








DIS mobile 生協限定双方向翻訳機能付き世界ルーター
海外12GB/年+国内20GB/月 GlocalMeG3 新規パック

モバイルバッテリー4

440

「GlocalMe G3」とは、世界100か国以上で使えるモバイルWi-Fiルーターのことです。海外WiFiレン
タルのようにレンタル端末の返却の手間も無く、海外SIMのようにSIM契約・SIM差し替え・APN設定の手間
もありません。いろいろな国に出張や旅行などで出かけることが多いユーザーにピッタリです。

GlocalMe G3 おすすめPoint
世界中で使える！1

440

税込 99,800円

電源ONですぐに使える！2

440

翻訳機能3

・23言語をカバーする双方
向翻訳機能により、旅先
での会話が可能。
（日→英 英→日）
・ネット上の専用サーバーで
翻訳を行うため内容豊富。
専門用語の翻訳が可能な事も。

・5350mAhの大容量バッテリーを搭載
し、最大15時間駆動できます。
・スマホへの給電もでき
外出先でも長時間
安心してご利用でき
ます。

・海外では、現地で電源を入
れるだけで海外利用可能！
・海外Wi-Fiレンタルのような
端末返却の手間もありませ
ん。

●パッケージ購入後３ヶ月以内の申し込み登録が必要です。申込登録後７営業日（土日祝日を除く）以内に機器を発送い
たします。ご利用開始希望月での最短手配でお届けとなります。 (例：4月申込 5月開通希望→5月での最短手配でお届け)
●更新手続きは必ず利用期間内に手続きを完了して下さい。 ●国内通信は容量超過後低速となります。 ●海外通信は容
量超過後ご利用頂けなくなりますが追加パックご購入後追加手続き頂ければご利用再開可能です。追加パックは利用期間内で
のご利用となります。●現地の環境により速度が遅い、つながりにくい場合がございます。●バッテリー駆動時間は実際にご利用に
なる使用環境や電波状況により異なります。

国内・海外Wi-Fiルーター
世界中どこでもインターネット

「GlocalMe G3」

初月+11ヶ月 翻訳機能

・全世界主要135ヶ国の幅広い地域で
利用できる！

●対応国はこちらから確認
https://www.glocalme.com/service/cover?giso=JP



サービス名 メーカー型番 注文番号 税込組価
新規パック PKGGM12GA/1YS 80203873 99.800円
更新パック PKGGM12GA/1YK 80203880 85.800円
海外追加 1GB PKGGM1G/ADD 80203897 4.980円
海外追加 3GB PKGGM3G/ADD 80203903 9.980円
海外追加 10GB PKGGM10G/ADD 80203910 29.800円

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 9ヶ月目 10ヶ月目 11ヶ月目 12ヶ月目

国内利用

海外利用

20GB/月

4GB 3GB 5GB

国内
20GB/月

12ヶ月 開通月+11カ月

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

パッケージご購入からルーターのお届けまで

海外
12GB/年

■ 使った容量を画面で確認できる！
■ 初月無料でお得に使える
■ 足りない分は選べる追加容量(海外のみ)

GlocalMe G3 仕様詳細
商品名 Ｇ3

最大通信速度 LTE:DL 150Mbps/UL 50Mbps
サイズ/重量 126.5×65×19mm/240ｇ
ディスプレイ ４インチLCDタッチパネル

バッテリー容量 5350ｍAh
外付けSIMスロット数 ２×Nano SIM

Wi-Fi規格 IEEE802.11b/g/n
同時接続端末台数 5台

コネクタ
USB2.0port/Input:DC 5V-1A~5V-2A
MicroUSB2.0port/Output:DC 5V-1A
LTE-FDD Band:1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20
LTE-TDD Band:38/39/40/41
WCDMA Band:1/2/4/5/6/8/9/19
GSM:850/900/1800/1900 MHz
CDMA/EVDO:BC0/BC1

周波数帯
(外付けSIMカード含む）

新規/更新/追加パック

パッケージをご購入
FAX or 郵送で開通申込

DISコールセンター
受付

開通処理済みの
ルーターをお届け

ご利用
開始

FAX・郵送 郵送

DIS mobile 生協限定双方向翻訳機能付き世界ルーター

ご相談・ご購入は お手続き・サービスに関するお問い合わせ

※新規パックでのお申込登録後7営業日（土日祝日を除く）以内に機器を発送致します。
ご利用開始希望月での最短手配でお届けとなります。
(例：4月申込 5月開通希望→5月での最短手配でお届け)

DISコールセンター
契約・発送

７営業日（土日祝日を除く）
以内に機器を発送致します

海外追加パックはご購入後追加申込が必要です。

大学生協 店舗まで

http://www.dismobile.jp/
mailto:support@diswimax.jp
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		サービス名 メイ		メーカー型番 カタバン		注文番号 チュウモン バンゴウ		税込組価 ゼイコ クミ アタイ

		新規パック シンキ		PKGGM12GA/1YS		80203873		99.800円 エン

		更新パック コウシン		PKGGM12GA/1YK		80203880		85.800円 エン

		海外追加 1GB カイガイ ツイカ		PKGGM1G/ADD		80203897		4.980円 エン

		海外追加 3GB カイガイ ツイカ		PKGGM3G/ADD		80203903		9.980円 エン

		海外追加 10GB カイガイ ツイカ		PKGGM10G/ADD		80203910		29.800円 エン
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		月 ツキ		1ヶ月目 ゲツメ		２ヶ月目 ゲツメ		3ヶ月目 ゲツメ		4ヶ月目 ゲツメ		5ヶ月目 ゲツメ		6ヶ月目 ゲツメ		7ヶ月目 ゲツメ		8ヶ月目 ゲツメ		9ヶ月目 ゲツメ		10ヶ月目 ゲツメ		11ヶ月目 ゲツメ		12ヶ月目 ゲツメ

		国内利用 コクナイ リヨウ

		海外利用 カイガイ リヨウ











20GB/月

4GB

3GB

5GB
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		商品名 ショウヒンメイ		Ｇ3

		最大通信速度 サイダイ ツウシン ソクド		LTE:DL 150Mbps/UL 50Mbps

		サイズ/重量 ジュウリョウ		126.5×65×19mm/240ｇ

		ディスプレイ		４インチLCDタッチパネル

		バッテリー容量 ヨウリョウ		5350ｍAh

		外付けSIMスロット数 ソト ヅ スウ		２×Nano SIM

		Wi-Fi規格 キカク		IEEE802.11b/g/n

		同時接続端末台数 ドウジ セツゾク タンマツ ダイスウ		5台 ダイ

		コネクタ		USB2.0port/Input:DC 5V-1A~5V-2A
MicroUSB2.0port/Output:DC 5V-1A

		周波数帯
(外付けSIMカード含む） シュウハスウ タイ ソト ヅ フク		LTE-FDD Band:1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20

				LTE-TDD Band:38/39/40/41

				WCDMA Band:1/2/4/5/6/8/9/19

				GSM:850/900/1800/1900 MHz

				CDMA/EVDO:BC0/BC1
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