モバイルルーターサービス対応端末販売規約
第 1 条（規約の適用）
1. 株式会社イージェーワークス（以下「当社」といいます。）はモバイルルーターサービス対応端末販売規約（以
下「本規約」といいます。
）を定め、これに基づき、当社が提供する「モバイルルーターコース」
「モバイルルー
ターオプション」
（以下「モバイルルーターサービス」といいます。
）の契約者と端末販売契約（以下「本契約」
といいます。
）を締結し、モバイルルーターサービス対応端末機器及びオプション品（以下「本商品」といいま
す。
）を販売します。
2. 当社は、契約者が本商品を購入したことをもって、本規約に同意したものとみなします。
3. 本規約の定めと、当社が別途定める会員規約及びその他の規約（以下総称して「当社規約」といいます。）の定
めが異なる場合には、特別な定めがない限り、本規約が優先します。
第 2 条（規約の変更）
1. 当社は、一定の予告期間をおいて、当社が適当と判断する方法で事前に契約者に通知することにより、本規約
を変更できるものとします。この場合には、契約者の利用条件その他本規約の内容は、変更後の本規約により
ます。
第 3 条（販売の条件）
1. 本契約は、モバイルルーターサービスの契約者のみに、当社から販売を行います。
2. 本商品は、モバイルルーターサービス 1 契約に対し 1 の本契約を締結します。
3. 本商品の価格・仕様・販売条件等は、別紙（端末価格表）によるものとします。
第 4 条（販売の承諾等）
1. 本契約は、当社所定の方法にて販売を希望する申し込みをする必要があります。ただし、かかる申し込みをす
る者が次のいずれかに該当する場合に、当社は販売の承諾を行わないあるいは取り消すことがあります。
(1) 申し込み及び登録内容に虚偽、誤記、未記入、記入漏れが判明した場合
(2) 過去に、当社が提供するサービスの利用について一時停止、強制解除、その他会員資格の取り消しが行わ
れていたことが判明した場合
(3) 申し込みをする者が支払い情報として指定したクレジットカード情報または口座情報が、クレジットカー
ド会社、収納代行会社、金融機関等により利用停止されている場合
(4) 申し込みをする者が過去に、当社が提供するサービスの利用料金等について、支払遅延、未納、滞納を行っ
ていた場合。あるいは申込に際して必要なサービス料金の支払を行わなかった場合
(5) 申し込みをする者が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人の
いずれかであり、申し込みに際して、親権者、後見人または代理権付与の審判がなされた補助人もしくは
保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合
(6) サービス提供を行うことで、運営上、著しい支障をきたすと当社が判断した場合
(7) 連絡用に登録した連絡先やサービスを利用する住所・所在地に当社からの連絡がつかなかった、承諾通知
が到達しなかった、あるいはモバイルルーターサービス利用に必要な SIM カードや端末機器の受領が確認
できない場合。
(8) その他当社が不適当と判断した場合
第 5 条（販売の成立）
1. 端末機器の販売は、当社が前条 1 項に基づく申し込みを受け付け、当社所定の方法により承諾通知を発信し、
かかる端末機器を契約者に送付した時に成立します。
第 6 条（支払い方法）
1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルル
ーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。
第 7 条（本商品の引き渡し）
1. 本商品の引き渡ししは、当社が定める手段によって送付することにより行います。
2. 本商品の引き渡ししは、モバイルルーターサービスの契約において契約住所として登録された場所に配送し申
し込みをするものが受領した時（お届け日）をもって引き渡しが完了するものとします。
3. 本商品等の配送先は、日本国内に限られます。
第 8 条（本商品の所有権）
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1. 本商品の所有権は、契約者が当社に本商品の代金の全額について支払いを完了した時点で、当社から契約者に
移るものとします。
第 9 条（保証）
1. 本商品の交換は、物品の初期不良、当社の責に帰すべき事由による瑕疵、その他当社が別途認める場合に限り、行う
ことができます。その場合、送料は契約者が負担するものとします。
2. 契約者が前項に該当する通知を、本商品の引き渡し後、14 日以内に行わなかった場合は、本商品は瑕疵および不足
なく契約者に引き渡されたものとみなし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 本商品の修理及び交換の受付先とその保証条件は、当社が別途定めた場合を除き、本商品に付帯する製造メーカー
の保証書に記載された受付先とその保証条件によるものとします。
4. 天災事変、その他当社の故意または重大な過失が認められない事由による、本商品の引き渡しの遅延または不能と
なった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 本商品の引き渡し完了後に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の危険は契約者の負担とし、契約者は本契約に基
づく債務を免れることはできないものとします。
第 10 条（禁止事項）
1. 本商品または添付、格納されているプログラムの全部または一部の解析、改造、複製、改変、転売、贈与、貸与、譲
渡、その他当該プログラムに関する著作権その他権利を侵害する行為。
第 11 条（本契約の解除）
1. 当社は、以下の各号に該当する場合、契約者に対し通知のうえ、本契約を解除できるものとします。この場合におい
て、当社は契約者に、当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
(1) 契約者が本規約に違反した場合
(2) 本商品の代金の支払いについて、当社が定めた支払期限を過ぎても、なお支払いを行わない場合
(3) 当社に登録した住所に本商品を配送したにもかかわらず、お客様の不在等により本商品の引き渡しが行えず、か
つ、かかる配送の時から 1 週間経過してもなお、お客様から何らの連絡もない場合
2. 契約者は、契約者の都合による本契約の解除はできないものとします。本商品の返品・交換についての詳細は以下に
定めます。
■返品について
契約者の都合による モバイルルーターサービス対応端末及びオプション品（以下「本商品」といいます。
）
の返品は受け付けておりません。予めご了承いただきますようお願いいたします。
■クーリングオフについて
本商品（端末単体及び各セット商品）は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度（クーリングオフ）の対象
外となります。予めご了承いただきますようお願いいたします。
■返品や交換が不可能な場合
・ お届け日から 8 日以上経過した場合
・ 契約者が開封した場合
・ 契約者が一度以上ご利用した場合
・ 外部からの要因で故障が発生した場合（災害や事故、契約者の故意または過失、その他異常な条件下など）
・ 契約者が汚損・破損した商品
・ 本商品掲載ページや案内に個別に返品や交換をお受け出来ない旨記載があるもの。
・ 故障の原因が本製品以外にあって、それを点検、修理した場合
・ 製造元又は当社の定める用途以外に使用された場合の故障および損傷
・ ご依頼の際、商品保証書または購入時の通知書やレシートなどの証明を提示できない、又は添付の無いもの
・ 製造元又は当社の定める取り扱い上の注意に違反（水掛かり、落下、衝撃、砂、泥の付着、機器内への水、
砂、泥の入り込みなど）した、又はお手入れの不備（カビなど）により生じた故障
■本商品の返品や交換にかかる送付手段と送料の負担
・ 送付手段について、宅配便等の配達記録の残る方法で当社までご返送いただき、配達記録の控えはお手元
に保管いただくようお願いいたします。配達記録がないことによる未着等のトラブルについて、当社は責任を
負いません。
・ 送料について、本商品の初期不良の場合は当社が負担いたします。それ以外の場合は契約者負担とさせて
いただきます。
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3.

4.

■返品・交換に関する連絡先
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-1-9 13F
株式会社 イージェーワークス
kyoto-Inet カスタマーサポート（受付時間：10:00〜19:00、土日祝を除く平日）
TEL：0800-123-0484 E-mail：info@kyoto-inetbb.jp
モバイルルーターサービス契約を解約した場合において、契約者が誤って本商品を当社に返却した場合は、当社は、
一定の保管期間をおいて、その本商品およびその他の物品等を廃棄することができるものとし、契約者は、かかる廃
棄に対して予め異議なく承諾するものとします。
契約者は、本条第 1 項により契約が解除されたときに、本商品等が既に契約者に引き渡しが完了していた場合、速
やかに当社へ返却するものとします。その場合、送料は契約者が負担するものとします。

第 12 条（免責）
1. 当社は、本商品に関連して契約者または他社が被る損害、損失、不利益について、本規約に定める他は、当社の故意
または重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第 13 条（分離可能性）
1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断され
た場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 14 条（準拠法）
1. 本規約及び利用規約等に関する準拠法は、日本法とします。
第 15 条（合意管轄）
1. 契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本規約は、2017 年 8 月 28 日より有効となります。
本規約は、2019 年 3 月 19 日より改訂します。
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別紙（端末価格表）

Huawei E5577s
販売価格

9,980 円（税抜）

支払方法

一括払い

基本スペック
サイズ
ディスプレイサイズ
重量
電池容量
SD カード
同時接続可能台数
通信速度
SIM カード
連続通信時間
連続待受時間
本体付属品
対応 OS

通信規格
対応周波数

Wi-Fi 規格

幅：約 96.8mm × 高さ：約 58.0mm × 厚さ：約 17.3mm
1.45 インチ TFT
約 112g
3,000mAh
最大 32GB
Wi-Fi 接続 10 台 / USB 接続 1 台
LTE:150Mbps
Wi-Fi:300Mbps
標準 SIM
最大約 12 時間
最大約 600 時間
本体充電用 AC アダプター / 充電用 USB ケーブル
Windows Vista® SP1 以降
Mac OS 10.7 以降

FDD LTE:B1, B3, B5, B7, B8, B19, B20
WCDMA:B1, B2, B5, B6, B8, B19
GSM:850,900,1800,1900MHz
IEEE802.11 a / b / g /n (2.4G / 5GHz)

FUJISOFT +F FS030W
販売価格

16,800 円（税抜）

支払方法

一括払い

基本スペック
商品名

+F FS030W

型番

FS030WMB1

サイズ
重量
連続待受時間（無線

幅：約 74.0mm × 高さ：約 74.0mm × 厚さ：約 17.3mm
約 128g
約 600 時間

OFF 時）
連続通信時間

無線 LAN 通信：最大 20 時間(LTE 通信時)
Bluetooth：最大 24 時間(LTE 通信時)

動作環境

動作温度範囲：0℃～35℃
保管温度範囲：-20℃～60℃

同時接続可能台数
セキュリティ
対応 SIM

Wi-Fi 接続 15 台 / Bluetooth 接続 5 台 / USB 接続 1 台
WEP , WPA-PSK , WPA2-PSK
LTE 対応 SIM（形状:microSIM）
4

充電用端子

microUSB（USB2.0）

充電用電源

5.0V(DC) , 1.5A MAX

最大充電時間
バッテリー
国際ローミング
表示言語

AC アダプタ利用時:最大 3 時間
リチウムイオンポリマー 3,060mAh（3.7V） 着脱式
非対応
日本語 / 英語 / 中国語

通信規格
通信方式（ネットワ

LTE：受信時最大 150Mbps / 送信時最大 50Mbps

ーク側）

3G：受信時最大 42Mbps / 送信時最大 5.76Mbps

通信方式（端末側）

無線 LAN：IEEE802.11a / b / g / n / ac 最大 433Mbps
Bluetooth：最大 3Mbps

ネットワーク

LTE

および周波数

docomo：バンド 1:2.1GHz / バンド 3:1.7GHz /バンド 19:800MHz / バンド 21:1.5GHz
au：バンド 1:2.1GHz / バンド 11:1.5GHz / バンド 18:800MHz
SoftBank：バンド 1:2.1GHz / バンド 3:1.7GHz / バンド 8:900MHz / バンド 11:1.5GHz
3G
docomo：バンド 1:2.1GHz / バンド 6:800MHz / バンド 19:800MHz
au：非対応
SoftBank：バンド 1:2.1GHz

無線 LAN
Bluetooth

2.4GHz / 5GHz
2.4GHz

充電／有線 LAN クレードル（オプション品）
販売価格

4,000 円（税抜）

支払方法

一括払い

商品名
型番
Ethernet インターフ
ェース
AC アダプタインタフ
ェース
LED
重さ
サイズ

FS030W 専用クレードル
CRDFS030W
物理インタフェース：8 ピンモジュラージャック（RJ-45）×1 ポート
インタフェース：1000BASE-T
伝送速度：1000Mbps
USB コネクタ（micro B-type）×1 ポート
※ 給電専用の AC アダプタ接続用ポートであり、USB 通信はできません。
電源状態
通信状態
約 63g
幅：約 90.0mm × 高さ：約 50.0mm × 奥行き：約 42.2mm

※ 注文後、メーカーから取寄せとなります。メーカーの在庫がないあるいは販売終了後は、代替商品になり、価格や仕様
が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
附則
2019 年 3 月 4 日改定
2019 年 3 月 19 日改定
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