
 

報道関係各位 

平成 21 年 11 月 18 日 

株式会社トレミール 

 

ソースネクスト株式会社へ、国内最速クラス下り最大速度 21Mbps の 

高速通信データカードでプリペイド型・1 年間使い放題サービスの 

商材提供を開始！ 
                                                    

 

 株式会社トレミール（総務省：電気通信事業届出 A-19-9743）（東京都港区赤坂 3-20-2 Tremeal

ビル 代表取締役：茶谷幸司）は、イー・モバイル株式会社より、高速モバイル通信サービスの再

販提供を受け、ソースネクスト株式会社(本社：東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

15F 代表取締役社長：松田憲幸）へ高速通信データカードの商材提供を開始いたします。 

ソースネクスト株式会社は、携帯電話国内最速クラスの下り最大 21Mbps（※1）モバイルデータ

通信を、国内で初めて“プリペイド型・1年間使い放題”タイプの「いきなり®最大 21Mbps モバイ

ル」として、特別価格 99,800 円(税込)にて「いきなり®最大 21Mbps モバイル」として 2009 年 11

月 18 日(水)より販売を開始いたします。 

※1 数値は規格上の理論値(最大値)であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 

 

■ソースネクストの「いきなり®最大 21Mbps モ

バイル」とは 

 

「いきなり®最大 21Mbps モバイル｣は、携帯

電話事業者として国内最速のイー・モバイル

株式会社の 3G 通信サービス(HSPA+)をベース

とした“プリペイド型・1 年間使い放題”タ

イプの下り最大 21Mbps の高速通信データカ

ードです。また、1 年間使い放題のプリペイ

ド型なので、通信費用を気にせず安心してご

利用いただけます。 

 

＜概要＞ 

1111.... 回線はイー・モバイルの国内最速クラス 下り最大 21Mbps の高速データ通信 (USB タイプ) 

2222.... HSPA+としては、国内で初めての販売となる「プリペイド型・1年間使い放題」 

3333.... ソースネクスト eSHOP 限定販売 

「いきなり®最大 21Mbps モバイル」 ：特別価格 99,800 円（税込） 

いきなり®最大 7.2Mbps モバイル：特別価格 83,800 円（税込） 

4444....   ソースネクスト eSHOP（http://www.sourcenext.com/eshop/21m/）で購入後、面倒な契

約手続き無しで購入後すぐに利用できる 

5555.... 面倒なインストール作業なしですぐに使えるゼロインストール対応 

 （ゼロインストールは、Windows OS のみ、Mac OS は本体のみでインストールが可能となります。） 

6666.... Windows7(32bit/64bit 版)にも対応 

※Windows 7 は Retail 版での動作確認となります。 



 

※Windows 7 32bit/64bit 版において動作確認済み 

※動作確認済み機種であっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 

7777.... 地下鉄でも繋がる、地下駅がどんどん広がる 

   イー・モバイル株式会社の対応エリア拡大により、繋がる地下鉄駅や地下街が広がっておりま

す。人口カバー率は 90％（※2、※3）を超えております。(2009 年 5月 12 日時点) 

※2 人口カバー率とは国土地理協会が設定している「町字コード」毎に、人口にエリア面積カバー率を掛け合

わせて「カバー人口」を算出し、全国ベースで集計した後、全国人口で除して計算しています。（人口は、

住民基本台帳を参照） 

※3 下り最大 21Mbps 対応エリアは、一部エリアのみとなり、都市部や人口密集地域において提供しています。

今後、順次提供エリアを拡大していきます。上り最大 5.8Mbps 対応エリアは、一部エリアのみとなり、都

市部や人口密集地域において提供しています。下り最大 21Mbps 対応エリア外の通信可能エリアでは下り最

大 7.2Mbps または下り最大 3.6Mbps、上り最大 5.8Mbps 対応エリア外の通信可能エリアでは、上り最大

1.4Mbps（一部エリアでは最大 2.0Mbps）または最大 384kbps となります。 

サービスエリアの詳細につきましては、http://emobile.jp/area/em-map-hs.html をご覧ください。 

 

  「いきなり®最大 21Mbps モバイル」「いきなり®最大 7.2Mbps モバイル」の発売概要                

■製品名    ：「いきなり®最大 21Mbps モバイル」 下り最大 21Mbps 

                 「いきなり®最大 7.2Mbps モバイル」 下り最大 7.2Mbps 

■価格     ：99,800 円（税込み）【いきなり®最大 21Mbps モバイル】 

                ：83,800 円（税込み）【いきなり®最大 7.2Mbps モバイル】 

■発売日    ：2009 年 11 月 18 日（水） 

■製品内容   ：モバイルデータ通信カード 

■販売     ：ソースネクスト株式会社 

■販売サイト  ：ソースネクスト eSHOP（http://www.sourcenext.com/eshop/21m/） 

 

         「いきなり®最大 21Mbps モバイル」のスペック                    

■対応 OS    ：Windows 7(32bit/64bit 版)、Windows Vista (32bit/64bit 版)、 

Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack2 以降)、 

Mac OS X 10.4.5～10.5 

※Windows 7 は Retail 版での動作確認となります。 

※Windows 7 32bit/64bit 版において動作確認済み 

※動作確認済み機種であっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 

  ■サイズ     ：約 28.0(W)×12.4(H)×76.5(D)mm 

■質量      ：約 25g 

■カードスロット ：microSDHC™スロット ×1（最大 16GB） / microSD™（2GB） 

  ■カラー     ：ブラック 

  ■通信方式    ：HSPA /W-CDMA(1.7*/2.1GHz) 

*国内では HSPA / W-CDMA 1.7GHz のみ利用可能 

■インターフェイス：USB 1.1／2.0 準拠 

 

       「いきなり®最大 7.2Mbps モバイル」のスペック                        

■対応 OS    ：Windows 7(32bit/64bit 版)、Windows Vista (32bit/64bit 版)、 

Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack2 以降)、 

Mac OS X 10.4～10.5 

※Windows 7 は Retail 版での動作確認となります。 



 

※Windows 7 32bit/64bit 版において動作確認済み 

※動作確認済み機種であっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 

  ■サイズ     ：約 25.0(W)×12.0(H)×87.0(D)mm 

■質量      ：約 25g 

■カードスロット ：microSDHC™スロット ×1（最大 8GB） / microSD™（2GB） 

  ■カラー     ：ブラック 

  ■通信方式    ：HSPA /W-CDMA(1.7*/2.1GHz) 

*国内では HSPA / W-CDMA 1.7GHz のみ利用可能 

■インターフェイス：USB 1.1／2.0 準拠 

     

    「         お客様お問い合わせ先                                          

■「TRE MOBILE パック」 TRE MOBILE パックサポートセンター  

TEL：050-3735-8818   

MAIL：info@tremobile.jp   URL：URL:http://tremobile.jp/sn/index.html 

■「いきなり®最大 21Mbps モバイル」、「いきなり®最大 7.2Mbps モバイル」に関するサポート 

ソースネクスト・カスタマー・サポートセンター 

ご購入前相談ダイアル： 0570－035－333 

ホームページと eメールによるサポートです。 URL：http://www.sourcenext.info/ 

 

                   会社概要                          

■株式会社トレミール  URL:http://www.tremeal.jp 

本社所在地：東京都港区赤坂 3-20-2 Tremeal ビル 

代表取締役：茶谷 幸司 

資本金  ：20,000,000 円 

事業内容 ：通信事業（通信サービス事業、通信機器・通信機器の付帯するソフトウェア・付

属品の販売、通信機器レンタル事業 

 

■ソースネクスト株式会社 URL：http://sourcenext.co.jp/ 

本社所在地：東京都港区六本木 6−10−1 

六本木ヒルズ森タワー15F  

代表取締役社長：松田憲幸 

資本金  ：1,771,226,000 円 

事業内容 ：コンピュータソフトウェアおよびハードウェア製品の企画・開発・販売 

 

          本報道に関する報道関係者様のお問い合わせ先                   

■担当              株式会社トレミール  企業 HP  URL：http://www.tremeal.jp 

IT ビジネス事業部 広報担当 原 典彦・郡司 哲也  

■連絡先       TEL：03-5114-3751 FAX：03-5114-1375 MAIL：pr@tremeal.jp  

 

 

 


