
4,800円（税込）
かんたん
レンタル

通話料
無料

学校閉庁日 学校活動

詳しくは、中面をご覧ください。

コンタクトセンター

0120-162-220
受付時間　9：00-18：00（土・日・祝日除く）

【本　　社】〒277-8520 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス 148街区2ららぽーと柏の葉KOIL5F　TEL：04-7131-2121（代）　FAX：04-7131-2122

1台／月額

20221118 二折りチラシ _ 通話専用 携帯電話レンタル

▲FAX 0120-162-665
通信環境のご都合上、 フリーファックスを
ご利用頂けない場合は、
FAX 04-7131-2122 までご送信ください。

(24 時間受付 )

最新の在庫状況は弊社ホームページより
ご覧いただけます。 （http://photoc.co.jp/）

フォトックマーケットパートナーズ株式会社
コンタクトセンター　0120-162-220(9:00-18:00 土日祝除く )

電話番号 ・ FAX 番号

ご担当者様名

レンタル台数

電話番号お知らせ
希望日

携帯電話ご利用日

返送予定日

ご利用用途

送信日 ( 申込日） 年　 　　　　月　　　　 　日 (     　   曜日 )

電話番号　　　  　 　 　（　　 　  　　）　　　　  　　 　FAX 番号　 　　　  　 　（　　 　  　　）　　　　  　　 

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 (    　　曜日 ) -　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 (   　 　曜日 ) 

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 (    　　曜日 ) 

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 (    　　曜日 ) 

□閉庁日　
□その他 (                                                                              )

様

都道

府県

都道

府県

〒　　　　　　－　

台

フリガナ

弊社記入欄 ： オーダー DB 入力日 ： 　／　　入力担当 ： 　　　　再確認者 ：

①
お
客
様
情
報

②
レ
ン
タ
ル
内
容

下記、 重要事項を確認しました。
※下記に記載の重要事項をご確認いただきチェックをお願いします。
　 チェックがない場合受付することができません。

※ご利用開始日の2日前までに教育機関または、教育委員会へお届けいたします。　

※混雑状況により、ご利用日前日のご到着となる場合がございます。

※ご利用最終日の翌日までに弊社へご返送ください。

※指定のコンビニエンスストアから返送することも可能です。

※お申込み状況によりご希望に添えない場合がございます。

通話専用プラン【1 台／月額 4,800 円 （税込）】

総務省 電気通信事業者届出番号（A-30-16681）

学校閉庁日などの緊急連絡先として
ご利用いただけます

携帯電話レンタル

携帯電話レンタル ( 通話専用プラン )

FAX 受付順にご手配を行っております。 お申込み後にキャンセルさせていただく場合がございます。

◎通話専用携帯電話のレンタルは、教職員様用端末 (発信制限なしタイプ )のみとなります。

◎貸出後のレンタル期間のご延長は、在庫台数の都合によりお受けできない場合がございます。

◎携帯電話不正利用防止法に基づき、 お申込み後にご本人 (ご担当者様 )確認のために本人名義の保険証の写し（表裏）が必要となります。また、 裏面には住所の

記載が必要です。

◎ご提出頂きました本人確認書類は、携帯電話不正利用防止法に基づき一定期間の保管を弊社にて行います。

◎お客様の個人情報につきましては、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱います。

◎ご利用は日本国内のみとなります。また、携帯電話は航空機内ではご利用になれません。

◎レンタルの使用目的・ 方法において、利用規約上の「禁止事項」に触れる場合は通信を予告なしに停止いたします。

◎通信会社による通信障害などのトラブルにより、本サービスがご利用できない現象が発生した場合は、返金でのご対応となります。

◎通信会社の電気通信設備（これに付属する設備を含む）を不正アクセス行為から防御する場合に、サービスの全部または一部の利用を中止する措置を

とることがあります。

◎携帯電話は無線を使用しているため、サービスエリア内であっても通話ができない場合や通話が途中で切れる場合があります。

◎カメラ機能、およびインターネット接続サービスはご利用いただけません。

◎本プランで通話発信制限機能、GPS位置情報機能などの設定を行うことはできません。

●通話料金

国内電話への発信 ( 一般加入電話 ・ 携帯電話 ・ PHS） 通話料無料

※レンタル申込み日から20日以内の場合、尚且つご利用開始20日以上前であればキャンセル可能です。※本商品のレンタルサービスは、教育機関での公平な学習
環境サービスを提供するため、キャンセル可能期間外にキャンセルされた場合、申込日から2年間レンタルサービスの予約をお受けできません。あらかじめご注意く
ださいますようお願い申し上げます。なお、学年行事の延期・中止サポートサービスが適用された場合はキャンセル扱いになりません。

●キャンセルについて

！
重
要
事
項

※離島、沖縄への配送は行っておりません。
※10台未満の場合は往復送料一律1,500円(税込)と、1回のご請求毎に請求書発行事務手数料
　280円(税込)がかかります。
※お届けは教育機関または、教育委員会住所のみとなります。
※教育委員会様または、教職員様でのご使用に限らせていただきます。

全国展開中！

通話専用

教育機関名／
教育委員会名

教育機関／
教育委員会 住所
※ お届けは教育機関住所または
 教育委員会住所のみとなります。

※10台未満の場合は、往復送料一律1,500円（税込）と、
   1回のご請求毎に請求書発行事務手数料280円（税込）がかかります。
※月途中でご利用開始または終了の場合でも月額料金の日割りはございません。

●お支払いについて
1ヶ月単位でのご請求となります。毎月、当月ご利用分のご請求書を発行いたしますので、2種類の決済方法からご選択のうえ翌月末日までにお支払いください。

※コンビニ決済（手数料無料）または、銀行振込（手数料お客様負担）どちらかをお支払い時にご選択いただけます。

※10台未満のレンタルの場合、送料は初回のご請求時にご請求させていただきます。また 1回のご請求毎に請求書発行事務手数料 280円（税込）がかかります。

※期日内に料金をお支払いいただけていない場合、お支払いが完了するまでの間レンタル端末の通信を一時的に停止させていただく場合がございます。

※次年度ご利用分のお申込は、12月1日から受付開始となります。



※動産保険とは、故障や紛失、盗難などすべてが保証される保険です。　※ご利用の2日前までのお届けを予定しております。 （レンタル料金は発生いたしません）　※台数に限りがございます。また、携帯電話のメーカーは異なる場合がございます。　※サービス内容は予告なしに変更となる場合がございます。 総務省 電気通信事業者届出番号（A-30-16681）

貸出からご返却までの手順

① お申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。お申込み

② 希望予定日が空いていれば、お申込みから3日以内に
ご予約確定のご連絡をFAXにていたします。予約確定

③
弊社からFAXにてご本人確認送信専用オンラインフォームをお知らせ
いたします。２日以内にご送信ください。
※本人確認書類：ご担当者様ご本人の健康保険証（2回目以降3年以内はご不要）
※本人確認書類受領後、在籍確認のお電話をさせて頂く場合がございます。

ご担当者様の
ご本人確認書類を
弊社へ送付

ご利用最終日の翌々日までに弊社まで専用伝票でご返送にて
ご返却ください。
※携帯電話本体、充電器等のレンタル台数がすべて揃っているか必ずご返送前にご確認ください。
※返却は、指定のコンビニエンスから返送することも可能です。

ご利用最終日の
翌日までに
発送にてご返却

1ヶ月単位でのご請求となります。毎月、当月ご利用分のご請求書を
発行いたしますので、2種類の決済方法からご選択のうえ翌月末日までに
お支払いください。お支払い

④ 貸出用携帯電話の電話番号を事前にお知らせいたします。
電話番号を
事前にお知らせ

⑤ 貸出用携帯電話本体は、ご利用開始日の2日前までに教育機関または
教育委員会へ宅配にてお届けいたします。
※携帯電話不正利用防止法に基づき、レンタル商品は教育機関または教育委員会へ一括配送となります。
※混雑状況により、ご利用日前日のご到着となる場合がございます。

携帯電話本体の
お届け

※コンビニ決済（手数料無料）または、銀行振込（手数料お客様負担）どちらかをお支払い時に
ご選択いただけます。
※10台未満のレンタルの場合、送料は初回のご請求時にご請求させていただきます。また1回の
ご請求毎に請求書発行事務手数料280円（税込）がかかります。

Ａ．

Ｑ．

Ａ．

電話番号は何日前に知ることができますか？

ご利用開始日の3日前になりましたら、FAXにて貸出用携帯電話番号をお知らせいたします。
それより前に電話番号のお知らせを希望される場合は、コンタクトセンターまでお問合せください。
また、混雑状況によっては3日より前に電話番号をお知らせできない場合もございます。

Ｑ．

Ａ．

レンタル端末を生徒が利用することは可能ですか？

通話専用プランでのお貸出は、教育委員会様または、教職員様用のみとなります。
生徒様がご利用の場合は発信制限などの機能が付帯される『GPS付きプラン』に限らせて頂いております。
詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

学校閉庁時などに導入しやすい
携帯電話レンタルの通話専用プラン登場。

⑦

⑥貸出後のレンタル期間の延長または短縮はお受けできません。
ご利用最終日以降もレンタルを希望の場合は、在庫お手配可能な場合に限り、
一旦ご返却いただいた後、再度お貸出が可能です。ただし、同一電話番号での再貸出はできません。

Ｑ．貸出後にレンタル期間を延長または短縮することはできますか？

レンタル料金に
通話料込みで
発信も安心

国内への通話は無料です（一般加入
電話・携帯電話・PHS）。緊急時も安
心して発信することができます。

コロナ対策のために学校教育現場に導入しやすい料金設定

【計算例】10台の携帯電話を通話専用プランにて2ヶ月間ご利用の場合×

10 台 ×4,800 円 2 ヶ月 96,000円(税込)＝

レンタル料金 (通話料・動産保険料込)

ポイント！

携帯電話本体は、
安心の
2日前お届け

貸出用携帯電話本体は、ご利用開
始日の2日前までに宅配にてお届
けいたします。
※お届けは教育機関または教育委員会へ一括配送となります。
※混雑状況により前日のご到着になる場合がございます。

ポイント！

通話のみの
シンプルな機能で
情報漏洩を防止

インターネットやカメラ機能が
使用できないため、情報漏洩の危
険が軽減されます。

ポイント！

動産保険に
加入済みで
破損等にも対応

故障や紛失・盗難などすべてが保
障される保険に加入済みなので
安心してご利用いただけます。

ポイント！

1台／月額 4,800円(税込)

※10台未満の場合は、往復送料一律1,500円（税込）と、1回のご請求毎に請求書発行事務手数料280円（税込）がかかります。
※離島、沖縄への配送は行っておりません。 ※お届けは教育機関または、教育委員会住所のみとなります。
※電話番号はお選びいただけません。 ※ご利用は日本国内のみとなります。 ※月途中でご利用開始または終了の場合でも月額料金の日割りはございません。

よくあるご質問

通話専用プラン

必要書類：お申込みご担当者様の公立学校共済組合等の健康保険証（表裏）の写し
携帯電話不正利用防止法に基づき、ご予約確定後にご本人様確認の為に公的証明書のご提出が必要となります。

※裏面にはご住所の記載が必要です
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