格安レンタルスマートフォン
滞在予定先のホテルにお届けプラン
お申し込みはこちらから

①日本のＩＰ電話番号が事前にお知らせできます。
②ＬＩＮＥのアカウントも作成，移行ができます。
③レンタル期間終了後も継続で契約もできます。※3
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※1

11,800円/月

※2

容量30GB
(通常プランより24GB追加でご利用可)

機種：JetfonP6(Android)
テザリング対応機種

※5

データスピード

4G/LTE

データ

6GB

レンタル端末

Jetfon P6(Android)

4,750円
通話用IP電話アプリ※2
月額料金6GB
2,250円
初期回線費用

端末は変更する場合もあります。

レンタル
スマートフォン料金

2,800円

※4

050 IP電話番号

2,000円

※6

合計

11,800円

※1 レンタル料金11,800円は税込です。別途送料が1,000円かかります。(返却用封筒入り)
※2 30GBを超過すると速度が200kbpsに下がります。残ったデータ量は最大で30GB繰越せます。
※3 継続利用で2か月目からも契約できます。レンタルスマートフォンのプランは5,050円/月～、
シムカードのみのプランをご希望の場合は2,250円/月～ご契約いただけます。その際は2か月目も
30GBご利用でできます。基本プランの６ＧＢは3か月目から適応されます。
継続の場合の最低契約期間は、初月から＋２か月間の３か月間になります。
※4 端末をそのまま買取る場合は、12,100円で買い取りできます。
※5 プランは、毎月１日からスタートになります。日割り計算はできません。
※6 日本宛通話、国際通話も格安でご利用できます。
(日本固定電話宛8.64円/分、携帯電話宛19.80円/分、MY050同士は無料、着信無料)

お支払い方法
クレジットorデビットカード・口座振り込み・支付宝・微信支付
継続契約をご希望の方は下記のメールアドレスに連絡ください。

〒150-0034

東京都渋谷区代官山町2-7シャトレ代官山ビル203

Campus-sim.com/お問い合せ:sim@oplanning.com

Rental Smartphone

Let a sim card wait for you at a hotel in Japan!
①Before you arrive in Japan, we will inform
Japanese IP phone number.
②Your Line account can be created or transferred.
③After a rental plan is over, you can make
a new contract.※3

￥11,800/m

※1

Model：Jetfon P6(Android)
Tethering available

Sign up here
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※２

30GB Data
(Added data 24GB from original 6GB plan)
※5

Data speed

4G/LTE

Monthly data

6GB

device

Jetfon P6(Android)

Activation fee

￥4,750

※2

￥2,250

Rental fee

￥2,800
(Option)

Monthly fee
(6GB）

050 phone number

￥2,000

Total

￥11,800

※4
※6
※6

Device may change
※1 Tax is included in total fee, ￥11,800. Shipping cost will be￥1,000 added.(Return envelop is included)
※2 When 30GB data is used, speed will be down to 200kbps. Unused data will be carrier over max 30GB data
next month.
※3 You can make a new contract after the plan is over. In that case, you have to apply for a new contract.
Rental phone plan start from ¥5.050~ for a month. Only sim card plan start from ￥2,250~ for a month.
Bonus 30 GB will be applied for a new contract 2nd months. Original plan 6GB start from 3rd months.
In that case, contract term will be at least 2months except first month.
※4 If you want a purchase a rental phone which you use, the cost is ￥12,100.
※5 No contract term. But neither the first month nor the last month cannot be prorated.
※6 Domestic & International calls at low price.
(Landline￥8.64/m, Smartphone￥19.80/m. Free between My 050 user, Free for incoming calls )

Payment method
Credit or Debit Card ・Bank transfer・Ali pay・wechat pay
Please email us if you would like to make a new contract after the rental.
2-7 Daikanyama-cho Shibuya Shatoredaikanyama BLD #203 Tokyo 150-0034

www.Campus-sim.com /inquiry:sim@oplanning.com

