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株式会社 MAYA SYSTEM(本社：東京都新宿区、取締役社長：吉田 利一)は、2017 年 11 月 22 日

(水)に 1 台で、世界 100 以上の国と地域でインターネットが利用できる Wi-Fi ルーター

『jetfi(ジェットファイ) モデル G3』の販売を開始いたします。 

 

jetfi モデル G3 

 

jetfi モデル G3 は、リモートで通信事業者の切り替えができる組み込み型 SIM(以下：eSIM)を搭

載した Wi-Fi ルーターです。eSIM は、世界中の SIM 情報を管理するサーバーから必要な SIM 情

報をダウンロードして書き込むことで、各国の最適なネットワークへ自動的に接続します。Wi-Fi

ルーターを利用する国が変わっても SIM カードの差替えや、APN、さらに ID やパスワードなどの

設定変更が必要ありません。 

 

そのため、日常的に国内では eSIM 搭載 Wi-Fi ルーターとして、または SIM フリーWi-Fi ルーター

として使用し、海外渡航が急に決まっても、そのまま渡航先へ携帯して利用することが可能です。 

 
eSIM 搭載ボーダレス Wi-Fi ルーター 

「jetfi モデル G3」販売開始 
～ 世界中に携帯できる日常使いの高速インターネットを実現 ～ 



 

また、スマートフォンのフル充電にも利用できる大容量バッテリーの内蔵や、日本への定額かけ放

題電話オプション(jet-phone)など機能的な利点を兼ね備え、jetfi モデル G3 のレンタルサービス

では、既に海外旅行・出張・留学をされる多くの方に評価されています。 

 

jetfi モデル G3 は、お客さまに次のようなメリットを提供いたします。 

 

◆jetfi モデル G3 メリット 

(1) 国内通信も jetfi 高機能ルーターが利便性を発揮。スタイルに合わせて料金プランを選択可能 

MAYA SYSTEM から国内通信プランをリーズナブルな料金で提供します。また、量販店や MVNO

等が提供する格安 SIM を挿入して利用することも可能です。 

 

(2) キャリア携帯によるローミングが不要 

海外で携帯電話キャリアのローミングサービスを利用すると、非常に高額な請求が発生すること

があります。jetfi モデル G3 なら海外での通信料金が定額なので安心して利用できます。 

 

(3) 煩雑な受け取り、返却の手間が不要 

海外渡航者のネット環境は、海外用レンタル Wi-Fi ルーターの利用が主流です。レンタル Wi-Fi

ルーターの利用が年々増加する昨今では、空港内での受取窓口が混雑し、事前予約した Wi-Fi

ルーターを出発時間までに受け取れないといった事態が起きています。また、帰国後大きなスー

ツケースを抱えて混雑した空港内を返却窓口を探して歩き回ったり、自宅から返却配送を手配し

たりする際には手間や費用がかかります。自分専用の jetfi モデル G3 があれば、こうした手間や

ストレスを回避できます。 

 

(4) 繁忙期の在庫切れなし。直前利用が可能 

jetfi モデル G3 は、国内で日常利用している Wi-Fi ルーターを世界中に持ち歩けるため、レンタ

ル Wi-Fi ルーターを手配する手間や繁忙期のレンタル Wi-Fi ルーターの在庫切れを心配する必要

がありません。海外での利用するには、専用 WEB サイトから渡航国の利用パスを必要日数分購入

します。また、使用期間を延長したり使用容量を追加する場合は現地での追加購入が可能です。



滞在国から他の国へ移動する際にも、新たに渡航国の利用パスを購入すれば、すぐに利用できま

す。面倒な事前予約や設定変更の必要がなく、使いたいエリアで、使いたいタイミングに必要な

容量を購入することができます。 

 

(5) プリペイド SIM の調達や設定の手間から解放 

SIM ロックフリーのスマートフォンなどを保有していれば、渡航先の国でプリペイド SIM を利用

して通信することが可能です。しかし、プリペイド SIM の調達や SIM の差替え、設定変更の必要

があり、せっかく購入したプリペイド SIM でも、中には利用できないケースもあるようです。

jetfi モデル G3 があれば、手間やストレスを回避できます。 

 

◆ご提供料金 

 

■初期費用（税別） 

端末価格 定価 24,800 円 → 100 台限定キャンペーン価格：19,800 円 

開通手数料 （プラン１）eSIM 利用 0 円 

（プラン２）MAYA SYSTEM 提供 SIM 

（ALL モバイル使用） 

 

 

3,000 円 

※国内利用において容量無制限 SIM を

選択されたのみ先着 100 枚に限り

1,500 円割引 

    

■利用料金 

国内利用 

（税別） 

eSIM 利用プラン 50MB/日 500 円 

MAYA SYSTEM 提供 SIM 

（ALL モバイル使用） 

1GB/月 1,200 円 

3GB/月 1,500 円 

7GB/月 2,500 円 

容量無制限 

（目安：月 100GB 程度） 
4,980 円 

海外利用 

（不課税） 

渡航先上位国にける利用パス料金（1 日/500MB） 

台湾 680 円 アメリカ 780 円 

韓国 680 円 ハワイ 780 円 

中国 780 円 ドイツ 780 円 

香港 680 円 フランス 780 円 

マレーシア 680 円 イタリア 780 円 

イギリス 780 円 オーストラリア 780 円 

 

 
◆jetfi モデル G3 利用可能国一覧 

 対応国一覧は WEB サイトでご確認ください。 

https://www.jetfi.jp/lp/g3 

 

https://www.jetfi.jp/lp/g3


◆利用イメージ 

 

◆jetfi モデル G3 端末仕様 

 

 

 

その他、jetfi モデル G3 に関する詳細は WEB サイトでご確認ください。 

https://www.jetfi.jp/lp/g3 

 

◆会社概要 

会社名 ：株式会社 MAYA SYSTEM 

代表者 ：取締役社長 吉田 利一（よしだ としかず） 

所在地 ：〒163-0512 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 12 階 

資本金 ：5,000 万円 

設立  ：2007 年 10 月 23 日 

URL  ：https://mayass.com/ 

 

■報道関係者のお問い合わせ先 

株式会社 MAYA SYSTEM 

TEL：03-5989-0935 FAX：03-5989-0941 E-MAIL：planning @mayass.com 

https://www.jetfi.jp/lp/g3
https://mayass.com/

