
$50 

5GB 

有効期限: 30日 

選べる料金プラン 

アメリカ向けデータ通信専用SIMサービス 

H2O by KDDI Mobile「BOLT 4G」 

最大10台までのWi-Fi対応周辺機器に同時接続可能、連続通信最大約10時間のバッテリーも搭載しているので、留学にとても便利なサービスです。 

※30日を過ぎると翌30日周期がスタートいたします。解約は必ずご自身で行ってください。（別紙参照） 
※規定データ容量を超過した場合サービスがご利用いただけなくなります。再度ご利用いただくにはチャージをするか、翌周期までお待ち頂く必要があります。 

※契約の縛りはありませんので短期から長期の方までご利用頂く事が出来ます！ 

端末代金：$99.99 

SIMカード代金:$9.99 

申込手順 

まずは電波を確認しましょう！ 
bolt.h2owirelessnow.com/mainC
ontrol.php?page=coverage4G 

渡航7営業日前までにFAX(03-6745-4488)
へFAXでお申し込みください。7営業日未満
の方は弊社日本事務所(0120-995-895)ま
でご連絡ください。 

渡航予定の3-5営業日前までにお客様の
ご自宅へ端末をお届けします。 

現地到着後直ぐにご利用頂く
事が出来ます。 

①サービスエリアを確認 ②お申し込み ③ご自宅に端末をお届け ④現地で利用開始 

$70 

7GB 

有効期限: 30日 

$90 

10GB 

有効期限: 30日 

KDDI Mobile × h2o WIRELESS 日本事務所 

おすすめ 

出国前に自宅へ配送！入国と同時に利用可能 契約期間なし 渡米後も日本語サポート 



端末購入プラン※ご希望プラン、料金プランにチェックを入れて下さい。                      

□ BOLT Wifi ルーター ＄99.99      

□ BOLT SIMカードのみ  ＄9.99        
※端末をお申込の場合はSIMカード代金が含まれます。 

※SIMカードのみのお申込の場合、端末動作に関する保障は一切行っておりませんので予めご了承ください。 

                                         

住所 ※郵便番号を忘れずに記入ください                                               

登録専用用紙  
問合せ電話番号 0120-995-895 

FAX番号 03-6745-4488 チャネル 

お客様情報  Customer Account Holder Information 
お名前 Customer Name         渡航日～帰国予定日                                         生年月日                         

 年   月   日～      年   月   日           年    月    日 

配送先住所 Delivery Address 
※配送先が異なる場合記入ください 

お名前 Customer Name                       電話番号                    

住所 ※郵便番号を忘れずに記入ください                                               

クレジットカード情報 Credit Card Infomation 

クレジットカード名義 ※クレジットカードに記載ある通り記入ください                                        

料金プラン 

□ ＄50（5GB）  □ ＄70（7GB)  □ ＄90（10GB) 
 

クレジットカード番号 

プラン詳細 ※全てのプランに初期回線手数料＄35が発生致します。 

サービスに関する同意 Signature/Service Agreement Acknowledgement 

私は、KDDI Mobileに関する注意事項(別紙)を全て理解し、 同意する事を証明致します。  

5GB,7GB,10GBを超えると翌月まで使用できなくなります。追加使用ご希望の方5GB,7GB,10GBでお申し込みできます。  

追加を実施した日から30日間その契約ＧＢ数ご利用できます。  

必ずご契約前にご滞在先の電波状況をウエブサイト (bolt.h2owirelessnow.com/mainControl.php?page=coverage4G)にてご確認ください。  

署名を記入して頂きましたら 03-6745-4488 までFAXにてご送付ください。 

署名                                   日付                                        

電話番号（固定電話）           電話番号（携帯電話）       E-mail ※携帯電話のメールアドレス以外でお願いします。 

□VISA   □Master Card  有効期限（月/年） 
 CVV 
（クレジットカード裏面にあります3桁の数字） 

□自動引き落としに同意          署名 

□TM                □SP                □ARC                □MDN 

BOLT 端末保証 ＄20 □あり □なし 
※盗難・紛失・水没は適用外となります。 

安心保証 

安心保証加入 端末本体 充電器 送料 

あり $49.99 無料 無料 

なし $99.99 $10 $10 

カタカナ/ 

漢字 / 

ローマ字/ 

〒       
県・道 
府・県       

市・区 
町・村       

〒       
県・道 
府・県       

市・区 
町・村       



重要事項説明  (H2O BOLT 4Gサービスご利用にあたってのご確認事項) 

本書面は、Locus Telecommunicationsが提供するH2O BOLT 4Gサービスをご利用いただく際の注意事項を ご説明するものです。ご契約内容を十分にご理解頂いた
上でお申し込みください。 

1.サービス規約  
以下いずれかに該当する場合、H2O BOLT 4Gサービス規約に同意したものと見なします。  
 
a)  サービス規約に関して印刷、口頭、Web上で規約に同意した場合  
b)  H2O BOLT 4Gサービスを利用開始した場合  
C)  H2O BOLT 4Gサービスに対してお支払いただいた場合  
d)  商品パッケージを開封した場合 

2. お支払い関連  
 
本サービスはプリペイドサービスとなります。サービス開始後にお支払いいただいた金額は、いかなる場合でも返金いた しかねます。あらかじめ ご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※通話・テキストメールの発着信は一切ご利用いただけません。 
 
 
 
※無料データが上限に達した場合、Emailの送受信を含むデータ接続ができなくなります。 ※モバイルルーターとしてのデータ通信をご利用いただけますがスマート
フォンからのテザーリングやHotspot機能のご利用は許容し ておりませ ん。 
 
 
 
※プラン変更実施の場合、ご利用中の無料データは消滅いたします。 
 
 
 
※ご購入時に登録されたVISA、MasterCardのクレジットカードより、自動引落しご登録日から 30日目に翌30日分 のご利用料金が自動引落されます。  
※ご登録いただいたカードの有効期限切れなどにより自動引落が完了しない場合、その翌日よりサービスが停止いたします。  
※クレジットカードまたはデビットカードのご利用状況に起因する、サービス停止については一切責任を負いません。 お客様よりクレジットカード会社へ直接お問い合
わせください。  
※クレジットカード明細書に記載される請求元 端末、SIMカードは「KEITAII-CHIBA」と表示されます。利用料金は「Locus Telecommunications」 と表示されます。 
 
 
 
※自動引落設定中のH2O BOLT 4Gサービスの停止をご希望の場合、 日本語自動音声ガイダンス（1-877-890-5001)までお電話いただきご依頼ください。  
※BOLT 4G回線が登録されたSIMカードの紛失・盗難が発生した場合、速やかにカスタマーサポート（1-877-890-5001 8：00~21:00  アメリカ東時間オペレーターが対
応)へご連絡ください。  
※お客様よりサービス停止手続きが行われなかったことによって発生したご請求につきましては、返金いたしかねます。 

おすすめプラン 

通話・テキストメールについて 

プラン/利用料金 残高有効期限 無料データ 

$50 30日 5GB 

$70 30日 7GB 

$90 30日 10GB 

データ通信について 

プラン変更について 

クレジットカードによる自動引落設定について 

サービス停止について 

3. ご利用関連  
ご利用いただくSIMカード・スマートフォン・携帯機器について 本サービスはアメリカ国内でのご利用に限定したサービスでございます。アメリカ国外でご利用いただけ
ません。 
 
 
 
※アメリカ国内でのデータ通信 
 
 
 
※アメリカ国外でのデータ通信 ※アメリカ国内データローミング、国際ローミング、スマートフォンからのテザリング 
 
 
 
※AT&T Mobilityで販売されたSIMカード対応のタブレット、スマートフォン、PC、またはWi-FiHotspotなどのデータ専用機器  
※GSM(GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+)対応(周波数850/1900)、LTE対応(周波数バンド2,4,5,17)のSIMロックフリーの タブレット、スマートフォン、PC、またはWi-Fi 
Hotspotなどのデータ専用機器 ※お客様持込によるタブレット、スマートフォン、PC、またはWi-Fi Hotspotなどのデータ専用機器の動作保証は行っておりません。 
 
 
 
※サービスエリア詳細は、http://bolt.h2owirelessnow.com/mainControl.php?page=coverage4G にてご確認ください。  
※トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご使用になれません。 また、 高地・高層ビルやマンション等の高層階、お
よび 電波状態の悪い所ではご使用になれないことがあります。  
※屋内におけるご利用は、サービスエリア提供保証外でございます。あらかじめご了承ください。 ※移動通話中に通信が切れる場合がございます。 

ご利用いただけるサービス 

ご利用いただけないサービス 

サービス対応端末について 

サービスエリアについて 



 
 
※回線混雑状況によりデータ接続できない場合がございます。  
※データ通信はベストエフォート方式を採用しているため、回線混雑状況により通信速度は異なります。  

※連続したデータを送受信した場合、通信サービス品質維持および設備保護のため、接続している通信を一時切断またはネットワーク状況によりデータ通信を規制
す る場合があります。 

データ通信の品質について 

4. その他  
※サービス条件は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。  
※本サービスの使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化、消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、一切の責任を 負いません。  
※本書面はH2O Wireless and H2O BOLT TERMS and CONDITIONSから重要事項を抜粋したものでございます。  

ご利用いただくSIMカード・スマートフォン・携帯機器について 

 
 
※データの消失、破損に関して、データの復旧・回復作業は行っておりません。  

※故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがございますが、これらのデータ修復により
生 じた損害・逸失利益に関しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
※接続機器、ソフトウェアとの組み合わせなどによる誤動作などから生じた損害に関して、一切の責任を負いません。  
※使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化、消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、一切の責任を負いません。  

※地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、
一切 の責任を負いません。 

免責事項 

【スマートフォン/タブレットについて】  
スマートフォンまたはタブレットは、インターネットの利用を前提とした高機能携帯機です。アプリケーションを自由にインストールして利 用することが一般的で、様々
な 側面で従来の携帯電話機とは異なる特性を有しています。 無料アプリケーションの中には、利用者情報 が情報収集事業者や広告配信事業者等へ送信される場
合があ ります。情報に関する利用許諾や利用規約をよく確認し、内容を理解し たうえで、同意・ご利用ください。 

ご購入いただいた商品の返品・交換について  
 
お問い合わせ 本書面は、海外携帯市場でご購入いただいた商品の返品・交換についてご説明するものです。  

 
 
以下内容に該当する場合、商品の交換または返品を承ります。  
※電源が入らないなどの初期不良品の場合  
※配送途中の事故などで汚れ・傷等が生じた場合や商品に不備があった場合  
※商品到着日より14日以内のご連絡に限ります。 
 
 
 
以下内容に該当する場合、返品を承ります。 ※商品到着日より14日以内かつ商品未開封の場合 
 
 
 
返品にかかる費用については、お客さまにご負担頂きます。 ただし初期不良品、配送途中の事故などで汚れ・傷等が生じた場合など、 当社事由による返品や交換
の場 合、送料は当社負担とさせていただきます。 
 
 
 
J-Plaza（ニューヨーク）  
390 Fifth Ave. Suite 408 New York, NY 10018  
TEL: 212-532-6786  
受付時間：月～金 11時～19時  
アメリカ東部時間(土日・祝祭日は休業)  
Email: info@usa-keitai.com 
 
 
 
次の商品の返品・交換はお受けいたしかねますので、ご了承ください。  
※商品到着日より15日以上経過した場合  
※当社の責に帰すべからざる理由により、商品に汚れ・傷等が生じた場合  
※商品本体、付属品(取扱説明書、充電器、USBコード、バッテリー、バッテリーカバー等)が不足した状態で返送された場合 

初期不良・破損の場合 

初期不良・破損の場合 

返品・交換時の返送料について 

返品先について 

ご注意事項 

■日本 KDDI Mobile 日本事務所  
150-0034 東京都渋谷区代官山町2-7  シャトレ代官山203  
TEL: 0120-995-895 
 受付時間：月～金 11時～19時（日本時間） 土日・祝祭日は休業  
Email： info@usa-keitai.com 

■アメリカ J-Plaza（ニューヨーク）  
390 Fifth Ave. Suite 408 New York, NY 10018  
TEL: 212-532-6786  
受付時間：月～金 11時～19時 アメリカ東部時間(土日・祝祭日は休業)  
Email: info@usa-keitai.com 


