
機器・サービス名 税込組価 注文番号 機器・サービス名 税込組価 注文番号
①WiMAX2+(1年パック)　+
ルーター(白or赤)セット ¥94,500 白 G11290446

赤 G11290477
①WiMAX2+(1年パック)　+
ルーター(白or黒)セット ¥94,500 白 G11326015

黒 G11325995
②WiMAX2+(2年パック)　+
ルーター(白or赤)セット ¥99,800 白 G11290453

赤 G11290484
②WiMAX2+(2年パック)　+
ルーター(白or黒)セット ¥99,800 白 G11326008

黒 G11325971

WX05用クレードル ¥3,980 80211458

出張時と外出時のデータ通信は

教職員の皆様へ
一括払い可能な大学生協限定パックにてご紹介！

Speed Wi-Fi NEXT WX05
NEC製

※W06のクレードルはありません。

Speed Wi-Fi NEXT WX05 / W06

①生協店頭にてパッケージ・
ルーターをご購入

③お申込み完了から約15分後
SIMを挿してご利用開始！

※生協店舗にて在庫がない場合、約2日以内にお取り寄せ可能です。FAXからお申込みの際はDISコールセンターまでお問い合わせ下さい。

②WEBで必要記入
事項を入力

Speed Wi-Fi NEXT W06
Huawei(ファーウェイ)製

LTEオプション料1,005円/月が無料！

ご購入後、最短30分以内に使えるので急な出張でもお任せください30分
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		機器・サービス名 キキ メイ		税込組価 ゼイコ クミ アタイ		注文番号 チュウモン バンゴウ				機器・サービス名 キキ メイ		税込組価 ゼイコ クミ アタイ		注文番号 チュウモン バンゴウ

		①WiMAX2+(1年パック)　+
ルーター(白or赤)セット ネン シロ アカ		¥94,500		白 G11290446
赤 G11290477 シロ アカ				①WiMAX2+(1年パック)　+
ルーター(白or黒)セット ネン シロ クロ		¥94,500		白 G11326015 
黒 G11325995  クロ

		②WiMAX2+(2年パック)　+
ルーター(白or赤)セット アカ		¥99,800		白 G11290453
赤 G11290484 アカ				②WiMAX2+(2年パック)　+
ルーター(白or黒)セット クロ		¥99,800		白 G11326008
黒 G11325971 シロ クロ

		WX05用クレードル ヨウ		¥3,980		80211458













WiMAXだけができること

※料金プランに関わらず、混雑回避のための速度制限(3日間で10GB以上利用時)があります。

ご相談・お申し込み

DISコールセンター TEL：0120-276-616
（受付時間：11時～20時 メンテナンス日を除き年中無休）

WEB：http://www.dismobile.jp/ メール：support@diswimax.jp

WiMAXサービスに関するお問い合わせ

WiMAXって建物内でも
つながるの？

通信速度を約20％改善

電波が弱い時に
パワーを挙げるこ
とで通信品質が
向上します。

WiMAXハイパワー1

現在の電池残量や通信量を
見たいときは？

データ通信料
最大3日間の通信量を
確認することができる。

推移データ表示２

電池残量
液晶画面で見やすく、
確認簡単。

通信速度を安定
させたいときは？

専用クレードル３
液晶画面でデータ量も
電池残量も一目で確認

実行速度を約30％改善

信頼性のある国産ルーター WX05

ギガビット級通信 W06
高速通信！USB接続なら受信最大1.2Gbps対応

※1.2Gbpsは、ハイスピードプラスエリアモード、ハイパフォーマンスモード及び4×4MIMO設定ONで、USB3.0以上対応のType-CケーブルとUSB3.0
以上対応のPCなどの機器に接続した場合の速度となります。

高性能ハイモードアンテナ搭載でアンテナ感度向上
今まで繋がりにくかった場所でも電波を確実にキャッチ！受信速度が約20%UP！

Wウイングアンテナ
電波を360°均等に放射

TX Beam Formingとの組合せ

対応子機に向けて集中的に電波を送信するので
スループット改善！実行速度が30％up！
※クレードルは別売で販売しております。

１. 月間容量上限なし！
→混雑回避のための速度制限(3日間で10GB利用時)があります。※詳しくは下記をご覧ください。

２. 初月無料！更新パック購入で最大4年間ご利用可能！
→最大49ヶ月ご利用可能な大学生協限定パック！

３. 即日開通可能！
→急な出張時も安心。生協店舗に在庫があれば即日開通可能！

■製品のスペック詳細
WX05：https://www.uqwimax.jp/wimax/products/wx05/ W06：https://www.uqwimax.jp/wimax/products/w06/

大学生協だけのお得なサービス

※1 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、WiMAX2+は440Mbps、220Mbpsまたは110Mbps、LTEは75Mbps、37.5Mbpsまたはそれ以下となります。詳しく
は機器の仕様やホームページをご確認ください。 ※2 記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況等により大幅
に低下する場合があります。またご購入前には利用エリアをご確認下さい。 ※3 ※4 WiMAX2+のみを利用する通信モード（ハイスピードモード）の場合は、月間のデータ通信量に上限が御座いませんが、
WiMAX2+とLTEを利用する通信モード（ハイスピードプラスエリアモード）を利用して月間データ通信量が7GB以上となった場合、ハイスピードモード・ハイスピードプラスエリアモードの通信速度を当月末まで
128Kbpsに制限します。また前日までの直近3日間でハイスピードモード・ハイスピードプラスエリアモードの通信量の合計が10GB以上となった場合、ハイスピードモード・ハイスピードプラスエリアモードの通信速
度を18時頃から翌日2時頃にかけて概ね1Mbpsに制限します。 ※2019年1月1日時点

※3 ※4

大学生協店舗まで

https://www.uqwimax.jp/wimax/products/wx05/
https://www.uqwimax.jp/wimax/products/w06/


Windows 7 延長サポート終了後のPCを使い続けることによるリスク

セキュリティ更新プログラムや有償サポートを含むすべてのサポートが受けられなくなります

ウイルス・
マルウェアへの

感染
情報漏えい

周辺機器・
ソフトウェアが
Windows 7
非対応になる

Windows 7
サポートが
終了します！ 

2020年１月14日
サポート
完全終了

●USB3.0x3、USB3.1 Type-C×1、HDMI/RGB●Webカメラ●Bluetooth●LTE搭
載●4年保証と3年特別安心保証●駆動時間：（Sバッテリー）約12.5時間、（Lバッテリー）
約19.5時間●S+Lバッテリー同梱●Sバッテリー装着時：約1.059kg、Lバッテリー装着
時：約1.159kg

レッツノートUniv.シリーズ+SIMカード2年セット

税込組価 494,600円

SVスーパープレミアム
＋SIMカード2年セット
CF-SV8LFXVU＋YSIM-TUNAG-2YSSET

（本体価格449,637円／
 消費税44,963.7円）

（本体価格386,000円／
 消費税38,600.0円）

注文番号
G11384954

レッツノート史上最高級モデル
SSD2TB & BDスーパーマルチ搭載

使用環境を選ばないTOUGHBOOKに待望のUniv.シリーズが登場
10.1型デタッチャブル&コンバーチブルPC

Y!mobi le  S IMは
安心のSoftBank回線

TOUGHBOOK Univ.モデル+SIMカード2年セット

Windows10搭載のPanason ic人気モバイルシリーズ
外出先でも快適なSIMカードセットがおすすめです！

Windows10へ、
早めの引越しを始めましょう

大学生協でしか購入できないUniv.シリーズに新製品が加わりました。 スムーズな移行作業のためにも今が買い替えのチャンスです！

BD
スーパーマルチ

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

LTE搭載
（nanoSIMカード）

LTE搭載
（nanoSIMカード）

LTE搭載
（nanoSIMカード）

LTE搭載
（nanoSIMカード）

有線LAN
（1000BASE-T）

SSD 2TB

メモリ 16GB
（16GBx1/空x0/
最大16GB）

インテル
Core i7-8565U
（1.80GHz）

Windows 10
Pro

12.1型WUXGA
（1920×1200）

●USB3.0x3、USB3.1 Type-C×1、HDMI/RGB●Bluetooth●LTE搭載●4年保証と
3年特別安心保証●駆動時間：約10時間●標準バッテリー同梱●約989g

税込組価 424,600円

QVプレミアム
＋SIMカード2年セット
CF-QV8GF1VU+YSIM-TUNAG-2YSSET

注文番号
G11384947

ディスプレイ360度回転型の最新2in1モデル
薄型コンパクトボディに高機能を凝縮

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

有線LAN
（1000BASE-T）

SSD 512GB

メモリ 16GB
（16GBx1/空×0/

最大16GB）

インテル
Core i7-8565U
（1.80GHz）

Windows 10
Pro

12.0型WQXGA+
（2880x1920）

●10フィンガー対応マルチタッチパネル●タブレット部:USB 3.0Type-A×1、HDMI、拡張バスコ
ネクター×1／キーボード部:USB 3.0Type-A×2、USB 2.0Type-A×1、シリアルコネクター、
HDMI、RGB●GPS搭載●Webカメラ●Bluetooth●LTE搭載●3年保証と3年間特別安心保証
●駆動時間：約10.5時間●本体（タブレット部のみ）：約0.95kg、キーボード部含む：約1.76kg

●SoftBank 4G対応データ通信nanoSIMカー
ド●AXGP対応●6GB/月※超過後128kbps
※直近3日間の通信制限ありません●後日配送

税込組価 364,600円（本体価格331,455円／
 消費税33,145.5円）

Panasonic
TOUGHBOOK
＋SIMカード2年セット
CF-20E5097VJ＋YSIM-TUNAG-2YSSET

注文番号
G11385111

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

LTE搭載
（nanoSIMカード）

有線LAN
（1000BASE-T）

SSD 256GB
メモリ 8GB

（8GBx1/空x0/
最大8GB）

インテル
Corei5-7Y57
（1.20GHz）

Windows 10
Pro

10.1型WUXGA
（1920×1200）

●USB3.0x3、USB3.1 Type-C×1、HDMI/RGB●Webカメ
ラ●Bluetooth●LTE搭載●4年保証と3年特別安心保証●駆
動時間：（Sバッテリー）約14.0時間、（Lバッテリー）約21.0時間
●S+Lバッテリー同梱●Sバッテリー装着時：約1.024kg、Lバッ
テリー装着時：約1.124kg

税込組価 330,152円

SV8プレミアム
＋SIMカード2年セット
CF-SV8DF1VU＋YSIM-TUNAG-2YSSET

（本体価格300,139円／消費税30,013.9円）

注文番号
G11384961

最新第8世代CPU搭載
ハイパフォーマンスモデル

DVD
スーパーマルチ

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

SSD 512GB
メモリ 16GB

（16GBx1/空x0/
最大16GB）

インテル
Core i7-8565U
（1.80GHz）

Windows 10
Pro

12.1型WUXGA
（1920×1200）

TOUGHBOOKは様々な現場でご利用いただくために
耐久性を確認する試験を実施しています。

埃の多い場所で…
防塵IP6x準拠

■ 屋外での使用に…
防滴IPx5準拠

■

車両での使用に…
耐振動 MIL-STD-810G

■ 寒冷地・炎天下での作業に…
動作温度-10℃～50℃

■

持ち歩き時のもしもに…
90cm落下試験

■

有線LAN
（1000BASE-T）

●USB3.0x3、USB3.1  Type-Cx1、HDMI/RGB●
Bluetooth●LTE搭載●4年保証と3年特別安心保証●駆動時
間：（Sバッテリー）約12.5時間、（Lバッテリー）約19.0時間●
S+Lバッテリー同梱●Sバッテリー装着時：約1.275kg、Lバッテ
リー装着時：約1.375kg

税込組価 330,152円

LV8プレミアム
＋SIMカード2年セット
CF-LV8DF1VU＋YSIM-TUNAG-2YSSET

（本体価格300,139円／消費税30,013.9円
）

注文番号
G11384985

持ち歩ける大画面14.0型
ワイドに使えるハイクラスモバイルPC

DVD
スーパーマルチ

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

SSD 512GB
メモリ 16GB

（16GBx1/空×0/
最大16GB）

インテル
Core i7-8565U
（1.80GHz）

Windows 10
Pro

14.0型FHD
（1920×1080）

6GB/月SoftBank対応 初月+23ヶ月

有線LAN
（1000BASE-T）

●液晶静電容量式マルチタッチパネル●USB3 . 0x3、
HDMI/RGB●Webカメラ●Bluetooth●LTE搭載●4年保証
と3年特別安心保証●駆動時間：約11.5時間●約0.775kg

●SIMカードはライセンス販売となっており、パッケージ同梱物に従いWEB登録後が必要です。
WEB登録後7営業日でご指定の住所にSIMカードが届きます。
●本ページのパソコンに挿してご利用の場合はライセンス登録時にnanoサイズをお選びください。

税込組価 353,782円

RZプレミアム
＋SIMカード2年セット
CF-RZ8DF1VU＋YSIM-TUNAG-2YSSET

（本体価格321,620円／消費税32,162.0円）

注文番号
G11384978

最新第8世代CPU搭載
軽量&コンパクトボディに
最新のインテリジェンス

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

有線LAN
（1000BASE-T）

SSD 512GB
メモリ 16GB

（16GBx1/空x0/
最大16GB）

インテル
Core i7-8500Y
（1.50GHz）

Windows 10
Pro

10.1型WUXGA
（1920×1200）

LTE搭載
（nanoSIMカード）

ワイモバイル

楽天モバイル

OCNモバイル ONE

UQ mobile

mineo

通信速度 平均 【下り】 下り速度、上り速度ともにワイモバイルがトップ。地域別でも優位。

2016年12月 格安スマホ通信速度実測調査 https://ictr.co.jp/report/20161209.html
0（Mbps） 10

45.80
43.28

30.92
23.92
23.59

20 30 40 50

東名阪全120地点

SIMカードは
こんなに便利！！
ポケットWi-Fiを持つ
必要がない

PCの起動と同時に
接続できる

面倒な初期設定が
不要

トレミール
●SoftBank 4G対応データ通信nanoSIMカード●AXGP対応●6GB/月※超過後128kbps※直近3日間の通信制限ありません●後日配送

大学生協限定で2年間SIMカードセット

通信品質も通信速度も安定のY!mobileのSIMカードで
外出・出張先の通信も安心！作業効率UPにもつながります

大学生協限定で
2年間SIMカードセット

6GB/月SoftBank対応 初月+23ヶ月
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