
月額利用料 880円（税込）

あんしんWi-Fi（L）は
「Wi-Fiスポット」と、「かけつけサポート」が
セットになったサービスです！

全国の有料Wi-Fiスポットが利用し放題

飲食店、ショッピングモール、ホテルや駅など全国に
広がるWi-Fiスポットが利用し放題！
パケットを気にせずネットを楽しめます。

あんしんWi-Fi（S）スポットby エコネクト

このマークが目印！

修理費用に対する
充実の補償金額

特
典

お客様がお持ちのWi-Fi 対応機器が破損や水没して
しまった場合、修理費用に対して最大10万円の保険金
をお支払いする特典です。
※すでに壊れている機器は対象外です。

さくら損害保険保険金請求窓口
受付時間
10:00～19:00(年末年始を除く)0570-036-736

保険金申請についてのお問い合わせ

ご契約に関するお問い合わせ

0570-024-487 受付時間
24時間（自動音声案内）

株式会社セールスパートナー 

※IP電話によっては繋がらない場合がございますので、その場合は携帯電話または別の電話番号
からお問い合わせください。

あんしんWi-Fi(L)にご登録いただくと、MyページのURLと
パスワードが登録したスマートフォンにSMSで届きます。
Myページの「会員情報確認」からIDとパスワードを確認できます。

お客様情報をご記入ください

Wi-Fi接続パスワード

Wi-Fi接続 ID WiSP ＠econnect.jp.wifi

事故状況説明書 兼 保険金請求書に記入する際に必要に
なりますので、ご購入後すぐにご記入ください。
【IMEI/シリアルNo.確認方法】
iOS（iPhone・iPad）･･･設定 → 一般 → 情報
Android･･･アプリ一覧 → 設定 → 端末情報 → 機器の状態 
※機種によって若干異なる場合があります。

スマートフォン・タブレット端末の
IMEIとシリアル番号をご記入ください

シリアル番号

I M E I

https://wi-fi-l.com

M yページ情報 決済変更や解約もこちらから

携帯電話番号

パスワード（4文字以上）

はじめに、Wi-Fi接続アプリを
ダウンロードをしてください

あんしんWi-Fi(L)をお申し込みの方は、特別価格でパ
ソコン・スマホ・タブレットの設定や利用方法のレク
チャーなど、技術的なスタッフの訪問サポートをご利用
いただけるサービスです。

わからない時の強い味方、
かけつけサポート

【ご解約の流れ】
①Myページにログイン
②ページ上部の　　から
解約を選択
③案内に従い解約手続き

【お問い合わせの流れ】
①上記QRコードまたはURLから
　商品サイトにアクセス
②ページ最下部の「お問い合わせ」を選択
③「お問い合わせフォームはこちら」より
　お問い合わせください



■通信端末修理費用保険【引受保険会社：さくら損害保険株式会社】※1 修理可能とは対象端末をメーカーや修理店にて修理した状況を指します。※2 修理不能とはメーカーによる修理不可能判定のもと、同等品の端末を
購入された状況を指します。※3 修理可能の場合は、対象端末の修理にかかった実費のうち最大金額（不課税）を上限としてお支払します。※4 修理不可の場合は、再購入費用の50％を最大金額（不課税）を上限としてお支払
します。※5 あんしんW-Fi(L)サービスの購入者が所有・利用しており、Wi-Fi接続が可能な移動通信機器が対象です。※6 対象端末は日本国内で販売されたメーカー（日本法人を設立している日本国外メーカーを含みます）純
正の製品および移動体通信事業者（仮想移動体通信事業者を含みます）によって販売された製品であること。※7 保険金の申請は年2回（起算日はサービス加入日とします）まで可能です。申込者の所有・利用する端末であれ
ば1回目と同端末・別端末は問いません。但し同一事故による求償は1度きりとするものとします。※8 対象端末の付属品・消耗品（ACアダプター、ケーブル、マウス、キーボード、バッテリー、外部記録媒体等）は保険の対象外と
なります。※あんしんWi-Fi(S)スポットbyエコネクトの利用に付随関連して申込者が申込者の所有する対象端末を使用したことによって発生した事故が、保険金のお支払の前提条件となります。※退会後の再入会はできませ
ん。※通信端末修理費用保険は、本サービスの特典になります。　引受保険会社：さくら損害保険株式会社

修理費用に対する充実の補償金額特典

ご申請に必要になる書類

修理報告書
または修理見積書
（コピー可）

損害状況・
損害品の
写真（外損時）

修理をした際の
領収書

事故状況説明書 兼
保険金請求書

保険金請求に必要な書類や申請までの手順はこちらです。
内容をよくご確認のうえお手続きください。

保険金請求の申請方法通信端末修理費用保険の幅広い対象端末と、手厚い保険金
対象端末の損害状況に応じて、1回のご申請につき下記記載の最大金額を年2回までお支払いたします。 

対象となる端末

ゲーム機 スマートウォッチタブレットスマホ 音楽プレイヤーノートパソコン

保険金の上限額

備　考

デスクトップ型PCは対象外

Wi-Fi接続ができる機器
※5

※表中の金額を最大金額として、規定内にてお支払いたします。

スマートフォン

タブレット端末

スマートウォッチ

モバイルゲーム機

モバイル音楽プレーヤー

ノートパソコン

修理可能※1

100,000円最
大

※3

修理不能※2

50,000円最
大

※4

保証書もしくは購入日の確認できる書類は
再発行が難しい場合がございます

捨てずに大切に保管してください

注意事項 メーカーもしくは修理店に
て修理の見積もりを依頼す
る。修理不可によって新端
末を購入された場合も修理
不可証明書を取得する。

見積もり書ではなく、日
付が入っている領収書を
受け取ってください。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

送
付
先

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1丁目12番5号
東京信用金庫本店ビル10F
さくら損害保険株式会社
あんしんWi-Fi（L)　担当係

保険金WEB申請の6つの手順

修理の見積もりを
依頼する

修理を依頼して
修理報告書を受け取る 領収書を受け取る損害状況・損害品の

写真を撮影する
損害状況確認のため写
真を撮影する。
※用意が難しい場合は、
保険金請求時に別途保
険会社へ連絡ください。

修理店での修理や交換
サービス、WEB申込によ
る郵送対応も可能です。

不備があった場合、メーカー
にお問い合わせください。

STEP 5 STEP 6

申請に必要な書類が
あるかを確認する

重 要 あんしんWi-Fi(L)

申請内容に不備がなければ、30日以内にお支払いされます。
※審査を通過した場合のみ

WEB申請フォームより必要情報の入力と申請に
必要な書類をアップロードいただき申請する。

保険金請求書をマイページからダウンロードいただき、
右記の住所へその他書類と合わせて送付してください。
※郵送いただく場合、送料はお客様負担となりますので、
WEBからの申請がおすすめです。

郵送いただく場合

□　月額料金はキャリア決済、クレジットカード決済が可能です。（キャリア決済で通信キャリアを乗り換える
場合やクレジットカードの更新があった場合は当月内にマイページより、決済情報の変更が必要です。)

□　サービス加入日を起算日としてメーカー発売日が過去5年以内の端末と、サービス加入日以降に
新しく発売される端末が対象となります。5年経過している端末は加入日前1年以内もしくは加入日
以降の購入証明をもって対象となります。

　　※対象となった端末は、サービス継続中、保険対象から外れることはございません。
□　サービス加入者と修理端末の利用者が同一の場合にご利用が可能となります。

家族等の利用端末は対象外です。
□　Wi-Fi接続可能な移動通信機器であり、国内で発売されたメーカーの純正品が対象です。 ※6
□　修理費用の保険はサービス加入日の翌日以降の事故が対象です。
　　サービス加入日当日の事故および、サービス加入日前の事故は保険対象外です。
□　保険金の申請はサービス加入日から1年毎に最大2回まで可能です。

(2021/1/1加入の場合、2021/12/31までに最大2回)※7
□　盗難・紛失・バッテリー交換・対象端末の付属品や消耗品は保険対象外です。 ※8
□　家族・知人・フリーマーケット・オークション等の個人間による購入・譲受した端末は保険対象外です。
□　事前にマイページにて補償対象にしたい端末情報の登録が必要です。
　　サービス加入日当日以降の購入端末：①端末情報入力、②購入日証明書(ない場合は端末の正面・背面の写真)
　　サービス加入日より前の購入端末：①端末情報入力、②端末の正面・背面の写真
□　各種必要書類等をご提出後、保険会社にて規定に沿った申請内容か確認を行います。

規定外の申請内容の場合は保険金対象外となります。

購入日を証明できる書類（いずれか一つ）
※サービス加入日から5年より前に発売された端末の場
合は、サービス加入1年以内の購入証明書が必要です。

保険金請求書は
MYページから
ダウンロード可能です。



保険金申請をご利用いただくための端末登録方法
特典の修理費用保険をご利用いただくにあたり、

事前にご利用したい端末情報の登録が必要となります。

端末の登録手順はこちらです。 
内容をよくご確認のうえお手続きください。
入力内容やアップロードいただいた写真に不備が
あった場合はご登録いただいたお電話番号へSMS
等でご連絡をさせていただく場合がございます。

QRコードを読み込んで、Myページへログインい
ただき、『端末登録はこちら』のボタンを押してくだ
さい。端末登録情報画面の『新規登録』ボタンを押
してください。

ご入力内容・アップロード画像をご
確認いただき、問題なければ『登
録』ボタンを押して登録完了です。
他に端末登録を行う場合は、『他端
末の登録を行う』ボタンを押してく
ださい。

STEP
01

STEP
02

STEP
03各項目をご確認いただき、必要な情報の入力をお願いいたします。

入力していただく項目

❶種別
スマートフォン・タブレットなどの
種別をお選びください。

❷メーカー

❸機種
種別を選んだうえで、登録端末の
メーカーと機種をお選びください。
※メーカー・機種が選択肢にない場合
その他を選択して、メーカー名・機種名を
入力欄にご入力ください。

❹IMEI番号/シリアル番号/製造番号
※どれか一つをご入力をお願いいたします。
スマートフォンの場合
IMEI表示方法
電話をかける方法と同じ手順で
「*#06#」と入力。
または「設定」→「端末情報」→
「端末の状態」

❺端末の購入時期
左記画面上部赤枠のお申し込み日以降
に購入した端末かどうかお選びください。

❻端末のメーカー発売時期
お申し込み日時点でメーカー発売日から5
年経過しているかどうかお選びください。
※「5年経過している」をお選びいただいた場合
は購入証明書のアップロードが必要となります。
※購入証明書とは「端末購入日+機種名」また
は「端末購入日+IMEI番号/シリアル番号/製造
番号」が確認できる書類です。

❼アップロードが必要な
写真

「端末の購入時期」「端末
のメーカー発売時期」を
選択すると端末情報登
録に必要なアップロー
ド写真の種類が表示さ
れます。

❽購入証明書
購入証明書は販売店よ
り発行される購入日と
機種名、もしくは購入日
と製造番号(IMEIなど)
が記載されている「契約
書」や「領収書」、「納品
書」「保証書」などをアッ
プロードしてください。

❾端末の正面と背面写真
電源を立ち上げ、④に入
力したIMEI/シリアル番
号/製造番号を表示した
画面を画面からはみ出
さないように撮影しアッ
プロードしてください。

表示例

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

https://wi-fi-l.com/license-check

あんしんWi-Fi(L)



端末の正面と背面写真撮影時の注意事項

購入証明書の撮影・注意事項

入力内容やアップロードいただいた写真に
不備があった場合は、
ご登録いただいたお電話番号へSMS等で
ご連絡をさせていただく場合がございます。

不備内容の修正は端末登録一覧より、
対象端末登録情報の『確認』ボタンより修正を
行ってください。

Myページ情報ご連絡させていただくお電話番号は
サービス加入時にご登録いただいた
お電話番号になります。

こちらの番号から変更する場合は、
端末登録一覧ページの『編集』ボタンより
連絡先電話番号の変更を行ってください。
※登録いただける電話番号はSMSを受信できる電話
番号のみとなります。

登録情報に不備があった場合

端末写真撮影時には下記の内容にご注意いただき撮影をお願いいたします。

▼写真撮影時の注意事項

▼購入証明書とは

▼撮影時の注意事項

▼正面写真の撮影方法

▼正面写真のNGな撮影例

▼背面写真の撮影方法

▼背面写真のNGな撮影例

お申し込み日以降に新しく購入された端末の場合は、端末の正面と背面写真ではなく、購入日証明書でも登録可能です。
購入証明書は販売店より発行される購入日と機種名、もしくは購入日と製造番号(IMEIなど)が記載されている書面にて登録してください。

購入証明書は販売店より発行される購入日、端末情
報、販売店名が記載されている「契約書」や「領収書」、
「納品書」、「保証書」などをいいます。

書類全体が写真に収まるよう
に撮影してください。

明るい場所で撮影する

フィルムやカバー等は外し、
割れやキズのないことが
確認できる状態に

登録する機器全体を
画像の中へすべて収める

アップロードや送付時は
写真のサイズを変更しない スクリーンショットの

画像を使用したもの
背面が

撮影されたもの
端末の一部が
撮影されたもの

箱や契約書類を
撮影したもの

解像度が低いものは記載内
容を確認することができませ
ん。できるだけ元のサイズのま
まアップロードしてください。

撮影方法・画像送付時の注意点 スマートフォン・タブレット

▼撮影例
通信キャリアで購入した端末
以下のような書類をご準備ください。

・契約書の控え
・割賦契約書の控え
・製品情報が記載され
ている領収書または
レシート

参考書類（一例）
書面がお手元にない場合、通信キャ
リアの提供するマイページ（WEB）
より取得が可能です。

▼各キャリアの確認例
docomoで購入した端末

・Ｘｉサービス契約申込書
・個別信用購入あっせん契約申込書
 ※その他の名称のものもあり
操作手順
My docomoへログイン⇒契約内容・手続き⇒
お申込み履歴の確認⇒該当の契約書を選択
≪機種情報≫の記載があるページ全体をスク
リーンショットに撮る

auで購入した端末
・ご契約の内容（au通信サービス契約）
・ご契約の内容（機種変更）
・個別信用購入あっせん契約申込書
※その他の名称のものもあり

オンラインショップで購入した端末

≪移動機情報≫の記載があるページ全体をスク
リーンショットに撮る

以下のような書類をご準備ください。
・納品書
・保証書
・製品情報が記載され
ている領収書
・注文履歴、注文商品発
送案内のメール等

SoftBankで購入した端末

操作手順
My auへログイン⇒スマートフォン・携帯電話
⇒ご契約内容/手続き⇒お手続き履歴の確認
⇒該当の契約書を選択
≪移動機情報≫の記載があるページ全体をスク
リーンショットに撮る

・【乗換（MNP）転入】申込内容確認書
・【機種変更】申込み内容確認書
・個別信用購入あっせん契約申込書
 ※その他の名称のものもあり
操作手順
MySoftbankへログイン⇒契約確認⇒契約書面
⇒確認する⇒契約書⇒ご契約文書⇒該当の
契約書を選択

❶画面にIMEI又はシリアル
番号を表示させる。
❷その状態のまま端末全体を
別の端末にて撮影する。

PC、ゲーム機などその他機器

❶電源を立ち上げて設定画面
からシリアル番号を表示する。
❷その状態のまま端末全体を
別の端末にて撮影する。

❶申請された端末と同じものであり、
申請時の傷や故障がないことを
写真で確認できるように配置する。
❷その状態のまま端末全体を別の
端末にて撮影する。 同じ端末を裏返し、全体が写る

ように撮影してください。

端末の一部しか写っておらず、
申請した端末と同一品である
ことが確認できないもの

ケースをつけたまま撮影して
いるため、背面の状態が確認

できないもの

アップロード用写真撮影時の注意事項

https://wi-fi-l.com/license-check

あんしんWi-Fi(L)


