
大学生協
月額プランのご案内

ご一読を
お願いします！

詳しくは
お電話でご説明

します！

2021年版



第１章 ご案内編

商品・サービスに
関するご案内です。



ご案内編 ①ＷｉＭＡＸってなに？

家も外も、これひとつ︕１

・家の中でも、外出先
でも快適インター
ネット︕

・ごちゃごちゃした
配線がなく、
お部屋スッキリ︕

・⼯事ナシ︕ご利⽤まで⻑
間期間お待たせしません︕
・機器お届け⽇が指定でき、
届いたその⽇からスグに

使使えます︕

カンタンスタート︕２

３ 超速 ＋ もしもの時も安⼼

440

４ ５ ⽉間データ量上限ナシ︕

ワイマックス

※3

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。

・ワイヤレスだけど超速。
ななので動画再⽣に最適︕
・旅先や帰省先がWiMAX
エエリア外でもLTEが毎⽉
⽉7GB分無料で使えるから、
ももしもの時も安⼼です。

440
下り最⼤

Mbps
※1

上り最⼤

Mbps
30

※2

・信頼性のある国産ルータ
ー最新機種をお届け。

製造元︓
NECプラットフォームズ
2020年1⽉30⽇発売

・WiMAXのみの利⽤なら、
毎⽉のデータ通信容量に
上限が無いので安⼼です。

・3⽇間で10GB以上使うと
速度制限が掛かりますが、短期間かつ
時間帯も限定されており、実際には
⽉100GB以上のご利⽤も可能です。

国産の最新機種をお届け︕

※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。

※2020年12⽉1⽇時点

※4



⼤学⽣協⽉額プラン
契約名︓「DISM Flat ツープラスギガ放題」
Wi-Fiルーター︓Speed Wi-Fi NEXT WX06（⽩）

ご案内編 ②ご契約プラン

⽉額通信料
DISM Flat ツープラス

ギガ放題
4,268円/⽉

スピードが違う︕超速ネット︕⽉額ご利⽤料⾦
（⽇割りは考慮しておりません。別途事務⼿数料が発⽣します。別途ユニバーサルサービス料として3円/⽉が掛かります.記載は全て税込）

WiMAX 2+通信料

WiMAX 2＋のみのご利⽤なら、毎⽉のデータ通信容量に 上限が無いので安⼼です。
もしもの時にWiMAX 2+が繋がらない場所に⾏ってもLTEが使えるので安⼼。
⽉額通信料は契約⽉を含む最⼤49ヶ⽉間(4年間)⼤学⽣協特別価格でおトクです。

申込受付期間︓2021年5⽉20⽇迄

最新
モデル LTEも

7GB分
使える

Speed Wi-Fi NEXT WX06

※消費税10%換算

（税込）



ご案内編 ③ＷｉＭＡＸって学生に合ってる？

WiMAXは新⽣活にピッタリなプランです。
①⼀⼈暮らしをはじめます︕

⼀⼈暮らしで⾃分専⽤のインターネットを準備しても、授業や部活、アルバイトで不在
がち・・・になる事を考えると、「お部屋のみ」で使える固定インターネット回線より、お部
屋はもちろん「外に持ち出せる」WiMAXの⽅が利⽤機会は⾼まります。

②回線⼯事はちょっと遠慮したい・・・
お部屋に業者が⽴ち⼊って⼯事や配線・・⼥性のみならず気になる⽅は気になります。
でもWiMAXなら「⼯事不要」だから⽴ち⼊りも無く、安⼼です。

③機械の設定や配線が苦⼿・・・
WiMAXなら、商品が届いたらパソコンやスマホなどとカンタンな接続設定をすれば、
すぐにお使いいただけます。配線も不要なので間取りを気にする必要もありません︕

④引越しするかも・・・
キャンパス移動などで引越しの可能性がある場合、WiMAXなら解約⼯事や機器の
返却もなく、引越し先にそのまま持っていってすぐに使えるので便利です︕

⑤スマホで事⾜りるのでは︖
スマホも今や30GBや50GB使える時代ですが、逆に⾔えば「50GB」までしか使えま
せん。 また、テザリング時のスマホのバッテリー消耗、⾼画質な動画を⾒る等々・・総
合的に考えると、スマホ回線とパソコン回線は別にご⽤意される事をオススメします。



ご案内編 ④月間7GBや3日10GBってなに？

⽉間上限ナシについて
⼀般的にデータ通信サービスには「速度制限」というものがあります。WiMAXでは「WiMAX2+」と「au 4G LTE
」の2種類の電波を利⽤でき、「WiMAX 2+」の電波のみを利⽤する「ハイスピードモード」については、⽉間
のデータ通信量に上限がありません。

ですので動画視聴などで⽉に100GB以上使っても安⼼です。
ただし「ハイスピードプラスエリアモード」は⽉間7GB（を超えると128Kbpsに低下）制限があり、
制限適⽤後は、「ハイスピードモード」も制限対象となりますので注意が必要です。

3⽇10GB制限について
ご利⽤モードにかかわらず、「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が前⽇までの直近3⽇間で10GB
以上となった場合、通信速度が18時頃から翌⽇2時頃にかけて概ね1Mbpsに制限されます。下記も参考に、
使い⽅や制限内容が⾃分に合うかイメージしてみてください。

ハイスピードモード

ハイスピード
プラスエリアモード

au 4G LTE

標準モード

下り最⼤440MbpsのWiMAX 2+をご利⽤いただけます。

下り最⼤440MbpsのWiMAX 2+に加え、
⾼速ワイドエリアのau 4G LTEをご利⽤いただけます。

データ量
（10GB）

の⽬安

制限が
かかる
イメージ

（データはUQコミュニケーションズ㈱ホームページより引⽤
http://www.uqwimax.jp/plan/wimax/note/gigahodai_speedlimit_10/）

パソコン利⽤時



ご案内編 ⑤ご利用エリア（1）

速度の速い「WiMAX 2＋」とエリアの広い「LTE」の2つのサービスを使い分ける事ができます。

LTEの場合WiMAX 2＋の場合 速度の速い
WiMAX 2＋の
エリア内で快適に

使えます!!

auのスマホが
つながる場所であ

ればどこでも
使えて安⼼!!



ご案内編 ⑤ご利用エリア（2）

WiMAX 2+がご利⽤予定の住所で使えるかどうか、「ピンポイントエリア判定」で必ず事前確認
をお願いします。なおWiMAX 2+の判定結果が「△」「△〜×」「圏外」の場合は、本プランをお
申込いただけません。（LTEについてはサービスエリアマップでご確認ください）。

UQ WIMAX エリア 検索 https://www.uqwimax.jp/wimax/area/

「ピンポイントエリア判定」をクリック 住所を⼊⼒後「Enter」キーを押して、
表⽰された候補を選択



ご案内編 ⑤ご利用エリア（3）

判定結果が「○」か「○〜△」であった場合はお申込の受付を致します。なお申込後の返品・キャン
セルは弊社初期契約解除基準に基づきお受けしますが、事前に実機で接続状況を確認できる
「TryWiMAX」のご利⽤をオススメします。https://www.uqwimax.jp/wimax/beginner/trywimax/

「WiMAX2+」をクリックすると
WiMAX2+のエリア判定が表⽰

判定結果が「圏外」、「△〜×」、
「△」の場合は、受付不可



第2章 申込編
月額プラン

お申込について
ご説明いたします。

お申込は
東洋大学生協様に
ご連絡ください。



申込の際にご注意いただきたい点をまとめました。以下の①〜⑤について、ご確
認をお願いします。

① ⽉額プランのご利⽤をご希望の際は直接、通信業者であるダイワボウ情報
システム(株) のDISコールセンターにお問い合わせください。

② ご契約に関しての毎⽉のお⽀払いは親権者様のクレジットカードでのみお
受け致しております。

③ 新⼊⽣受付センターからの契約に関して説明内容に同意頂きましたら
WEBにて申込の処理を進めて下さい。

④ また、お申込み後に特定の場所でWiMAX2＋が使えない場合の返品・キャ
ンセルは、ダイワボウ情報システム(株)の初期契約解除基準に基づきお受けああ
いたします。詳しくはDISコールセンターにお問い合わせ下さい。

DISコールセンター︓0120-276-616

申込編 ①お申込の前に



申込編 ②Webサイトからお申込

インターネット環境をお持ちの場合、下記申込サイトをご覧いただきながら契約内容の説明
申込⽅法をご説明致します。

オペレーターと⼀緒に
ご利⽤地域のエリア判定を
⾏って頂きます。

オペレーターと⼀緒に
サイトを⾒ながらご契約内容を
ご説明します。

WiMAX新⼊⽣申込専⽤サイト⽉額プラン ︓ https://dis.onl/2021m/

※インターネット環境をお持ちでない場合も書類でのお申込が可能です。オペレーターにお伝え下さい。
※上記画像は2019年度のものです。



第3章 困ったとき編

修理対応方法やよくある
質問・問い合わせ先につ
いてご確認ください。



困ったとき編 ①よくある質問（1)

カテゴリ 質問 回答

申込 メールアドレスが無くても受付できます
か︖

メールアドレスはご契約の受付に必要ですので、必ずご準備ください。

携帯・スマートフォン⽤メールアドレスや、フリーメール（gmail、yahooメール等)なども
ご利⽤いただけます。なお携帯・スマートフォン⽤メールアドレスの場合、メール受信拒
否設定の解除をお願いします。

申込
学⽣本⼈ですが、クレジットカードを
持っています。それでも親族者のクレ
ジットカードが必要ですか︖

ご親族者様のクレジットカードにてお申込を受付しており、学⽣様ご本⼈のカードではお
受けできません。

なお社会⼈学⽣である場合のみ、ご本⼈名義のクレジットカードにてお申し込みを承り
ます (親権者同意も不要）。その場合は学⽣証・合格証明証の他に、社員証や免
許証、パスポート等のコピーをご提⽰いただく場合がございます。

申込 証明書がいま⼿元にありません。 証明書は必須ですのでご⽤意いただく必要がございます。書類⼀式のご準備が出来た
段階で申込書⼀式とともに、DISコールセンターへお送りください。

申込 在学⽣ですが申込できますか︖
申込いただけます。（親権者の同意及び親権者名義のクレジットカードが必要で
す。）

エリア WiMAXエリアでもLTE通信を利⽤す
ることはありますか︖

「ハイスピードプラスエリアモード」において、WiMAX2+エリア内でもWiMAX2+電波が
不安定等の場合は、LTE通信を利⽤することがあります。

エリア 現在の通信⼿段（WiMAX2+、
LTE）を確認することはできますか︖

ルーター画⾯上にて通信モードでのみご確認いただけます。（「HS」︓ハイスピードモー
ド、「HS+A」︓ハイスピードプラスエリアモード」）

エリア
WiMAX2+エリアとLTEエリアを⾏き
来する場合、⾃動で切り替わります
か︖

通信モードが「ハイスピードプラスエリアモード」であれば、通信⽅式は⾃動的に切り替わ
ります。(WiMAX2+が優先)

エリア 東京以外で下り440Mbpsは繋がり
ますか︖

2020年12⽉時点で全国主要都市にてご利⽤可能です。詳細はホームページにてご
確認ください。



困ったとき編 ①よくある質問（2)

カテゴリ 質問 回答

サービス UQ Wi-Fiを利⽤できますか︖ 可能です。詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.dismobile.jp/wimax/price/wifipremium.html

サービス 利⽤制限はありますか︖

「WiMAX 2+」の電波のみを利⽤する「ハイスピードモード」については、⽉間のデータ
通信量に上限がありません。ただし「ハイスピードプラスエリアモード」は⽉間7GB制限が
あり、制限適⽤後は「ハイスピードモード」も制限対象となります。
またご利⽤モードにかかわらず、「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が前
⽇までの直近3⽇間で10GB以上となった場合、通信速度が18時頃から翌⽇2時頃
にかけて概ね1Mbpsに制限されます。

サービス 製品が故障した場合の連絡先を教
えてください。

DISコールセンターまでご連絡下さい。 TEL0120-276-616
機器故障かどうかの確認をさせて頂いた後、故障と判断した場合には修理⽅法につい
てご案内いたします。

マイページ マイページ（My DIS mobile）で
は何が確認できますか︖

○契約⼀覧の照会 ○契約者情報の照会・変更（住所・連絡先・メールアドレス）
○ご利⽤パケット数の照会 ○My DIS mobile パスワードの変更 ○UQ Wi-Fiプ
レミアム申込・照会・パスワード変更 ○解約申込み ○クレジットカード番号の変更
（クレジットカード払いのお客様のみ） ○利⽤明細書の閲覧 ○ライセンスキー⼊⼒
（DIS mobile パッケージご契約者様のみ。利⽤期間延⻑⼿続）

マイページ My DIS mobileのID、パスワードを
忘れてしまいました。

My DIS mobileの画⾯上から、ID、PWの再発⾏が可能です。（登録されている
メール宛てにIDと再発⾏した新しいPWを案内します）
※再発⾏には、管理番号（契約管理ID）とメールアドレス、電話番号が必要となり
ます。 管理番号（契約管理ID）が不明の場合には、⽒名、住所、電話番号、メー
ルアドレス、⽣年⽉⽇の情報が必要となります。



困ったとき編 ①よくある質問（3)

お客様からお問い合わせされる場合は・・・DISコールセンター まで
DISコールセンター TEL︓0120-276-616

受付時間︓ 11:00〜20:00 (⼟・⽇・祝祭⽇も受付可能）
※携帯・PHSからもご利⽤いただけます。

カテゴリ 質問 回答

解約 解約の⼿続き⽅法を教えてください。
DISコールセンターまでご連絡下さい。 TEL0120-276-616
解約申請書によるお⼿続⽅法についてご案内致します。MY DIS mobile上では解
約申込できませんのでご了承ください。

解約 解約⽉の料⾦は⽇割りになります
か︖

解約⽉の通信料は⽇割りになります。ただし、「ユニバーサルサービス料」は⽇割りできま
せん。

解約 解約費⽤と更新について教えてくださ
い。

契約満了⽉の末⽇とその翌⽉「以外」に解約された場合は、契約解除料が掛かります。
なお契約期間は2年(契約⽉+24ヶ⽉)間とし、解約のお申し出がない場合、更に２
年間（24ヶ⽉）の契約として、⾃動更新となります。

解約 解約後、再契約することはできます
か︖ 解約後は再契約いただけません。

その他 インターネットの連続通信時間に制
限はありますか︖

インターネットの連続通信時間は24時間となります。接続開始から24時間経過後いっ
たん切断となりますので、引き続きご利⽤される場合は、再接続を⾏ってください。

その他 WiMAXのセキュリティは⼤丈夫です
か︖

WiMAXでは、ご契約いただいたお客様を確認（認証）した上で通信サービスを提供
するとともに、無線区間はAESと呼ばれる暗号化技術を利⽤していますので、通信を
他⼈に傍受されるなどの⼼配はございません。

その他 ISP（インターネットサービスプロバイ
ダー）との契約が必要ですか︖ ご利⽤に際し別途ISP契約は必要ございません。

その他 WiMAXの電磁波は医療機器に影
響しますか︖

WiMAX機器の電波が⼼臓ペースメーカーへ及ぼす影響は、総務省の調査研究により
影響の無いことが確認されています。なお、その他の医療機器付近でのご利⽤について
は、該当の医療機関の指⽰に従ってください。



メーカー修理拠点

お客様

ａｕショップ

預かり修理

代替機があれば

代替機を貸出。

DISコールセンター TEL︓0120-276-616
受付時間︓ 11:00〜20:00 (⼟・⽇・祝祭⽇も受付可能）

※携帯・PHSからもご利⽤いただけます。

困ったとき編 ②ルーターの故障対応について

お客様よりお問い合わせいただけましたら、機器故障確認を致します。

DISコールセンターにて故障と判断した際は、
auショップで預かり修理となります。代替機が
あれば修理期間中お貸し出しします。修理の
結果、新品交換となる場合があります。

※auショップに⾏く際には「保証書」と「販売店
レシート」を持参してください。

auショップでお持ち込み時保障期間外の場合、
修理費⽤はお客様実費負担となります。



以上、ご一読
いただきまして・・

ありがとう
ございました！

http://www.diswimax.jp/
DIS mobile WiMAXホームページ


