
N2502 通信カードご利用ユーザ様へ                     2012 年 3 月 
 
『mopera』サービス終了対応 docomo 契約追加、通信設定変更について 

 
NetSurvG6 で解析センターへの接続用通信カードとして N2502 をご利用のユーザ様においては、 

既に docomo から通知案内「2012 年 3 月末に『mopera』サービスを終了します。」により 
ご存知のこととは思いますが、2012 年 4 月 1 日以降はご利用いただいています通信アクセス番号 
＊９９＊＊＊１＃( APN：mopera.ne.jp)がご利用できなくなります。 
 
ユーザ様は、docomo 契約追加とコントローラ PDA 通信設定の変更が必要となります。 

以下の手順に沿って、ユーザ様にて docomo との契約追加(切替)、PDA の通信設定変更(編集)を 
行っていただけますようお願い申し上げます。 
 
１．お近くの docomo ショップ、N2502 ご購入店に通信カードを持参し下記契約を行って下さい。 

１）mopera-U 定額データプラン(¥525／月、APN：mopera.flat.foma.jp、*99***4#)、または、 
ライトプラン(¥315／月、APN：mopera.net、*99***3#)の契約を追加します 

  ２）ご利用頻度により料金プランを選択し、mopera-U 定額データプラン、または、 
mopera-U ライトプランの契約を行います 

※ 具体的な料金プラン選択は docomo ショップ、N2502 ご購入店にご相談下さい 
※ 料金プランのバリューコースは選択できませんのでご注意下さい 
※ 通常 VRS-RTK ご利用時のパケット量は、３００パケット／分程度です 
※ 参考に docomo の定額データプラン、従量データプランの料金プランを添付して 

おきます 
 
 

２．PDA の定額接続の設定、PDA の通信設定の変更(編集)を行います。 
（GPS：NetSurvG6  PDA：WorkAboutPro  通信カード：N2502 で例示します） 
 

 ２－１．mopera-U 定額データプラン（定額スタンダード、スタンダード２）をご契約の場合 
・定額データプランの契約（プロバイダ契約必須： mopera-U 推奨）を行います 

（契約変更方法、契約料金プランについては、docomo ショップにご相談下さい） 

・N2502 ユーティリティーで PDA に定額接続アクセスポイント(Cid)を書き込む 

・PDA に設定してあった N2502 通信カードでのアクセス電話番号を変更します 

  
   １）N2502 ユーティリティで PDA に定額接続アクセスポイントの書込設定を行う  

ご使用の PC に N2502 HIGH-SPEED ユーティリティをインストールされていない 

お客様は、ご使用の PC の OS に適した N2502 HIGH-SPEED ユーティリティを下記 

サイトからダウンロードしてインストールして下さい。 

docomo のデータ通信製品 ユーティリティソフトダウンロードぺージ  

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/utility/card/n2502/index.html  

 

 

 



(1)ＰＣのＣＦスロットに N2502 通信カードをセットします  

(2)インストールした N2502 HIGH-SPEED ユーティリティのアイコンをクリックしソフト 

 を起動して下さい 

 

・「各種設定」ボタンをクリックしてください 

 

 

・「APN 編集」をクリックしてください 

 

  

・定額 APN 情報を下図の①～④の手順操作で入力してください 

※ここでは例として Cid の４番に定額対応 APN を設定します。Cid は任意に 

設定できます。既に 4番の設定がある場合には上書きされますのでご注意 

ください。その際には他の空いている Cid をご利用ください。 

 



(3)設定内容を登録してください 

 

 

(4)APN 設定終了  

ユーティリティーを終了して、N2502 を PC から取り外します  

（PC で デバイスの使用終了処理を行ってから取り外して下さい） 

 
  ２）PDA の通信設定、アクセス電話番号の編集、変更を行います 
    (1)スタート画面 →『設定』選択 →『接続』タブ選択 →『接続アイコン』タップ  
    (2)既定のインターネット設定の『既存の接続を管理』を選択 

(3)使用通信カードの通信設定を選択 (例では名前『N2502』番号『*99***1#』) 

  
(4)接続名はそのまま〔次へ〕タップ 

 



(5)ダイアル番号『１＃』を Cid４と設定の場合は『４＃』変更し〔次へ〕タップ 

  

    (6)ユーザ名、パスワードはそのまま〔完了〕タップ 
 →設定画面で該当通信の番号が Cid４設定の場合４＃に変更されていることを確認 

  

 
    以上で完了です 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ２－２．mopera-U 従量データプラン（従量制）をご契約の場合 
(1)スタート画面 →『設定』選択 →『接続』タブ選択 →『接続アイコン』タップ  

    (2)既定のインターネット設定の『既存の接続を管理』を選択 
(3)使用通信カードの通信設定を選択 (例では名前『N2502』番号『*99***1#』) 

  
(4)接続名はそのまま〔次へ〕タップ 

 
(5)ダイアル番号『＊９９＊＊＊１＃』を『＊９９＊＊＊３＃』変更し〔次へ〕タップ 

  



    (6)ユーザ名、パスワードはそのまま〔完了〕タップ 
 →設定画面で該当通信カードの番号が３＃に変更されていることを確認 

  

  
   以上で完了です 
 
 
 
 
 
 
 



添付Ⅰ．定額データプランの料金プラン 
高速データ通信を手軽にはじめられる、安心の定額プランです。 

１．定額データプラン・スタンダード 
ご利用時の料金イメージ 

「定額データプラン スタンダード」は、月々2,735 円から始められ、FOMA エリアでたくさんデータ通信を行っても月額利用料金は 10,500

円でご利用いただけます（別途対応プロバイダとのご契約が必要です）。さらに、「定額データ スタンダード割」をご契約いただくと月額

利用料金がおトクにご利用いただけます。 
 

 
 

 

月額利用料金  

月額利用料金 定額外通信料1 プロバイダ料金2 

2,735 円～10,500円 1パケットあたり0.042 円 定額対応プロバイダよりご確認ください。 

「定額データ スタンダード割」適用後の月額利用料金 

2年間同一回線の継続利用をお約束いただくことを条件に、月額利用料金上限額3,780 円（基本使用料1,000 円含む）割引 

します。 

月額利用料金  定額外通信料1 プロバイダ料金2  

1,735 円～6,720円 1パケットあたり0.042 円 定額対応プロバイダよりご確認ください。 

※定額データ スタンダード割」契約満了月の翌月以外での「定額データスタンダード割」の廃止、ご契約回線の解約、料金プラン

変更、FOMAユビキタスプランへの契約変更の場合は、契約期間に応じて、9,975円～26,880円の解約金が必要となります。 

定額データ スタンダード割 

※1 当月内で利用された定額対象通信のパケット数に応じて、月額利用料金が変動します。 

※2 定額制データ通信のご利用には、ご契約プランに対応したプロバイダ契約が別途必要です。 

なお、プロバイダによってプロバイダ利用料金が発生いたします。料金については各プロバイダにお問い合わせください。 

 
毎月のご利用料金イメージ（プロバイダ月額使用料含む） 

 

 



２．定額データプラン・スタンダード２ 
 
ご利用時の料金イメージ 

「定額データプラン スタンダード２」は、月々4,235 円から始められ、FOMA エリアでたくさんデータ通信を行っても月額利用料金は

10,500 円でご利用いただけます（別途対応プロバイダとのご契約が必要です）。さらに、「定額データ スタンダード割２」をご契約いただ

くと月額利用料金がおトクにご利用いただけます。 

 

 
 

月額利用料金  

月額利用料金 定額外通信料1 プロバイダ料金2 

4,235 円～10,500円 1パケットあたり0.0315 円 定額対応プロバイダよりご確認ください。 

「定額データ スタンダード割２」適用後の月額利用料金 

2年間同一回線の継続利用をお約束いただくことを条件に、月額利用料金上限額3,780 円（基本使用料1,000 円含む）割引 

します。 

月額利用料金  定額外通信料1 プロバイダ料金2  

3,235 円～6,720円 1パケットあたり0.0315 円 定額対応プロバイダよりご確認ください。 

定額データ スタンダード割２は、契約期間 2 年単位で自動更新、更新後を含み途中解約金 9,975 円（※契約満了月の翌月除く）

がかかります。 

 

定額データ スタンダード割２ 

※1 当月内で利用された定額対象通信のパケット数に応じて、月額利用料金が変動します。 

※2 定額制データ通信のご利用には、ご契約プランに対応したプロバイダ契約が別途必要です。 

なお、プロバイダによってプロバイダ利用料金が発生いたします。料金については各プロバイダにお問い合わせください。 

 

毎月のご利用料金イメージ（プロバイダ月額使用料含む） 

 

 
 

 

 

 

 

 



添付Ⅱ．従量データプランの料金プラン 
パケット通信料がおトクなデータ通信専用プランです。 

 

料金プラン基本使用料 料金プラン基本使用料 パケット通信料 
データプラン SS  月額 1,890 円 1 パケットあたり 0.105 円※2 

データプラン S パケットプラス 
月額 3,045 円 

無料パケット数※1 

10 万パケット（5,000 円分相当） 
1 パケットあたり 0.0525 円※3 

データプラン M パケットプラス 

月額5,460円 

無料パケット数※1 

45 万パケット（9,000 円分相当） 

1 パケットあたり 0.021 円 

データプランLパケットプラス 

月額7,770円 

無料パケット数※1 

120 万パケット（18,000 円分相当） 

1 パケットあたり 0.01575 円 

データプランLLパケットプラス 

月額14,595円 

無料パケット数※1 

250 万パケット（30,000 円分相当） 

1 パケットあたり 0.0126 円 

※1  無料パケット数は国内でのパケット利用の場合のみ適用。 

※2  1 ヶ月の総パケット数が 60 万超～200 万パケットまで 0.0525 円、200 万パケット超 0.021 円。 

※3  1 ヶ月の総パケット数が 200 万パケット超 0.021 円。 

 

 

 
 


