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株式会社インターネットイニシアティブ 
 
 

IIJ、「IIJモバイル」に高速データ通信端末を追加 

 
株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 幸一、コード

番号：3774 東証第一部）は、IIJ モバイルサービスのデータ通信端末のラインナップに、上り方向を最大

5.7Mbps に高速化した USB 型データ通信端末「120FU」と、下り方向を最大 21Mbps に高速化した

USB 型データ通信端末「D31HW」を追加し、12 月 1 日より提供を開始いたします。 
 
「120FU」は、「IIJ モバイルサービス/タイプ D」と「タイプ DS」でご利用になれます。通信規格 HSUPA を

採用することで、NTT ドコモ FOMA ハイスピード網を利用したサービスとしては上り方向が最速の

5.7Mbps（下りは最大 7.2Mbps）での通信が可能です。また「D31HW」は、「IIJ モバイルサービス/タイ

プ E」と「タイプ ES」(*1)および、個人向けサービスである「IIJmio 高速モバイル/EM サービス」でご利用に

なれます。国内の 3G 規格のデータ通信サービスで最速(*2)となる HSPA+を採用することで、全国の主要

都市で下り最大 21.6Mbps、上り最大 5.8Mbps での高速通信が可能です。 
 
監査法人やシステム開発等の業種のお客様では、社外の常駐先から大容量ファイルのアップロードを行う

必要から、モバイルサービスにおける送信方向の高速化のご要望を多く頂いております。IIJ モバイルは今

回の端末ラインナップの拡充により、高速で便利なモバイル通信サービスを、IIJ モバイルの特徴である強

固なセキュリティ機能とあわせてご提供し、お客様のビジネスを支援してまいります。 
 
なお、「120FU」「D31HW」と各サービスを同時にお申し込みされるお客様を対象に、期間限定で以下キ

ャンペーンを実施いたします。 
 

【IIJ モバイルサービス/タイプ D 120FU 端末無料キャンペーン概要】 

対 象： 「IIJ モバイルサービス/タイプ D 定額プラン L」を同時に 5 回線以上お申し込みいただ

き、レンタル端末として「120FU」をお選びいただいた法人のお客様 
期 間： 2009 年 12 月 1 日～2010 年 2 月 26 日のお申し込み分(*3) 
特 典： 1. 端末レンタル料（端末 1 台につき月額 800 円）がご利用期間中継続して無料 

 2. 初期費用（通常 20,000 円）、登録手数料（1 回線につき通常 3,000 円）が無料 
 

【IIJ モバイルサービス/タイプ E D31HW ご利用開始キャンペーン概要】 

対 象： 「IIJ モバイルサービス/タイプ E 定額プラン L」を同時に 5 回線以上お申し込みいただ

き、レンタル端末として「D31HW」をお選びいただいた法人のお客様 
期 間： 2009 年 12 月 1 日～2010 年 2 月 26 日のお申し込み分(*3) 
特 典： 1. 端末レンタル初期費用（端末 1 台につき通常 17,000 円）が 7,000 円 

 2. モバイルブロードバンドアクセスポイント「クティオ」を同時にご購入いただくと、価格

（通常 18,800 円）が 9,800 円(*4) 
 



【IIJmio「Edy プレゼント」&「クティオ」お買い得！キャンペーン概要】 

対 象： 「IIJmio 高速モバイル/EM サービス」をお申し込みいただいた個人のお客様 

期 間： 2009 年 12 月 1 日～2010 年 3 月 31 日 

特 典： 1. 「IIJmio 高速モバイル/EM サービス」をキャンペーン料金でご提供 
 2. D31HW を新規でご契約したお客様に Edy 2,000 円分をプレゼント 

   D22HW を新規でご契約したお客様に Edy 1,000 円分をプレゼント(*5) 
 3. モバイルブロードバンドアクセスポイント「クティオ」を同時にご購入いただくと、価格

（通常税込み 19,740 円）が 4,998 円（税込み） 
キャンペーンの詳細はIIJmio高速モバイル/EMサービス Webサイトをご覧ください。 

https://www.iijmio.jp/ad/ 

 

【120FU の主な仕様】 

型番 120FU 

通信速度 
FOMAハイスピードエリア：下り最大7.2Mbps/上り最大5.7Mbps（ベストエフォート）(*6) 
FOMA エリア： 送受信最大 384kbps 
FOMA プラスエリア： 送受信最大 384kbps 

海外ローミング 3G＋GSM 対応 

対応 OS 
（各日本語版） 

Windows® 7 
Windows Vista® 
Windows®XP SP2 以降 
MacOS10.4～10.6 

製造メーカ 富士ソフト株式会社、ZTE Corporation（中国） 

サイズ 高さ約 85mm × 幅約 25mm × 厚さ約 9.6mm （USB 接続部収納時）  

形状 USB 1.1/2.0 準拠 

 
【D31HW の主な仕様】 

型番 D31HW 

通信速度 下り最大 21.6Mbps/上り最大 5.8Mbps（ベストエフォート） 

対応 OS 
（各日本語版） 

Windows® 7 
Windows Vista® 
Windows®XP SP2 以降 
MacOS10.4～10.5 

製造メーカ Huawei Technologies Co., Ltd 

サイズ 高さ約 12.4mm × 幅約 28mm × 厚さ約 76.5mm （USB 接続部収納時） 

形状 USB 1.1/2.0 準拠 

 

https://www.iijmio.jp/ad/


【120FU イメージ】 

 

【D31HW イメージ】 

 

（※1） 「IIJ モバイルサービス/タイプ ES」 での「D31HW」のご提供開始は 2010 年 1 月を予定しています。 
（※2） 2009 年 11 月 24 日現在の国内移動体通信事業者の HSPA 採用サービスで最速。 
（※3） 2010 年 3 月 31 日までに利用開始することがキャンペーンの適用条件となります。 
（※4） キャンペーンで購入可能な「クティオ」の台数はお申し込みいただく D31HW の回線数を上限とします。 
（※5） 「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 

「Edy」の送付にあたっては、株式会社 NTT カードソリューションが発行する「Edy ギフトＩＤ」をメールにてお贈りする予

定です。詳しくは Edy ギフトＩＤホームページ（http://i-giftid.edy.jp/）をご覧ください。 
（※6） 送信時最大 5.7Mbps に対応したエリアは首都圏を中心に展開し、順次拡大の予定です。 
（※） IIJ 独自開発ルータ「SEIL/X1」「SEIL/B1」での「120FU」「D31HW」の対応は 2009 年 12 月末を予定しています。 
（※） 表示価格には、特に記載のない限り消費税は含まれておりません。 
（※） 「FOMA」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 
 
報道関係お問い合わせ先 

株式会社インターネットイニシアティブ 広報部 南郷、川上 

TEL： 03-5259-6310  FAX： 03-5259-6311 
E-mail： press@iij.ad.jp  URL： http://www.iij.ad.jp/ 


