現場事務所はモバ電、移動用に小型モバイルルーター

モバ電で大好評の高速モバイル通信を持ち歩ける！
バッテリー内蔵でどこでもインターネット
・通信制限の無いCTSオリジナル高速SIM（ヘビーユーザー規制、3日制限無し）
・選べる4種類の大容量通信プラン
・通信エリアは広範囲4G/LTEに対応（キャリアはdocomo、auに対応）
・無線LAN対応[有線LAN非対応]（標準5台 同時接続最大15台）
・Wi-Fi連続利用、最大20時間の⻑時間バッテリー内蔵ルーター
・バッテリー内蔵でどこでも持ち運び（現場や外出先等）ができ、インターネット通信ができる
・小型設計でポケット等への収納ができる
選べる通信容量プラン
20GB ▶

30GBプラン

50GBプラン

機器月額レンタル料

基本整備料

通信超過料

9,000円（300円/日）
18,000円（600円/日）

15,000円（500円/日）

100GBプラン

36,000円（1,200円/日）

200GBプラン

57,000円（1,900円/日）

初回のみ
5,000円

30,000円（1,000円/日）

1GB毎
1,000円

■本体仕様

※防塵・防止仕様ではありません。
※接続端末数を増やしたい場合は、申込時にご依頼ください。

サイズ

高さ 約 74.0mm×幅 約 74.0mm×厚さ 約 17.3mm

重さ

約128g

連続待受時間

無線OFF時

約600時間

連続通信時
間

無線LAN通信

最大20時間（LTE通信）

bluetooth

最大24時間（LTE通信）

動作環境

動作温範囲

0℃〜35℃

無線LAN同時接続数

15台

Bluetooth接続数

5台

周波数

※各通信プランは高速で3日制限も無く快適にご利⽤頂けますが、無制限では無い為、動画閲覧や複数台の端末接続による通信のご利⽤はご注意ください。
また、各プラン規定通信量を超過した場合でも速度制限はかかりません。ただし超過した容量1GB毎に1,000円/月の別途費⽤が発生しますので、
ご了承頂きご利⽤をお願い致します。（月間の通信量についてはEメールにて毎月10日・20日・末日に定期配信いたします。）
※レンタル期間途中でのプラン変更も可能。（別途プラン変更⼿数料 1回3,000円）
※次の様な場合はモバイル通信量超過が多くなりますので光回線の導⼊をお勧めします。1.ネットワークカメラの常時監視 2.他社クラウドサービス利⽤（他社は同期型）

無線LAN

2.4GHz/5GHz

Bluetooth

2.4GHz

最大充電時間

ACアダプター利用時：最大3時間

セキュリティ

WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

CTS 現場の「働き方改革」を支援する仕組みをご提供
建設現場向け カラー複合機

現場用クラウドストレージレンタル
i-ConBOX

キャンペーン

キャンペーン

京セラの複合機とモバ電をセットで導入頂くと

+20GB プレゼント
通信容量

京セラの複合機をレンタル頂くと

1ID100GB 無料

トータル50GB!!

複合機のレンタルがない場合でも、 ⼯期中レンタル
1ID/100GBを月額3,000円でご利用頂けます。

■クラウドストレージの詳細は下記までお問い合わせ下さい。

カウンター料⾦が掛からない、トナーキット保守で
印刷コスト削減をご提供します︕

⼯事期間中の大事な施⼯データを
安全に管理

１．格安の印刷コストでコスト削減

コピー、プリント、FAX受信1枚ごとに課⾦されていたカウンター料⾦が不要です。
印刷コストはトナーキット利⽤分なので、カラー、モノクロも印刷コストがとっても安い︕

モノクロ︓約3.6円

２．トナーキットの購入で保守対応は無償

※ハード障害や天災によるデータ損失を防ぎ、会社の信頼度を上げる

働く場所を選ばずにいつでもどこでも
資料作成や確認ができます

３．トナーキット以外の費用はすべて無償

現場データを複数⼈で共有・編集
JV現場や下請との共有

定期交換部品無償対応。メンテナンス費⽤は⼀切かかりません︕

４．今なら、キャンペーンで
A3、A4用紙が⼯期中無料︕

https://www.cts-h.co.jp/

標準20GB ⇒
固定電話

FAX送受信

(050IP電話番号)

※通信環境により動作保証対象外

※電話機もセットでご提供

30GBに︕

モバイルインターネット
20GB ⇒

30GB/月

（3日制限無し）

※⼤容量プランも登場・・・裏⾯をご確認下さい。

モバ電は固定電話、FAX、インターネットを
オールインワンで納品日に即日開通いたします。
・今までは、フレッツ光回線を申込んで、開通⼯事までに時間がかかって業務が遅れた。
・フレッツ光回線を申込みは、⼯事日の日程調整等手続きが⾯倒で困っていた。
・フレッツ光回線が引けない現場では、ネットや電話やFAXが使えず困っていた。

すべて解決︕

i-ConBOX

モバ電30GBプランの場合
プラス20GBで合計50GB(12,000円/月)でご利用頂けます。

カラー︓約14.4円

現場の電話とFAXとネットが
⼯事なしで最短3日で開通

電話１本で最短３日で開通︕ 電話⼯事不要

※詳細は裏⾯参照ください。

（光回線が繋がらない場所でも開通できる）

フレッツ光 フレッツ光
なんと︕
こんなに短縮
※詳細は別紙参照

モバ電 最短3日

開通まで3週間〜1ヶ月（手続きが手間）

開通手続き80%削減。

⼯期が10ヶ月未満の現場であれば、モバ電がお得︕
※詳細は裏⾯参照ください。

終了後のデータはお客様でダウンロードお願いします。
札幌支店
盛岡支店
仙台支店
山形支店
郡山支店
⽔⼾支店
宇都宮支店
前橋支店
千葉支店
東京支店

TEL: 011-558-3330
TEL: 050-3164-2774
TEL: 022-782-6933
TEL: 023-607-2213
TEL: 024-927-0190
TEL: 029-355-4988
TEL: 028-613-5022
TEL: 0270-65-5011
TEL: 043-375-5428
TEL: 03-5673-2320

新潟支店
富山支店
⾦沢支店
甲府支店
⻑野支店
松本支店
岐阜支店
浜松支店
名古屋支店
津 支 店

TEL:025-282-2525
TEL:076-494-1300
TEL:076-205-0337
TEL:055-270-9001
TEL:0268-27-3322
TEL:0263-55-5007
TEL:050-3164-3107
TEL:053-469-5222
TEL:052-709-2388
TEL:059-261-2524

京都支店
大阪支店
神⼾支店
広島支店
福岡支店
熊本支店
宮崎支店
⿅児島支店
那覇支店

TEL: 050-3150-0600
TEL: 06-4862-9255
TEL: 078-277-0206
TEL: 082-832-2699
TEL: 092-589-0811
TEL: 096-292-7188
TEL: 0985-69-3569
TEL: 099-811-7773
TEL: 098-971-2940

現場の固定番号取得で代理⼈様の個⼈情報を保護
※詳細は裏⾯参照ください。

多くのお客様からご要望を頂いた選べる大容量プランをご用意。
利用頻度にあったプランをお選び頂けます。
選べる通信容量プラン
20GB ▶

30GBプラン

機器月額レンタル料

基本整備料

12,000円（400円/日）
18,000円（600円/日）

100GBプラン

39,000円（1,300円/日）

200GBプラン

60,000円（2,000円/日）

初回のみ
8,000円

33,000円（1,100円/日）

1GB毎
1,000円

※レンタル期間途中でのプラン変更も可能。（別途プラン変更手数料 1回3,000円）
※別途当社が訪問しての現地の設置設定が必要な場合は、設定費8,000円の費用が発生します。
※インターネット通信のみのご利用の場合、モバイルルーターレンタルは上記価格よりー3,000円/月でご提供
※下記の様な場合はモバイル通信量超過が多くなりますので光回線の導入をお勧めします。
・ネットワークカメラの常時監視、他社同期型クラウドサービス利用

電話1本で最短3日で開通︕電話⼯事不要
光回線が繋がらない場所でも開通できる

◆光回線は開通までに時間がかかる
・プラン選択

・光回線
申込

・現地調査
日調整

・地図送付

・NTTへ連絡
・電話がつながり
にくい場合がある

・電話でフレッツ光回線の
プラン、 住所を連絡
・⼯事先住所が不明の場合、
地図を郵送またはFAXで連絡

・現地調査日の
希望日を
指定できない

⽴会必須

⽴会必須

・現地調査
実施

約2週間

約2日

約2日
・⼯事が不可能と
判断された場合は
開通できない
・現地調査は30分程かかる

・⼯事実施

⼯事日
調整

約1週間

・予定の⼯事時間
に到着しない
場合がある

◆モバ電は納品時即日開通

申込から納品まで
・CTS営業へ連絡
・お客様希望日、希望時間に調整

・納品
開通

個⼈情報に関する社会的背景

通常1ヶ月⇒モバ電なら3日で開通︕
現場ですぐに作業開始できる。

最短3日〜
・即日で仕事ができる環境を構築

◆フレッツ光回線では通常約1ヶ月かかる開通作業が、モバ電では最短3日で、即日開通可能です︕
◆⾯倒な手続きも電話1本で完了︕さらに解約時も手続き不要で無駄な手間を省きます。
◆フレッツ光が引けない（海沿い、河川、山間部等）でも、モバ電どこでもお使いいただけます。
回線を引く為に建物へ穴を開ける必要がないので、建築の現場で事務所移転の際も最適です。

︓8,000円（初月のみ）

※CTSカラー複合機とセットで導⼊の場合、設定費8,000円は無料
※直送は別途、運賃⼀律2,000円の費⽤がかかります。
別途当社による現地での設定が追加で必要な場合は、
設定費8,000円の費⽤がかかります。

2017年5月30日より
個人情報保護法対象企業
⼤規模
企業
中規模企業

携帯電話番号を悪用された事例

小規模企業

・ さまざまな商品の売り込みや勧誘の電話が頻繁にある。
・ 個⼈の携帯電話番号が、インターネット上のSNS、掲示板等に記載される。
・ 建設現場で多い事例として、クレーマーからのいたずら電話が休日や昼夜問わずかかってくる。

モバ電 サービス概要
納品日 即日開通

基本料

現場の固定番号取得で、代理⼈様の個⼈情報を保護

合計 約1ヶ月

・⼯事日を指定する
場合は有料になる
・土日祝日に⼯事を希望
の場合、さらに割増になる

レンタル料︓12,000円/月額

例えば、⼯期が6ヶ月の現場であれば、累計費用で
モバ電はフレッツ光回線より9,300円もお得︕

・開通

手配80％短縮

・モバ電申込
・納品日調整

フレッツ光回線、モバ電料⾦⽐較表
初期費用に含まれるもの
電話機本体、契約料、⼯事費、機器設定料等が含まれます。
違約⾦・撤去費・追加⼯事費等は含まれておりません。

21,000円（700円/日）

50GBプラン

通信超過料

⼯期が10ヶ月未満の現場であれば、モバ電がお得︕

◆電話回線は標準１回線付き、別途1回線追加が可能です。（最大2回線）
（1回線追加 +900円/月）
◆インターネット回線使用について、各プランは高速で3日制限も無く快適にご利⽤頂けますが、
無制限ではありません。
通信量が各プランの通信容量を超過した場合は追加1GB毎に1,000円/月の別途費用
が発生します。予めご了承の上、ご利⽤をお願い致します。
（通信量についてはお客様にご指定頂いたEメールアドレスに定期配信いたしますのでご自
⾝で通信使⽤量のご確認をお願い致します。）
◆ナンバーディスプレイや電話転送サービスに標準対応しております。
◆フレッツ光で通信ができない場所でも、携帯電話の電波が届くエリアであればご利用いた
だけます。
◆設置場所に必要なのは、電源のみで、すぐにご利用いただけます。
◆電話回線やネット回線の⼯事⽴会は不要です。お客様の手間をとらせません。
◆電話転送サービスは標準でご提供いたします。日中は作業で不在なことが多い現場事務
所でも、電話を受け取れます。
◆安定したFAX送受信をご希望の方は、オプションでインターネットFAXサービスをご利用い
ただけます。（別途お申込み +1,000円/月）
◆電波状況が悪い環境では、オプションで利得の⾼い屋外用アンテナをご用意しております。
（別途お申込み +1,000円/月）

モバ電 利用時のFAQ
Q. 通話料はいくらですか︖
A.モバ電から固定電話の通話は3分10円、モバ電から携帯電話への通話は1分20円です。

Q. 電話転送サービスに対応していますか︖
A. 対応しています。不在時には、お客様の指定した固定電話や携帯電話へ転送します。転送
先は最⼤5つまで登録可能です。
Q. FAXの利用は可能ですか︖
A. 利⽤は可能です。当社の検証結果では、電波状態の良いエリアでは正常に送受信すること
が確認できました。しかし、電波状態の悪い場所では通信が途切れたり、印刷が半分で切
れてしまう等の不具合が発生します。そのため、通信キャリアは050番号のFAXは、回線品
質・通信の状態・端末に依存する事が多い為、推奨はしておりませんが、多くの場合で正常
にご使⽤いただくことができます。
Q. FAXの送受信料はいくらですか︖
A. 電話、FAXに限らず受信は無料です。送信はFAXの送信が完了するまでの時間分だけ、通
話料⾦が発生します。

Q. 3分の通話によるデータ通信量はどの程度になりますか。
A.1分あたり約2MB、3分では約6MBの通信量となります。1GB（1,000MB）あたり約
1,500分（25時間）の通話が可能です。
通話で発生する通信量は発信時だけでなく、着信時も発生しますので注意が必要です。
Q. キャッチホンは利用可能ですか︖
A. 利⽤可能です。通常は未設定です。ご希望の方は申込時にお申し付けください。
Q. インターネット通信量の使用量は確認できますか︖
A. 日々の通信使⽤量の確認はできません。毎月10日、20日、末日に定期配信する通信レ
ポートメールをご確認頂き、お客様ご自⾝で使⽤制限の管理をお願い致します。

