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株主優待制度の拡充に関するお知らせ

当社は、2019年 10月 16日開催の取締役会において、株主優待制度を下記のとおり拡充することを

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１． 株主優待制度拡充の目的 

当社は、株主様の日頃からのご支援、ご愛顧に感謝するとともに、多くの皆様に当社の魅力を

より一層ご理解いただくことを目的として、株主優待制度を実施しております。 

ご利用実績およびご意見を参考に、魅力のある制度とすることを目的に株主優待制度の拡充

（配布基準、お申込み１回あたりの適用枚数上限等）を実施いたします。 

２． 株主優待制度拡充の内容 

（変更前） 

当社サービスである Wi-Fiルーターレンタルサービス「グローバル WiFi」および国内送迎サービ

ス「Pro Drivers」利用券を贈呈。

（基準日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式を保有する株主様を対象）

保有株式数 
基準日 

毎年６月 30 日 毎年 12月 31日 

100株以上 200株未満 3,000 円分×２枚 

200株以上 300株未満 3,000 円分×３枚 3,000 円分×２枚 

300株以上 3,000 円分×３枚 3,000 円分×３枚 

送付時期 毎年８月 毎年３月 

備考 到着日より利用可能 到着日より利用可能 

◆ご利用いただけるサービス（各サービスお申込み１回につき１枚適用）

（変更後） 

当社サービスである Wi-Fiルーターレンタルサービス「グローバル WiFi」および国内送迎サービ

ス「Pro Drivers」利用券を贈呈。

（基準日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式を保有する株主様を対象）

保有株式数 
基準日 

毎年６月 30 日 毎年 12月 31日 

100株以上 200株未満 3,000 円分×２枚 3,000 円分×２枚 

200株以上 300株未満 3,000 円分×３枚 3,000 円分×２枚 

300株以上 3,000 円分×３枚 3,000 円分×３枚 

送付時期 毎年８月 毎年３月 

備考 到着日より利用可能 到着日より利用可能 

◆ご利用いただけるサービス（各サービスお申込み１回につき３枚まで適用可能）

※同年中に発行された優待券のみ併用可能



① グローバル WiFi（海外用 Wi-Fiレンタルサービス）： 

 ・全合計金額ではなく、"通信料"からお値引きいたします。 

 ・お申込時、受渡手数料：無料（通常 500 円税抜） 

 ・空港/国内カウンターでお申込みの場合はご利用いただけませんのでご注意くださ 

い。 

 ・31日以上（年間契約を含む）のお申込みについてはコールセンターにて承ります。 

 ・ウェアラブル翻訳デバイス「ili(イリー)」（オプション）：無料 

※１回のお申し込みにつき２台（双方向）、最長 30日間まで 

 基準日： 

 ６月 30日（８月送付利用券） 12月 31日（３月送付利用券） 

 申込有効期限：   

 利用券到着日～翌年８月 31 日まで 利用券到着日～翌年３月 31 日まで 

 ※翌年 12月 20 日ご出発分迄が有効と 

なります。 

※翌年６月 20日ご出発分迄が有効と 

なります。 

 

（変更前） 

② グローバル WiFi（国内用 Wi-Fiレンタルサービス）: 

※株主様専用日本データカード特別プラン 

 ・全合計金額ではなく、"通信料"からお値引きいたします。 

 ・お申込時、受渡手数料：無料（通常 500 円税抜） 

 ・空港/国内カウンターでお申込みの場合はご利用いただけませんのでご注意くださ

い。 

  レンタル期間 単位 金額（税抜）  

  １日～５日間 １日あたり 970円  

  ６日～30 日間 何日でも 4,980 円  

  31 日～46日間 １日あたり 300円  

  47 日～60日間 何日でも 9,960 円  

  61 日～76日間 １日あたり 300円  

  77 日～90日間 何日でも 14,940円  

 ※以降繰り返し 30日間区切りで１日あたり 300 円（税抜）最大 4,980円（税 

抜）が加算されます。 

 

 基準日：  

 ６月 30日（８月送付利用券） 12月 31日（３月送付利用券） 

 申込有効期限：  

 利用券到着日～翌年８月 31 日まで 利用券到着日～翌年３月 31 日まで 

  

（変更後） 

② グローバル WiFi（国内用 Wi-Fi レンタルサービス） 

  ※株主様専用日本データカード特別プラン 

 

 

・株主様専用のプランで提供させて頂きます。プランの料金につきましては、通常料 

金（定価）の変更等により予告なく変更する場合もございますので、株主様専用ペ 

ージ（ https://townwifi.com/stocks ）または、当社カスタマーセンター

（ 0120-510-670 ）までお問合せください。 

・全合計金額ではなく、"通信料"からお値引きいたします。 

 ・お申込時、受渡手数料：無料（通常 500 円税抜） 

 ・空港/国内カウンターでお申込みの場合はご利用いただけませんのでご注意くださ

い。 

 

 基準日：  

 ６月 30日（８月送付利用券） 12月 31日（３月送付利用券） 

 申込有効期限：  

 利用券到着日～翌年８月 31 日まで 利用券到着日～翌年３月 31 日まで 

https://townwifi.com/stocks


③ Pro Drivers（国内送迎サービス） 

ビジネス・日常共にあらゆる移動を快適にする送迎サービスです。 

※原則８人～12 人乗りのワゴンタイプのお車をご用意しておりますので荷物の運送にもご 

利用可能です。 

 ・送迎サービス料金の 3,000 円分の利用券となります。 

 ・予めご予約いただく送迎サービスです。当日のご予約ですと送迎車両が予約で埋ま 

っている場合もございますので余裕を持って３日前などにご予約いただけますよう 

お願いいたします。 

 ・海外送迎サービスにはご利用いただけません。 

 ・東京 23区および武蔵野市・三鷹市 発着の場合にご利用いただけます。 

 基準日：  

 ６月 30日（８月送付利用券） 12月 31日（３月送付利用券） 

 申込有効期限：  

 利用券到着日～翌年５月 31 日まで 利用券到着日～当年 12月 31 日まで 

 ※翌年８月 31日ご出発分迄が有効と 

なります。 

※翌年３月 31日ご出発分迄が有効と 

なります。 

 

３． 実施時期 

2019年 12月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 100株（１単元）以上保有

の株主様への株主優待（2020 年３月発行予定分）を対象として適用いたします。 

 

以上 

 


