信制限

7GBプランは3日間で3GB利用した場合、翌日午前6時 月間通信量10GB超過後、3日間で1GB利用した場合、3日間で10GBを超えた場合には、翌日混雑時間帯
～24時まで速度制限が行われます ※5
翌終日の速度制限が行われます
（18時頃～翌2時頃）速度制限が行われます

契約期間

2年毎の自動更新

最低利用期間1年、以降自動更新

2年毎の自動更新

違約金

10,000円 (更新月は0円)

19,000円 (初回更新月以降は0円)

9,500円 (更新月は0円)

■ Wi-Fiルータータイプ

※端末詳細はサービス仕様書または各キャリア・各端末メーカーのサイトをご確認ください。

7GB・50GB

10GB

7GB・無制限

端末画像

機種名

802ZT

MR05LN

W07

提供メーカー

ZTEコーポレーション

NECプラットフォームズ

SHARP

受信最大988Mbps／送信最大37.5Mbps

受信最大375Mbps/送信最大50Mbps

受信最大958Mbps /送信最大75Mbps

※ キャリアアグリゲーションの場合。

※ キャリアアグリゲーションの場合。

通信網※1
(速度)

4G・LTE
(受信/送信)
3G
(受信/送信)
WiMAX2+
(受信/送信)

※2

※4 ※USB接続時、キャリアアグリゲーションの場合。

ー

受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps

ー

ー

ー

受信最大558Mbps/送信最大30Mbps

サイズ

約 幅112×高さ67.5×厚さ15.6mm

約 幅63×高さ115×厚さ11mm

約 幅108×高さ72×厚さ15mm

バッテリー容量

3,000mAh

2,500mAh

4,000mAh

重さ

約153ｇ

約115g

約150g

約12時間/約1,590時間

約14時間/約1,250時間

約19時間/約1,410時間

Wi-Fi通信規格

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

同時接続可能台数

Wi-Fi・16台

Wi-Fi・10台 / USB・1台 / Bluetooth・5台

Wi-Fi・10台

連続通信時間/連続待受時間

※3

■ USBタイプ

※端末詳細はサービス仕様書または各キャリア・各端末メーカーのサイトをご確認ください。
※6

端末画像

10GB

50GB

機種名

A002ZT

FS040U

U03

提供メーカー
４G・LTE
(受信/送信)
通信網 ※1 3G
(速度)
(受信/送信)
WiMAX2+
(受信/送信)
サイズ

ZTEコーポレーション

富士ソフト

ZTEコーポレーション

受信最大150Mbps/送信最大50Mbps

受信最大370Mbps /送信最大25Mbps

重さ

対応OS

※2 受信最大368Mbps/送信最大46Mbps
※4 ※ キャリアアグリゲーションの場合。

約 幅96.0×高さ34.0×厚さ14.0mm

約 幅32.0×高さ95.0×厚さ12.2mm

約47g

約39g

約41g

・Windows 10（32/64bit）
・Windows 8.1（32/64bit）
・Windows 7（SP1以降）（32/64bit）

・Windows®
Vista® (32/64bit)
回線プロモーション課
・Windows® 7 (32/64bit)
2019年11月19日
・Windows®
8(32/64bit)/Windows® 8.1(32/64bit)
・Windows® 10(32/64bit)
・Mac OS X v10.5~v10.14

受信最大42Mbps/送信最大5.7Mbps

ー

ー

・Windows® 8.1 無印版/Pro/Enterprise（32/64bit）
・Windows® 10 Home/Pro（32/64bit）
Windows® 10 Enterprise/Education（32/64bit）
※表記は各メーカーサ ・Mac OS X 10.10~10.15（32bit/64bit）
イトに準ずる。
※モデムモード時はMac OSは非対応となります。

その他

※ キャリアアグリゲーションの場合。

KDDIのUSBタイプ(U03)につ
ー
きましては販売終了いたしました。
現状、後継機種はございません。
受信最大220Mbps/送信最大15Mbps
誠に恐れ入りますが、ご了承いた
約 幅32×高さ95×厚さ12.9mm
だきますようお願い申し上げます。

下り最大21Mbps/上り最大5.7Mbps

※Mac OSは非対応となります。

回転2軸USBコネクタ採用

－

ゼロインストール対応/回転2軸USBコネクタ採用

※1 通信速度はベストエフォート方式となります。 ※2 キャリアアグリケーションが利用可能なエリアは限られています。詳しくは各キャリアのホームページをご確認ください。※3 連続通信時間・連続待受時間は、
ご利用環境・使用頻度・設定などにより異なります。※4 KDDI版のLTE網につきましては、各端末上で通信モードを切り替えていただくことで利用ができます。詳しくは別途資料をご確認ください。
※5 50GBプランは3日制限はありませんが、著しく大量の通信を継続的におこなった場合、通信速度の制御を実施される場合があります。※6 ソフトバンクのUSBタイプでは7GBプランの提供はありません。
【その他注意事項】
●国際ローミングサービスは非対応です。●月間通信量の容量追加及び速度規制解除等はいたしかねます。●各キャリアに応じて月間通信規制以外の通信制限が実施される場合があります。
●回線契約名義は大塚商会となり、つきましては通信キャリアで提供しているWeb管理画面等は提供いたしかねます。●故障の際は状況によって別途費用が発生します。
●KDDI版「無制限プラン」で提供している“ハイスピードモード(WiMAX2+)”につきましては、提供エリアが狭いため、事前にデモ機を借りて電波状況など確認していただくことを推奨しております。

持ち運びに便利な
SIMカードタイプも
ご用意！

モバイルノートPC・Windowsタブレット向け
モバイルインターネット接続サービス

どこでもコネクト

内蔵利用

通信キットU I M
プランも豊富！ 月間

5GB ¥1,780～

internet

nanoUIM

対象のモバイルノートPC
やWindowsタブレットに
内蔵するだけでインター
ネット・データ通信が
できます！

※ 各キャリアのプランと対象機種に関しては、別途資料をご確認ください。
※ 詳細及び注意事項については、別途サービス仕様書をご確認ください。

※会社名、団体名、製品およびサービス名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。※記載されている価格はすべて税抜です。価格や仕様などは予告なしに変更される場合があります。

お問い合わせ先
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