-BJ

ONLY-BJ WiMAX 2+ ギガ放題のお申込みについて

ギガ放題

本サービスは、ONLYSERVICE会員にご登録いただき、UQコミュニケーションズ株式会社が提供する高速モバイル通信網を
利用し、株式会社ベネフィットジャパンが提供するモバイル通信サービスです。お支払いは弊社が定めるクレジットカード
でのお支払いになります。機器代金分割支払継続期間中に解約されますと、お支払いが済んでいない残債額のお支払いが
必要となります。機器の機種につきましてはお申込書及びマイページ(各種サービスのご利用に必要な情報をインターネッ
トで確認することができる、会員専用のページです。URL：https://onlymobile.jp/my/)に記載しておりますのでご確認くださ
い。必ず重要事項説明と各ご利用規約をご確認・ご理解頂きますようお願いいたします。

ONLY-BJ WiMAX 2+ ギガ放題はインターネットがたっぷりご利用できます。

下り最大
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下り最大758Mbps*1の
超高速通信!

ONLY-BJ WiMAX 2+ プラス ギガ放題【5800】
について
スマホアプリ
対応

無線LAN5GHz対応！

リモート操作が可能!

37回目以降ずっと

ONLY-BJ WiMAX 2+
ギガ放題 基本使用料

スマホアプリから
W05

*1 下り最大758Mbpsは、ハイスピードプラスエリアモードご利用時の下り最大速度です。
東名阪の一部エリアで提供中。電源をハイパフォーマンスモードに設定のうえ、最新のソフトウェアでご利用ください。
表記の速度はシステム上の下り最大速度であり、
ご利用機器や提供エリアの対応状況により異なります。
実際の通信速度は通信環境や混雑状況に応じて低下します。

◎ストレスなく通信が楽しめる！干渉の少ない5GHz。高速Wi-Fi規格の11ac。
◎シンプルで分かり易い、3つの通信パフォーマンスモード設定！
ハイパフォーマンス/ノーマル（デフォルト）/バッテリーセーブ

◎充電時はフルパワーで動作し快適利用

●３波キャリアアグリゲーションを実現し、受信最大758Mbpsの高速データ通信
●スマートデザイン
（タッチパネル）
●初心者にも安心「かんたん操作」
●スマホアプリ
「Mobile Wi-Fi」

●クイック起動／クイックアクセス
【エリア・通信速度の注意事項】

ネットワーク混雑回避のため、当日を含まない直近 3 日間で WiMAX 2+ および LTE 方式の通信量の合計が 10GB 以上となっ
た場合、ネットワーク混雑時間帯（18 時頃から翌日 2 時頃）にかけて WiMAX 2+ および LTE 方式の通信速度を概ね
1Mbps*1 に制限します。ただし、2 時前より継続して利用している通信については、2 時以降も最大で 6 時頃まで制限が継
続すること *2 があります。エリア混雑状況により速度を制限する場合があります。
*1：送受信の最大速度であり、実際の速度は電波環境等に応じて 1Mbps 以下となることがあります。
*2：一旦通信を切断することにより当該制限は解除されます。
サービス品質維持及び設備保護のため、24 時間以上継続して接続している通信を切断する場合があります。
月間のデータ通信量に上限がなく、通信速度制限（月間 7GB 超）が適用されません。ただし、ハイスピードプラスエリアモー
ドで通信量の合計が月間 7GB を超えた場合、ハイスピードモードの「WiMAX2+」通信も制限の対象となります。

本サービスでは、WiMAX 2+ および LTE に対応しています。サービスエリアの詳細は UQ コミュニケーションズ株式会社のホー
ムページ (http://www.uqwimax.jp/area/) でご確認下さい。サービスエリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、
実際の電波状況と異なる場合があります。サービスエリア内であっても、トンネル、地下、屋内、ビルの陰、山間部などの
電波の弱い場所や境界付近ではご利用いただけない場合があります。また、高地・高層階、および電波状況の悪いところで
はご使用になれないことがあります。
また、お申込みの前には必ず、サービスエリアをご確認ください。詳細なエリア情報はカスタマーサポートセンターまでお問い合わ
せください。

※表示価格はすべて税抜価格です。

◆

ONLY-BJ WiMAX 2+ ギガ放題

基本使用料（3年契約）

月額４,３００円
◆ タブレット機器代
月額１,５００円×36回
◆

契約解除料
開通月

１ヶ月目

２ヶ月目

３ヶ月目

４ヶ月目

５ヶ月目

６ヶ月目

７ヶ月目

８ヶ月目

¥38,880

¥38,080

¥37,280

¥36,480

¥35,680

¥34,880

¥34,080

¥33,280

¥32,480

９ヶ月目 １０ヶ月目

¥31,680

¥30,880

１１ヶ月目 １２ヶ月目 １３ヶ月目 １４ヶ月目 １５ヶ月目 １６ヶ月目 １７ヶ月目 １８ヶ月目 １９ヶ月目 ２０ヶ月目 ２１ヶ月目

¥30,080

¥29,280

¥28,480

¥27,680

¥26,880

¥26,080

¥25,280

¥24,480

¥23,680

¥22,880

¥22,080

２２ヶ月目 ２３ヶ月目 ２４ヶ月目 ２５ヶ月目 ２６ヶ月目 ２７ヶ月目 ２８ヶ月目 ２９ヶ月目 ３０ヶ月目 ３１ヶ月目 ３２ヶ月目

¥21,280

¥20,480

¥19,680

３３ヶ月目 ３４ヶ月目 ３５ヶ月目

¥12,480

¥11,680

¥10,880

¥18,880

¥18,080

¥17,280

¥16,480

３６ヶ月目（満了月）

３７ヶ月目（更新月）

¥10,080

¥0

¥15,680

¥14,880

７３ヶ月目（更新月）

¥0

¥14,080

¥13,280

38ヶ月以降更新月以外

¥9,500

※１ お支払開始日及び支払期間は、
お客様の分割支払金のお支払方法により異なります。
お支払開始日から36回お支払いしていただ
きますので、
お客様の分割支払金のお支払方法によっては、
お支払期間が売買契約締結後38カ月以上になることがあります。
機器
代金分割支払期間中に解約されますと、
タブレット機器代1,500円×残月数分のお支払いが必要となります。
※２ 最低利用期間は開通月の翌月を起算月とする3年間です
（3年毎に自動更新)。
自動更新後は解約のお申し出がない限り3年単位で
自動更新されます。
更新月はマイページでご確認ください。
■
別途ユニバーサルサービス料がかかります。
ユニバーサルサービス料につきましては半年ごとに改定されることになっており、
お
客様のご負担額が変更となる場合がございます。

-BJ

◆ その他プラン
ONLY-BJ WiMAX 2+ ギガ放題【4300】
ONLY-BJ WiMAX 2+ プラス ギガ放題【6500】
※各プラン詳細につきましてはONLYSERVICEホームページ（https://onlyservice.jp/）をご覧ください。

ギガ放題

【カスタマーサポートセンター】※おかけ間違いのないようお願い致します。
年末年始・弊社指定休日を除く

10台
758Mbps
112.5Mbps※

弊社

WiMAX2+エリア

10

（ハイスピードモード/
バッテリーセーブ）

高速通信
使い放題※

キャリアアグリゲーション

●連続通信時間、待機時間、最大通信速度はご利用環境、使用頻度、設定によって異なります。
※表記の通信速度・制限については裏面の【エリア・通信速度の注意事項】をお読みください。

37回目以降ずっと

https://onlyservice.jp/

●掲載されている製品/サービス名称、社名、
ロゴマークなどは該当する各社の商標または登録商標です。
●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●内容は平成30年8月現在のものです。なお製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

P13003

THY-B0SD1707B
ホワイト
246.8(W)×172.5(D)×7.2(H)

mm

約485ｇ(本体のみ)
APQ8053

2.0GHz（8コア）

3GB（LPDDR3）
約16GB(システム領域含む)
Android™ 7.1
10.1型ワイドLED IPS液晶（WUXGA）
1920×1200ドット(WUXGA)
静電容量式タッチパネル(10点タッチサポート)
IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠 ※1
Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.2) ※2
有効画素数約500万画素、
カラーCMOSカメラ、固定フォーカス
有効画素数約800万画素、
カラーCMOSカメラ、
オートフォーカス
GPS、加速度センサ、照度センサ
内蔵ステレオスピーカ、内蔵モノラルマイク

USB Type-C™×1（クライアント機能、OTG対応、充電兼用）※3
なし
ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1
microSDメモリーカードスロット ※4

※5

7000mAh
約8.8時間（Web閲覧時）/約9.3時間（ビデオ再生時）
※8

メール、
カメラ、
ギャラリー、設定、
カレンダー、音声レコーダー、時計、
電卓、連絡先、Google検索™
Google Play™ ストア、Google Play™ ミュージック、Google Play™ ムービー&TV、
Google+™、Google マップ™、YouTube™、Chrome™、Google ドライブ™、
Google マップ ナビ™、Google 音声検索™、Gmail™、Google設定、
Google Play™ ゲーム、Google Play™ ニューススタンド、Google Play™ ブックス
My Time Line、LAVIE アシスト、
インフォボード for Android
ことりっぷ、電子書籍（ebi Reader）、U-NEXT、Yahoo! Japan、
まもるゾウ2
ウイルスバスターモバイル、パスワードマネージャー、Oﬃce Mobile

ONLY-BJ WiMAX2+ ギガ放題対応機器の詳細につきましてはサービスホームページ
でご確認ください。

モバイル機器（Wi-Fi機器）専用の安心サービス
故障・破損・水濡れ・全損・盗難・紛失など
万が一の時に機器の交換が受けられるサービスです

※1 ：WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。
※2 ：使用したいBluetooth®機器に、本機のBluetooth®機能が対応しているか確認してください。すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証する
ものではありません。
※3 ：すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。
※4 ：本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカードは本製品でのみ使用できます。すべての対応機器との動作を保証するものではありません。
また、著作権保護技術（CPRM）には対応しておりません。
※5 ：microSD/microSDHCメモリーカード、本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカード(最大128GB)に対応しています。
※6 ：バッテリ駆動時間や充電時間は、
ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
※7 ：NECパーソナルコンピュータ株式会社規定の方法に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。
※8 ：著作権保護を必要とするビデオ配信サービスでは、再生できない場合があります。一部のアプリはダウンロードの必要があります。
ダウンロードおよびアプリの利用時、
インターネットおよびワイヤレスLAN接続環境が必要です。ご利用にあたり、課金される場合があります。
※9 ：Android™標準・Google Mobile ServiceアプリはGoogleの意向により変更される場合があります。
※10 ：Googleの認証を取得して搭載しております。

商品名

Speed Wi-Fi NEXT W05

サイズ／重量

約H55×W130×D12.6mm / 約131g

カラー

ホワイト×シルバー

バッテリー容量

2,750mAh
ハイスピードモード
（WiMAX 2+）

視野角が広く、高精細な10.1型ワイドディスプレイを採用。
優れた機能性を誇る薄型・スタンダードタブレット。

連続通信時間 ※1

斜めから見ても、美しさが変わらないIPSディスプレイ。
Webサイトの閲覧はもちろん、
ゲームや動画も仲間と一緒に！

フロントとリアに2つのカメラを搭載。
写真や動画の撮影、
ビデオチャットなどを楽しめます。

ノーマル設定時：約540分
バッテリーセーブ設定時：約630分

ハイスピードプラスエリアモード

ハイパフォーマンス設定時：約260分

（WiMAX 2+・FD-LTE）

ノーマル設定時：約390分

デフォルト設定

約850時間

クイックアクセスモード設定時

約38時間

バッテリーセーブ設定時：約550分
連続待受時間 ※1

優れた処理能力を誇る8コアの64ビットCPUを採用。
ゲームや動画再生など、快適に楽しむことが出来ます。
microSDカードスロット搭載で
音楽や動画など大きなファイルの保存も可能。

ハイパフォーマンス設定時：約390分

10.1

inchi
DISPLAY

APQ micro
8053 SD
CPU

CARD

IN/OUT
8M/5M
CAMERA

ディスプレイ

約2.4インチTFTタッ チ液晶（解像 度320×240ドット）

Wi-Fi規格

IEEE802.11a/b/g/n/ac（24GH₂/5GH₂対応）

同時接続台数（最大）

10台（Wi-Fi）

最大通信速度

※1
※2
※3

上り最大

通信モード

下り最大

ハイスピードモード ※3

558Mbps

30Mbps

ハイスピードプラスエリアモード ※2.3

758Mbps

112.5Mbps

：連続通信時間、連続待受時間は使用環境や電波状況により変動します。
：ハイスピードプラスエリアモード設定時。通信規格やエリア等により最大通信速度は異なります。
：東名阪の一部エリアで提供中。電源をハイパフォーマンスモードに設定のうえ、最新のソフトウェアでご利用ください。表記の速度はシステム上の下り最大速度で
あり、ご利用機器や提供エリアの対応状況により異なります。実際の通信速度は通信環境や混雑状況に応じて低下します。

