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イオンが、BIGLOBEの LTE対応 

「ほぼスマホ」を全国の店舗にて販売 

～最新モバイルルータも販売開始～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「ほぼスマホ」と最新モバイルルータ「Aterm MR02LN」＞ 

 

イオンリテール株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：梅本 和典、以下イオン

リテール）とNECビッグローブ株式会社（本社:東京都品川区、代表取締役執行役員社長:古関 

義幸、以下 BIGLOBE）は、BIGLOBE が提供する Android(TM)搭載端末と LTE 通信をセットに

した「ほぼスマホ」を、総合スーパーイオンリテール（本州、四国の 200 店舗）にて本年 6 月 1

日より販売を開始し（注 1）、今後、全国の店舗に順次拡大予定です。 

 

従来、BIGLOBE の Web サイトや電話申し込みでのみ受け付けていた月額 2,980 円（税込）

（注 2）から利用できる「ほぼスマホ」を、このたびイオンリテール店舗にて取り扱いを開始いた

します。また、NEC アクセステクニカ社製の LTE 対応最新モバイルルータ「Aterm MR02LN」

（注 3）と、「BIGLOBE LTE・3G」のUIMカード（SIM）をセットにしたサービスも併せて販売開始い

たします（注 1）。「ほぼスマホ」やモバイルルータを“実際に見たい・触りたい”という利用者の

要望に応え、品川シーサイド店や幕張店など本州 10店舗（別紙）にて実機を設置いたします。 

 

 



なお、UIM カード（SIM）、端末のみでの提供もおこないます。「BIGLOBE LTE・3G」の新料金

プランとして、UIMカード（SIM）単体を月額 980円（税込）（注 4）で使える「ライト SSプラン」を提

供するほか、「ほぼスマホ」の端末である Android搭載端末「MEDIAS NE-202」を 59,800円（税

込）、最新モバイルルータ「Aterm MR02LN」を 23,800円（税込）で販売いたします（注 5）。 

 

イオンリテールは、これまで通信サービス『イオンのモバイル』において、様々な商品提案を

行なってまいりました。このたび、BIGLOBEの「ほぼスマホ」を販売することで、端末を含めたト

ータルの通信サービスが提供可能となります。今後も更にお客さまのニーズにお応えすべく

サービスの充実を図ってまいります。 

 

BIGLOBE は、好調な販売を続ける「ほぼスマホ」や最新モバイルルータを、実際に触ること

ができるイオンリテール店舗で販売することで、MVNO 市場の拡大を目指してまいります。ま

た、今後もイオンリテールとの連携により、利用者のニーズに応える新しい価値提案を行なっ

てまいります。 

 

イオンリテールと BIGLOBE は、ライフスタイルに合わせたモバイルサービスの豊富なライン

アップを提供することで、利用者の快適なネットライフをサポートしてまいります。 

 

以上 

※ 記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。 

 

(注 1) 「BIGLOBE LTE・3G」の「ライト Sプラン」、「ライト M プラン」、「スタンダードプラン」でのみのセット販売となり

ます。 

(注 2) 2013 年 9 月 30 日までに「BIGLOBE LTE・3G」の“ライト S プラン”を選択し、アシストパック B を申し込みの

場合の特典料金（「ベーシック」コース料金 210 円（税込）/月含む）です。別途、ユニバーサルサービス料

3.15 円（税込）/月がかかります。またアシストパック B とは、「BIGLOBE LTE・3G」向けに「MEDIAS NE-202」

を定額の月額費用で利用できるサービスです。「BIGLOBE LTE・3G」の月額費用に加え、アシストパック月

額加算料 1,970 円（税込）/月をサービス開始月の翌月を１カ月目として 24 カ月間支払うことで、「MEDIAS 

NE-202」を 0 円で購入できます。 

（注 3）モバイルルータ「Aterm MR02LN」の下り通信速度は、端末側の仕様により最大 100Mbps となります。 

（注 4）「ベーシック」コース料金 210 円（税込）/月を含む金額です。別途ユニバーサルサービス料 3.15 円（税込）/

月がかかります。 

（注 5）一部店舗では、お取り寄せ対応となるため、若干の時間がかかる可能性があります。 

 

 

 

 



（別紙） 

■BIGLOBEが提供するサービス一覧 

（１）ほぼスマホ 

Android搭載の端末「MEDIAS NE-202」と、NTT ドコモの Xi(R)エリアと FOMA（R）エリアで利用可能

な高速モバイル通信「BIGLOBE LTE・3G」の UIM カード（SIM）を組み合わせて提供する BIGLOBE

のサービスです。9月末までの特典として、月額 2,980円（税込）（ライト Sプランの場合）で、イオン

リテール店舗にて販売いたします。 

 

●「ほぼスマホ」特典 

対象期間に申し込んだ方は、以下の特典料金にて利用可能です。 

（特典内容の詳細は、サイトにてご確認ください。URL http://0962.jp/pr/aeon/） 

対象期間 ： 2013年 6月 1日～2013年 9月 30日 

対象者 ： 

対象期間中に、イオンリテール店舗にて「BIGLOBE LTE・3G」はじめまセット〈BIGLOBEから端

末を購入される方〉版を購入の上、所定の申し込みページにて「MEDIAS NE-202」を選択し、

2013年 11月 30日までに「BIGLOBE LTE・3G」のサービスを開始された方 

特典   ： 月額費用から 970円/月を値引き 

（サービス開始の翌月を 1カ月目として 24カ月目まで） 

               円（税込）/月 

端末「MEDIAS NE-202」 

＋ライト Sプラン 

端末「MEDIAS NE-202」 

＋ライト M プラン 

端末「MEDIAS NE-202」 

＋スタンダードプラン 

サービス 

開始月*1 

１～24 カ月

目*2 
25カ月～*2 

サービス 

開始月*1 

１～24 カ月

目*2 
25カ月～*2 

サービス 

開始月*1 

１～24 カ月

目*2 
25カ月～*2 

0 円 
2,980 円

*3*4 
1,980 円*3 0 円 

3,980 円

*3*4 
2,980 円*3 0 円 

4,980 円

*3*4 
3,980 円*3 

 

 

 

 

※ 「BIGLOBE LTE・3G」はじめまセット（3,150 円（税込））の購入が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「BIGLOBE LTE・3G」はじめまセット＞  ＜「BIGLOBE LTE・3G」＋端末「MEDIAS NE-202」 ＞

月額費用から 970円/月を値引きした特典料金 



 

*1 サービス開始月(サービス開始日が属する月)の月額費用はかかりません。サービス開始月の翌月より月額費

用がかかります。ただし、サービス開始月に解約された場合、月額費用が課金となります。 

*2 サービス開始月の翌月を 1カ月目とします。 

*3 「ベーシック」コース料金 210円（税込）/月を含む金額です。別途ユニバーサルサービス料 3.15円（税込）/月が

かかります。 

*4 端末に「MEDIAS NE-202」を選択した場合、アシストパック B 月額加算料 1,970 円（税込）/月が含まれます。ア

シストパックの利用期間は、アシストパックの利用開始日（お申し込みをされた端末の受け取りを BIGLOBE が

確認した日）から、アシストパックの利用開始月の翌月を 1カ月目として 24カ月目の末日までです。利用期間の

最終月を満了月とし、自動的に終了します。満了月以外に解約した場合、アシストパック加算分契約解除料

(47,275 円(税込)～1,970 円(税込))のお支払いが必要となります。アシストパックを複数契約されている場合、ア

シストパック毎にアシストパック加算分契約解除料が必要となります。 

 

●「MEDIAS NE-202」仕様概要 

プラットフォーム Android（TM） 4.0 

ディスプレイ 約 4.3インチ TFT液晶 

データ通信速度

（LTEエリア） 
下り最大 75Mbps/上り最大 25Mbps*5 

無線 LAN IEEE802.11b/g/n（2.4GHz帯）準拠 

メモリ ROM 8GB／RAM 1GB 

サイズ/重さ 約 130mm×約 67mm×約 7.8mm／約 119g 

カメラ 有効画素数 外側：約 810万画素／内側：約 130万画素 

その他機能 ワンセグ、Bluetooth 4.0、GPS、テザリング 

付属品 電池パック、卓上ホルダ、ACアダプタ、セットアップガイド、保証書 

*5 規格上の最大通信速度です。利用機器、電波の状態、回線の混雑状況、利用する場所などにより低下しま

す。 

 



（２）LTE対応最新モバイルルータ 

NEC アクセステクニカ社製の LTE 対応最新モバイルルータ「Aterm MR02LN」（クレードルセット）と

「BIGLOBE LTE・3G」の UIMカード（SIM）のセットも 9月末までの特典として、月額 2,760円（税込）

（ライト Sプランの場合）でイオンリテール店舗にて販売いたします。 

 

●「LTE対応最新モバイルルータ」特典 

対象期間に申し込んだ方は、以下の特典料金にて利用可能です。 

（特典内容の詳細は、サイトにてご確認ください。URL http://0962.jp/pr/aeon/） 

対象期間 ： 2013年 6月 1日～2013年 9月 30日 

対象者 ： 

対象期間中に、イオンリテール店舗にて「BIGLOBE LTE・3G」はじめまセット〈BIGLOBEから端

末を購入される方〉版を購入の上、所定の申し込みページにて「Aterm MR02LN」を選択し、2013

年 11月 30日までに「BIGLOBE LTE・3G」のサービスを開始された方 

特典   ： 月額費用から 200円/月を値引き 

（サービス開始の翌月を 1カ月目として 24カ月目まで） 

               円（税込）/月 

端末「Aterm MR02LN」 

＋ライト Sプラン 

端末「Aterm MR02LN」 

＋ライト M プラン 

端末「Aterm MR02LN」 

＋スタンダードプラン 

サービス 

開始月*6 

１～24 カ月

目*7 
25カ月～*7 

サービス 

開始月*6 

１～24 カ月

目*7 
25カ月～*7 

サービス 

開始月*6 

１～24 カ月

目*7 
25カ月～*7 

0 円 
2,760 円

*8*9 
1,980 円*8 0 円 

3,760 円

*8*9 
2,980 円*8 0 円 

4,760 円

*8*9 
3,980 円*8 

 

 

 

 

※ 「BIGLOBE LTE・3G」はじめまセット（3,150 円（税込））の購入が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「BIGLOBE LTE・3G」はじめまセット＞  ＜「BIGLOBE LTE・3G」＋端末「Aterm MR02LN」 ＞

月額費用から 200円/月を値引きした特典料金 



 
*6 サービス開始月(サービス開始日が属する月)の月額費用はかかりません。サービス開始月の翌月より月額費

用がかかります。ただし、サービス開始月に解約された場合、月額費用が課金となります。 

*7 サービス開始月の翌月を 1カ月目とします。 

*8 「ベーシック」コース料金 210円（税込）/月を含む金額です。別途ユニバーサルサービス料 3.15円（税込）/月が

かかります。 

*9 端末に「Aterm MR02LN」を選択した場合、アシストパックA月額加算料 980円（税込）/月が含まれます。アシス

トパックの利用期間は、アシストパックの利用開始日（お申し込みをされた端末の受け取りを BIGLOBE が確認

した日）から、アシストパックの利用開始月の翌月を 1カ月目として 24カ月目の末日までです。利用期間の最終

月を満了月とし、自動的に終了します。満了月以外に解約した場合、アシストパック加算分契約解除料(23,512

円(税込)～980円(税込))のお支払いが必要となります。アシストパックを複数契約されている場合、アシストパッ

ク毎にアシストパック加算分契約解除料が必要となります。 

 
●「Aterm MR02LN」仕様概要 

カラー ブラック 

サイズ／重さ 約 96mm×約 67mm×約 16mm／約 120g 

WAN（LTE） 
通信方式 ： LTE 

通信速度 ： 下り最大 100Mbps／上り最大 37.5Mbps*10 

無線 LAN 
通信方式 ： IEEE802.11b/g/n 

通信速度 ： 最大 300Mbps*10 

有線 LAN 
通信方式 ： IEEE802.3u 100BASE-TX×1（クレードル利用時） 

通信速度 ： 最大 100Mbps*10 

連続通信時間 LTE ： 約 8時間／3G ： 約 8時間 

その他 

microSDHCカードスロット×1（最大 32GB） 

らくらく無線スタート機能／USB給電機能 

公衆無線 LAN サービスに対応 

*10 規格上の最大通信速度です。利用機器、電波の状態、回線の混雑状況、利用する場所などにより低下しま

す。 

 

 



 

（３）「BIGLOBE LTE・3G」新料金プラン 

「BIGLOBE LTE・3G」に月額 980 円（税込）で利用可能な新料金プラン「ライト SS プラン」の提供を

イオンリテール店舗にて開始いたします。 

（税込） 

プラン名 ライト SSプラン*11 ライト Sプラン ライト M プラン スタンダードプラン 

月額利用料*12 980 円/月 1,980 円/月 2,980 円/月 3,980 円/月 

月間総量基準値*13 なし 1GB 2GB 7GB 

最大通信速度*14*15 
下り最大 256kbps/ 

上り最大 256kbps 
下り最大 112.5Mbps/上り最大 37.5Mbps 

利用可能な UIMカード

(SIM)の枚数*16 
1 枚 1 枚 最大 3 枚 

 

※ 「BIGLOBE LTE・3G」はじめまセット（3,150 円（税込））の購入が必要となります。 

 

*11 UIM カード（SIM）のみの利用申し込みプランとなります。 

*12 「ベーシック」コース料金 210 円（税込）/月を含む金額です。別途、UIM カード(SIM)1 枚につき、ユニバーサル

サービス料 3.15 円(税込)/月がかかります。 

*13 当月の送受信の通信量の合計（UIMカード（SIM）を複数枚で利用の場合、利用中の全ての UIMカード(SIM)の

通信量の合計値）が月間総量基準値を超えた場合、当月末までの通信速度は送受信最大 128kbps になりま

す。 

*14 規格上の最大通信速度です。ご利用機器、電波の状態、回線の混雑状況、利用する場所などにより低下しま

す。 

詳しくは「エリア」についてのページでご確認ください（URL http://join.biglobe.ne.jp/mobile/lte/service.html）。 

*15 公平な通信速度を維持するために、通信速度を制限する場合があります。また、直近 72 時間(3 日間)の送受

信の通信量の合計（UIM カード（SIM）を複数枚で利用の場合、利用中の全ての UIM カード(SIM)の通信量の合

計値）が以下を超えた場合も、通信速度を制限することがあります。 

 －スタンダードプラン ： 1GB 

 －ライト M プラン、ライト Sプラン、ライト SSプラン ： 360MB 

ファイル交換(P2P)アプリケーション等のデータ通信は、通信速度を制御、または使用を制限させていただく場

合があります。帯域制御の内容は、変更する場合があります。 

*16 標準 UIM カード(SIM)と、miniUIM カード(microSIM)の 2 つのサイズの UIM カード（SIM）を用意しています。 

 

http://join.biglobe.ne.jp/mobile/lte/service.html


■「ほぼスマホ」やモバイルルータの実機が設置されているイオンリテール店舗一覧 

・幕張店 ニューデジタル売場 

・船橋店 ニューデジタル売場 

・板橋店 ニューデジタル売場 

・むさし村山店 ニューデジタル売場 

・品川シーサイド店 ニューデジタル売場 

・東久留米 ニューデジタル売場 

・熱田店 ニューデジタル売場 

・浜松市野店 ニューデジタル売場 

・大阪ドームシティ店 ニューデジタル売場 

・倉敷店 ニューデジタル売場 

（順不同） 

 

■取扱いイオンリテール店舗一覧 

東北地区 

イオンいわき店 イオン山形南店 イオン大曲店 

イオンつがる柏店 イオン秋田中央店 イオン富谷店 

イオン一関店 イオン盛岡店 イオン福島店 

イオン横手店 イオン盛岡南店 イオン名取店 

イオン下田店 イオン石巻店 イオン利府店 

イオン郡山松木店 イオン仙台幸町店 
 

イオン御所野店 イオン仙台中山店 

関東地区 

イオンせんげん台店 イオン熊谷店 イオン大和店 

イオンつきみ野店 イオン古河店 イオン津田沼店 

イオンノア店 イオン甲府昭和店 イオン天王町店 

イオンボンベルタ成田店 イオン高根木戸店 イオン土浦店 

イオンマリンピア店 イオン高崎店 イオン東雲店 

イオンむさし村山店 イオン佐野新店 イオン東久留米店 

イオンモールつくば店 イオン市川妙典店 イオン東神奈川店 

イオンモール春日部店 イオン小山店 イオン那須塩原店 

イオンユーカリが丘店 イオン上里店 イオン南砂店 

イオンレイクタウン店 イオン新座店 イオン日の出店 

イオン稲毛店 イオン新百合ヶ丘店 イオン入間店 



イオン羽生店 イオン秦野店 イオン柏店 

イオン浦和美園店 イオン水戸内原店 イオン八街店 

イオン下妻店 イオン成田店 イオン八千代緑ヶ丘店 

イオン海老名店 イオン石和店 イオン板橋店 

イオン葛西店 イオン千葉ニュータウン店 イオン品川シーサイド店 

イオン鎌ヶ谷店 イオン川口前川店 イオン武蔵狭山店 

イオン鎌取店 イオン川口店 イオン北浦和店 

イオン茅ヶ崎中央店 イオン船橋店 イオン北戸田店 

イオン茅ヶ崎店 イオン相模原店 イオン北小金店 

イオン館山店 イオン太田店 イオン本牧店 

イオン久里浜店 イオン大井店 イオン幕張店 

イオン橋本店 イオン大宮店 イオン与野店 

イオン駒岡店 イオン大和鶴間店  

北陸信越地区 

イオンかほく店 イオン上越店 イオン中野店 

イオン金沢フォーラス店 イオン上田店 イオン長岡店 

イオン県央店 イオン新潟青山店 イオン杜の里店 

イオン佐久平店 イオン新潟南店 イオン飯田店 

イオン小松店 イオン新発田店 イオン豊科店 

東海地区 

イオンナゴヤドーム店 イオン四日市北店 イオン東浦店 

イオンワンダーシティー店 イオン春日井店 イオン熱田店 

イオン伊勢店 イオン松阪店 イオン浜松市野店 

イオン岡崎南店 イオン焼津店 イオン富士宮店 

イオン各務原店 イオン清水店 イオン豊橋南店 

イオン岐阜店 イオン袋井店 イオン豊川店 

イオン桑名店 イオン大垣店 イオン木曽川店 

イオン三好店 イオン大高店 
 

イオン四日市尾平店 イオン津店 

関西地区 

イオンジェームス山店 イオン高槻店 イオン鶴見店 

イオンりんくう泉南店 イオン鴻池店 イオン天理店 

イオン伊丹昆陽店 イオン堺北花田店 イオン登美ケ丘店 

イオン伊丹店 イオン桜井店 イオン東岸和田店 

イオン茨木ビブレ店 イオン三田ウッディータウン店 イオン奈良店 

イオン茨木店 イオン三木青山店 イオン南千里店 



イオン加古川店 イオン洲本店 イオン南淡路店 

イオン加西北条店 イオン小野店 イオン姫路リバーシティー店 

イオン貝塚店 イオン神戸北店 イオン姫路大津店 

イオン橿原店 イオン西大津店 イオン姫路店 

イオン喜連瓜破店 イオン西大和店 イオン布施駅前店 

イオン亀岡店 イオン赤穂店 イオン北大路ビブレ店 

イオン久御山店 イオン草津店 イオン明石ビブレ店 

イオン京都五条店 イオン大久保店 イオン明石店 

イオン近江八幡店 イオン大阪ドームシティ店 イオン野田阪神店 

イオン金剛東店 イオン大日店 イオン洛南店 

イオン向日町店 イオン淡路店 イオン和泉府中店 

イオン高の原店 イオン猪名川店  

中国・四国地区 

イオンモール高松店 イオン高知店 イオン川之江店 

イオン綾川店 イオン今治店 イオン倉敷店 

イオン広島祇園店 イオン坂出店 イオン鳥取北店 

イオン広島府中店 イオン松江店 イオン津山店 

イオン高松東店 イオン松山店 イオン日吉津店 

イオン高知旭町店 イオン新居浜店  

（順不同） 

 

 

 

 




