
料金表（機器販売契約） 

【注意事項】 

•料金の計算方法について 
(1)本サービスに関する月額料金は、利用契約者が月の途中で本サービスの利用を開始または終了した場合でも、日

割り計算を行わず、1 月分を課金します。 
(2)本サービスの利用日と終了日が同一月内の場合、1 月分を課金します。 
(3)休止期間であっても月額利用料は満額課金します。 
(4)実費としている料金については、当社が別途定める基準により算出した金額によるものとします。 

•サービス料にはデータ通信利用料を含みます。 
                                  

■初期費用等 

 

１）機器販売 

機器及び付属品※７ 

タブレット※７ 
 

騒音検知 
（騒音センサー） 

スマートロック 集合玄関機 

57,000 円（税込
62,700 円）/台 

 

14,000 円（税込
15,400 円）/台 

58,000 円（税込
63,800 円）/台 550,000 円（税込

605,000 円）/台 IoT ゲートウェイ※５ 
30,000 円（税込 33,000 円）/台 

２）工事費 
設置工事費・変更工事費 ※１※2 30,000 円（税込 33,000 円） / 部屋 
WiFi 宅内工事費 実費 
３）変更・故障時 
修理費 実費 
４）販売オプション 
卓上スタンド 4,000 円（税込 4,400 円）/台 
壁掛けマウント 50,000 円（税込 55,000 円）/台 
ワイヤーロック 4,000 円（税込 4,400 円）/台 
スマートロック用カードキー 500 円（税込 550 円）/枚 

 



■月額利用料 

SIM サービス 
サービス別 タブレット※３ タブレット

（ドミトリー
向け）※6 

スマートロッ
ク 

騒音検知 
（騒音センサ

ー） 

集合玄関機 

サービス料 1,800 円（税込
1,980 円）/部屋 

500 円（税込
550 円）/部屋 

600 円（税込
660 円）/台 

300 円（税込
330 円）/台 

7,000 円（税込
7,700 円）/台 

IoT ゲートウェイ※４ 
600 円（税込 660 円）/台 

管理ツール 
 

1,000 円（税込 1,100 円）/台 
[タブレット１台毎に１管理ツール利用料が発生します。スマートロ
ック又は騒音検知のみの契約者の場合、物件登録情報記載の物件グル
ープ毎に１管理ツール利用料が発生します。]  

− 

機器保守料（オプショ
ン）※５ 

保証期間中に発生し
た機器故障につき、１
回のみ機器交換でき
ます 

800 円（税込 880 円）/台 300 円（税込
330 円）/台 

100 円（税込
110 円）/台 

− 

IoT ゲートウェイ※４ 
300 円（税込 330 円）/台 

※１ 当社が別に定める標準工事の範囲内に限ります。標準工事に該当しない設置工事は、原則本規約とは別に見積もりの上、請求す
るものとします。 

※２ 工事を伴わないサービス提供内容の変更は別途合意するところによります。 
※３ ⺠泊・ホテル・旅館など部屋単位（2 名以上）で宿泊できる施設様向け料金となります。1 部屋に宿泊者として複数名を登録可能

です。 
※４ スマートロック又は騒音センサーをご注文の場合、別途IoT ゲートウェイが必要となります。 

IoT ゲートウェイにはスマートロック１台及び騒音センサー複数台が取りつけ可能です。ただし、宿泊施設の電波状況により、取
り付けることのできる騒音センサー数については、当社と協議の上、決定します。 

※５ オプションの保守は、原則としてご契約時のみ、お申込みいただくことができます。タブレットは、別表の基準に従い、有償ま
たは無償で、対象機器の保守サービスを提供します。その他の機器につきましては、機器保守にご加入されている機器故障の場合、
一度のみ対象機器を無償提供します。 

※６ ドミトリー、ホステル、カプセルホテルなどベッド単位（1 名）で宿泊できる施設様向け料金となります。1 部屋（ベッド）に宿
泊者として登録できる人数は1 名に制限されます。ビジネスホテルのシングルルームは対象外となります。 

※７ タブレット１台につき、充電ケーブル１本およびタブレットケース1 個が付属します。これらが破損した場合、交換にかかる費
用を実費で請求します。機器購入費には、3 年間のMDM 利用料を含みます。 



その他 
サービス別 料金額 内容 
WiFi 機器保守料（オプ
ション） 
 

130 円（税込 143
円）/部屋 

（１）WiFi 宅内工事で設置した機器に対し、リモート保守を提供しま
す。 

（２）現地対応が必要な場合には別途出張作業費の支払いを要します。 
（３）設置機器の保証期間内（1 年）で、かつ、自然故障と当社が判

断する場合には、機器交換費用は無料となります。自然故障でない
場合又は保証期間外である場合には、機器の交換費用は実費を請求
します。 

 

■別表 

１．機器保守料金 
１−１．タブレット 

保
守
契
約 

部品等の名称 無料回数 無料回数を超える保守料金/回 
契約経過月数 
1 ヶ月目〜12 ヶ月
目 

13 ヶ月目〜24 ヶ
月目 

25 ヶ月目以降 

有 端末本体＋ケース 無料 1 回/年 54,000 円（税込
59,400 円） 

31,000 円（税込
34,100 円） 

3,000 円（税込
3,300 円） 

端末本体 無料 1 回/年 40,000 円（税込
44,000 円） 

23,000 円（税込
25,300 円） 

3,000 円（税込
3,300 円） 

ケースのみ 無料 1 回/年 14,000 円（税込
15,400 円） 

8,000 円（税込
8,800 円） 

3,000 円（税込
3,300 円） 

付属品 無料 1 回/年 3,000 円（税込 3,300 円） 
無 端末本体＋ケース なし 54,000 円（税込

59,400 円） 
31,000 円（税込

34,100 円） 
3,000 円（税込

3,300 円） 
端末本体 なし 40,000 円（税込

44,000 円） 
23,000 円（税込

25,300 円） 
3,000 円（税込

3,300 円） 
ケースのみ なし 14,000 円（税込

15,400 円） 
8,000 円（税込

8,800 円） 
3,000 円（税込

3,300 円） 
付属品 なし 3,000 円（税込 3,300 円） 

 
保守の契約者は、保守無料回数内であれば、機器の送料は往復送料を当社が負担し、保守無料回数を超えた場合は、契約者が当社または

当社が指定する住所までの機器送付の送料を負担するものとします。機器の保証期間内の自然故障における機器の送料は、往復送料を当社
が負担し、機器の保証期間外においては保守を契約していない場合契約者は、当社または当社が指定する住所までの機器送付の送料を負担
するものとします。 

 
保守の契約者は、保守制限回数内であれば、機器の送料は往復送料を当社が負担し、保守制限回数を超える場合は、契約者が当社または

当社が指定する住所までの機器送付の送料を負担するものとします。 
保守を契約していない場合の機器の送料は、往復とも契約者の負担とします。ただし、当社が認める自然故障の場合は、当社が往復送料

を負担します。 
 

2023 年 3 月 1 日現在 


