
 

2020 年 1 月 14 日 

報道関係各位 

GMO インターネット株式会社 

「GMO とくとく BB」WiMAX 2+最新 Wi-Fi ルーター 

「Speed Wi-Fi NEXT WX06」「WiMAX HOME 02」提供開始！ 

https://gmobb.jp/wimax/ 

 

GMO インターネット株式会社が運営する、お得なプロバイダーサービス「GMO とくとく BB（URL：

https://gmobb.jp/ ）」は、高速モバイルデータ通信「WiMAX 2+」対応の最新端末として、モバイル Wi-

Fi ルーター「Speed Wi-Fi NEXT WX06（以下、WX06）」と、据え置き Wi-Fi ルーター「WiMAX HOME 

02（以下、HOME02）」を、本日 2020 年 1 月 14 日（火）より提供開始いたしました。申込後、1 月 30

日（木）より順次発送手配予定です。 

また、「WX06」「HOME02」の提供開始を記念して、「GMO とくとく BB」新規ご入会のお客様を対象

に、同機種をお得に利用できるキャンペーンを実施いたします。 

 

【モバイル Wi-Fi ルーター「Speed Wi-Fi NEXT WX06」について】 

「WX06」は、WiMAX モバイルルーター初の Wi-Fi 2.4GHz／5GHz 同時利用に対応した、モバイル Wi-

Fi ルーターです。「ライムグリーン」、「クラウドホワイト」の 2 色展開でご提供いたします。 

 

 

１）2.4GHz／5GHz 同時利用で快適通信 

WiMAX モバイルルーター初となる 2.4GHz／5GHz の 2 つの帯域の Wi-Fi 同時通信をサポートしていま

す。そのため、5GHz 対応の接続機器、2.4GHz のみ対応の接続機器の併用も可能となります。また定期的

に周囲の電波環境を判断し、自動で最適な周波数を選択し高速で安定した Wi-Fi 通信を行うバンドステアリ

ング（※1）機能を搭載しています。 

２）QR コードでかんたん Wi-Fi 接続 

iOS/iPadOS/Android 端末（※2）の標準カメラで QR コードを読み取るだけで、簡単に Wi-Fi 接続できま

す。 

 

３）ひと目でわかるデータ通信量 

ホーム画面で 3 日間の「日次データ通信量」とハイスピードプラスエリアモードでの「月次データ通信量
（※3）」を数字とグラフで同時に表示します。利用したデータ通信量をかんたんに把握できます。 

 

▲「WX06」ライムグリーン ▲「WX06」クラウドホワイト 

http://gmobb.jp/
http://gmobb.jp/


４）クレードル（※4）で宅内の利用がより快適に！ 

WiMAX 2+のアンテナを 4 本に拡張したクレドールで、電波が

弱い場所での通信速度がクレードル無しの時と比べ約 56%（※5）

向上。WiMAX ハイパワー（※6）と W ウイングアンテナ搭載クレー

ドルで宅内の利用がより快適になります。 

 

 

 

【ホームルーター「WiMAX HOME 02」について】 

「HOME02」は、工事不要で届いたその日から高速インターネットアク

セスが可能なコンパクトサイズのホームルーターです。 

 

１）スペースをとらないコンパクトサイズ 

前モデルの「WiMAX HOME 01」と比較して、容積比 40％ダウンしたコンパ

クトサイズのホームルーター。カラーもナチュラルなホワイトでインテリアにマ

ッチします。 

＊前モデル「WiMAX HOME 01」サイズ：70×155x100mm（959cc） 

＊新モデル「WiMAX HOME 02」サイズ：50×118x100mm（554cc） 

 

２）電波の広がりを強化した Wi-Fi 性能 

コンパクトサイズながら内部アンテナの性能を強化。水平方向の Wi-

Fi 電波のエリアを前モデルより約 25％（※5）アップしています。また、

自動で最適な周波数を選択するバンドステアリング機能搭載により安定

した通信環境を実現可能です。 

３）データ通信量や電波状態をスマホで確認 

スマホアプリを使えばデータ通信量や電波インジゲータで電波状態を確認できます。さらに、データ通信量

が設定値を超えるとポップアップでお知らせします。 

４）接続機器をひと目で確認「見えて安心ネット」 

接続された端末の情報を表示したり、不審な接続をブロックできます。さらに、子どもの使い過ぎを防止

できる「こども安心ネットタイマー」機能で、ゲームなど接続時間制限の設定も行うことができます。 

５）スマートスピーカー（Alexa 対応）と連携 

スマートスピーカー（※7）に話しかけることで設定情報や状態を確認できます。さらに、データ通信量を

確認したりモード切替などの設定変更もできます。 

 

 

【「WiMAX 2+ 接続サービス」「WiMAX 2+ ギガ放題接続サービス」について】 

 「GMO とくとく BB」では、「WiMAX 2+」をリーズナブルな価格で利用できる 3 年契約プラン

「WiMAX 2+ 接続サービス」と、その上位プランとして、「WiMAX 2+」回線を月間データ通信量上限な

し（※8）で利用できる、3 年契約の使い放題プラン「WiMAX 2+ ギガ放題接続サービス」を提供していま

す。 

 

 



＜ご利用料金概要＞（金額は全て税抜） 

月 額 料 金 

●WiMAX 2+ギガ放題（３年）接続サービス 

 月額 4,263 円（初回 2 ヶ月の体感期間中は、月額 3,609 円） 

●WiMAX 2+（３年）接続サービス 

 月額 3,609 円 

初 期 費 用 3,000 円（WiMAX 契約事務手数料） 

端 末 代 金 0 円 

 

【「WX06」「HOME02」提供開始記念キャンペーン概要】（金額は全て税抜） 

開 始 日 

2020 年 1 月 14 日（火）よりキャンペーン開始 

＊本キャンペーンは、予告なく終了または、変更する場合がございます。予めご了

承ください。 

対 象 
期間中にキャンペーンページより「WX06」もしくは「HOME02」をお申し込みい

ただいた、「GMO とくとく BB」新規ご入会のお客様 

特 典 

以下の金額をキャッシュバックいたします。 

・「WX06」の場合･･･3 万 1,500 円キャッシュバック 

・「WX06」クレードルセットの場合･･･2 万 8,500 円キャッシュバック 

・「HOME02」の場合･･･3 万 1,500 円キャッシュバック 

キャンペーンページ https://gmobb.jp/wimax/ 

 

【注釈】 

（※1） 本機能の出荷時の設定は OFF になっています。初期設定ウィザードで本機能を利用するか選択できます。Wi-Fi 接続機器は

2.4GHz/5GHz 対応かつ 802.11v の対応が必要です。（対応機種例：apple/iPhone5c/5s 以降 Samsung/SCL35 以降、

Sony/SOV33 以降）一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。 

（※2）iOS11.0 以降、iPad OS13.0 以降、Android10.0 以降対応。 

（※3）「月次データ通信量」は、毎月 1 日からの利用したデータ量を目安で表示します。 

（※4）モバイル Wi-Fi を接続して使用し、充電台として利用できるほか有線での接続が可能となるスタンド型の拡張機器のこと。 

（※5）製造元の測定環境での一例です。効果の程度はお客さまの利用環境により異なります。実際の効果を保証するものではござい

ません。Wi-Fi 接続機器は 2.4GHz/5GHz 対応かつ 802.11v の対応が必要です。 

（※6）電波の弱い時に送信パワーを上げて、通信速度を改善させる技術。 

（※7）事前にスマートスピーカー（Alexa 対応）との Wi-Fi 接続と設定が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 

（※8）混雑回避のため速度制限（3 日 10GB 以上利用時）があります。 

 

 

【関連 URL】 
・「WiMAX 2+」サービスエリアマップ URL：https://gmobb.jp/wimax/area/  

・「GMO とくとく BB」の特長 URL：https://gmobb.jp/about/ 

以上 

 

 

 

 

【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/ ） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■仮想通貨事業 

資 本 金 50 億円 
  

【サービスに関するお問い合わせ先】 
●GMO とくとく BB お客さまセンター 

E-mail：info@gmobb.jp URL：https://gmobb.jp/  

【報道関係お問い合わせ先】 
●GMO インターネット株式会社  
グループコミュニケーション部 広報担当 石井・高橋 
TEL：03-5456-2695  E-mail：pr@gmo.jp  

※本文中に記載の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。 

Copyright (C) 2020 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. 
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