報道関係各位

2019 年 11 月 29 日
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス

182 円から使い放題！
つながりやすく安全な「ギガぞう Wi-Fi」、新プラン登場
～お客様のニーズに合わせて、選べる 3 プラン～
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大塚 浩司、以下：Wi2）は、つながり
やすく安全な Wi-Fi が使い放題の「ギガぞう Wi-Fi」において、現行プランである「スタンダードプラン（税別 455 円／月額）」に

加え、お手持ちのスマホで気軽に利用できる「スマホ専用プラン（税別 182 円／月額）」、家族全員で最大 10 台までの
Wi-Fi 搭載端末をご利用可能とし、さらに破損時などに修理代を補償する、充実の「ファミリー機器安心パック（税別 780 円
／月額）」を、12 月 1 日より提供開始します。
これにより、お客様は、ご自身のニーズに合わせて、よりリーズナブルに「ギガぞう Wi-Fi」をご利用いただけます。

「ギガぞう Wi-Fi」は、街中の高品質・高セキュリティ（EAP-TTLS 方式）対応の会員専用スポットを中心とする約 10 万
アクセスポイントへの自動接続に加え、Wi2 が提供する VPN 機能により Free Wi-Fi も安全にご利用いただけるなど、通信
事業者ならではの公衆無線 LAN が使い放題のサービスとして、サービス提供開始以来ご好評いただいております。
このたび、本サービスにおけるプランを拡充し、多様な公衆無線 LAN のご利用ニーズにお応えすることにより、よりご自身
に最適なプランをお選びいただくことが可能となります。なお、今回のプランの拡充に合わせ、サービス名およびアプリ名を「ギガ
ぞう Wi-Fi」と改め、ご案内を開始します。
Wi2 は、「ギガぞう Wi-Fi」により、高品質かつ安心安全な公衆無線 LAN が使い放題のサービスの充実に努め、かつ
リーズナブルにご利用いただけるようにすることにより、快適なインターネットライフに貢献していきます。

【ギガぞう Wi-Fi 新サービスプラン詳細】
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Wi2eap等、会員専用Wi-Fi
スポット
高品質・
高セキュリティWi-Fi VPN機能による
FreeWi-Fiの暗号化
節約

LTE通信の圧縮

機能等
ファミリーシェア

モバイル機器保険
特典

複数機器、PC、ゲーム機など
対応（同時利用可能台数）
ご購入済機器も対象に
破損・水没等の修理費用を
年間2回まで補償

※Android 端末から Google ウォレット決済ご利用の場合 491 円(税別)/月（税込 540 円）

１．料金について
（１）スマホ専用プラン
182 円(税別)/月 (税込 200 円)
お支払い方法: クレジットカード決済(Wi2 ホームページからのご加入)、
iTunes Store 決済・Google ウォレット決済(アプリからのご加入)
（２）スタンダードプラン
455 円(税別)/月 (税込 500 円) ※
お支払い方法: クレジットカード決済(Wi2 ホームページからのご加入)、
iTunes Store 決済・Google ウォレット決済(アプリからのご加入)
※Android 端末から Google ウォレット決済ご利用の場合 491 円(税別)/月（税込 540 円）

（３）ファミリー機器安心パック
780 円(税別)/月 (税込 858 円)
お支払い方法: クレジットカード決済・au かんたん決済(Wi2 ホームページからのご加入)
２．対応端末について
iOS 9.0 以降、Android 5.0 以降 ・・・ ギガぞう Wi-Fi アプリによるご利用
および、Windows8.1 以降、Mac OS X High Sierra 以降、その他 Wi-Fi 搭載端末
※ OS によってご利用できる機能が異なります。iOS/Android ではアプリにより全機能がご利用いただけます。
3.サービスサイト(サービス詳細・お申し込み)
https://wi2.co.jp/jp/personal/gigazo

◆

ご参考

「ギガぞう Wi-Fi」について

サービスの特徴
「ギガぞう Wi-Fi」は、Wi2 が運営する街中の高品質（EAP-TTLS 方式）Wi-Fi スポットをご利用いただけることに加え、
Free Wi-Fi を VPN で安全に接続するなど、通信事業者ならではの高セキュリティな公衆無線 LAN サービスを時間や容量
を気にすることなく使い放題となる会員制サービスです。LTE 通信時のデータ圧縮による通信量の節約や、ご家族による ID
のシェア、さらに安心の機器補償など、ご自身に最適なプランをお選びいただくことができます。
1．

通信事業者による安心、快適な Wi-Fi をご提供

スマホ専用プラン

スタンダードプラン

ファミリー機器安心パック

全国の大手飲食チェーン店を中心に、Free Wi-Fi が導入されていない店舗でも高セキュリティ Wi-Fi
（SSID：Wi2eap）がご利用になれます。本 SSID は EAP-TTLS 方式によって高セキュリティが担保されている
ため、より安全にご利用いただくことが可能です。

2．

Free Wi-Fi 通信を安全、便利に

スマホ専用プラン

スタンダードプラン

ファミリー機器安心パック

Free Wi-Fi を安心してご利用いただくために、VPN 機能によってお客様の Wi-Fi 通信を保護します。Wi2 が整
備する Free Wi-Fi スポットはもちろんのこと、その他のオープンな SSID でも Wi2 が提供する VPN 機能にて安
全性を高めた利用が可能となります。この機能により、Free Wi-Fi へより安全に接続し、インターネットをお楽しみ
いただくことができます。

３．

LTE 通信の最適化

スタンダードプラン

ファミリー機器安心パック

LTE 通信の際、動画視聴時に余分な通信を増やす再送の抑止やキャッシュによる通信量の節約、静止画やテキスト
データの通信におけるデータの圧縮など、品質を落とさずにデータ通信量を適切にコントロールします。これにより、通常の
LTE 通信時よりも、最大約 20％の通信量の圧縮が可能となり、データ容量の節約効果を発揮します。*1

4．

さまざまなデバイスから、家族で利用可能

スタンダードプラン

ファミリー機器安心パック

１契約で、同居されるご家族の Wi-Fi 搭載端末を最大 10 台まで登録いただくことができます。*2
アプリによるスマートフォンでのご利用に加え、ギガぞうの ID によりパソコンやゲーム機、音楽プレーヤーなど、家族が持ち運
ぶさまざまなデバイスから高セキュリティの会員用 Wi-Fi スポットや VPN をご利用いただくことができます。*3

5．

家族全員をカバーするモバイル機器保険付き

ファミリー機器安心パック

新たに購入する機器だけでなく現在ご利用中の機器でも、ギガぞう Wi-Fi のマイページからモバイル機器の情報(MAC
アドレス)を登録いただくだけで、破損や水没をサポートするモバイル機器保険の対象に。いざというときの高額な修理費用
や修理不能時の代替品購入代金を最大 5 万円(税込)、年間 2 回まで補償*4。最大 10 台まで登録できるため、さま
ざまなモバイル機器を毎日安心してご使用いただけます。(引受保険会社:損害保険ジャパン日本興亜株式会社)
*1 アプリをインストールした端末でご利用いただけます。また、圧縮率は動画視聴テストにおける当社調べによる最大値であり、保証する値ではありません。
なお、各携帯会社が提供する特定の動画や SNS 等におけるデータ使い放題の対象サービス(ゼロレーティング)をご利用の際は、本機能を OFF にしてご利用ください。
*2 プランによりシェアできる最大数が異なります。（スタンダードプラン：最大 5 台、ファミリー機器安心パック：最大 10 台）
また、ご利用いただく機器の OS や機能により、利用可能な機能・エリアが異なります。

*3 EAP-TTLS に非対応の端末では、Wi2eap 以外の SSID のエリア(Wi2_club 等)がご利用いただけます。また、VPN 機能は OS 標準の VPN クライアント機能
(Windows8.1 以降、Mac OS X High Sierra 以降)でご利用いただけます。
*4 1 機器あたり年間 1 回までとなります。また、発売日から 5 年以内の機器が対象となり、補償には対象機器や事故の内容により、限度額、自己負担金があります。
条件の詳細はサービスサイトからご確認ください。

◆ギガぞう Wi-Fi 専用アプリについて

対応OS

Wi－Fi
接続機能

iOS 9.0以降、AndroidOS 5.0以降のスマートフォン、タブレット
会員用SSIDへの自動接続
（合計約10万スポット）

Wi2eap / 0000Wi2 / Wi2 / Wi2_club / wifi_square /
UQ_Wi-Fi / mobilepoint / mobilepoint2/ Beach WiFi

全国自治体等のフリーWi-Fi
への自動接続

認証連携対応の自治体フリーWi-Fi*1、Wi2_free

災害用統一SSID

VPN機能で暗号化の上、「00000JAPAN」に自動接続

弱電波の接続制御

電波の弱いWi-Fiスポットへの接続を規制

VPN機能によるWi-Fi通信の保護
会員用
位置情報連携
Wi-Fiス
ポットのエリ
Wi-Fiスポット検索機能
アマップ
LTE通信の節約
（スマホ専用プランは非対応）
*1

フリーWi-Fi等の暗号化されていないWi-Fiスポットでの通信を自動で
暗号化し保護
現在位置近隣のWi-Fiスポットマップ表示機能
カテゴリ、店舗名等での検索機能
LTE通信時に、静止画やテキストデータの圧縮や動画視聴通信の最
適化により、LTE通信を自動で節約

一般社団法人公衆無線 LAN 認証管理機構(Wi-Cert)の定める技術規格(Web-API 方式)に対応しています。
［ Wi-Cert ホームページ ］http://www.wlan-authmng.or.jp/

