
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。 

SoftBank
版 KDDI版 docomo版

(IIJ) 

３０４ＺＴ 

■ 通信キット/Ｋ ・ WiMAX2+ / LTE 

事務手数料 3,000円(税別) 

端末は無償にてご提供いたします(docomo版は月額込みレンタル) 
Wi-Fiルータタイプ・USBタイプ よりお選びいただけます。 

■ 通信キット/D ・ LTE / 3G  

■ 通信キット/SB ・ 4G / 3G 

■ プラチナLTE急拡大でエリアカバー率99%以上！(2015年8月時点） 
■ 3つの超高速エリアより、安定した周波数帯でアクセス！ 
  (①AXGP. ②FDD-LTE ③Y!mobile LTE) 

■ FOMA・Xiエリア、共に99％達成！(2014年9月達成) 
■ 最低利用期間が1年、以降、契約期間の縛り無し！ 

■ 800MHzプラチナバンド、人口カバー率99%超！(2014年3月達成) 
■ “月間通信量制限無し”プランもご用意 
   月額 4,380円（税別）⇒ 特価キャンペーン価格：3,580円（税別） 

※ 通信キット/Dは、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のサービス(MVNO)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。 

事務手数料0円キャンペーン実施中！ 
         

Ｗ０１ 

月額 円 
（税別） （税別） 

端末費

月額 円 
（税別） （税別） 

月額 円 
（税別） （税別） 

通常3,000円（税別）が特価キャンペーンと同期間にて無償！ 

ＭＲ０５ＬＮ 

月間
10GB 

特価キャンペーン実施中！2017年6月28日申込分まで 

全キャリア 

特価キャンペーン実施中！2017年6月28日申込分まで 

特価キャンペーン実施中！2017年6月28日申込分まで 



  
●お問い合わせ先 

※ 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や仕様などは予告なしに変更される場合があります。 2017年4月版 

■ キャリア別 提供条件 
キャリア名 SoftBank docomo(IIJ) KDDI 

月間通信量 
7GB制限 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 7GB、以降月末まで128kbpsに速度規制 

制限無し ー ー ハイスピード(WiMAX2+)のみご利用に限り、月間制限無しプラン 
有り(特価版月額3,580円） 

契約期間 初回2年、以降2年自動更新 初回1年、以降自動更新 初回2年、以降2年自動更新 

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 基本スペック   ※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。 

機種画像       

機種名 304ZT MR05LN W01 

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 Huawei 

通信網 
(速度) 

４G・LTE 
(受信/送信) 受信最大165Mbps／送信最大10Mbps 受信最大150Mbps／送信最大50Mbps 受信最大75Mbps /送信最大25Mbps 

3G 
(受信/送信) 下り最大21Mbps／上り最大5.7Mbps 受信最大14Mbps／送信最大5.7Mbps  ー 

WiMAX2+ 
(受信/送信) ー ー 受信最大110Mbps/送信最大10Mbps 

キャリアアグリケーション受信速度 最大185Mbps 最大375Mbps 最大220Mbps 

サイズ 約 幅117×高さ62×厚さ13.9mm 約 幅63×高さ115×厚さ11mm 約 幅120×高さ59×厚さ10mm 

バッテリー容量 2,700mAh 2,500mAh 2,300mAh 

重さ 約 150ｇ 約115g 約113 g 

連続通信時間／連続待受時間 約9時間／約1,000時間 約14時間／約1,250時間 約8時間／約730時間 

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac IEEE 802.11a/b/g/n/ac IEEE802.11a/b/g/n/ac 

同時接続可能台数 Wi-Fi・14台 / USB・1台 Wi-Fi 10台 / USB 1台 / Bluetooth 5台 Wi-Fi・10台 / USB・1台 
 

■ USBタイプ 基本スペック   ※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。 

機種画像     

機種名 403ZT 520BU U01 

提供メーカー ZTEコーポレーション AM Telecom Huawei 

通信網 
(速度) 

４G・LTE 
(受信/送信) 受信最大165Mbps／送信最大10Mbps 受信最大100Mbps/送信最大37.5Mbps 受信最大75Mbps /送信最大25Mbps 

3G 
(受信/送信) 下り最大21Mbps／上り最大5.7Mbps 受信最大14Mbps／送信最大5.7Mbps  ー 

WiMAX2+ 
(受信/送信) ー ー 受信最大110Mbps/送信最大10Mbps 

キャリアアグリケーション受信速度 最大185Mbps ー 最大220Mbps 

サイズ 約 幅33.3×高さ92.3×厚さ14mm 約 幅33×高さ90×厚さ10.5mm 約 幅32×高さ94×厚さ13.5mm 

重さ 約42g 約29g 約38 g 

対応OS ※表記は、各メーカーサイト
に準ずる。 

・Windows 10：Home／Pro／Enterprise 
・Windows 8.1：Windows 8.1／Pro／Enterprise 
・Windows 8：Windows 8／Pro／Enterprise 
・Windows 7：Home Basic／Home Premium／Professional／
Ultimate／Enterprise 
・Windows Vista：Home Basic／Home Premium／Business／
Ultimate／Enterprise 
・Mac OS X 10.6～10.10(Intel)  

・Windows 10（Web connection Managerでの接続を推奨） 
・Windows 8.1（32bit版/64bit版） 
・Windows 8（32bit版/64bit版） 
・Windows 7（SP1以降）（32bit版/64bit版） 
・Windows Vista（SP2以降）（32bit版/64bit版） 
・Mac OS X v10.7～v10.9（※OSアップグレードからの動作は保証いたしか
ねます） 

・Windows Vista／7／8／8.1／10 
・Mac OS X v10.5／v10.6／v10.7／v10.8／v10.9／v10.10 
 

その他 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ないとご利用いただけません。詳しくは別途資料をご確認ください。 
【その他の注意事項】・国際ローミングサービスは、非対応となります。 ・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のでご了承ください。 

※1 

※1 

※3 

※2 
※1 

※2 
※1 

※4 

※4 

どこでもコネクト 通信キット 

大塚商会なら安心
のサポート体制！ 

平日（土日祝日を除く） 土曜日 365日（祝日含む） 

電話 
メール 
受付 

時間 9:00～19:00 9:00～17:15 24時間 

対応 
範囲 
及び 
内容 

（１）機器故障時の修理受付、交換手配 
（２）障害の切り分け 
（３）UIMに関する設定方法の説明 
（４）盗難・紛失時の回線停止手配 

（４）盗難・紛失時の回線 
     停止手配 
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