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会社概要 

商  号 
 
本店所在地 

 
設  立 
 
資本金 
       
事業内容 
 
 
役員構成 
 
 
 
株主構成 
（株主比率） 

株式会社モビネクト 
 
東京都渋谷区渋谷三丁目６番３号 
 
2011年（平成23年）３月８日 
 
１億600万円 （資本準備金を含む） 

 
Wi-Fi等の通信インフラの設計・施工・整備事業 
および インフラを活用した広告事業 
 
代表取締役  笹田 亮 
取締役     小笠原 治 
取締役     柴田 裕一 
 
株式会社クラスト （62.2%） 

株式会社パイオン （18.9%） 

株式会社インテア・ホールディングス （18.9%） 

公衆無線LANのアクセスポイントの設置運営の会社です。 

P１ 

技術面 

業務提携 

営業面 

【ＩＳＰ事業／ＷｉＦｉ事業】 
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モビネクトは、３本の柱から収益を得るビジネスモデルで運営しています。 

P２ モビネクトのビジネスモデルについて 

有料モデルからの収益 

他社ローミングからの収益 

広告配信による収益 

【長時間利用したいユーザーに向けての有料サービスからの収益】 

【他のＷｉＦｉ事業者との、ローミング契約による収益】 

【ＷｉＦｉを使った、バナー広告・ＰＵＳＨ型広告配信による収益】 

【店舗専用バナーを作成】 

株式会社エコネクトが運営する 
月額380円の有料サービス 

1日（24時間）、100円で利用できる One-Day Ticket 
店頭販売及び、エコネクトアプリ内課金（4月下旬からスタート） 

*詳細は、参考資料をご覧ください。 

弊社のSSIDでの提供 ローミング契約 

＊現在、交渉中 

イーアクセス様、ヤマダ電機様等 
でオリジナルプランを販売 

ＯＥＭ販売 

バナー広告 （導入例） 

【指定ＵＲＬへ】 

ＰＵＳＨ型広告配信 

スマートフォン用アプリの受信モジュールを 
使い、モビネクトＡＰから、広告を配信。 
アプリダウンロードユーザーに対して、 
プロモーションを実施する事が可能。 

SSID毎提供 

＊2012年夏スタート 

Ｂ社 
Ａ社 Ｃ社 

Ｅ社 
Ｄ社 Ｆ社 
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① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

モビネクトWi-Fiは、５つの電波（SSID）を発信する事ができます。 

モビネクトWi‐Ｆｉ電波を受信すると… 

0 yen-Internet 

Mobinect 

全国 
20,000箇所以上で 

使用できます 

P３ 

全てのユーザーが 
1日30分使用できます。 

★マルチキャリア、マルチデバイスで、 
     １日30分間、無料接続が可能。 

0 yen-Internet 

Mobinect 

モビネクトのアクセスポイントの特長 

無線中継用 

ローミング提携企業用① 

ローミング提携企業用② 

ＳＳＩＤをローミング先に 
合わせてご提供。 

※ステルス式のＳＳＩＤです。 
（お客様からは見えません。） 

エコネクトＷｉ-Ｆｉ会員や 
ローミング事業者への提供。 

現在、使用できるＳＳＩＤ 

① 
 
② 

★月額380円の有料会員が、 
    時間制限無く使用する事が可能。 
   

○ ＩＤ・ＰＡＳＳ不要。 
簡単に接続する事が 

できます。 

ＳＳＩＤをローミング先に 
合わせてご提供。 
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モビネクトAP 

ブロードキャストを利用したPush型の 
情報配信サービス 

位置情報連動での情報配信 
• ＧＰＳ等の位置情報を独自で取得できない端末であっても、Wi-Fiのインター
フェイスさえあれば位置情報の取得ができる 

• ＡＰ毎に時間帯や、地域に合わせた情報配信 

ブロードキャスト配信 
• Wi-Fiのブロードキャストを利用して情報を配信する為、アクセスポイントのエ
リア内に入ったユーザーに対してPush型で情報を発信する事が可能。 

•テキスト情報だけではなく、画像や動画等にも対応。 
通信速度は電波状況などにもよりますが6Mbps程度になります。 

色々なシチュエーションで利用可能 
•接続された場所や時間に応じた広告の配信 
•位置連動型ゲーム 
•災害時には無償でのWi-Fiアクセスポイントとしてだけではなく、災
害情報等をピンポイントで配信可能 

ブロードキャストを利用したＰｕｓｈ型情報配信機能 

※ブロードキャストでのデータ受信には弊社の提供するSDKを組み込んだアプリを 

 インストールする必要があります。 

※利用ユーザーの位置情報に関しては弊社では保存を含む再利用は行っておりません。 

 位置情報の保存等や再利用に関してはアプリの提供事業者とユーザー間で別途同意をいただく 

 必要がございます。 

※サービス提供は2012年夏を予定しております。 

P４ 
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アクセスポイントの推移（回線別） P５ 
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データカード 

ＡＤＳＬ 

フレッツ光 

全体の約７０％が、フレッツ光ネクストの回線でのＡＰ設置となっています。 

３月末AP設置数 
6,550AP 

4月9日現在のAP数：6,890ＡＰ 
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アクセスポイントの推移（エリア別） P６ 

全体の約７０％が関東圏を占め、約４８％が東京都に設置しています。 

北海道・東北 

10% 

関東 

66% 

北陸・中部 

7% 

関西 

11% 

中国・四国 

2% 

九州・沖縄 

4% 

【２月末現在のエリア別構成比】 

東京都 
47.7％ 

神奈川県 8.3% 

その他関東 6.1% 千葉県 3.7% 

【関東県別構成比(%)】 
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アクセスポイントの業態シェア P７ 

【３月末現在の業態別構成比】 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飲食店（軽食） 飲食店（重食） ビューティ― レジャー 公共・宿泊 量販店 その他 

全体の約６０％（軽食：13.5%/重食：46.7%）が飲食店での設置となっています。 
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大手法人のＡＰ獲得・設置状況 

and more… 

現在、申込獲得・設置が進行している法人案件について 

P８ 
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◆月間集客数が、１５００人以上いること 
◆原則、１施設につき１ＡＰの設置 
◆店舗のＷＥＢページがあること（無料で掲載できるページはＮＧ） 
◆モビネクトＷｉＦｉステッカー、ポスター等、 
           店頭・施設内でのＷｉＦｉ告知にご協力いただけること 

獲得のガイドライン 

モビネクトＡＰ設置 獲得ガイドライン 

獲得NG店舗 

◆ナイト系店舗→風俗営業関連（キャバクラ・スナック等） 
◆滞留時間が少なく、ＷｉＦｉ利用が見込めない店舗 
                      →ドラッグストア・ガソリンスタンド等 
◆その他、雀荘・パチンコ店等 

P９ 

モビネクトでは、以下の条件で、アクセスポイントを獲得してます。 
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参考資料 

P１０ 
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AccessPoint 

WiFi端末 

当社 
認証サーバ 

御社 
認証サーバ 

①WEBアクセス 

④認証ID送信 

⑤Internetアクセス許可 

・当社AccessPointよりIPアドレス（プライベート）が 
 払い出されます 
・当社AccessPointの回線からユーザートラフィックが 
 送出されます 
・当社認証サーバによるWEB認証を必要とします。 
 ※RadiusProxyによる御社アカウントの認証を行う必要がございます。 

・Session-Timeoutによる接続期限の制御が可能 
  です。 

※他のSSID（当社のユーザー用）については、別ネットワークとなるため混合されることはありません。 

弊
社

SS
ID

 

モビネクトＷｉＦｉの認証方式について（弊社SSID使用) 
 

当社 
認証サーバ ②強制リダイレクト 

③認証WEB 

通信遮断 ⑤Radius認証 

⑧認証応答 

⑩通信遮断解除 

P１１ 
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AccessPoint 
WiFi端末 

当社 
認証サーバ 

御社 
認証サーバ ①端末アクセス 

②認証要求 ③RadiusProxy 

④認証応答 
⑤WISPr(XML)応答 

⑤Internetアクセス可否 ・当社AccessPointよりIPアドレス（プライベート）が払い出されます 
・当社AccessPointの回線からユーザートラフィックが送出されます 

・WISPrベースのRadius連携を要します。 
  ※Radius-Attributeの調整を別途行う必要がございます。 

AccessPoint WiFi端末 
当社 

VPNサーバ 
御社 

認証サーバ 
①認証 

②ユーザトラフィック 

・当社VPNを経由させ、全Trafficを御社との相互接続を経由します 
・相互接続ポイントを決定し回線敷設の時間を要します 

・一部当社のAPに置けるF/W改修を要する場合がございます 
  ※IPアドレスの払い出しをどうするか？御社までVPNを貼るのか？等 

VPN tunnel 

当社 
ルーター 

御社 
ルーター 

相互接続 

御
社

向
け

SS
ID

 

※他のSSID（当社のユーザー用）については、別ネットワークとなるため混合されることはありません。 

御
社

向
け

SS
ID

 

③認証応答結果 
※独自VPN仕様 

※他のSSID（当社のユーザー用）については、別ネットワークとなるため混合されることはありません。 

④Internetアクセス可否 

モビネクトＷｉＦｉの認証方式について（ＳＳＩＤ提供モデル） P１２ 
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参考資料；0ｙｅｎ－Ｉｎｔｅｒｎｅｔの接続方法 

1日30分 
無料接続 

ブラウザーを 
立ち上げる 

【0yen-Internet】 にアクセスすることで、１日30分、簡単に無料で接続できます。 

接続終了、３Ｇ回線へ 

ＷｉＦｉスタート！ ※月額380円のサービス 

○ 
マルチデバイス 

※1日100円のスクラッチカード 

ＩＤ登録不要で、 
誰でも簡単に接続できます。 

P１３ 
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