ご利用規約

必ず、下記をご一読頂き、同意した上でお申し込みください。
株式会社 MAYA SYSTEM (以下「当社」といいます)は、jetfi 利用規約(以下「本規約」
といいます)に基づき、データ通信機器サービス「jetfi」（以下「本件サービス」といいま
す）を提供いたします。本規約のリンク先等にあるポリシーや注意事項はすべて本規
約の一部を構成します。お客様は、本件サービスの申し込み及び利用にあたり本規
約のすべての条件に同意をいただく必要があります。
第 1 条 (定義)

本規約において使用する用語の定義は以下の各項に定めます。
1. 通信機器等：データ通信機器の本体に加え、付属品を含めてご提供する機器
全般
2. 申込者：本件サービスに申し込みをしたお客様および代理人
3. 利用者：実際に本件サービスを利用する者。申込者は、申し込みの際に利用
者を申し出ることが可能です。
4. 利用料金：申込者が申し込みの際に選択したプランの通信料、事前受渡手数
料、有料付属品や補償制度加入料等のオプションサービス料金、配送料等の
合計金額となります。
第 2 条 (個人情報の保護に関する方針)

当社は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に鑑み、申込者の個人情報を善良
なる管理者の注意をもって適切に管理し、サービスの提供(商品・サービスのご案内、
アンケート調査の実施等)や料金請求等、当社が定めるプライバシーポリシーに記載
する目的のために利用し、これ以外の目的のために使用しないものとします。
第 3 条 (契約の成立)

1. 申込者が、当社所定の手続きによる本件サービスの利用申し込みを行い、当
社がその利用申し込みを承諾したときに、当社と申込者との間で、本件サービ
スの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2. 本件サービスの利用申し込みは、当社ホームページで受付を行います。申込
者が申込内容の送信とクレジットカード支払いによる利用料金の決済終了
後、当社が申込受付メールを申込者へ送付した時点で申込完了となります。

3. 本規約は、本件サービスの利用者との間の、本件サービスの利用に係る一切
の関係に適用されます。
4. 第 2 項の申し込みに対する当社の承諾は、当社ホームページより申込者が
送信した申込内容に対して当社が返信した時点とします。ただし、当社は、申
込者および利用者が当社との本契約に違反し、または違反するおそれがある
とき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本件サービス
の利用申し込みを承諾しない場合があります。
5. 当社は、利用開始予定日時点での通信機器等の在庫状況により、利用申し
込みを承諾できない場合があります。
6. 本件サービスで提供する通信機器等の回線番号および機種、台数は、当社
が指定するものとなり、貸出直前に当社が決定するものとします。
7. 契約内容(台数・期間等)により、保証金、またはクレジットカード保証枠を申し
受ける場合があります。保証金は商品の返却後に利用料金と相殺し精算いた
します。利用者が当社の銀行口座に利用料金を振り込む場合や当社から利
用者の口座に保証金を返金する場合､振込手数料は利用者の負担となりま
す。
8. 契約期間が 1 ヶ月を超える場合であっても、一括支払となります。
9. 同一の契約者等で同時に 5 台以上は申し込みできません。
第 4 条 (本契約の解約)

1. 申込者または利用者は、下記期日までに当社に通知することにより、本契約
を解約することができます。
・自宅で宅配便にて通信機器を受取る場合
期日 通信機器等のお届け日の 4 日前まで
・空港受取の場合
期日 ご出発日の 2 日前まで
・コンビニ（空港内含む）及び郵便局（空港内含む）で宅配便にて通信機器を
受取る場合
期日 通信機器等のお届け日の 4 日前まで
2. 申込者または利用者は、申し込み取消しの通知が第 1 項に定める期限を過
ぎた場合及び申し込み取消しの通知なく利用を取りやめた場合、申込者は 1
台あたり 2,100 円(不課税)のキャンセル料を支払うものとします。
3. 通信機器等が当社から発送された後に申込者または利用者が何らかの理由
により受け取ることができず通信機器等が返送された場合、及び申込者の過

失により受け取りができなかった場合も第 2 項同様にキャンセル扱いとし、申
込者は第 2 項と同額のキャンセル料と 1 台あたり第 7 条第 2 項に定める配
送料を支払うものとします。
4. 通信機器等が当社から発送された後にキャンセルした場合、宅配受取りと空
港受取りの申込者は第 2 項と同額のキャンセル料と 1 台あたり第 7 条第 2 項
に定める配送料を支払うものとします。また、コンビニ（空港内含む）で宅配便
にて通信機器を受取る申込者及び郵便局（空港内含む）で宅配便にて通信機
器を受取る申込者は、お申し込みの際に申告いただいた利用期間、料金プラ
ンに基づいた、第 9 条に定める利用料金、及び補償制度加入料などのオプシ
ョン料金、配送料等の満額を支払うものとします。
5. 通信機器等が当社から発送された後にキャンセルした場合、申込者または利
用者は、通信機器等届け日の翌日までに当社に返送しなければならないもの
とします。発送については、第 8 条第 3 項に定めるとおりとします。万一、通信
機器等が上記に定める期限の間に発送または返却がされない場合、申込者
は第 2 項と同額のキャンセル料と 1 台あたり第 7 条第 2 項に定める配送料に
加えて、通信機器等のお届け日の翌々日を起算日として第 8 条第 4 項に定
める延滞料を支払うものとします。
6. 当社は、申込者が次のいずれかに該当する場合は、何らかの通知または催
告を要することなく、ただちに本契約を解約することができるものとします。
1. 申し込みの際に虚偽の記載をしていたことが判明した場合
2. 申込者の信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認めら
れる相当の理由がある場合
3. 重大な本規約違反の事実があった場合
4. 第 19 条に該当する場合
5. 第 20 条に該当し、通信に著しく負担をかける利用だと当社が判断した
場合
6. その他、当社が不適切と判断した場合
第 5 条 (利用者の義務)

1. 利用者は、次に定める事項を遵守するものとします。
1. 通信機器等は、申し込みの際に申告をした渡航先国または地域にお
いてのみ使用すること
2. 第 1 項に定める事項に違反した場合には、提供する機器の通信が停
止する場合があります。また、第 1 項に定める事項に違反したことを起
因として通信が停止した場合についても申込者は当初申込利用期間

全日数分の利用料金及び第 3 項に定める追加利用料を当社に支払う
ものとし、申込者はこれを予め了承するものとします。
第 6 条 (利用期間)

1. 本契約による本件サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます)は、利用
期間の開始日(以下「利用開始日」といいます)、利用期間の終了日(以下「利
用終了日」といいます)を含む 1 日単位で定める期間とします。利用開始日お
よび利用終了日は、第 2 項に定めるものとします。ただし、利用終了日は、利
用者が本件サービスの申し込みの際に当社に返却予定日として申告した日
(以下「返却予定日」といいます)ではなく、本規約で別途定めのない限り、当社
へ機器等を返却した日とします。
2. 各サービスの利用開始日および利用終了日は、下記に定めるものとなりま
す。
サービス名 利用開始日の定義 利用終了日の定義
jetfi

日本出発予定日

日本帰国日

jet-phone 日本出発予定日

日本帰国日

第 7 条 (通信機器等の受渡)

1. 申込者または利用者は、以下の方法により当社から通信機器等を受け取るも
のとします。
宅配便受取の場合：申込者または利用者指定の場所に日本出発予定日の前
日までに配送
空港受取の場合：当社指定の空港カウンターにて日本出発予定日に受け取り
（空港カウンター営業時間内）
2. 通信機器等の受け取りに要する配送料は申込者の負担とし、下記に定めるも
のとなります。
ただし、1 申し込みにつき 6 台以上の申し込みはできません。
・宅配便受取１台の場合（税抜）
宅配便受取 600 円
返却パック 650 円
合計 1,250 円
・宅配便受取 2～5 台の場合（税抜）
宅配便受取 1,250 円

返却パック ：選択不可
合計 1,250 円
・空港受取の場合（税抜）
宅配便受取 0 円
返却パック 650 円
合計 650 円
・コンビニ（空港内含む）で宅配便にて通信機器を１台受取る場合及び郵便局
（空港内含む）で宅配便にて通信機器を 1 台受取る場合（税抜）
宅配便受取 600 円
返却パック 650 円
合計 1,250 円
・コンビニ（空港内含む）で宅配便にて通信機器を２～５台受取る場合及び郵
便局（空港内含む）で宅配便にて通信機器を２～５台受取る場合（税抜）
宅配便受取 1,250 円
返却パック 0 円
合計 1,250 円
3. 日本国内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命
令処分・同盟罷業、その他の争議行為・輸送機関の事故(当社が手配した国
際宅配サービス業者の事故を含みます)、第三者による侵害行為、その他不
可抗力により通信機器等の配達遅延等が生じた場合、これにより利用者に生
じた損害について当社は一切その責任を負いません。
4. 当社が別に定める利用申込期限を過ぎた場合、申込者または利用者へ通信
機器等の受け渡しができない場合があります。
第 8 条 (通信機器等の返却)

1. 申込者または利用者は、その責により通信機器等を以下の方法により当社に
返却するものとします。
レターパック：
帰国日及びその翌日までに当社本店宛てによる発送
【住所：〒277-0834 千葉県柏市松ヶ崎新田 13-1 ロジポート北柏３F 株式会
社 GROP 内 jetfi 配送センター】

2. 返却に要するレターパック等の代金は申込者の負担とし、1 台あたり第 7 条
第 2 項に定めるものとなります。
3. 返却には、通信機器等受取時に同梱されているレターパックを使用することと
します。万一、紛失または同梱されたレターパックを使用せず料金が発生した
場合は、申込者の負担とします。
4. 帰国日及びその翌日より後の発送の場合、延滞料として以下の金額を第９条
に定める料金等と併せて請求いたします。
サービス名
jetfi

延滞料金
1 台につき 1 日あたり 2,000 円（税抜）の延滞料

5. 帰国日の翌日を起算日とし 5 日後までに通信機器等が当社に返却されない
場合、当社は申込者に対し、通信機器等の買取代金として第 15 条に定める
弁償代金と同等の金額を請求するものとし、申込者はそれを予め了承するも
のとします。ただし、帰国日の翌日から 5 日を経過した後に申込者から通信機
器等の返却があった場合、当該買取代金の請求を取消し、第 3 項の延滞料
を加算して再請求するものとします。
第 9 条（料金等）

1. jetfi の通信機器等の利用料金は、当社ホームページおよび商品パンフレット
に記載の料金といたします。
2. 第 6 条に定める利用期間の開始日から終了日までの間、通信の有無に拘ら
ず課金対象期間となります。
3. 特別なパッケージ料金またはキャンペーン料金の適用を受けている場合は、
当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金と異なる場合がありま
す。
4. 利用される料金プランは、申込者が申し込みをした時点で選択したプランにて
確定し、料金プランの変更は一切お受けできません。
5. 料金は予告無しに変更されることがあります。
第 10 条 (通信明細)

本件サービスの利用においては、当社は、通信明細の発行は行わないものとし、申
込者はこれを予め了承するものとします。
第 11 条 (料金の請求・支払)

1. 当社は、申込者にお申し込みの際に申告いただいた利用期間、料金プランの
確認を行い、利用料金として第 9 条に定める料金、補償制度加入料などのオ
プション料金、配送料等を計算のうえ、請求いたします。
2. 万一、通信会社および当社が請求する内容に疑義があったとしても、当社は
申込者からの異議申し立てを一切お受けできません。
3. 前項に定める他、本規約に基づき当社より申込者に対し、何らかの料金の支
払い（延滞料、キャンセル料、弁償代金等）を求める場合、当社はただちにそ
の旨を申込者に電子メールまたは電話で確認を行います。連絡日より 10 日
経過しても確認がとれない場合、当社は本件サービス申し込みの際の支払情
報にて利用料金等を決済する場合があり、申込者等は予めこれを了承して申
し込みをするものとします。
4. 支払期日までに請求額の支払いがなされない場合は、請求額に対し支払期
日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年 14.6％の割合による遅延損害
金を申込者に請求いたします。
第 12 条 (消費税)

1. jetfi を海外で利用の場合、通信料の消費税は不課税となり、有料付属品や補
償制度加入料等のオプションサービス料金、配送料等、事前受渡手数料は消
費税の課税対象となります。
2. jetfi を日本国内で利用の場合、通信料、有料付属品や補償制度加入料等の
オプションサービス料金、配送料等、その他料金のすべてが消費税の課税対
象となります。 （ただし、キャンセル料は除く）
3. 通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合の弁償代金は、不
課税となります。
4. 4 精算時点で税込利用額に 1 円以下の端数が生じた場合、小数点以下切捨
てとします。
第 13 条 (補償制度)

1. 補償制度とは、利用者が利用期間中に通信機器本体を滅失・毀損および盗
難にあった場合に通信機器等の損害を補償する任意加入の制度で、「安心パ
ック」と「安心パックプレミアム」の 2 種類があります。申し込みの際に加入申
請を行った申込者のみ、この制度を適用します。
2. 「安心パック」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の
料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます(精算時点では小数点以下切
捨て)。

3. 「安心パックプレミアム」の料金は、当社ホームページ
https://www.jetfi.jp/user_data/img/premium.gif、および商品パンフレットに記
載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます。
(精算時点では小数点以下切捨て)。 さらに海外旅行保険（傷害後遺障害保
険金支払特約、携行品損害補償特約、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特
約、航空機遅延費用等補償特約、テロ等対応費用補償特約）が付帯されま
す。
4. 紛失・盗難の際には、紛失・盗難の経緯詳細が記された現地警察署または公
的機関の証明書を必ず取得し、当社にご提示ください。ご提示がない場合、い
ずれの場合も弁償代金の 100%を申込者が負担するものとします。
5. 通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその
旨を当社に連絡するものとします。
6. 海外旅行保険等の別途加入している損害保険等の補償範囲となっている場
合があります。当社の通信機器等の滅失・毀損および盗難にあった場合にお
ける適用範囲および保険金請求等の詳細は、当社では回答いたしかねます。
保険会社等に確認ください。
7. 補償制度は、第 4 条第 1 項に定める期限までに当社に通知することにより加
入申込・キャンセルをすることができます。但し、本契約の解約・再申し込みが
必要となります。
第 14 条 (通信機器等の検査)

当社は、当社が必要と認めた場合、申込者の立ち会いの下に、当社または当社が指
定する者が通信機器等の現状確認をすることがあります。
第 15 条 (通信機器等の管理および滅失毀損等)

1. 申込者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意を
もって使用、管理するものとします。
2. 申込者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、た
だちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通
信機器等を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡するまで、不正に利用され
た料金は申込者が支払うものとします。
3. 前項の場合には、申込者は、その理由が当社の責に帰すべきものである場
合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、下記金額を当社
に支払うものとします。

内容

弁償代(全て不課税)

【通信端末関連】
全損（端末および SIM カード）

¥40,000

端末（傷・部分破損・一部紛失含む） ¥20,000
【充電器・充電池関連】
充電用 AC アダプター

¥3,000

充電用 MicroUSB ケーブル

¥2,000

【その他の付属品】
キャリングケース

¥2,000

電源プラグ(マルチタイプ)

¥3,000

第 16 条 (禁止事項)

1. 申込者は、通信機器等に他の機械または付加物品等を取り付けたり、改造し
たり、分解または損壊その他通信機器等の機能に支障を与える行為をしては
なりません。
2. 申込者は、通信機器等を第三者に転貸、譲渡または質入れその他の担保に
供する等当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
第 17 条 (免責)

1. jetfi を利用して、電子書籍端末を含むスマートフォン等の通信機器にてデータ
通信を行う場合、海外では利用される機器のモバイルデータ通信機能を必ず
オフ(停止)に設定してください。上記設定を行った上で Wi-Fi 機能にてデータ
通信を行ってください。申込者および利用者の善意悪意に拘らず、万一、モバ
イルデータ通信機能をオフに設定せずに利用した機器が直接海外通信会社
のネットワークに接続して、利用した通信会社から海外データローミング料金
が課金された場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。通信機器
等の使用に支障をきたした場合、現地から直ちに当社へ連絡するものとしま
す。当社へ連絡がなかった場合は、当社は一切の責任を負わず、申込者は利
用料金を全額支払うものとします。なお申込者が現地から連絡した場合にか
かった通信費用に関しては、当社が適切であると判断した場合に限り、通信
費用を請求金額から控除します。

2. 善意悪意に拘らず渡航先国の申告をしていない国において通信機器等の使
用に支障をきたしても、当社は一切の責任を負わないものとし、申込者はこれ
を予め了承するものとします。
3. 通信機器等の利用に何らかの支障があったことにより、申込者が被った事故
または損害等については、当社はその原因の如何を問わず申込者に対し一
切の責任を負わないものとします。
4. 当社が提供する通信端末を利用して契約者所有のパソコンにソフトウェアまた
はハードウェアの動作不良等不具合が生じても、当社は一切その責任を負わ
ないものとします。
5. 以下の各号に定める事象に起因する接続不具合が生じた場合、当社はその
責を負わないものとします。
1. 契約者等の、機器の取扱や使用方法に起因する接続不具合
2. 契約者保有機器等の仕様、操作、設定、機器の互換性等に起因する
接続不具合
3. 通信会社、接続事業者およびアプリケーション提供元等の都合に起因
する接続不具合
4. 契約者等がモバイル通信機器等を使用する際の周囲の地形、建物等
の障害物およびレーダー、家電製品等の電波干渉の影響に起因する
接続不具合
5. 天災地変等の不可抗力に起因する接続不具合
6. その他、当社の責に依らない事由に起因する接続不具合
第 18 条 (責任限定)

1. 当社の責に帰すべき事由により契約者等に損害を与えた場合、契約者に対
する損害賠償は当社のサービス利用料金の範囲内で行うものとし、代替の通
信手段の担保、当該代替通信手段の費用負担、逸失利益等の特別な損害、
およびその他損害の賠償は、一切行わないものとします。
2. 本件サービスにおけるモバイル通信機器等の接続不具合にかかる責任範囲
は、当社が提供するモバイル通信機器等の故障に起因する不具合に限るも
のとします。なお、故障の判断は、当社が機器検証後故障と判断をした場合
のみとします。
第 19 条 (反社会的勢力の排除)

1. 当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらに類する反社会

的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)との関係を遮断しており、本件サ
ービスの利用および申し込みをお断りします。このため、申込者および利用者
は反社会的勢力等でないことを表明および確約することが利用条件となりま
す。申込者および利用者が反社会的勢力等であると当社が判断した場合は、
当社は、申込者に対する何ら通知または催告を要することなく直ちに本件サ
ービスの利用および申し込みの全部または一部を解除することができるもの
とします。
2. 申込者および利用者が反社会的勢力等であることが判明した場合、当社およ
び当社と関係のある取引先等が本件サービスの利用および申し込みの全部
または一部の解除により発生した損害について、損害賠償を請求することが
できるものとします。
第 20 条 (FUP：公正利用政策)

jetfi は、現地通信業者の回線を利用しており、メールの送受信、ネット検索、地図の
閲覧、コミュニケーションアプリ等一般的な利用において、充分なデータ容量を提供し
ております。 しかし、ネットワーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、現
地通信業者によっては短期間に大量のデータ通信を行う利用者に対して、通信制限
を行う場合があります。 また特定の利用方法に関しては、現地通信事業者の判断に
より通信制限を行う場合があります。特に動画の閲覧、ビデオ通話、大容量ファイル
のダウンロードおよびアップロード（送受信）、オンラインゲーム等は極力お控えくださ
い。 なお、通信制限に抵触した場合、インターネットに接続ができなくなる、もしくは極
端に通信速度が落ちる状態となり、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合が
あります。 これらの通信制限に抵触した場合、当社は一切その責任を負わないもの
とし、申込者は利用料金を支払うものとします。
※当社が提供する通信速度は国や状況によって異なり、速度を保証するものではあ
りません。
第 21 条 (本規約の変更)

本規約｛第２条(個人情報の保護に関する方針)を除く｝および本件サービスの利用料
金は、予告なく変更することがあります。
第 22 条 (合意管轄裁判所)

申込者は、本規約および本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所または
第 23 条

本件サービスに基づき当社が提供する通信機器等が使用可能な国、地域、その他
通信機器等の利用に関して本規約に定めの無い事項については、当社が別に定め
るものとします。

＜改訂履歴＞
2016 年
7 月 13 日、7 月 25 日、8 月 8 日、8 月 10 日、8 月 17 日、9 月 20 日、10 月 19 日、10
月 28 日
2017 年
1 月 27 日、6 月 1 日、9 月 29 日、１１月１５日

2018 年
7 月 5 日、8 月 15 日、10 月 9 日、10 月 11 日、11 月 6 日

●ご利用上の注意事項

必ず、下記をご一読頂き、同意した上でお申し込みください。
レンタルセットに同封されている「jetfi 使い方ガイド」は利用前にご確認の上、必ず渡
航先へお持ちください。
●コンビニ受け取り/空港内コンビニ受取りに伴うご留意事項
【到着遅延】

・荷物に遅れが発生した場合、郵便局及び jetfi サポートセンターからお客様へのご
連絡はおこなっておりません。
・受取可能通知は、コンビニ店舗へのお届けが完了しない限り発行されません。
・配送状況は、郵便追跡サービスより輸送状況をご確認下さい。
https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/

・到着遅延による、郵便局及び MAYA SYSTEM からの迷惑料等のお支払いはいた
しておりませんので、
予めご了承ください。
【荷物の紛失について】

・万が一、荷物の紛失が発生した場合、郵便局及び MAYA SYSTEM からの迷惑料
等のお支払いはいたしておりませんので、
予めご了承ください。
・荷物の紛失が発生した場合、キャンセルによる、郵便局からの迷惑料等のお支払
いはいたしておりませんので、
予めご了承ください。
【受け渡しができない場合】

・地図情報は定期的に更新しておりますが、万が一ご指定のコンビニ店舗が急きょ
閉店した場合等、
荷物の受渡しがご指定のコンビニ店舗で出来なかった場合、いかなる場合も配達
先の変更や、転送先のご指定はいただけませんので、予めご了承下さい。
・郵便局にて返送処理をおこなった場合、郵便追跡サービスにて輸送状況をご確認
いただく事が出来ます。
https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/
【現地にて通信不具合が発生した場合の対応】

当社では、24 時間 365 日、日本語にてサポートを行っております。接続ができないな
どの不具合が生じた場合には、当社ホームページの「よくある質問」をご覧いただき
正しく設定を行った上で、速やかに当社に電話かメールにてご連絡ください。ご帰国
後に接続できなかった旨を申告されても、不具合の原因が特定できず料金の払い戻
し等の対応はできかねます。予めご了承ください。
【jetfi とスマートフォン、パソコンの接続について】

各ソフトウェアの update/自動同期を OFF にしてください。
OS のアップデート・ウィルス対策ソフト・その他ソフトウェア（Adobe など）etc
ソフトウェアが自動的に更新される設定になっている場合、気づかぬうちに大量のデ
ータ送受信を行ってしまいます。フェアユーセージポリシー（公正利用政策）に抵触し
てしまう可能性が高くなりますので、利用の前に各ソフトウェアの自動更新を無効に
することをおすすめめします。

●スマートフォンを接続時の注意
1. データローミングが ON になっている場合、日本国内でご契約の電話会社より
別途通信料が発生します。ご出発までに、データローミングを必ず OFF に設
定してください。データローミングを OFF にする方法は、スマートフォンなど利
用する機器等のマニュアルを確認ください。なお、iPhone・Android の設定方法
は、通信機器等に同封されている『jetfi 使い方ガイド』にも記載しています。
2. バックアップ機能など大容量通信が発生する場合があります。iCloud の自動
アップロード機能など一部機能を停止してください。
・「ストレージとバックアップ」→「iCloud バックアップ」を OFF
・「設定」⇒「iCloud」の箇所「フォトストリーム/書類とデータ」を OFF
●パソコン PC を接続時の注意
利用するパソコン PC が無線 LAN 対応であることをご確認ください。また、機種により
無線 LAN の ON/OFF 切替方法が異なるため、詳細はお使いになるパソコンの取扱
説明書等をご確認ください。
【充電について】

連続稼動時間は端末ごとに異なります。詳細は HP のレンタル機種項目をご確認くだ
さい。使用状況により HP 記載の連続稼動時間より短くなる可能性があります。

●jet-phone ご利用規約

必ず、下記をご一読頂き、同意した上でお申し込みください。
株式会社 MAYA SYSTEM(以下「当社」といいます)は、jet-phone 利用規約（以下、
「本使用許諾」といいます）に基づき、IP 電話サービス「jet-phone」（以下、「本アプリ
ケーション」といいます）を提供します。本アプリケーションは、「jetfi」（以下「jetfi」とい
います）のオプション機能です。本規約のリンク先等にあるポリシーや注意事項はす
べて本規約の一部を構成します。お客様は、本件サービスの申し込み及び利用にあ
たり本規約のすべての条件に同意をいただく必要があります。
第 1 条 (定義)

本規約において使用する用語の定義は以下の各項に定めます。
1. jetfi：株式会社 MAYA SYSTEM が提供するデータ通信機器サービス
2. 利用者：本アプリケーションを利用する者
第 2 条 (本使用許諾の適用範囲)

1. 本使用許諾は利用者と当社との間の本アプリケーションに関する一切の関係
に適用します。
2. 本アプリケーションについて本使用許諾で定めの無い事項は、当社が別に定
める jetfi 利用規約、プライバシーポリシー、jet-phone プライバシーポリシー
が適用されるものとします。
第 3 条 (本アプリケーションの使用許諾)

当社は、利用者に対して、本アプリケーションを使用する権利を与えます。ただし、利
用者は当社のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権利を付与され
たものではありません。
第 4 条 (本アプリケーションの禁止事項)

1. 利用者は、本アプリケーションを利用するために必要な範囲で、且つバックア
ップを目的とする場合を除き、本アプリケーションの全部、または一部を複製し
てはなりません。
2. 利用者は、本アプリケーションの全部、または一部を改変してはなりません。
3. 利用者は、本アプリケーションに含まれるソフトウェアプログラムに対して、リ
バース・エンジニアリング、ディスアセンブル、またはデコンパイル等してはなり
ません。
第 5 条 (本アプリケーションの変更)

1. 当社は、利用者の承諾を得ることなく、本使用許諾及び本アプリケーションの
内容変更（本アプリケーションのバージョンアップを含みます。）を行うことがで
きるものとします。
2. 本使用許諾及び本アプリケーションの変更は、本アプリケーション提供サイト
に掲示を行った時点で効力を有するものとします。
第 6 条 (本アプリケーションの利用中止及び中断)

1. 当社は本アプリケーションの利用を中止及び中断（一時的に利用できないよう
にすることをいいます。以下同じとします。）することがあります。
1. 本アプリケーションのバージョンアップを行うとき
2. その他、本アプリケーションが正常に動作せず、本アプリケーションを
継続して提供することが著しく困難なとき
2. 当社は、前項の規定によりアプリケーションの利用を中止する場合は、あらか
じめそのことを、当社が別に定めるＷＥＢサイト（サイト情報（URL）を記載予
定）等により利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限
りでありません。
第 7 条 (当社が行う本アプリケーションの提供の終了)

1. 当社は、本アプリケーションの提供を終了することができるものとします。この
場合、当社は、利用者その他いかなる者に対して、いかなる責任も負わないも
のとします。
2. 前項に基づき本アプリケーションの提供を終了する場合は、当社ホームペー
ジ等によりそのことを通知します。
第 8 条 (当社の免責事項)

1. 当社は、利用者に対して、次にかかげるいかなる責任も負わないものとしま
す。
1. 本アプリケーションが、他人の権利を侵害しないこと
2. いかなる端末でも利用できること
3. 利用者の期待通りの品質を有すること、その作動が中断されないこと、
その作動に誤りがないこと
4. 本アプリケーションがインストールされた端末内の他のアプリケーショ
ンや利用者データに悪影響を及ぼさないこと
2. 前項に規定する他、当社は、本アプリケーションの利用にあたり利用者,、また
は第三者に対して当社の故意、または重大な過失による場合を除き、いかな
る責任も負わないものとします。また、当社は本使用許諾の定めに従って当
社が行った行為の結果生じた損害について、いかなる責任も負わないものと
します。
第 9 条（利用者の遵守事項）

1. 利用者は、本アプリケーションおよび本アプリケーションに使用されている技
術(以下、「本アプリケーション等」といいます。)を利用するにあたり、外国為替
及び外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規、ならびに、米国輸出管理
規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国
における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、こ
れらの法規を遵守するものとし、ならびに、本アプリケーション等を適正な政府
の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、
取引禁止者、取引禁止企業に対して、譲渡、輸出または再輸出しないものとし
ます。
2. 利用者は、本アプリケーション等を、外国為替および外国貿易法その他の日
本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器等の開
発、製造、使用のために利用しないものとします。

※本アプリケーションのダウンロード、本アプリケーションでの発信、着信、通話などイ
ンターネット接続に必要パケット利用者が発生します。また、アプリは定期的に自動通
信を行う場合があり、その際もパケットが発生します。

