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Exciting Asia Individual Dial Up Internet Service 
 
エクサの「エキサイティングアジア」ダイアルアップインターネットサービスは経済的にご家庭でインターネットを

ご利用できるサービスです。１ヶ月に１1 時間以上インターネットを使用する方はプランＡを奨励します。プランＢ

はご使用にならない場合は課金されません。 
 

初期費用 
Initial Charge 

設定費用 / Setup Charge $200.00 / 初回のみ 
ユーザーディスクスペース：５ＭＢ / User Disk Space: 5MB 
PPP / SLIP/ UNIX / FTP アクセス 
 
 

A 無制限プラン      Unlimited Plan 
月額固定：１ヶ月ＨＫ＄１００の固定料金です。 $100.00 / 月 
*PNETS チャージが別途かかります。(HK$1.38/Hour)  *PNETS excluded 
個人のホームページ無料（５ＭＢまで） 

$100 per month 
Free Personal Homepage (5MB) 

 

B 従量課金制プラン   Hourly Plan 
従量課金：１時間ＨＫ＄10.00 の従量制です。 $10.00 / 時間 
 $10 per hour    *PNETSチャージ込み *PNETS included 
 

 

ワールドトラベラーローミングサービス 
International Roaming Service 

ローミングサービス／International Roaming Service $500.00 (Deposit) 
ＨＫ＄１／分～ＨＫ＄２／分（場所によって値段が異なります）  
「ワールドトラベラー」インターナショナルローミングサービス 
世界１５０カ国、５００都市からインターネットへのアクセスが可能になります。 
$500 deposit required, iPass is our current roaming partner, software required. 
 

 
オンサイトセットアップサービス 
On site Setup Service 

「お助けマン」オンサイトセットアップ 
"Otasuke-man" Onsite Setup Services: 

$800for First 2 hours Extra at $400 / hour 
2 時間$800 お時間を越えますと 1 時間$400 頂きます 

エンジニアを派遣してお客様のご指定の場所で“エキサイティングアジア“接続の為の設定を行います 
(subject to location, time and availability of engineers) 
 

 

その他のサービスチャージ 
Other Charges 

 
ユーザーＩＤの変更／Change of User ID: $100.00 
ユーザーパスワードの変更／Change of user Password $100.00 
サービスの変更／Change Service Plan $100.00 
追加ディスクストレージ Extra Disk Storage:  $1/MB/Day 
すべての金額は香港ドルです。All prices are in Hong Kong Dollar (HK $) 
*PNETS チャージは香港内でインターネットを使用する為のインターネット専用電話料金です。 
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お客様情報／Subscriber Information 
お名前 
Name: 
(Mr./Mrs./Ms./Dr./Prof.) 

 
 
 

生年月日 
Date of Birth: 
 

 
／    ／     ／       

(MM/DD/YY) 
会社名 
Company Name 

 ID カード/パスポート番号

HKID Card/Passport No. 
 

請求書の住所 
Billing Address: 

 

  

電話番号 
Phone Numbers: 

     

 (オフィス／Office)  (ご自宅・携帯／Home・Mobile)  (ファックス／Fax) 
Ｅメールアドレスとパスワード情報 ／Email Address & Password Information 

*英小文字、数字の４文字から８文字以内でお好きな文字をご記入ください。ご希望に添えない場合はご了承ください。 

 *4 - 8 characters; no space; no symbol; start with a letter 
第１希望／First Choice         @exasia.net 
第２希望／Second Choice         @exasia.net 
 *５文字以上、１文字目は英小文字のみ ご希望のパスワード 
Preferred Password 

        
例： d 1 2 o k d b s 

 

 
インターネットサービスプラン／Internet Service Plan 

     初期費用／Sign up Fee: $200.00   前払金／Prepayment   : $500.00  
＊ ご入会時に$700 お支払い下さい。プラン A の場合毎月固定料金 HK$100 が前払金の中より支払われ、PNETS チャージのみ$80 を超えた

段階でインボイスを発行させていただきます。プラン B の場合毎月のご利用料金を HK$500 の中から引いていきます。前払金がなくなった

段階でプラン A は毎月、プラン B はひと月に HK$80 以上ご利用になった際にインボイスを発行させていただきます。HK$80 以下の場合

には翌月に持ち越しになります。なお一度お支払い頂いた金額は返却できませんのでご了承下さい。 
＊ When you apply please include $700.If you choose plan A,$500 will count as a five months prepayment at $100 per month.You will be 

invoiced within if that time only PNETS charge reaches $80 and more.When the payment runs out,Plan A holders will be charged and 
invoiced $100 + PNETS charge every month.Plan B holders will be only invoiced if their charge exceeds $80 or more.There will be no 
refund of the initial payment under any circumstances. 

  プランＡ：無制限   Plan A : Unlimited User プランＢ：従量課金制  Plan B : Hourly User 
固定料金  １ヶ月／＄１００ 
毎月固定料金でインターネットがご利用いただけま 
す。          100$ per month (PNETS excluded) 

 （別途 PNETS チャージ 1 時間 HK$1.38 が必要です） 

 従量課金制  １時間／＄１０．００ 
インターネットをご利用した時間だけ、利用料金をお支払い頂 
きます。（PNETS チャージ込）$10 per hour (PNETS included) 
 

その他のサービス（オプション）／Other Services (option): 
 「ワールドトラベラー」ローミングサービス／”World Traveler” Roaming Service ($500 deposit required, iPass is our current roaming   

  partner, software required)（ＨＫ＄５００のデポジット、アメリカ・カナダＨＫ＄１／分、その他の国ＨＫ＄２／分の料金です） 
 「お助けマン」オンサイトセットアップ／”Otasuke-man” On-site setup service  

 （ＨＫ＄８００最初の２時間、追加時間＄４００／１時間） 
  ($800 for the first 1 hour, extra at HK$400 per hour; subject to location, time and availability of engineers.) 
                                                                  Total:  HK$               

お支払い方法／Payment Method 
[  ] Credit Card - I, the cardholder, by signing, agree and authorize EXA Company Limited to charge all the invoiced amount by auto 

debit from the following selected credit card until further notice. 
クレジットカードによるお支払 
Card Number :                                       (Visa/MasterCard) Expiry Date :       
カード番号                           有効期限 
Card Holder’s Name:              Card Holder’s Signature:                  
所有者ご氏名                       所有者ご署名 

[  ]  Cash - I am enclosing a deposit slip of the amount deposited/transferred to Hang Seng Bank A/C# 368-5-004453. 
     銀行振込によるお支払：ハンセンバンク（恒生銀行）#368-5-004453 までお振込み後、振込用紙を当社までファッ 
   クスして下さい 
[  ]  Crossed Cheque - I am enclosing a cheque payable to "EXA Company Limited". 

 チェックでのお支払 ：宛名は“ＥＸＡ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ” 
規約／Declaration 

I confirm that the above information is true, complete and correct to the best of my knowledge, and I am over the age of 18.  I have read 
and understood the Terms and Conditions provided with this application form, and I agree to subscribe to the service of EXA Company 
Limited. 
 
 ご署名：                         日付： 
Signature                     Date      
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