
050IP電話 設定

WiFi名： jetfi_77777
パスワード： 01234567

IMEI： 000001234567890

1.00MB

利用データ合計

12：094G

6,500円（税込）
通信容量
無制限

1日最大5GB
利用可能

休校中や分散登校中の
オンライン授業に利用できるモバイル端末

1 台／月額

詳しくは、中面をご覧ください。

※1 日の高速通信容量が 5GB を超えた場合、翌日まで通信速度が低速モードになります。
※離島、沖縄への配送は別途有料。お届けは教育機関様または教育委員会様のみとなります。
※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。

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KOIL6F　TEL：04-7131-2121（代）　FAX：04-7131-2122
【東京支社】 〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-26八紘ビル4Ｆ　TEL：03-5225-2117（代）　FAX：03-5225-2118
【大阪支社】 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋 1-2-17 第一住建東心斎橋ビル 7F 　TEL：06-4256-1815（代）　FAX：06-4256-1816

Wi-Fiルーターレンタル
TM

インターネットの通信環境を
お持ちでない

生徒様へお貸出しできます

オンライン
授業で
利用できる

20200824 二折りチラシ／ Wi-Fi ルーターレンタル

▲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 )

FAX 受付順にご手配を行っている都合上、 在庫状況により、 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。

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 )

受付拠点種別 ：□本社／□支社／□FC

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

1台／月額　1,600円(税込)

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

□利用する　　／　　□ 利用しない

□加入する　　／　　□ 加入しない

ICT ご担当者様
※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。

Wi‐Fiルーターレンタル申込用紙 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/）

教育機関名／
教育委員会名

教育機関／
教育委員会 住所

電話番号 ・ FAX 番号

ご担当者様名

レンタル台数

Wi-Fiルーター
利用期間

返送予定日

ご利用用途

電話番号　　　  　 　 　（　　 　  　　）　　　　  　　 　FAX 番号　 　　　  　 　（　　 　  　　）　　　　  　　 

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

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 (    　　曜日 ) 

□オンライン授業　□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

様

都道

府県

都道

府県

〒　　　　　　－　

台

フリガナ

①
お
客
様
情
報

②
レ
ン
タ
ル
内
容

※ご利用開始日の3日前までに教育機関様または教育委員会様へお届けいたします。
※混雑状況により1日前のお届けになる場合がございます。

※ 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。

※ご利用最終日の翌々日までにご返送ください。
※指定のコンビニエンスなどからもご返送可能です。

※10台未満のレンタルの場合、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。

※通信回線を利用した、IP電話方式となります。

※通話料は無料でご利用いただけます。

※月額料金の日割りはございません。

1台／月額　1,100円(税込)
※ 詳細は、下記重要事項をご確認ください。
※ 安心保障パックは、レンタル期間中1回のみのご利用
 となります。
※月額料金の日割りはございません。

通話機能
サービス③

オ
プ
シ
ョ
ン

有料

安心保障パック 有料

故障、水濡れ、落下に
よる破損などに対応

！
重
要
事
項

Wi-Fiルーター本体を使って通話機能を
利用することができます

シンプルプラン【1台／月額　6,500円(税込)】

【キャンセルについて】
●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。

【故障・盗難・紛失等について】          

●故障・盗難・紛失等で、Wi-Fiルーターのご利用ができない場合は別途ご相談の上、代替機をお送りいたします。    

●安心保障パックをお申込みの場合、故障・盗難・紛失等による機器代金のご請求は一切ございません（安心保障パックをご利用の際は、所定の用紙に記入いただく必要がございます）。　　　　

安心保障パックにお申込みでない場合は、機器代金を実費にてご請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。 

●紛失・盗難の場合は、ただちに警察署又は交番にて届出をお願いいたします。その際交付される受理番号を弊社までお知らせいただく必要がございますので、予めご了承ください。

【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。なお、コンビニ決済のご利用可能額は30万円までとなります。

●10台未満のレンタルの場合、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手数料280円（税込）がかかります。

●期日内に料金をお支払頂けていない場合は、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。その際、通信が一時的に停止された期間の

レンタル料金およびオプション料金は、減額またはご返金できませんのでご了承ください。     

【その他重要事項】          

●本レンタル端末は、株式会社MAYA SYSTEMの端末名『G3』となります。
●通信端末の仕様は予告なしに変更になる場合がございます。
●本レンタル端末は、(docomo・SoftBank・au)の4G回線エリア内の中から電波状態のよい通信を自動選択するマルチキャリア方式を採用しております。通信エリアの詳細は各通信キャリアのサー

ビスエリアをご確認ください。なお、キャンセル可能期間外に対応エリア外であった場合でも、キャンセルはお受けできません。
●通信会社による通信障害やその他トラブルにより、本サービスが利用できない現象が発生する場合がございます。利用できない期間の返金等につきましては、調査の上別途決定いたします。
●電波を利用しているため、サービスエリア内でも、電波の届かない所ではデータ通信および通話はできません。また、電波状態の悪い所や、気象状況によっては通話およびデータ通信ができな

いことがあります。
●本サービスの通信速度は、ベストエフォート型となります。そのため高速通信を保証するものではありません。お客さまのご利用環境、回線の混雑状況などによって、速度の変化や接続が不安

定になる場合もございます。
●1日の高速通信容量が5GBを超えた場合、翌日まで通信速度が低速モードになります。
●弊社にご連絡がなく海外でご使用された場合、別途通信料が発生いたしますのでご注意ください。また、海外で通信を行った費用は全額お客様負担となります。  
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フォトックの教育機関向け『Wi-Fiルーター』の
レンタル端末を生徒様に貸し出すことで解決。

各ご家庭に工事等のご負担をかけることなく
オンライン環境を整えることができます。

通信環境がなくオンライン授業や学級会に
参加できなかった生徒様も…

※本レンタル端末は、株式会社MAYA SYSTEMの「クラウドSIMテクノロジー」を用いた、高機能Wi-Fi「jetfi」となります。　※通信端末の仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

１台／月額6,500円（税込）

利用料金(月額)

シンプルプラン

【計算例】10台のWi-Fiルーターをシンプルプランにて1ヶ月間ご利用の場合

※ご使用は日本国内のみとなります。
※通話機能および、安心保障パックを付けた場合は、別途オプション料金が加算されます。
※10台未満のレンタルの場合、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。

10台× ＝ 月額 65,000円（税込）1台6,500円

貸出から返却までの手順

⑤ ご利用最終日の翌々日までに、
専用伝票を使いご返却手続きをおとりください。
※指定のコンビニエンスからご返送手続きをとることもできます。

ご利用最終日の
翌日までに
発送にてご返却

④
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 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。なお、コンビニ決済のご利用可能額は30万円までとなります。
※10台未満のレンタルの場合、往復送料一律1,500円（税込）と、1回のご請求毎に
請求書発行手数料280円（税込）がかかります。

お支払い

③ ご利用開始日の3日前までにご希望台数を教育機関様または
教育委員会様へお届けいたします。
※お申込み台数分を一括でお届けいたします。個別配送、分割配送はできません。

Wi-Fiルーターの
お届け

Ｑ．
Ａ．

追加料金が発生することはありますか。
レンタル期間中に国内でのご使用であれば追加料金が発生することは一切ございません。
安心してご利用ください。
※故障、破損などの場合は別途費用が発生する場合がございます。詳細は裏面重要事項をご確認ください。

Ｑ．
Ａ．

1日5GBを超えるとどうなりますか？

翌日まで通信速度が低速モードになります。現在の使用量はWi-Fiルーター上でご確認いただけます。
（操作方法につきましては、レンタル機材発送時にお知らせいたします。）

Ｑ．
Ａ．

対象エリアかどうか確認したい。

docomo・SoftBank・au の 4G回線の電波が利用可能ですので、ほとんどの地域で問題なくお使いいただけます。
稀に対応可能エリア外もございますので、不明な場合は、弊社コンタクトセンターまでお問合わせください。

【レンタル同梱内容】　●充電器 ●専用ケース

② 希望予定日が空いていれば、3日以内に予約確定のご連絡を
FAXにていたします。
※在庫状況により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。

予約確定

① お申し込み用紙に必要事項を記載の上、FAXにてお申込みください。
※お申込み前に対応可能エリアのご確認をお願いいたします。お申込み

オンライン授業や教職員様の
在宅勤務などで大活躍。

教育機関向けサービス
なので、シンプルで
かんたんレンタル。

急な休校時などのオンラインでの授業や交代勤務の際に在宅勤務でご利用できる
マルチキャリア方式『Wi-Fiルーター』のレンタルがはじまります。

1
ポイント

教育機関に特化したフォトックのレンタル
だから、仕様も利用料金も簡単シンプ
ル。追加料金が発生することもなく安心
してお使いいただけます。

かんたん設定で、
届いたその日から
すぐに利用可能。2

ポイント

工事や難しい設定は不要。届いたその日
からお使いいただけるので、授業もすぐ
に開始できます。

3
ポイント

マルチキャリア方式で、接続時に電波が
強い通信エリアを自動選択。大手キャリ
アの回線を使うのでほとんどの地域で
問題なくお使いいただけます。

電話もできる
Wi-Fiルーター
（有料オプション）。4

ポイント

Wi-Fiルーター本体を使って通話機能を
利用することができます。
※通信回線を使用した、IP電話となります。

●マルチキャリア自動選択方式(docomo・SoftBank・au) 4G回線
●利用可能データ量：1日5GB（※1時間のオンライン授業を1日7～8本程度視聴可能）
●通信速度：下り最大：150Mbps 上り最大：50Mbps (ベストエフォート型)
●連続稼働時間：15時間※
●外形寸法：縦112×横65×厚さ19mm
●通話機能付き（有料オプション）
※連続稼働時間は、設定状況、使用環境、ディスプレイの点灯時間などにより大きく変動します。

4つの
ポイント

docomo・SoftBank・
auの電波の中から電波が
強い通信を自動で選択。

よくあるご質問

Wi-Fiルーター【仕様】

050IP電話 設定

WiFi名： jetfi_77777
パスワード： 01234567

IMEI： 000001234567890

1.00MB

利用データ合計

12：094G



フォトックの教育機関向け『Wi-Fiルーター』の
レンタル端末を生徒様に貸し出すことで解決。

各ご家庭に工事等のご負担をかけることなく
オンライン環境を整えることができます。

通信環境がなくオンライン授業や学級会に
参加できなかった生徒様も…

※本レンタル端末は、株式会社MAYA SYSTEMの「クラウドSIMテクノロジー」を用いた、高機能Wi-Fi「jetfi」となります。　※通信端末の仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

１台／月額6,500円（税込）

利用料金(月額)

シンプルプラン

【計算例】10台のWi-Fiルーターをシンプルプランにて1ヶ月間ご利用の場合

※ご使用は日本国内のみとなります。
※通話機能および、安心保障パックを付けた場合は、別途オプション料金が加算されます。
※10台未満のレンタルの場合、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。

10台× ＝ 月額 65,000円（税込）1台6,500円

貸出から返却までの手順

⑤ ご利用最終日の翌々日までに、
専用伝票を使いご返却手続きをおとりください。
※指定のコンビニエンスからご返送手続きをとることもできます。

ご利用最終日の
翌日までに
発送にてご返却

④
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 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。なお、コンビニ決済のご利用可能額は30万円までとなります。
※10台未満のレンタルの場合、往復送料一律1,500円（税込）と、1回のご請求毎に
請求書発行手数料280円（税込）がかかります。

お支払い

③ ご利用開始日の3日前までにご希望台数を教育機関様または
教育委員会様へお届けいたします。
※お申込み台数分を一括でお届けいたします。個別配送、分割配送はできません。

Wi-Fiルーターの
お届け

Ｑ．
Ａ．

追加料金が発生することはありますか。
レンタル期間中に国内でのご使用であれば追加料金が発生することは一切ございません。
安心してご利用ください。
※故障、破損などの場合は別途費用が発生する場合がございます。詳細は裏面重要事項をご確認ください。

Ｑ．
Ａ．

1日の高速通信容量が5GBを超えるとどうなりますか？

翌日まで通信速度が低速モードになります。現在の使用量はWi-Fiルーター上でご確認いただけます。
（操作方法につきましては、レンタル機材発送時にお知らせいたします。）

Ｑ．
Ａ．

対象エリアかどうか確認したい。

docomo・SoftBank・au の 4G回線の電波が利用可能ですので、ほとんどの地域で問題なくお使いいただけます。
稀に対応可能エリア外もございますので、不明な場合は、弊社コンタクトセンターまでお問合わせください。

【レンタル同梱内容】　●充電器 ●専用ケース

② 希望予定日が空いていれば、3日以内に予約確定のご連絡を
FAXにていたします。
※在庫状況により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。

予約確定

① お申し込み用紙に必要事項を記載の上、FAXにてお申込みください。
※お申込み前に対応可能エリアのご確認をお願いいたします。お申込み

オンライン授業や教職員様の
在宅勤務などで大活躍。

教育機関向けサービス
なので、シンプルで
かんたんレンタル。

急な休校時などのオンラインでの授業や交代勤務の際に在宅勤務でご利用できる
マルチキャリア方式『Wi-Fiルーター』のレンタルがはじまります。

1
ポイント

教育機関に特化したフォトックのレンタル
だから、仕様も利用料金も簡単シンプ
ル。追加料金が発生することもなく安心
してお使いいただけます。

かんたん設定で、
届いたその日から
すぐに利用可能。2

ポイント

工事や難しい設定は不要。届いたその日
からお使いいただけるので、授業もすぐ
に開始できます。

3
ポイント

マルチキャリア方式で、接続時に電波が
強い通信エリアを自動選択。大手キャリ
アの回線を使うのでほとんどの地域で
問題なくお使いいただけます。

電話もできる
Wi-Fiルーター
（有料オプション）。4

ポイント

Wi-Fiルーター本体を使って通話機能を
利用することができます。
※通信回線を使用した、IP電話となります。

●マルチキャリア自動選択方式(docomo・SoftBank・au) 4G回線
●利用可能データ量：1日5GB（※1時間のオンライン授業を1日7～8本程度視聴可能）
●通信速度：下り最大：150Mbps 上り最大：50Mbps (ベストエフォート型)
●連続稼働時間：15時間
●外形寸法：縦112×横65×厚さ19mm
●通話機能付き（有料オプション）

4つの
ポイント

docomo・SoftBank・
auの電波の中から電波が
強い通信を自動で選択。

よくあるご質問

Wi-Fiルーター【仕様】

050IP電話 設定

WiFi名： jetfi_77777
パスワード： 01234567

IMEI： 000001234567890

1.00MB

利用データ合計

12：094G
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