
                    契約  利用      注意事項 利用規約 

本書面                           利用    際 注意 必要 事項  説明       

 契約   内容 十分  理解頂       申 込      

携帯電話本体           

携帯電話本体       本体 初期回線手数料        原則   回線開通日 登録完了日                    申込書記載           課金          

初期不良 自然故障 場合 直  下記 問合 先   連絡         開始 登録完了日     日以内    代替機 無料 郵送      

  際      付属              納品書   場合  対応致       予  了承     

携帯電話本体          問 合  先  日本語 

               日本事務局 電話番号               土日祝除                

                  店舗 電話番号                 年中無休                   西部時間 

故障等   携帯電話機内    変化 消失      一切責任 負      客様 自身 責任                  実施       願       

  客様 自身 行  改造 無料               等 原因 発生  故障     製品保証 対象外      

 他社携帯電話  持込   携帯電話 場合        一部      利用    場合      持込端末       動作保証 行         予  了承     

                                                

               提供    他          記載   限                                  

 本         国内   利用 限定                国外   利用        予  了承     

      開始 回線 開通 

 本     開始 回線開通  課金 原則   登録完了日      

  支払     

 申込書記載                       回線開通日 登録完了日  初回月額基本料 引 落       

以後  日   自動引 落   行     自動引 落      場合           自動停止     緊急通報    除   

                   有効期限 利用状況等 起因       停止    弊社 一切責任 負             会社 直接 問合       

本          式    一度支払   金額     場合     返金致       予  了承     

         建 決済              会社等         利用有無     連絡       携帯電話 利用   旨 伝      

    変更    

    変更  希望 場合             連絡     

 米国                  受付時間             日本              

 利用明細書    

          利用明細書  請求元                                                     表示     

 通話明細   領収書 発行        予  了承     

          変更    

  支払   利用            変更            連絡     

 米国                  受付時間             日本              

 解約      停止    

 翌引 落  日    日前 土日祝 除                      電話    音声          従  客様 自身 自動引落設定解除 実施    必要       

  利用最終月 日割 換算       

 電話番号 登録            紛失 盗難 発生  場合 速              連絡     

  客様手続  行            請求        返金                予  了承     

            

 本                    提供         内     利用       

必  契約前  滞在先 電波状況                                                       確認     

  利用         

     国内  発着信        送受信 国際       送受信    通信 留守番電話      

  利用          

     国外  通話       通信  利用        

     国内         国際      着信転送 三者通話        利用        

     対応端末    

      周波数                対応                       携帯電話

        対応周波数                                                

 通話通信 品質    

 回線混雑状況    国際通話 音声 乱  場合         国際通話 場合 着信先  表示電話番号 正  表示    場合       

    通信          方式 採用      回線混雑状況   通信速度 異     

 連続      送受信  場合 通信    品質維持   設備保護    一時切断         状況   最大   時間    通信規制 実施  場合      

 月額    内容    変更  利用状況 確認     追加 解約等  問 合  先   日本語  

                                

  利用状況 確認 国際通話    追加       設定 自動引落設定 解除  日本語自動音声         時間受付       

               日本語自動音声             受付時間                 東部時間   年中無休

         装着  携帯電話                                           英語      接続      注意     

  他 免責事項

     消失 破損 関       復旧 回復作業 行         故障 修理   他取 扱      画像                   変化   消失           

       修復   生  損害 逸失利益 関   一切 責任 負      接続機器         組 合       誤動作    生  損害 関   一切 責任 負     

 使用   使用不能  生  付随的 損害 記録内容 変化 消失 事業利益 損失 事業 中段    関   一切 責任 負     

 地震 雷 風水害   天災   火災 第三者 行為   他事故  客様 故意   過失 誤用   他異常 条件下  使用   生  損害 関   一切 責任 負     

     条件 携帯端末 種類 値段 予告  変更   場合       予  了承     

 本     使用   使用不能  生  付随的 損害 記録内容 変化 消失 事業利益 損失 事業 中断    関   一切 責任 負     


