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報道関係各位 

株式会社ビジョン 

株式会社株式会社株式会社株式会社ビジョンビジョンビジョンビジョン、、、、海外用海外用海外用海外用 WiFiWiFiWiFiWiFi ルーターレンタルサービスルーターレンタルサービスルーターレンタルサービスルーターレンタルサービス「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル WiFi®WiFi®WiFi®WiFi®」」」」    

長期長期長期長期のののの出張出張出張出張////旅行時旅行時旅行時旅行時のののの利用利用利用利用にににに適適適適したしたしたした““““長期長期長期長期プランプランプランプラン””””開始開始開始開始。。。。    

対象対象対象対象エリアエリアエリアエリアでのでのでのでの料金料金料金料金がががが 30303030 日間日間日間日間 15,00015,00015,00015,000 円円円円となるとなるとなるとなるオープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーン実施実施実施実施。。。。    

 

 

安価で高品質な海外向けWiFiルーターのレンタルサービス「グローバルWiFi®」（ http://townwifi.com/ ）

を提供する株式会社ビジョン(本社：東京都新宿区 代表取締役：佐野健一 以下ビジョン)は、昨今の長期渡

航者のニーズに応えた“長期プラン”を、４月２２日（月）より開始します。 

昨今、留学生やワーキングホリデーのニーズに加えて中長期出張ニーズが高まって参りました。こうした

背景に対し、今までは個別相談にて都度提供料金を提示して参りましたが、今般、より簡易にご利用頂ける

様、長期プランを開始致します。 

選定した２１の国と地域について、３０日間の利用料金を定額（15,000 円）とする設定を行います。３１

日以上の超過ご利用は、一日あたり 1000 円の追加料金となります。 

 

ビジョンは、今後とも引き続きサービス品質、ネットワーク品質の向上、接続可能エリアの拡大に尽力し、

更に使いやすいサービス体系を整え、世界中で快適なモバイルインターネット接続環境を提供して参ります。 

 

 

■ グローバルグローバルグローバルグローバル WiFiWiFiWiFiWiFi®®®®    ““““長期長期長期長期プランプランプランプラン””””についてについてについてについて  

・ 内容： 長期渡航に適した料金設定プラン 

・ ＵＲＬ： http://townwifi.com/longplan 
・ 対象エリア（計 21 の国と地域）： 

アメリカ本土* / ハワイ* / アラスカ* / 中国 / 韓国* / シンガポール * /台湾 

マレーシア / フィリピン/ インドネシア（バリ島）/ オーストラリア/ イギリス/ イタリア 

 ドイツ/ トルコ/ グアム / サイパン / ロタ / テニアン / モルディブ / ロシア 

* LTE でのご提供エリア 

 

・ 料金： 

・ 30 日間まで  一律 15,000 円 

・ 30 日を超えた分は、一日あたり 1,000 円（各月最大 15,000 円） 

 

・ オプション： 

・ 安心補償パック フル（100%免責） 

・ 30 日間まで 一律 3,150 円 

・ 30 日を超えた分は、一日あたり 315 円（各月最大 3,150 円） 

 

・ エネループ 

・ 30 日間毎 3,150 円 

 

・ タブレット 

・ 30 日間まで 一律 4,200 円 

・ 30 日を超えた分は、一日あたり 210 円（各月最大 4,200 円） 

 

・ 2 ポート USB シガーソケットカーチャージャー 

・ 30 日間毎 2,100 円 
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■ 「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル WiFi®WiFi®WiFi®WiFi®」」」」サービスサービスサービスサービス概要概要概要概要 

 ・サービス内容： モバイル WiFi ルーターレンタルサービス 

・料金：  一日あたり 380 円から 

・サービス提供エリア：世界 205 の国と地域〔*1〕 

・申込方法：  Web サイト... http://townwifi.com/ 

    フリーダイヤル... 0120-510-670 

    および成田空港カウンター〔*2〕 

・機器受取方法：  宅配、空港カウンター、および現地宅配と事業所での受取/返却可能。〔*1〕 

（国内空港） 成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、博多港 

（現地〔*3〕） 韓国・ソウル、ハワイ・ホノルル、台湾・台北、タイ・バンコク 

・提供事業者： 株式会社ビジョン 

 

■ 「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル WiFiWiFiWiFiWiFi®®®®」」」」サービスサービスサービスサービス特長特長特長特長    

・業界最多〔*3〕のエリアで高品質・高速インターネット環境を提供 

 サービス提供エリアは、3G と 4G（LTE）で提供する 200 以上の国と地域。〔*1〕 

・話題の LTE は、業界最多 8 つの国と地域でご提供〔*1〕 

 アメリカ、ハワイ、アラスカ、香港、韓国、シンガポール、カナダ、オーストラリアの一部 

・定額制の安心料金 

 携帯電話会社が提供する『海外パケット通信料定額サービス』（一日最大 2,980 円）対比で 

最大 87％も割安。〔*1〕 

・カスタマーサポート充実 

 24 時間 365 日対応のカスタマーサポート、30 箇所以上〔*1〕の世界サポート拠点。 

・特定渡航先（〔*4〕参照）でも受取と返却が可能 

 ホテル等への宅配と空港で可能。急なモバイル利用ニーズにも対応します。 

 

■■■■「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル WiFi®WiFi®WiFi®WiFi®」」」」サービスサービスサービスサービスのののの背景背景背景背景  

 ビジネスの海外展開が加速している中、日本人の海外渡航者は年間 1,700 万人超となっています。 

またスマートフォンやタブレット端末が急速に普及しており、多くの方が普段日本国内で利用している通

信端末を海外でも利用する機会が増えています。 

それにもかかわらず、海外でのモバイルインターネット利用環境については、依然として通信料の高さや

通信品質への不安・不満のお声が聞かれます。 

これらの声にお応えするのが「グローバル WiFi®」です。  

 

 

 

〔*1〕2013 年 4 月現在。  

〔*2〕「Sky グローバル WiFi」のご契約となります。 

〔*3〕2013 年 4 月 22 日現在。ビジョン調べ。  

〔*4〕今後更に拡張予定。  
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■■■■株式会社株式会社株式会社株式会社ビジョンビジョンビジョンビジョン    会社概要会社概要会社概要会社概要  

・商号： 株式会社ビジョン  

・代表者： 代表取締役 佐野 健一（さの けんいち）  

・本社所在地： 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー5階  

・設立年月日： 平成 13 年 12 月 （創業平成 7年 6 月 1日）  

・資本金： 30,000 万円  

・Web サイト： http://www.vision-net.co.jp 

・主な事業の内容： 固定通信・ブロードバンド通信サービスの加入取次  

移動体通信機器の販売事業  

オフィスオートメーション機器の販売・保守・レンタル事業  

インターネットサービス事業・ホームページの制作・保守・運営管理  

広告代理店業  

テレマーケティング事業  

移動体通信機器・什器機器のレンタル業 

 


