
 
 
 
 

平成 23 年 11 月 17 日 
 
 

光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の提供開始及び 
「フレッツ光 WiFi キャンペーン」の実施について 

■ NTT 東日本は、自宅及び外出先での無線 LAN 接続を実現する「光ポータブル」のオプションとして

高速無線 LAN 通信（ 大 300Mbps）を実現する「Wi-Fi クレードル」を平成 23 年 11 月 18 日（金）

より、月額 210 円（税込）（レンタル）で提供します。 
■ 「光ポータブル」月額利用料 3 ヵ月無料、「フレッツ・スポット」月額利用料 3 ヵ月無料・初期工事費無

料、光ポータブル及び Wi-Fi 端末等 Wi-Fi 接続の設定費無料の「フレッツ光 WiFi キャンペーン」を

実施します。 
    

1.取り組みの背景と概要 
ノートパソコンに加え、Wi-Fi を搭載したスマートフォン、タブレット端末や携帯ゲーム機などのパーソナ

ル端末の普及で、家族それぞれが Wi-Fi 端末を保有し、自宅のみならず外出先でも Wi-Fi インターネット

接続を楽しみたいというニーズが高まっております。 
このようなニーズに対応し、これまで NTT 東日本では「光ポータブル」を提供してまいりましたが、ご家

族のどなたかが光ポータブルを外に持ち出している間も、自宅の無線 LAN 環境はそのままにしたいという

声を多くいただいていることから、この度、クレードルに無線 LAN ルーター機能を具備した「Wi-Fi クレード

ル」をご提供します。さらに、お客様が簡単・安心・お手軽に無線 LAN インターネットを始めていただけるよ

う、「フレッツ光 WiFi キャンペーン」を実施します。 
 

＜取り組みのイメージ＞ 

 



2.光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の提供について 
「光ポータブル」のオプションとして高速無線 LAN 通信（ 大 300Mbps）を実現する光ポータブル専用 
の充電クレードル「Wi-Fi クレードル」をレンタル提供します。 

 
(1)概要 

商  品  名 光ポータブル「Wi-Fi クレードル」 

外   観 

 
 
 
 
 

 

レンタル提供価格 200 円（税込 210 円） 
※光ポータブル本体は別途レンタル（月額 315 円（税込））が必要です。 

初期費用 不要 
申込受付・提供開始日 平成 23 年 11 月 18 日（金） 

提供対象 光ポータブルをご利用のお客様 
提供エリア ＮＴＴ東日本の営業エリア※1 

現行の光ポータブル本体「PWR-100D」「PWR-100F」をご利用いただいているお客様が 
「Wi-Fi クレードル」をご利用の場合、端末の交換が必要となります。 
 
※1 新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 

 

 
(2)特徴 
●自宅内の常時無線化 

・光ポータブル本体を外出先へ持ち出した場合でも、光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の無線 LAN ルータ

ー機能を利用することで、ご自宅内の無線環境はそのままお使いいただけます。 
 

●高速通信対応 
・ 無線 LAN 規格 IEEE802.11n に準拠し、 大 300Mbps※2 の高速無線 LAN 通信を実現。 
・ デュアルバンド(2.4 GHz/5 GHz)対応で、他の機器の電波干渉を避け、より安定・高速な通信を実現。 
・ 大 1Gbps※2（1000BASE-T）対応の有線 LAN ポートを搭載。 

※2 数値は規格上の 大値であり、実効速度を示すものではありません。実際の速度は利用環境によって異なります。 

 
●月額 210 円（税込）でレンタル提供 

・月額利用料 210 円（税込）でのレンタル提供により、お手軽にご利用いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.「フレッツ光ＷｉＦｉキャンペーン」の内容 
  平成 23 年 11 月 18 日（金）から平成 24 年 3 月 31 日（土）までの間、「光ポータブル」月額利用料 3 ヵ

月無料、「フレッツ・スポット」月額利用料 3 ヵ月無料・初期工事費無料、光ポータブル及び Wi-Fi 端末等

Wi-Fi 接続の設定費無料の「フレッツ光 WiFi キャンペーン」を実施します。 
 
キャンペーン概要 

サービス 料金（通常時） キャンペーン内容 適用対象となるお客様 

光ポータブル（本体） 
月額利用料（レンタル） 

300 円（税込 315 円） 

ご利用開始日から 3 ヵ月間、 

月額利用料が無料
※3 

月額利用料 

200 円（税込 210 円）
 

ご利用開始日から 3 ヵ月間、 

月額利用料が無料
※4 

フレッツ・スポット 

初期工事費 

2,000 円（税込 2,100 円） 
初期工事費無料

※5 

光ポータブル Wi-Fi 設定
※6※7 

900 円（税込 945 円） 
セットアップサービス 

Wi-Fi 設定（子機）
※6※8 

900 円（税込 945 円） 

フレッツ光
※9

、リモートサポート

サービス及び光ポータブルを

新規に申し込み、セットアップ

サービスをご利用のお客様に

対し、「光ポータブル Wi-Fi 設

定」及び「Wi-Fi 設定（子機）」

（1 台）設定費が無料 

平成 23 年 11 月 18 日（金）～平成

24 年 3 月 31 日（土）期間中、新規

にお申し込み且つ、平成 24 年 9 月

30 日（日）までに開通したお客様
※

10 

 

※3  光ポータブル「Wi-Fi クレードル」についてはキャンペーン適用外となり、別途月額利用料（税込 210 円）がかかります。 
※4  フレッツ・アクセスサービスをご契約されないお客様は、本キャンペーンの適用対象外となります。 
※5  フレッツ・アクセスサービスを新規にご契約されるお客様の場合、フレッツ・アクセスサービスの初期費用が別途必要になります。また 

フレッツ・アクセスサービスをご契約されないお客様はフレッツ・スポット契約料 840 円（税込）が別途必要になります。なお、本キャンペ

ーンは平成 23 年 10 月より実施している「やっぱりフレッツ！秋冬の大感謝キャンペーン」においても実施しております。 
※6  「光ポータブル Wi-Fi 設定」及び「Wi-Fi 設定（子機）」は、平成 23 年 11 月 18 日（金）より、セットアップサービス及び訪問サポートサービ 

スにお新たに追加されるメニューです。 
※7  対象及び設定内容は、光ポータブル（本体）、Wi-Fi クレードルの切替スイッチ変更による無線 LAN アクセスポイントの設定及び、フレッツ・ 

スポットへの無線接続設定等です。 
※8  対象及び設定内容は、対象端末(無線 LAN 内蔵 PC、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、プリンタ）の Wi-Fi 接続設定です。 
※9   NTT 東日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ光ライト」および「B フレッツ」の総称です。 
※10  キャンペーン期間は延長となる場合があります。また、過去にＮＴＴ東日本の無料キャンペーンの対象となったお客様は、今回の無料 

キャンペーンの適用対象外となる場合があります。 
 

  

4.お客様からのお申込み、お問合せ窓口 

    (1)インターネットによるお問い合わせ先 

http://flets.com （フレッツ公式ホームページ）  

(2)電話によるお問い合わせ先 

0120－116116 

（年末年始（12/29～1/3）を除き、午前 9 時～午後 9 時） 

  
 
 
 
 
 
 
 



【別紙】光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の仕様一覧 
●外観イメージ 
                                              

                  
 
●主な仕様〔PWR-Q200-OP〕（Wi-Fi クレードル） 
＜ハードウェア仕様＞ 
使用電源 AC100V±10V（ 50/60Hz） 
消費電力 約 9W（ 大） 
動作環境 温度： 0 ～ 35 ℃  湿度： 0 ～ 80%（ただし結露なきこと） 
外形寸法（ｍｍ） 約 144（W） X 約 97（D） X 約 33（H）mm 
質量（ｇ） 約 260ｇ 

＜インタフェース仕様＞ 
準拠規格 IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11ｇ/IEEE802.11ｎ    

転送速度※ 300Mbps 
通信方式 CSMA/CA 

 

 

無線 LAN 

 

 
周波数範囲 2,412‐2,472ＭＨz（チャンネル 1-13） 

5,180‐5,320ＭＨz（チャンネル 36-64） 

準拠規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、 IEEE802.3u(100BASE-TX) 、

IEEE802.3(10BASE-T) 
転送速度※ 10/100/1000Mbps 
通信方式 CSMA/CD 

 

 

有線 LAN 
 

LAN/WAN ポート数 LAN ポート 1 /WAN ポート 1 

＜ソフトウェア仕様＞ 
WAN 側プロトコル PPPoE（マルチセッション同時接続： 大 5 セッション） 
ルーティング方式 スタティックルーティング、DNS ルーティング 
無線 LAN セキュリティ WPS、WPA2-PSK（TKIP/AES）、WPA/WPA2-PSK mix mode(TKIP/AES) 、 

WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64 ビット）、 
MAC アドレスフィルタ、Any 接続拒否/SSID ステルス機能 

その他機能 マルチ SSID（ 大 2）、IP マスカレード、DHCP サーバ機能、パケットフィルタ機能、DMZ ホスト機

能、DNS Proxy 機能、VPN パススルー機能、 

ブリッジ機能（PPPoE ブリッジ、IPv6 ブリッジ）、UPnP 機能 

PWR-Q200 の充電機能 
 

●参考 主な仕様〔PWR-Q200〕（光ポータブル本体） 
＜ハードウェア仕様＞ 
外形寸法（ｍｍ） 約 100（W） X 約 67.5（D） X 約 17.4（H）mm 

質量（ｇ） 約 101ｇ(電池パック装着時) 

連続通信時間 一般通信時：6 時間 スタンバイ時：30 時間 （動作時間は環境により異なります。） 

＜インタフェース仕様＞ 
無線 LAN（LAN 側） 準拠規格 IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n テクノロジー 

無線 LAN（WAN 側） 準拠規格 IEEE802.11a/ IEEE802.11b/ IEEE802.11g/ 

IEEE802.11n テクノロジー 

準拠規格 3GPP、W-CDMA Release 99、HSUPA release 6、HSDPA release 5 3G 

転送速度※ HSDPA 7.2Mbps  HSUPA 5.76Mbps  W-CDMA 384kbps 

転送速度※ 10/100Mbps（自動認識） 標準クレードル 

外形寸法 約 64.0（W）× 約 25.5（H）× 約 48.95（D）mm 

その他本体外部 

インターフェース 

mini USB（USB1.1/2.0 対応）× 1 

microSD カードスロット（SDHC 対応、 大 32GB）× 1 

※   転送速度は、技術規格上の 大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 

＜本体装着時＞ ＜本体未装着時（上面）＞ 


