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日本通信、b-mobile ONE USB インターネットカード２製品を販売開始 
 

 
日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、ｂモバイル ONE の USB 版である「b-mobile ONE  
USB インターネットカード」２製品を販売開始いたしますので、お知らせいたします。 
 
ｂモバイル ONE（CF カード）は、国内最大級のスポット数を誇る高速な公衆無線 LAN「ｂスポ

ット」と全国を広くカバーする PHS データ通信が使い放題で利用できる商品として 2004 年 4 月に

発売されました。新規ユーザー向けパッケージには、PHS データ通信カード（CF カード）、一定

期間ご利用できる PHS データ通信料、インターネット接続料等のほか、無線インターネット・コ

ントローラー「b アクセス」が収められており、利便性の高い商品として評価されています。 
 
このたび、PHS データ通信カードとして、ノート PC の USB ポートに装着して利用できるｂモバ

イル USB インターネットカードを同梱した b-mobile ONE USB インターネットカード２製品を発

売いたします。 
 
 利用期間 価格 販売 
b-mobile ONE USB 
インターネットカード

１年パッケージ 
（型番：BM-U1U-12M） 

1 年（365 日） オープンプライス

（想定価格 10 万円

前後） 

2007 年 11 月 2 日（金）より順次、

全国の家電量販店や日本通信のオン

ラインショップであるｂマーケット 
（ http://www.bmobile.ne.jp/market/ ）
などを通じて販売開始 

b-mobile ONE USB 
インターネットカード

6 ヶ月パッケージ 
（型番：BM-U1U-6M） 

6 ヶ月（185 日） オープンプライス

（想定価格 6 万円

前後） 

12 月予定 

 
USB インターネットカードは、ノート PC の USB ポートに接続することで、Windows はもちろん

Mac*1 でも使用できるほか、カードスロットを占有しないため、他のカード型周辺機器との同時利

用が可能です。また、適応変調パケット方式に対応し、通信の安定化および高速化を実現します。

さらに、市販のUSBケーブルをご利用いただくことで、最長 5mまでパソコンと端末間を延長でき、

受信感度がより良い環境でお使いいただけます。 
 
ご利用期間終了後は、「USB インターネットカード専用 更新ライセンス（型番：EX-A30）」をご

利用いただくことにより、USB インターネットカードをそのまま使用して利用時間または利用期間

を延長することができます（2007 年 9 月 25 日当社開示資料「日本通信、ｂモバイル USB インタ
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ーネットカード専用更新ライセンスを販売開始」をご参照ください）。 
 
今回の発売により、USB インターネットカード製品群として、利用頻度が低くても無駄なく利用で

きるｂモバイル・アワーズ*2、月 20 時間までのご利用に最適なｂモバイル・クリカ、PHS も無線

LAN スポットも使い放題のｂモバイル ONE の３シリーズが揃い、お客様のご利用形態に応じてお

選びいただけるようになりました。 
 
◆ｂモバイル USB インターネットカード 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●主な製品仕様 
パッケージ内容 b スポット利用料/PHS データ通信料、インターネット接続料、無線イン

ターネット・コントローラー「ｂアクセス」、USB インターネットカー

ド、USB アダプタ、USB アダプタを収納できる b-mobile 特製ケース  
通信ネットワーク ＜PHS＞ 

ウィルコム社マルチリンク方式パケット通信ネットワーク 
＜無線 LAN スポット＞ 
無線 LAN スポット「b スポット」 
※但し、無線 LAN 機能内蔵パソコン又は別途 WiFi 規格準拠の無線 LAN カードが必要で

す。 
Web アクセラレーター Marion（中速）/Michelle（高速）/Ian（さらに高速） 
対応 OS Windows Vista/XP：PHS データ通信および無線 LAN スポットに対応 

Mac OS 10.4：PHS データ通信のみ対応 
 
●USB インターネットカード（同梱）の主な仕様 
外形寸法 約 38.0×56.0×11.5mm（幅×奥行×高さ） 
重量 約 20g（USB アダプタ使用時 約 28g） 
アンテナ 小型チップアンテナ内蔵 
通信方式 マルチリンク/シングルリンクパケット方式 
平均消費電流 約 180mA（マルチリンク）、約 85mA（シングルリンク） 
 
 
●本製品のご利用にあたって 
お客様の携帯電話または PHS から専用番号にお電話していただく開通手続きが必要となります。 
 
＃b-mobile ONE USB インターネットカードに関する詳細は、以下の URL をご参照ください。 
http://www.bmobile.ne.jp/personal/newone/ 
 
*1 Windows Vista/XP でご利用いただけるほか、Mac OS 10.4 では、PHS データ通信のみご利用いただけます。 
*2 b マーケット限定商品です。  

・コネクタ部分が上下左右に回転する USB アダプタが標準で付属。パソコン

の USB ポートの位置や向きを選ばず容易に装着できます。また、角度をか

えることで内蔵アンテナの向きを自由に変えることができます。 
・LED が点灯して電波強度の状態をお知らせします。 

※Windows Vista/XP に対応した 
ｂアクセスのスクリーンショット

※PC に装着したイメージ図

◇ｂアクセスの基本画面 ◇ｂモバイル USB インターネット

カードの写真 
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※商品の仕様および価格は予告なく変更になる場合があります。商品に関する詳細は、http://www.bmobile.ne.jp/ をご参

照ください。 
 
■日本通信株式会社 会社概要 
社名： 日本通信株式会社（大証ヘラクレス市場：9424） 
代表者： 三田 聖二（代表取締役社長） 
資本金： 2,273 百万円（2007 年 9 月 30 日現在） 
設立： 1996 年 5 月 24 日 
事業内容： ●日本初の MVNO（Mobile Virtual Network Operator=仮想移動体通信事業者） 

●「インフィニティ・ケア」をサービスコンセプトにした End to End のワイヤレス・

データ通信サービスを法人向けに提供 
●「どこでもインターネット通信電池」をコンセプトにしたワイヤレス・インターネ

ット接続商品をコンシューマ向けに提供 
●ユビキタス社会を実現する「通信電池」を提供、また、新しい通信サービスを各企

業と共同で開発 
 
b-mobile、InfinityCare 及び通信電池は日本通信株式会社の登録商標です。文中の社名、商品名は、各社の商標または登録

商標です。 


