
オーストラリアのポケットWiFiレンタル 

 
お申し込みいただく前に必ずご確認ください 
ご利用期間の定義 
お受け取り日を1日目と計算いたしますので、ご利用開始日が1日目となり、そこから7日間となります。 
例えば火曜日お受け取りの場合は、月曜日ご返却で1週間となります。 
ご利用開始日は本日より2日目以降です。またご利用開始日が土日祝日の場合は、その週の水曜日ま
でにお申し込みが必要です。 
保険 
保険に申し込む 機器を紛失、破損された場合などのペナルティ料金の70%をカバーする保険です。 
保険料は、ご利用期間とは無関係に 1台あたり$5.00（税込み） となります 
※お支払い方法はクレジットカードのみとなっております。 
詳しくは下記をご覧ください。 



オーストラリアのポケットWiFiレンタル 

エーブルネット   ケアンズ店 
住 所  Shop 35, 58 Lake Street, Cairns QLD 4870 Australia 
TEL  (07) 4044 1407 
営業時間  月～金 10:00～18:00 
ケアンズでの土日祝日のお受取・お返却は、9月6日(土）までは10:00～13:00とさせて頂いております。 
9月7日以降ケアンズでの土日祝日のお受取・お返却は、09:00～10:00となりますのでご注意下さい 
 

エーブルネット   シドニー店 
住 所  Suite 30, Level 17, 327 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia 
TEL  (02) 9264 9601 
営業時間  月～金 10:00～18:00 土日曜・祝日休み 

エーブルネット   シドニー店 
住 所  G4, Ground Floor & Shop 7, Mezzanine Level, 55 Market Street, Sydney 
TEL  02- 8065-3437 
営業時間  土日曜のみ・平日祝日休み 



オーストラリアのポケットWiFiレンタル 

エーブルネット   ゴールドコースト店 
住 所  13/50 Cavill Ave, Surfers Paradise QLD 4217 
TEL  (07) 3103 2260 
営業時間  月～金 11:00～18:00 土日曜・祝日休み 
ゴールドコーストでの土日祝日のお受取は、10:00～11:00とさせて頂いております。 

エーブルネット   ブリスベン店 
住 所  Level 3, 144 Adelaide Street Brisbane QLD 4000 Australia 
TEL  (07) 3229 3033 
営業時間  月～金 11:00～17:00 土日曜・祝日休み 金曜は13：30 



オーストラリアのポケットWiFiレンタル 

メルボルン店 （HIS メルボルン支店内） 
住所：Level 4, 230 Collins St, Melbourne VIC 3000 Australia 
営業時間：月～金 10:00～17:00 土日曜・祝日休み 
電話番号：03-9650-9488 

土日、祝日（オーストラリア）のお受け取り 
受け取り可能都市・時間： 
シドニー 11：00 - 17：00  ゴールドコースト 10：00 - 11：00   ケアンズ 09：00 - 10：00 
※土日、オーストラリアの祝日（各州によって異なりますので、ご予約前にお確かめください） 
土日、祝日（オーストラリア）のご返却 
土日、祝日の返却はシドニー、ケアンズのみとなります。 シドニー 11：00 - 17：00   ケアンズ 09：00 - 10：00 
 郵送方法は商品お渡しの際に担当スタッフよりご案内いたします。 
 郵送料金A$12.00はお客様負担となりますので、予めご了承ください。 
他都市返却 
お受け取り店舗と異なる店舗でのご返却は返却手数料として、AU$12.00ご契約時にご請求いたします。 
キャンセルポリシー 
予約券発行後のキャンセルに関しては以下の通りキャンセル料金を請求いたします。 
ご利用開始から7日前以降のキャンセルは、100%キャンセルチャージがかかります。 
ご連絡無しでご希望の受け取り時間にご来店いただけなかった場合は、キャンセルと判断いたしますのでご注意ください。 
  ※郵送、他都市返却希望されていた場合は、こちらの料金も返金できかねます。 
     ※ご予約申請時にご希望いただきました利用期間分の利用料金から100% 
     ※天候によるフライトキャンセルの場合でもキャンセル料金がかかりますので、予めご了承ください。 
来店後の対応    受け取りの際に必要なもの： 
    予約番号（印刷できない場合は、機器などからの画面表示でも構いません） 
    日本のクレジットカード （*アメックス、JCBは、3.3%のカード手数料あり） 
    返却方法の確認：貸し出し店舗へ返却、他都市支店へ返却、郵送にて貸出店舗へ返却のいずれか１つ 
    その他発生利用料金：郵送返却料金・他都市返却手数料 各AU$12.00 保険サービス加入AU$5.00 
ペナルティ料金一覧 
携帯電話本体・ワイヤレスモデム(バッテリー含む）盗難、破損、紛失 
4G Wireless Modem(バッテリー込)  $400.00  3G Wireless Modem, USB Modem(バッテリー込)  $200.00 
付属品 破損、紛失 
バッテリーのみ  $80.00  変換プラグ $50.00  充電器  $50.00  携帯・ワイヤレス袋  $15.00 
USBコードのみ  $20.00  予備バッテリー  $50.00 
その他  SIM再発行（手数料含む）  $30.00   SIMブロック（回線一時停止依頼等）   $20.00 
 
返却遅延:お申込み時に指定した返却予定日を過ぎ、ご連絡なく延長された場合は、遅延した日を1日目として換算し1週間ごとに$33のお
支払いいだきます。 
延長に関するご注意事項 
 ご利用を延長される場合はメールにて改めて返却希望日をご連絡ください。 
 ご連絡頂けない場合はペナルティの対象となりますので、ご注意ください。 
 
※ご連絡いただいて延長された際のご請求 
 
    既にレンタルされている場合－ご連絡いただいた時点でクレジットカードへ請求 
    商品のお受け取り前の場合－延長金額を含めた金額を請求または申し込みした日より2，3営業日内にクレジットカードへ請求 
    延長分のキャンセルは返金できかねます 



オーストラリアのポケットWiFiレンタル 

サービスご利用規約 3-1 
定義について 
 
■「本契約」とは、 
 
 レンタルを受けようとする時は、本利用規約及び「ご利用上の注意」等の記載事項を承諾のうえ、申込締切日までに当社所定の手続き
による利用申込を行い、当社がその利用申込を承諾した時に、当社と利用者の間で本件サービスの提供に関する契約を指します。 
 
■「サービス」とは、 
 
 当社により提供される、通信機器及び通信機器に付随する通信サービスを指します。利用者の申告する「開始日」から「終了日」まで（１
日単位）を指します。 
 
■「予約券」とは 
 
 お申し込み後に届くお客様のお申し込み内容の確認及び、予約番号の付いたメールのことを指します。 
 
■「開始日」とは、 
 
 利用者の申告する「通信機器の受取希望日」を指します。 
 
■「終了日」とは、 
 
 利用者の申告する「通信機器の返却日」を指します。 
 
■｢追跡番号｣とは 
 
 郵送返却の際にご利用いただく専用封筒（Express Post Bag）に記載されている追跡番号を指します。 
 
■「有効消印日」とは、 
 
 「返却日」含め3日以内の消印を指します。 
 
■「レンタル料」とは、 
 
 各プランで設定される料金（基本料/レンタル料/送料/オプション料（利用者任意））を指します。 
 
■「返却ツール」とは、 
 
 当社指定の返却専用バック（Express Post Bag）のことを指します。 
 
 
 
第１条  適用の範囲 
 
1. 本利用規約はABLENET Pty Ltd.,（以下「当社」といいます）の提供するレンタル機、及びその付属品（以下「通信機器」といいます）のレン
タルサービスを利用される方（以下「利用者」といいます）に適用します。 
 
2. 下記項にて定める日時はオーストラリア（ケアンズ）を基準とします。 
 
第２条  レンタル契約の成立 
 
1. 本契約は、「予約券」の送付を以って契約成立するものとします。 
 
2. 万が一予約券が届かない場合は以下の問い合わせ先に必ずお問合せください。 
 
 E-mail: pkg@able.net.au 
 
電話：010-61-7-4044-1407 
 
 (繋がらない場合は、お手数ではございますがメールでお問い合わせください。3営業日以内にご返信いたします) 
 
＊上記は土日、祝日を除く平日10:00～18:00以外の時間帯の対応は応じかねます。 
 
＊祝日、受け付けの時間は全てケアンズに準じます。 
 
＊電話を掛ける場合は、番号の掛け間違いにご注意ください。 
 
3. 以下の場合申込を承認しないことがあります。 
 
  ・利用者の希望する通信機器の在庫状況により、サービス提供が困難である場合 
 
  ・利用者が本契約に違反しまたは違反する恐れがある場合 
 
第３条  通信機器の受渡及び返却 



オーストラリアのポケットWiFiレンタル 

サービスご利用規約 3-2 
定義について 
 
 
第３条  通信機器の受渡及び返却 
 
1. 通信機器の受渡は、エーブルネット支店のみとなります。但し、例外として、利用者の指定する場所へ宅配で行われた場合、輸送中の
事故または遅延等により通信機器を開始日または配達指定時間内にお届けできない場合でも、当社はその責を負いません。また、宅配
事情により開始日以前に受渡が行われた場合でも、開始日以前の利用形跡が認められた場合には追加レンタル料をお支払い頂きます。 
 
2. 利用者は、通信機器受取後ただちに内容を確認するものとします。受取後48時間以内に利用者から当社に対し連絡のない場合、正常
な状態で受け渡されたものとみなします。 
 
3. 通信機器の返却は、返却ツールの郵送返却可能とし行うものとします。ただし、返却ツールでの紛失や利用者過失により使 用できない
場合、または利用者の指定する方法で返却する場合、利用者負担での返却となります。その際当社の定める送料の減額は致しません。 
 
4. 返却日を過ぎての返却は延滞となり、延滞日より1日目と換算し1週間ごとに$33の料金をお支払い頂きます。 
 
5. 返却時、他の物品が取り付けられていた場合及び通信機器に残されたデータ等、利用者の承諾なしに当社はそれを破棄するものとしま
す。 
 
第４条  レンタル期間 
 
1. レンタル期間は、利用者の申し出に基づき定めます。 
 
第５条  本契約の変更及び延長 
 
1. 利用者が契約内容の変更を希望する場合には、当社に対して申込日にかかわらず開始日の5営業日前までにその旨を通知し、当社の
承認を得るものとします。 
 
2. 利用者がレンタル期間の延長を希望する場合には、当社に対してレンタル期間内にその旨を通知し、承認を得るものとします。なお、当
社の承認なく利用を継続した場合には、連絡日までの延滞料をお支払い頂きます。 
 
3. 利用者の希望する延長日数により、一部利用料が自動更新となり加算されます。なお、一度延長をお伝えいただいた場合の途中解約
や変更はできないものとします。 
 
4. レンタル期間内及びレンタル開始7日前以降に早期返却、また返却予定日の変更があった場合でも、原則レンタル料の減額は致しませ
ん。 
 
第６条  本契約の取消（キャンセル） 
 
1. 利用者は、本契約を解約したい場合ただちにその旨を当社に通知するものとします。 
 
2. WEB申込み完了後、7営業日前より下記キャンセル料をお支払い頂きます。 
 
  ※ ご利用開始日より7日前から100%キャンセルチャージが発生いたします。 
 
3. 通信機器受取後もキャンセルはできないものとし、レンタル料は全額利用者負担となります。 
 
第７条  料金 
 
1. 利用者は、各プランで定めるレンタル料を事前に支払うものとします。 
 
2. 利用者は、以下当社の定める料金を通信機器返却後に支払うものとします。 
 
 ・レンタル料金 
 
 ・延長追加レンタル料 
 
 ・延滞料 
 
 ・第9条及び第10条に定める通信機器代金 
 
 ・その他付随サービスに関する料金 
 
3.申込の内容によっては保証金を預かる場合があります。また、保証金を返還する場合に、利用者が前項に基づき支払うべき料金がある
ときは、上記料金を保証金から相殺し、残額を返還するものとします。 
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サービスご利用規約 3-3 
 
第８条  支払方法 
 
1. 支払は利用者が指定する本人名義のクレジットカード（以下「指定カード」といいます）にて自動的に決済されます。クレジットカードに
サービス利用分を請求するにあたり、特別な承諾は必要ありません。また、指定カード発行元が指定カードの取扱を拒んだ場合、契約住
所へ請求書を送付する場合があります。 
 
第９条  通信機器の管理及び滅失・毀損等 
 
1. 利用者は当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって通信機器を利用・保管するものとします。 
 
2. 利用者は通信機器の受渡から返却するまでの間に、盗難・滅失または毀損（以下「盗難等」といいます）が発生したときには、ただちに
当社にその旨を通知するものとし、この場合、利用者は当社に対し、通信機器代金を支払うものとします。 
 
3. 盗難等の際に生じた第三者による通話/通信料等は、利用者に支払いの義務があるものとします。 
 
4. 当社より指定カードでの決済後もしくは請求書の発行後、盗難等した通信機器が発見/回復された場合でも、通信機器代金は返還しな
いものとします。 
 
プラン: Pocket WiFi Plan ペナルティ料金一覧表 
盗難、破損、紛失 
携帯電話本体・ワイヤレスモデム（バッテリー含む） 
4G Wireless Modem 
（バッテリー込）  $400.00  3G Wireless Modem, USB Modem 
（バッテリー込）  $200.00 
Galaxy:GIO, Ace  $250.00  Galaxy:5, Y, mini, IDEOS  $200.00 
付属品（破損・紛失） 
バッテリーのみ  $80.00  変換プラグ  $50.00 
充電器  $50.00  携帯・ワイヤレス袋  $15.00 
USBコードのみ  $20.00  予備バッテリー  $50.00 
その他 
SIM再発行（手数料含む）  $30.00  SIMブロック（回線一時停止依頼等）  $20.00 
 
 
第１０条  禁止事項 
 
1. 利用者は、通信機器に他の物品を取り付けたり、通信機器の改造または性能の変更を行ってはなりません。 
 
2. 利用者は、通信機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入、転貸したり、通信機器にかかわる権利を侵害する行為をしてはなり
ません。 
 
 
 
第１１条  本契約の解約 
 
1. 当社は、利用者が次の事項のいずれかに該当した時は、通知催告をせず直ちに本契約を解約することができるものとします。 この場合、
当社は通信機器の回線停止処置を行なうことができるものとします。 
 
（１）申込内容に偽りがあった場合 
 
（２）利用者の信用状態が著しく悪化した場合 
 
（３）本利用規約に違反した場合 
 
（４）通信機器の使用方法、使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断される場合 
 
2. 前項の解約があった場合は、利用者は直ちに通信機器を返却するほか、解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するもの
とします。 
 
 
 
第１２条  本規約の変更 
 
当社は、必要が生じた場合は本規約ならびに各プラン料金設定を予告なく変更できるものとし、この場合、利用者は変更後の規約に従う
ものとします。また、その際は当社ホームページへの掲載その他の方法により周知します。 
 
第１３条 
 
合意管轄利用者は、本利用規約および本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらずオーストラリアの各州の法律
に基づくことに同意します。 
 
附則：この規約は、2013年06月07日から実施します。 


