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報道関係各位 

株式会社ビジョン 

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

料金が更にお得になる『海外旅行・海外出張応援キャンペーン』において、 

ゴールデンウィーク強化エリア特別値引きを実施。 

 

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、現在実施中の

『海外旅行・海外出張 応援キャンペーン』において特別料金設定をしておりますが、４月１７日（水）より

“ゴールデンウィーク特別強化エリア”における料金の変更を行います。 

例えば、ビジネスにも観光にも人気のエリアであるカンボジアは一日３８０円、ドイツは一日８８０円（い

ずれも定価 1,770円、キャンペーン価格 970円からの変更）となります。 

なお、ゴールデンウィーク企画第一弾、毎日５名・合計２００名が全額無料となる『予約は早めがおとく！

ゴールデンウィーク早得キャンペーン』＊も継続実施中です。（＊４月３０日迄にお申込みの方で５月２０日

迄に出発の方が対象となります。） 

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、

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。 

 

■ 『海外旅行・海外出張応援キャンペーン』“ゴールデンウィーク特別強化エリア”  

・ 開始日： ４月１７日からお申し込みされた方が対象となります。 

・ ＵＲＬ： http://townwifi.com/campaign3 

・ 対象エリアと料金： 

・ アメリカ本土…    880円 （定価 1,970 円） *LTEでのご提供 

・ イギリス…    770円 （定価 1,770 円） 

・ イタリア…    970円 （定価 1,770 円） 

・ インドネシア（バリ島） … 880円 （定価 1,770 円） 

・ インドネシア（バリ島以外）…  570円  (定価 1,770 円) 

・ オーストラリア…   770円 （定価 1,770 円） 

・ カナダ…    880円 （定価 1,970 円） *LTEでのご提供 

・ 韓国…    670円 （定価 1,770 円） *LTEでのご提供 

・ カンボジア …    380円 （定価 1,770 円） 

・ シンガポール …   670円 （定価 1,770 円） *LTEでのご提供 

・ スペイン …   970円 （定価 1,770 円） 

・ タイ …   670円 （定価 1,770 円） 

・ 台湾 …    570円 （定価 1,770 円） 

・ 中国 …   670円 （定価 1,770 円） 

・ ドイツ …    880円 （定価 1,770 円） 

・ トルコ…    880円 （定価 1,770 円） 

・ ハワイ…    880円 （定価 1,970 円） *LTEでのご提供 

・ ベトナム…    570円 （定価 1,770 円） 

・ フランス…    880円 （定価 1,770 円） 

・ 香港…    670円 （定価 1,970 円） *LTEでのご提供 

・ ミャンマー…    970円 （定価 1,770 円） 

・ モルディブ…    970円 （定価 1,770 円） 

・ ロシア…    880円 （定価 1,770 円） 

http://townwifi.com/campaign3
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■ 『予約は早めがおとく！ゴールデンウィーク早得キャンペーン』 概要  

・ キャンペーン内容： 毎日 5名が全額無料！！（合計 200 名） 

・ キャンペーン実施期間： 4 月 10日～5月 20 日まで 

 ＊キャンペーン実施以前に申し込んだ方も当選対象になります。 

 ＊キャンペーンの当選対象日は出発日が 4 月 11日～5月 20 迄の 40日間 

・ キャンペーンＵＲＬ： http://townwifi.com/campaign4 

・ キャンペーン対象： 

以下の条件を満たす方全員が抽選対象となります。 

・ 5 月 20日出発までの渡航を 4月 30日までに申し込んだ方 

・ 成田空港ご利用の方は、成田空港受取選択された方 

・ 他の空港ご利用の方は「宅配受取」と「宅配返却」をご利用の方 

＊ゴールデンウィークは空港受取りが大変混雑しますので、宅配受取りを推奨しております。 

・ ご当選のお知らせ： 

ご当選者の WiFiセットケース内に「あたり」と書いた用紙を入れております。 

「あたり」通知の同梱を以って発表に代えさせて頂きます。 

・ 無料範囲について： 

・ 通信料・各種オプション料金・受渡手数料・空港受取料金・空港返却料金の全額が対象です。 

・ 延長料金や返却時の宅配料金はお客様ご負担となりますのでご了承下さい。 

・ 破損や紛失時の弁済補償などは無料内容に含まれません。（安心補償パックへのご加入を推奨します） 

・ お申込/ご決済について： 

・ 通常のお申込み通り、WEBまたは電話でお申込の上、カード決済して頂きます。 

・ その後当選者には、決済処理時に決済取り消し処理を行いますので実際に本契約分の金額の引き

落としは行われません。 

 

■ 「グローバル WiFi®」サービス概要 

 ・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 WiFi®」サービス特長 

・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 

http://townwifi.com/campaign4
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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 WiFi®」サービスの背景  

 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 11日現在。ビジョン調べ。  

〔*4〕今後更に拡張予定。  

 

 

 

■株式会社ビジョン 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 

 


