
オ ン リ ー モ バ イ ル ・ ワ ー ル ド

オンリーモバイル・ワールドなら、
国内も海外もこれ 1台 !

オンリーモバイル・ワールドの３つの特徴

※1 ソフトバンク /NTTドコモ / KDDI の LTE回線に対応し、ご利用のエリアや建物の環境によって最適な通信キャリアの回線を自動で選択（お客様でのキャリア選択は不可）。ただし、電波の届きにくい場所や一部
ご利用いただけない場合もございます。
※2 海外利用時には、別途料金がかかります。https://onlyservice.jp/om-world/
※3 ネットワーク品質の維持、公正な電波利用の観点から、国内外の通信会社では、著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされたお客様に対し、制限することがございます。また、違法ダウンロードな
どの不正利用の疑いがある場合にも、ご利用を停止させていただくことがございます。

1 2 3
いちばん通信環境の良い
電波を自動でキャッチ！

ライフスタイルにあわせて
選べるデータ通信量プラン

※1 ※3

135 

これ1台で日本を含めた
世界135の国や地域で使える！

※2

国内も 3キャリアの中で
いちばん良い電波を自動でキャッチ



●料金プランのデータ量超過後は国内・海外ともに384Kbpsの速度にて通信制限されます。●別途ユニバーサル料金が発生します。●最低利用期間は3年となります。 　

全世界均一料金

使った日だけの請求で安心

世界でご利用いただけます

900円/日 1,200円/日
5001day MB

タイプ 11day GB
タイプ

※ 日本を除く

通信量（国内）ごとのお得な　　つのプランモバイルWi-Fiとタブレットがセットになった 44
3GB/日

6,200円/月

ONLYMobile Speedy + World 

50GB/月

6,880円/月

ONLYMobile nonstop50 + World 

100 150GB/月

7,880円/月

ONLYMobile nonstop100 + World 

GB/月

8,880円/月

ONLYMobile nonstop150 + World 

※1日データ容量
　上限なし

※1日データ容量
　上限なし

※1日データ容量
　上限なし

タブレットスペック表

●10.1型ワイド液晶
　フルHD IPS液晶
●最先端のサラウンドを
　DOLBY ATMOS
●TV視聴や防塵・防滴
　にも対応

タブレット
LAVIE Tab EU2s

モバイルWi-Fi ルーター

カラー グレー 
サイズ 127×65.7×14.2 mm
重量 151g

上り速度 最大50Mbps
下り速度 最大150Mbps

対応コネクタ Micro USB
SIMカードスロット 1：microSIM
連続稼働時間 約12時間

バッテリー 3500mAh

Wi-Fiプロトコル IEEE802.11b/g/n

Wi-Fi同時接続可能台数 最大５台

U2s スペック表

●１２時間連続使用で安心。一日中使えます。
●4G/LTEだから、ストレスフリーで使えます。
●海外でも現地でスイッチ入れるだけ。接続はカンタン！
●通信料金は、使った日だけ！だから安心。
　飛行機に乗っている時は通信料金はかかりません！

◎別途、初回事務手数料が3,000円かかります　◎各プランのご契約は3年間となります　◎価格はすべて税抜きです（海外利用料の消費税は非課税です）

下り速度

上り速度
最大50.0Mbps
最大150.0Mbps

連続稼働時間

約12時間

最大5台
Wi-Fi

同時接続可能台数

重量

サイズ
127×65.7×14.2ｍｍ

151ｇ
TE710/KAW
日本電気株式会社
ホワイト
242.1(W)×167(H)×8.1(D)mm
約520g
Qualcomm Snapdragon450 1.8GHz(8コア)
4GB
約64GB
Android 9.0
10.1型ワイドLED IPS液晶（WUXGA） 
1920×1200ドット

型名
メーカー名
カラー
サイズ
重さ
プロセッサー
システムメモリ
ストレージ
OS
ディスプレイ
解像度



オ ン リ ー モ バ イ ル ・ ワ ー ル ド

オンリーモバイル・ワールドなら、
国内も海外もこれ 1台 !

オンリーモバイル・ワールドの３つの特徴

※1 ソフトバンク /NTTドコモ / KDDI の LTE回線に対応し、ご利用のエリアや建物の環境によって最適な通信キャリアの回線を自動で選択（お客様でのキャリア選択は不可）。ただし、電波の届きにくい場所や一部
ご利用いただけない場合もございます。
※2 海外利用時には、別途料金がかかります。https://onlyservice.jp/om-world/
※3 ネットワーク品質の維持、公正な電波利用の観点から、国内外の通信会社では、著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされたお客様に対し、制限することがございます。また、違法ダウンロードな
どの不正利用の疑いがある場合にも、ご利用を停止させていただくことがございます。

1 2 3
いちばん通信環境の良い
電波を自動でキャッチ！

ライフスタイルにあわせて
選べるデータ通信量プラン

※1 ※3

135 

これ1台で日本を含めた
世界135の国や地域で使える！

※2

国内も 3キャリアの中で
いちばん良い電波を自動でキャッチ



カラー ブラック
サイズ 122×66×10 mm
重量 125g
Wi-Fiプロトコル 2.4GHz IEEE802.11b/g/n 
上り速度 最大50Mbps
下り速度 最大150Mbps
バッテリー容量 3000mAh
連続稼働時間 約12時間
CPU QUALCOMM QM215
RAM+ROM 1GB+8GB
対応コネクタ Type-C
SIM カードスロット １：nanoSIM
Wi-Fi同時接続可能台数 最大10台

U3
モバイルWi-Fi ルーター

●料金プランのデータ量超過後は国内・海外ともに384Kbpsの速度にて通信制限されます。●別途ユニバーサル料金が発生します。●最低利用期間は3年となります。 　

全世界均一料金

使った日だけの請求で安心

世界でご利用いただけます

900円/日 1,200円/日
5001day MB

タイプ 11day GB
タイプ

※ 日本を除く

通信量（国内）ごとのお得な　　つのプランモバイルWi-Fiとタブレットがセットになった 44
3GB/日

6,200円/月

ONLYMobile Speedy + World 

50GB/月

6,880円/月

ONLYMobile nonstop50 + World 

100 150GB/月

7,880円/月

ONLYMobile nonstop100 + World 

GB/月

8,880円/月

ONLYMobile nonstop150 + World 

※1日データ容量
　上限なし

※1日データ容量
　上限なし

※1日データ容量
　上限なし

U3スペック表

U3には画面がないため、
通信量などの確認はスマホ
の専用WEB管理画面で
ご確認いただけます

●１２時間連続使用で安心。一日中使えます。
●4G/LTEだから、ストレスフリーで使えます。
●海外でも現地でスイッチ入れるだけ。接続はカンタン！
●通信料金は、使った日だけ！だから安心。
　飛行機に乗っている時は通信料金はかかりません！

◎別途、初回事務手数料が3,000円かかります　◎各プランのご契約は3年間となります　◎価格はすべて税抜きです（海外利用料の消費税は非課税です）

連続稼働時間

約12時間 最大10台
Wi-Fi

同時接続可能台数

重量

サイズ
122×66×10ｍｍ

125ｇ
下り速度

上り速度
最大50.0Mbps
最大150.0Mbps

タブレットスペック表

●10.1型ワイド液晶
　フルHD IPS液晶
●最先端のサラウンドを
　DOLBY ATMOS
●TV視聴や防塵・防滴
　にも対応

タブレット
LAVIE Tab E

TE710/KAW
日本電気株式会社
ホワイト
242.1(W)×167(H)×8.1(D)mm
約520g
Qualcomm Snapdragon450 1.8GHz(8コア)
4GB
約64GB
Android 9.0
10.1型ワイドLED IPS液晶（WUXGA） 
1920×1200ドット

型名
メーカー名
カラー
サイズ
重さ
プロセッサー
システムメモリ
ストレージ
OS
ディスプレイ
解像度


