User Agreement / 利用規約: Wireless Modem & Mobile WiFi》

《

1. Rental Service Application
・To apply for our rental service, the user must consent to the Use Agreement below.
・When the user applies for our rental service, we will take a photocopy of identification (e.g. passport). We keep it under the tight security, and all information
provided is used exclusively for this rental service.
2. Rental Limit
・On the application form, the user must indicate the rental term, including start and return dates of the rental.
・On the return day, Mobile WiFi and Charger, USB Wireless Modem , and a bag (hereinafter the “rental Modem’) must be returned to our counter during the
office hours.
・If the rental phone is returned by mail, the user must pay for the mailing statements and the customs.
It is considered that a postmark of reception is actual return day.
3. Payment
・The total rental charge is comprised of Daily Charge (from start date to return date),
・The user must pay Daily Charge in cash (JPY) or by credit card on the first day of rental.
・The rental Modem can be returned early; however, the Daily Charge will not be refunded under any circumstances.
・The user who wants to pay in cash must provide a deposit of 30,000YEN (The same amount of foreign currency) or agree to provide credit card to make a slip
with the same amount. After we check the validity of the card, the user must sign the slip as a deposit.
・If the rental term is extended, the Daily Charge for the extended day(s) must be paid upon return of the rental Modem .
・If the rental term is extended without our permission, we may stop the service depending on the circumstances.
・When the Wireless Modem is used differently from our instructions, we may also require Extra Charge.

4. Using Our Service
・We are not responsible for any damage incurred by using the rental Modem (e.g. broken PC or lost data).
・There are some locations and situations where the radio wave signals cannot be sent or received. Thus, there is a possibility that the rental Wireless Modem
may be disconnected and cannot be used, even within the service areas. Under such conditions, we are not responsible for any damage to the rental Wireless
Modem or PC.
・During the rental term, the rental Wireless Modem is under the supervision of the user. If it is, by chance, used by any third party, the user will be responsible
for all of the charge resulting from this event.
5. Duty to Report
・If the rental card is damaged, stolen, or lost in any way, the user has the duty to report it to us immediately. Also, the user will be required to pay for
compensation charges (30000YEN for the Mobile WiFi and the USB Wireless Modem and 3150YEN for charger of WiFi and 315YEN for the bag )
If the user has purchased the insurance option, 70% of the compensation charges will be covered.
6. Contract Cancellation
・If any of the following occurs, we have the right to cancel the contract without any notification. The user is responsible for any personal or legal damage due to
the cancellation, and has the duty to return the rental card immediately.
A) There is any falsification on the application form . B) The user’s condition becomes unreliable. C) The user violates our contract..
7. Jurisdiction of Trial
・If there is a lawsuit between the user and our company regarding the Use Agreement, the first trial will be held at the court which has the jurisdiction in the
area of our head office. The trial will be held based on the Japanese law, and its interpretation refers to the Japanese language.
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１．レンタルサービス申込み
・レンタルサービスの申込みは、本規約を承諾のうえお申込み頂きます。
・お申込に際して、パスポート等身分証明書控えを取らせて頂き、エアーズ（以下「当カウンター」）にて厳重なセキュリティー対策のもと保管致します。

・お申込の際に提供された情報は本レンタルサービス以外の使用目的には一切使用されません。
２．レンタル期間
・レンタル期間は、申込書で定めた「開始日」から「返却日」までの期間とします。
・ワイヤレスモデム及び付属品（以下「レンタル品」）は返却日の営業時間内に当カウンターへ返却して頂きます。
・郵送にて返却される場合、関税及び郵送代金は利用者の負担となります。またこの場合、運送業者（郵便局を含む）の受付日の消印を返却日と致します。

３．お支払い

･レンタルサービス利用料金は、開始日から返却日までのレンタル料からなります。
・利用者には、レンタル料を開始日にクレジットカードまたは現金（日本円）にてお支払い頂きます。
・申込書の返却日より早期の返却の場合でも、申込時お預かりしたレンタル料のご返金は出来ませんので予めご了承ください。
・現金でお支払いの場合、保証金として3 万円(同等額の外貨でも可)をお預かり、または、クレジットカードチェックを行った後、同額を記載した伝票に保証金の代用としてご署名を頂
きます。

延長をされた場合は、延長日数分のレンタル料を返却日に、クレジットカード決済または現金（日本円）にてお支払い頂きます。
・レンタル期間を無断延長した場合、当社は当該回線の利用停止措置を講ずることがあります。
・当社規定の方法以外で利用された場合は、別途料金をお支払い頂きます。

・

４．サービス利用
・通信サービスエリア内でも、電波状況によっては、通信が途切れたり通信が出来ない場合があります。

・レンタル品が利用できなかった場合の利用者及び第三者の被った損害については、いかなる原因でも当社では一切責任を負いません。
・レンタル期間中は、利用者の責任でレンタル品は監理して頂きます。万が一、第三者に使用された場合でも利用料金は利用者の負担となります。
・レンタル品を使用することにより生じた利用者のＰＣの破損または保管データの喪失等による損害については、いかなる原因でも当社は一切責任を負いません。
５．報告義務
・レンタル品を破損・盗難・紛失した場合は、速やかに当社に連絡をする必要があります。 前項の事態が生じた場合、賠償金として Mobile WiFi：
30000 円、WiFi 充電器：3150 円、
ワイヤレスモデム：30000 円、バッグ：315円をそれぞれレンタルサービス利用料金とは別途にお支払い頂きます。保険に加入されている場合は、賠償金額の70%が補償されます。
６．契約解除
・当社は、利用者の行為が、次のいずれかに該当すると判断した場合、通知通告なしに解約することができ、この場合、利用者は解約によって生じた一切の損害・債務を負担すると
共に、レンタル用品を返却する必要があります。A）申込書に虚偽の記載内容が判明した場合、B）利用者の信用状態が悪化した場合、C）本規約に違反した場合。
７．裁判の管轄
・利用者と当社間で本規約条項に関して訴訟が生じた場合、当社の本店 所在地を管轄する裁判所を第一審の専属裁判所とします。法規及び言語の解釈については、日本国法規
及び日本語に準じます。
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Contact us(問い合わせ )： Air

s Counter （エアーズ カウンター） Open Hours（営業時間） 7:00am-9:00pm

Address: C1205, 1st Floor, Terminal1, Narita International Airport, Narita city, Chiba, 282-0011 ,Japan
住所：

〒282-0011

千葉県

TEL: +81(0)476-33-8802

成田市

成田国際空港 第 1 ターミナル 1 階

Email: info@air-s.biz

URL: http://www.air-s.biz
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