施設利用者向けネット
管理サービスのご案内

イベントホール・施設管理者の方へ

施設利用者向けネット管理サービス《infal》
こんなお悩みありませんか？

施設を管理している方
利用者にインターネットを提供したいが
事務所の回線を貸し出すのは不安

施設を利用している方

そもそもインターネットを貸し出す方法が
わからない

イベントで安定して高速なインターネットを使いたい
レンタル Wi-Fi だと不安定で遅い ......

工事ってどこにお願いすればいいの？

専用線を敷設してもらうと費用負担が大きい

技術的トラブルが発生しても対応できない

前日に急遽インターネットが必要になったけど
工事が間に合わない！

一切の費用負担なく
高速インターネット対応施設へ

インターネット利用に関わる
利用者対応不要

当サービスをご利用いただく施設様は初期工事費等含め

施設利用者の申込対応や回線工事、技術支援などはもち

一切の費用負担なく高速インターネット対応施設として広

ろん、施設毎のルールに基づいた敷設施工の説明などイン

報いただけます。

ターネット利用に係る対応は全て弊社が行います。
・申し込み対応
・使い方のご相談
・利用者の機材破損対応
・会場の施工条件の説明

他社例：10 万円〜＋設備導入費用
回線工事費等
施設側費用負担

無料

全て対応

回線工事から維持管理、利用者様へのご提供、技術トラブル対応まで
一貫して弊社が行います。

一日 2,750 円〜の超低価格で
快適な専用回線をご利用いただけます

最短でお申込 1 時間後 から利用可能
※２

ご利用者様はレンタルモバイル Wi-Fi 並みの低価格で、
高負荷にも耐えるご利用者様専用の高速回線（最大 1Gbps
１

）をご利用いただけます。
他社例：10 万円〜
使用料

弊社独自の回線管理維持方法により、ご利用者様の申し
込みから最短 1 時間後※２のご利用開始が可能です。当日の
お申し込みについてもご相談ください。

利用者回線
（1 日のご利用）

※

2,750 円〜

他社サービス

７日〜１ヶ月
弊社なら

最短

1 時間

・広域災害時臨時公衆 Wi-Fi※４対応

こちらもご利用いただけます

承諾いただいた施設については、広域災害発生時には弊社の回線が切断されない
限り、公衆無線 LAN スポットとして避難者へ開放いたします。（無償）

・施設内公共 Wi-Fi 提供対応（オプションサービス）

選べる２種類の提供形態
おまかせ型

OEM 型

①施設利用申込
②施設提供

利用者

①施設・回線利用申込
④お支払い

施設管理者
利用者

③回線利用申込
⑤お支払い

当社

④回線提供

施設管理者

③施設提供
②回線利用申込
⑤お支払い

当社

③回線提供

回線のお申し込みから、ご利用方法のご説明、ご提供、

回線のお申し込み受付やお客様からのお支払いを施

ご請求、お支払いまでを一貫して当社が担当いたし

設管理者様に行なっていただきます。既存の施設オ

ます。施設管理者様は管理コストを増やすことなく、

プションサービス（備品レンタル等）と同様の提供

高速なインターネット回線の提供が可能となります。

が可能で、施設利用に関する手続き窓口を一本化で

当社

きます。

提供回線

１Gbps

最大

24 時間 365 日リモート管理

利用者様にご提供する回線は、音楽イベントでの生中継配信など大
容量で高品質な回線を必要とする用途にも対応する最大 1Gbps※１の利
用者様専用の回線となります。さらに、回線は 24 時間 365 日リモー
トにて管理しています。障害発生時には速やかに作業員が無償にて復
旧作業を行います。

ご利用料金
施設様

導入にあたり、

利用者様

施設ごとに弊社が稼働率を最大限引き出せる価格を設定し、イベント主催者様にご提
案させていただきます。

初期工事費・維持固定費は一切かかりません。

※５

価格ご提案例

※提案価格は施設の広さや稼働状況により異なります。

2,000 円〜/ 日

※１ 回線速度はベストエフォートとなります。※２ 高稼働施設において完全リモートコントロールで開通を行なった場合。※３ 施設管理者様の責任に帰すべき事由によりサービスが中断した場合の損
害は施設管理者様に補償いただきます。※4 災害時に輝日コントロールセンターが被災した場合など、やむなき事由により開放作業に時間を要する場合がございますがご容赦ください。※５維持電気代
等請求分離が不可能な費用についてはお客様にご負担いただくことがございます。（目安：平均的な施設で月間 500 円程度）また、契約から 2 年以内に解約された場合は違約金として初期工事費等を
請求させていただくことがございます。詳しくは契約時にご説明させていただきます。また、弊社の基準を満たさない施設の場合、導入をお断りする、または導入準備工事を別途実施していただくな
どの対応となる場合がございます。●回線の利用状況によっては、一度工事不要施設化した場合でも弊社管理の常設線を撤去し工事必要施設等へ転換させていただくことがございます。

infal ご利用のみなさまへ

オプションサービスのご案内

infal を導入いただいた施設では以下のオプションサービスもご利用いただけるようになります。

アクセスポイント
１台当たり

全館 Wi-Fi 管理サービス

3,500 円/月〜

施設管理者様対象

導入費用

固定電話回線貸し出しサービス

2,000 円/契約

NTT 東日本のひかり電話従量料金を
利用終了後請求させていただきます。

施設利用者様対象

施設ご利用者様向けに常設の Wi-Fi アクセススポットの

会場内に設置されたモジュラージャックにお持ち込みの

設置も承っております。ホール１箇所から全館まで施設管

FAX 電話機等の端末を接続いただくことで臨時の固定電話

理者様のご希望に応じたプランを提案させていただきます。

回線（直通、都度発行の番号使用）をご利用いただけます。

（帯域保証型データ通信）

導入無料

データコネクト対応サービス
施設利用者様対象

4,500 円/契約

社内 LAN アクセスサービス

NTT 東日本のデータコネクト従量料金を
利用終了後請求させていただきます。

※宅配便送料実費

施設利用者様対象

電話番号を指定して、帯域確保型のデータ通信が利用可

会場内の LAN コンセント等を、利用者様の社内 LAN と

能なサービスです。固定電話回線貸し出しサービスに付帯

接続し、専用設備が整備されていない社内 LAN にアクセス

いたします。単体での契約はできません。

可能とするサービスです。

会場間接続サービス
施設利用者様対象

同一施設

無料

他施設間

3,000 円 / 箇所

※事前にお客様に簡単な設置作業を
行なっていただきます。

無料

フレッツアクセスサービス
施設利用者様対象

会場間でネットワークを接続（L2）いたします。同一

NTT 東 / 西が提供するフレッツ光 /Fet’ s 光を直接ご提

LAN 内でしか利用できない機器を会場間を超えてご利用い

供いたします。お客様にてプロバイダのお持ち込みが可能

ただけるようになります。

となります。

ライブビューイングサービス
施設利用者様対象

※同時にご提供できる数に
限りがございます

Infal 導入施設や当社指定回線利用施設間で最大 8K の高品質映像中継（ライブビュー
イング）を実施できます。また、インターネットを経由して一般向けに配信を実施す
ることも可能です。

導入までの流れ
お客様

❶

現地調査
お申し込み

「現地調査申込書」に必要
事 項 をご 記 入いた だ きま
す。

※現地調査のお申し込みは無料
ですが、サービスエリア外の場
合など、お断りさせていただく
こともござ います。そ の 場 合、
infal はお申し込みいただけませ
んのでご了承ください。

infal

❷

現地調査

❸

お客様

お客様

infal

infal

提供価格のご提案
設備導入のご説明

「現地調査申込書」に記載
さ れ た内 容 を基 に技 術ス
タッフがサービスの導入が
可能か調査いたします。

調査結果を基に、利用者様への提
供価格などをご提案させていただ
きます。また、サービス導入にあ
たり必要な設備導入や工事につい
てご説明いたします。

※調査の結果によっては導入が
難しい場合がございます。その
場合は、infal をお申し込みいた
だけませんのでご了承ください。
（現地調査費用などは一切かか
りません）

※サービス導入にあたり発生する工事費
用などは弊社が負担いたします。お客様
に費用が発生することはございません。

お申し込み・お問合せは ......

❹

ご契約

「infal サービス申込書」に
ご記入いただき、当社とご
契約いただきます。

infal

❺ 設備導入工事
当社からお客様にご連絡さ
せていただき、工事の日程
調整を行います。工事日程
が決まりましたら、当社ま
たは当 社 指 定の業 者が 設
備導入工事を行います。

❻

ご提供開始

詳しいサービスのご説明

http://www.telhi.co.jp

●本パンフレットの記載事項は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。●パンフレット記載事項と契約
文書の内容に差異が生じていた場合、契約文書が優先されます。●本パンフレットの内容は予告なく
変更することがございます。●「Wi-Fi」は Wi-Fi Alliance の商標です。●「telhi」
「輝日」
「infal」
「イ
ンファル」の文字列及びロゴマークは輝日株式会社の商標または登録商標です。

製作/発行

輝日株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2 丁目 1-17 丹生ビル 2F ©TelHi Corporation.

infal ご利用のみなさまへ

オプションサービスのご案内

infal を導入いただいた施設では以下のオプションサービスもご利用いただけるようになります。

アクセスポイント
１台当たり

全館 Wi-Fi 管理サービス

3,500 円/月〜

施設管理者様対象

導入費用

固定電話回線貸し出しサービス

2,000 円/契約

NTT 東日本のひかり電話従量料金を
利用終了後請求させていただきます。

施設利用者様対象

施設ご利用者様向けに常設の Wi-Fi アクセススポットの

会場内に設置されたモジュラージャックにお持ち込みの

設置も承っております。ホール１箇所から全館まで施設管

FAX 電話機等の端末を接続いただくことで臨時の固定電話

理者様のご希望に応じたプランを提案させていただきます。

回線（直通、都度発行の番号使用）をご利用いただけます。

（帯域保証型データ通信）

導入無料

データコネクト対応サービス
施設利用者様対象

4,500 円/契約

社内 LAN アクセスサービス

NTT 東日本のデータコネクト従量料金を
利用終了後請求させていただきます。

※宅配便送料実費

施設利用者様対象

電話番号を指定して、帯域確保型のデータ通信が利用可

会場内の LAN コンセント等を、利用者様の社内 LAN と

能なサービスです。固定電話回線貸し出しサービスに付帯

接続し、専用設備が整備されていない社内 LAN にアクセス

いたします。単体での契約はできません。

可能とするサービスです。

会場間接続サービス
施設利用者様対象

同一施設

無料

他施設間

3,000 円 / 箇所

※事前にお客様に簡単な設置作業を
行なっていただきます。

無料

フレッツアクセスサービス
施設利用者様対象

会場間でネットワークを接続（L2）いたします。同一

NTT 東 / 西が提供するフレッツ光 /Fet’ s 光を直接ご提

LAN 内でしか利用できない機器を会場間を超えてご利用い

供いたします。お客様にてプロバイダのお持ち込みが可能

ただけるようになります。

となります。

ライブビューイングサービス
施設利用者様対象

※同時にご提供できる数に
限りがございます

Infal 導入施設や当社指定回線利用施設間で最大 8K の高品質映像中継（ライブビュー
イング）を実施できます。また、インターネットを経由して一般向けに配信を実施す
ることも可能です。

導入までの流れ
お客様

❶

現地調査
お申し込み

「現地調査申込書」に必要
事 項 をご 記 入いた だ きま
す。

※現地調査のお申し込みは無料
ですが、サービスエリア外の場
合など、お断りさせていただく
こともござ います。そ の 場 合、
infal はお申し込みいただけませ
んのでご了承ください。

infal

❷

現地調査

❸

お客様

お客様

infal

infal

提供価格のご提案
設備導入のご説明

「現地調査申込書」に記載
さ れ た内 容 を基 に技 術ス
タッフがサービスの導入が
可能か調査いたします。

調査結果を基に、利用者様への提
供価格などをご提案させていただ
きます。また、サービス導入にあ
たり必要な設備導入や工事につい
てご説明いたします。

※調査の結果によっては導入が
難しい場合がございます。その
場合は、infal をお申し込みいた
だけませんのでご了承ください。
（現地調査費用などは一切かか
りません）

※サービス導入にあたり発生する工事費
用などは弊社が負担いたします。お客様
に費用が発生することはございません。

お申し込み・お問合せは ......

❹

ご契約

「infal サービス申込書」に
ご記入いただき、当社とご
契約いただきます。

infal

❺ 設備導入工事
当社からお客様にご連絡さ
せていただき、工事の日程
調整を行います。工事日程
が決まりましたら、当社ま
たは当 社 指 定の業 者が 設
備導入工事を行います。

❻

ご提供開始

詳しいサービスのご説明

http://www.telhi.co.jp
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施設利用者向けネット
管理サービスのご案内

イベントホール・施設管理者の方へ

施設利用者向けネット管理サービス《infal》
施設を管理している方
利用者にインターネットを提供したいが
事務所の回線を貸し出すのは不安
そもそもインターネットを貸し出す方法が
わからない
工事ってどこにお願いすればいいの？
技術的トラブルが発生しても対応できない

こんなお悩みありませんか？
施設を利用している方
イベントで安定して高速なインターネットを使いたい

選べる２種類の提供形態
おまかせ型

レンタル Wi-Fi だと不安定で遅い ......

①施設利用申込

専用線を敷設してもらうと費用負担が大きい
前日に急遽インターネットが必要になったけど
工事が間に合わない！

OEM 型

②施設提供

利用者

利用者

③回線利用申込
⑤お支払い

当社

④回線提供

一切の費用負担なく
高速インターネット対応施設へ

インターネット利用に関わる
利用者対応不要

当サービスをご利用いただく施設様は初期工事費等含め

施設利用者の申込対応や回線工事、技術支援などはもち

一切の費用負担なく高速インターネット対応施設として広

ろん、施設毎のルールに基づいた敷設施工の説明などイン

報いただけます。

ターネット利用に係る対応は全て弊社が行います。
・申し込み対応
・使い方のご相談
・利用者の機材破損対応
・会場の施工条件の説明

他社例：10 万円〜＋設備導入費用
回線工事費等
施設側費用負担

無料

全て対応

回線工事から維持管理、利用者様へのご提供、技術トラブル対応まで
一貫して弊社が行います。

一日 2,750 円〜の超低価格で
快適な専用回線をご利用いただけます

１

）をご利用いただけます。
他社例：10 万円〜
使用料

（1 日のご利用）

2,750 円〜

弊社独自の回線管理維持方法により、ご利用者様の申し
込みから最短 1 時間後※２のご利用開始が可能です。当日の

他社サービス

７日〜１ヶ月
弊社なら

最短

1 時間

・広域災害時臨時公衆 Wi-Fi※４対応

こちらもご利用いただけます

当社

③回線提供

回線のお申し込み受付やお客様からのお支払いを施

ご請求、お支払いまでを一貫して当社が担当いたし

設管理者様に行なっていただきます。既存の施設オ

ます。施設管理者様は管理コストを増やすことなく、

プションサービス（備品レンタル等）と同様の提供

高速なインターネット回線の提供が可能となります。

が可能で、施設利用に関する手続き窓口を一本化で

当社

きます。

提供回線

１Gbps

最大

利用者様にご提供する回線は、音楽イベントでの生中継配信など大
容量で高品質な回線を必要とする用途にも対応する最大 1Gbps※１の利
用者様専用の回線となります。さらに、回線は 24 時間 365 日リモー
トにて管理しています。障害発生時には速やかに作業員が無償にて復
旧作業を行います。

※２

お申し込みについてもご相談ください。

利用者回線

②回線利用申込
⑤お支払い

承諾いただいた施設については、広域災害発生時には弊社の回線が切断されない
限り、公衆無線 LAN スポットとして避難者へ開放いたします。（無償）

・施設内公共 Wi-Fi 提供対応（オプションサービス）

ご利用料金
導入にあたり、

利用者様

高負荷にも耐えるご利用者様専用の高速回線（最大 1Gbps※

③施設提供

施設様

ご利用者様はレンタルモバイル Wi-Fi 並みの低価格で、

施設管理者

回線のお申し込みから、ご利用方法のご説明、ご提供、

24 時間 365 日リモート管理

最短でお申込 1 時間後 から利用可能

①施設・回線利用申込
④お支払い

施設管理者

施設ごとに弊社が稼働率を最大限引き出せる価格を設定し、イベント主催者様にご提
案させていただきます。

初期工事費・維持固定費は一切かかりません。

※５

価格ご提案例

※提案価格は施設の広さや稼働状況により異なります。

2,000 円〜/ 日

※１ 回線速度はベストエフォートとなります。※２ 高稼働施設において完全リモートコントロールで開通を行なった場合。※３ 施設管理者様の責任に帰すべき事由によりサービスが中断した場合の損
害は施設管理者様に補償いただきます。※4 災害時に輝日コントロールセンターが被災した場合など、やむなき事由により開放作業に時間を要する場合がございますがご容赦ください。※５維持電気代
等請求分離が不可能な費用についてはお客様にご負担いただくことがございます。（目安：平均的な施設で月間 500 円程度）また、契約から 2 年以内に解約された場合は違約金として初期工事費等を
請求させていただくことがございます。詳しくは契約時にご説明させていただきます。また、弊社の基準を満たさない施設の場合、導入をお断りする、または導入準備工事を別途実施していただくな
どの対応となる場合がございます。●回線の利用状況によっては、一度工事不要施設化した場合でも弊社管理の常設線を撤去し工事必要施設等へ転換させていただくことがございます。

