
月々のASAHIネットご利用料金のお支払い方法は、「口座振替（自動引落）」、「郵便振替」、「銀行口座振込」から
お選びいただけます。

お支払い方法・法人事務手数料のご案内

お支払い方法について

・ASAHIネット法人会員入会申込書にご記入漏れ、ご印鑑漏れなどがあった場合は、手続きが遅れることがございますので
ご注意ください。その場合、手続き完了までの間、郵便振替用紙でのお支払いをお願いすることがございます。

・口座からのお引落しができなかった場合、弊社指定口座へお振込みいただくことがございます。

ご請求口ごとに、法人事務手数料がかかります。事務手数料は、お支払い方法によって異なります。
※銀行口座振込をご希望の場合、法人事務手数料の他に、金融機関への振込手数料が必要です

法人事務手数料について

「ASAHIネット法人会員入会申込書（517＃）」および、ご利用を希望される接続コースの申込書にご記入の
うえ、朝日ネット宛てにご郵送ください。

ASAHIネットへのお申し込み方法

700
2022-03

お支払い方法と法人事務手数料 料金表

ご請求は毎月1日から月末までの計算です。請求書のお届けは、ご利用月の翌月10日頃です。

口座振替（自動引落）をご利用のお客様へ

注1 : ご利用代金は、三菱UFJ ニコス株式会社が代行して代金収納をいたします。
注2 : 27日が休業日の場合、お引落しはその翌営業日となります。

記載内容は2022年3月現在のものです

（金額はすべて税抜です）

お支払い方法 法人事務手数料 振込手数料

口座振替
（自動引落）

500円/月

毎月、ご指定の金融機関口座から自動
引落しによりお支払いいただく方法です。
自動的にお支払いいただけるため、
大変便利です。

600円/月 当社負担

―

郵便振替
ゆうちょ銀行の窓口やATM でお支払い
いただく方法です。払込用紙は請求書
に同封いたします。

800円/月 お客様負担

お支払期日
（お引落し日）

ご利用月の
翌月27日

ご利用月の
翌月末日

銀行口座振込 当社指定の口座にお振込みいただく方
法です。別途、振込手数料が必要です。

注1
注2



《収納依頼企業使用欄》

　フリガナ

 〒　　　　－　　　　

電話　　　　　　　　　(　　　　　　　)　　　　　 FAX　　　　　　　　　(　　　　　　　)　　　　　

　フリガナ

ゆうちょ銀行以外の金融機関又はゆうちょ銀行のどちらか一方に記入してください。

本　店

信用金庫  信用組合 支　店

農協　　漁協　　労金 出張所

※ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、

下記該当箇所に○印をつけて三菱ＵＦＪニコスへご返送ください。

【 不備返送先 】〒274-8790　日本郵便船橋東支店　 私書箱30号

三菱ＵＦＪニコス株式会社　　中央システムセンター　宛

私は、「ASAHIネット法人会員規約」「会員の禁止事項」「個人情報の取扱いについて」を承諾の上、記載の支払い方法でASAHIネット法人会員サービスを申し込みま
す。なお、本手続きにより取得する個人情報の利用目的は、「個人情報の取扱いについて」2. 個人情報の利用目的の(i)お客様情報　に該当します。

お支払い方法
A～Cいずれかに○をつけてください。

金融機関控

新　　規

0 1

口振番号

日月33 お申し込み日8 3

NSCOPYTABLE受付

2.預金種目相違
5.口座番号相違
8.その他（

00190-5-73326

以
外
の
金
融
機
関

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

7 1 2 9

私は、三菱ＵＦＪニコスから請求された金額を私名義の預金から口座振替により支払うことにしたいので、下記預金口座振替規定条項を確
約の上依頼します。なお、本書は三菱ＵＦＪニコス以外の請求については使用できないものとします。

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（収 加）

金融機関お届け印
（お届けサイン） （押し直し専用）

種目コード

御
中ご指定

口座
口座
番号

銀　　行

1 0

店番号1 2

料金等の種類 ASAHIネットご利用代金

3.印鑑不鮮明
6.預金取引なし
　　　　　　　　　　）

収　納　依　頼　企　業　名

株式会社朝日ネット

1.預金の支払手続については、当座勘定約定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出しまたは普通預金払戻請求書を提出いたしませんから貴店所定の方法で処理してください。
　なお、振替日が変更された場合は請求書に記載された日付をもって処理されてもさしつかえありません。
2.指定預金口座の残高が振替日において引落請求票の金額に満たないときは、私に通知することなく引落請求票を返却されても又、指定日以降に再度振替えられても異議ありません。
3.この預金口座振替契約は貴店が必要と認めた場合には、私に通知することなく解除されても異議ありません。
4.上記顧客番号につき別番号の追加利用、又は変更があっても本書は有効として扱われてさしつかえありません。
5.この取引きについてかりに紛議が生じても貴店あるいは三菱ＵＦＪニコス株式会社の責によるものを除き、すべて私と収納依頼企業との間において解決するものとし、貴店および三菱ＵＦＪニコス
　株式会社には一切ご迷惑をかけません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。

1.印鑑相違
4.名義人相違
7.支店名相違

預金口座振替規定（ゆうちょ銀行除く）

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

払 込 先
加入者名

三菱ＵＦＪニコス株式会社

の

契約種別コード

払 込 先
口座番号

通帳番号（右からつめてご記入ください）通帳記号

※　この用紙は、コピーをお取りいただき、お客様控えとしてお手元に保管してください。
※　お客様の氏名などの文字が漢字コード(JIS83)にない場合、かなで登録いたします。ご了承ください。

　

取扱責任者

発行通知・請求
書等送付先

法人名

(収納企業使用欄)

顧客番号

ASAHIネット法人会員入会申込書 517♯

年

収納企業名： 三菱ＵＦＪニコス株式会社（ＮＩＣＯＳ） 振替日・払込日： ２７日 （休業日の場合はその翌営業日）

1 6 6 3 4

普通預金

（総合口座）
当座預金

Ａ

1304

B

C 銀行口座振込

郵便振替

口座振替（自動引落）
※下欄にお支払い口座をご記入ください。

取扱店日附印
金
融
機
関
使
用
欄

検印

印鑑照合

受付印

フリガナ

口座名義人
預金者のお名前

①社名

②役職
③氏名
※必ず、①②③全て
をご記入ください。



517例
2021-02

ASAHIネット法人会員入会申込書 【記入例】
ＡＳＡＨＩ
ネット

株式会社朝日ネット
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｱｻﾋﾈｯﾄ

104 0061

03 1234 5678 03 1234

朝日 一郎
ｱｻﾋ ｲﾁﾛｳ

1234
東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー

③～⑦：口座振替（自動引落）を

ご希望の場合

株式会社朝日ネット
代表取締役社長
朝日 昇

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｱｻﾋﾈｯﾄ

届出印 届出印

三菱東京UFJ 銀座

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7

6

20XX XX XX

「お支払い方法」を選
択ください。

本書への記入日をご
記入ください。

預金通帳に記載して
ある口座名義人をす
べてご記入ください。

・ゆうちょ銀行以外

・ゆうちょ銀行

どちらか一方の口座
情報をご記入ください。

通帳番号の先頭が
「0」の場合でも「0」を
ご記入ください。

金融機関への届出
印を捺印ください。左
で押した届出印が不
鮮明な場合のみ、押
し直してください。

【その他留意点】

・本書（517#）はASAHIネット法人会員入会申込書です。

・記入漏れ、捺印漏れなどがございますと、お手続きにお時間がかかる場

合がございますので、ご注意ください。

・ASAHIネットより、お申し込み内容についてお問い合わせさせていただく

場合がございます。お客さま控えとして、コピーを保管ください。

・訂正が必要な場合、金融機関お届け印を訂正箇所へ捺印ください。

設定情報や請求書な
ど、ASAHIネットから
の各種書類のお届け
先となります。

1

ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸｼｬﾁｮｳｱｻﾋﾉﾎﾞﾙ

2

3

4

5

6

7

1
2

3

4
7

三菱UFJニコスの提携金
融機関以外は口座振替
（自動引落）をご利用に
なれませんのでご注意く
ださい。

5

フリガナの記入もお忘れないようにお願いします。

※ 口座名義人が法人名の場合
は、役職名・個人名・フリガナ
も忘れずにご記入ください。

※ 口座名義人が個人名の場合
は、個人名のみをご記入くだ
さい。



ASAHIネット WiMAX 2+ 利用申込書
ＡＳＡＨＩ
ネット

538
2022-04

※ 本書1枚につき、2個のお申し込みを承ります。3個以上お申し込みの場合は、お手数ですが本紙をコピーのうえご記入ください。
※4 Speed Wi-Fi NEXT WX06には、ACアダプタを無料でお付けすることができます。
※5 「ASAHIネット WiMAX +5G」の提供開始に伴い、固定IPアドレスオプション（月額利用料 880円/月）付きのWiMAX 2＋のみお申込みいただけます。

私は、以下に同意の上、本手続きを申し込みます。
・ 個人情報の取扱いについて ・ ASAHIネット法人会員規約 ・ 「会員の禁止事項」に関するご注意 ・ ASAHIネット WiMAX 2+コース特約
なお、本手続きにより取得する個人情報の利用目的は、「個人情報の取扱いについて」2. 個人情報の利用目的の(i)お客様情報 に該当します。

すべての太枠内に楷書でご記入ください。選択式項目は該当する□にチェックしてください。
必ず、別紙「法人会員入会申込書517＃」と一緒に、お送りください。

法人会員
専 用

ご記入日 年 月 日

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

① ご希望の料金プラン ② ご希望のデータ通信機器 ③ 固定IPアドレスについて（※5）

□ ギガ放題・LTEセットプラン

□ 定額・LTEセットプラン

□ ギガ放題プラン

□ 定額プラン

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06 ACアダプタ付き（※4）
□利用する（固定IPv4アドレス）

□ ギガ放題・LTEセットプラン

□ 定額・LTEセットプラン

□ ギガ放題プラン

□ 定額プラン

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06 ACアダプタ付き（※4）
□ 利用する（固定IPv4アドレス）

1

個

目

2

個

目

データ通信機器の送付先についてご記入ください。

□ 「入会申込書」に記入した住所宛てに送る

□ 「入会申込書」に記入した住所とは異なる住所に送る（送り先を以下にご記入ください）

住所： 〒 都・道・府・県 区・市・郡

※ビル・マンション名も忘れずにご記入ください。

宛名： 法人名 部署名 ご担当者名

連絡先 電話番号：

2

3

※1 「取扱責任者」とは、回線を管理・契約する法人の責任者様です。
※2 取扱責任者のメールアドレスをご記入ください。保守管理やサービス内容の変更など弊社からの重要なご案内をお送りします。

後日、ASAHIネットホームページにて追加・変更が可能です。
※3 ご記入内容について弊社よりご連絡させていただく場合がございます。お申込み担当者名が取扱責任者と同じ場合、記入の必要はありません。

※本書面の価格はすべて税率10％での金額となります。

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

法人名（※1）：
フリガナ：

取扱責任者： （姓） （名）

メールアドレス（※2）：

連絡先（※3）： 連絡先電話番号： ― ―

今回のお申込み担当者名：

1

以下のオプションサービスも同時に申し込む場合はチェックしてください。

追加メールボックス： □ 申し込む （ ）個 ※月額利用料：1メールボックスあたり220円

別紙「法人会員入会申込書５１７＃」と一緒に、下記までご郵送ください。

【宛先】〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15
歌舞伎座タワー21階 株式会社朝日ネット

弊社記入欄

受付 1 2 備考欄

4

5

✓

✓



ご記入日 年 月 日
すべての太枠内に楷書でご記入ください。選択式項目は該当する□にチェックしてください。
必ず、別紙「法人会員入会申込書517＃」と一緒に、お送りください。

ASAHIネット WiMAX 2+ 利用申込書
ＡＳＡＨＩ
ネット

538
2022-04

※ 本書1枚につき、2個のお申し込みを承ります。3個以上お申し込みの場合は、お手数ですが本紙をコピーのうえご記入ください。
※4 Speed Wi-Fi NEXT WX06には、ACアダプタを無料でお付けすることができます。
※5 「ASAHIネット WiMAX +5G」の提供開始に伴い、固定IPアドレスオプション（月額利用料 880円/月）付きのWiMAX 2＋のみお申込みいただけます。

法人会員
専 用

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

① ご希望の料金プラン ② ご希望のデータ通信機器 ③ 固定IPアドレスについて（※5）

□ ギガ放題・LTEセットプラン

□ 定額・LTEセットプラン

□ ギガ放題プラン

□ 定額プラン

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06 ACアダプタ付き（※4）
□利用する（固定IPv4アドレス）

□ ギガ放題・LTEセットプラン

□ 定額・LTEセットプラン

□ ギガ放題プラン

□ 定額プラン

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06

□ Speed Wi-Fi NEXT WX06 ACアダプタ付き（※4）
□ 利用する（固定IPv4アドレス）

1

個

目

2

個

目

データ通信機器の送付先についてご記入ください。

□ 「入会申込書」に記入した住所宛てに送る

□ 「入会申込書」に記入した住所とは異なる住所に送る（送り先を以下にご記入ください）

住所： 〒 都・道・府・県 区・市・郡

※ビル・マンション名も忘れずにご記入ください。

宛名： 法人名 部署名 ご担当者名

連絡先 電話番号：

2

3

※1 「取扱責任者」とは、回線を管理・契約する法人の責任者様です。
※2 取扱責任者のメールアドレスをご記入ください。保守管理やサービス内容の変更など弊社からの重要なご案内をお送りします。

後日、ASAHIネットホームページにて追加・変更が可能です。
※3 ご記入内容について弊社よりご連絡させていただく場合がございます。お申込み担当者名が取扱責任者と同じ場合、記入の必要はありません。

※本書面の価格はすべて税率10％での金額となります。

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

法人名（※1）：
フリガナ：

取扱責任者： （姓） （名）

メールアドレス（※2）：

連絡先（※3）： 連絡先電話番号： ― ―

今回のお申込み担当者名：

1

以下のオプションサービスも同時に申し込む場合はチェックしてください。

追加メールボックス： □ 申し込む （ ）個 ※月額利用料：1メールボックスあたり220円

別紙「法人会員入会申込書５１７＃」と一緒に、下記までご郵送ください。

【宛先】〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15
歌舞伎座タワー21階 株式会社朝日ネット

弊社記入欄

受付 1 2 備考欄

4

5

✓

✓

20XX     XX XX

カ ブ シ キ ガ イ シ ャ ア サ ヒ ネ ッ ト

株 式 会 社 朝 日 ネ ッ ト

朝 日 一 郎

sample@asahi-net.or. jp

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8
朝 日 花 子

✓
✓

✓

私は、以下に同意の上、本手続きを申し込みます。
・ 個人情報の取扱いについて ・ ASAHIネット法人会員規約 ・ 「会員の禁止事項」に関するご注意 ・ ASAHIネット WiMAX 2+コース特約
なお、本手続きにより取得する個人情報の利用目的は、「個人情報の取扱いについて」2. 個人情報の利用目的の(i)お客様情報 に該当します。記入例



ＡＳＡＨＩネット ＷｉＭＡＸ 2+ 利用申込書 538

 この申込書でできること

「ASAHIネット WiMAX 2+」と、追加メールボックスのお申し込みができます。
※ASAHIネット WiMAX2+コースのサービス内容など詳細については以下のURLをご参照ください。

https://asahi-net.jp/biz/service/mobile/wimax2plus/

 ご記入時の注意点

 その他

 追加メールボックス

接続サービスに含まれる基本メールボックスとは別に、新たにメールボックスを追加できるサービスです。

メール送受信機能のみの「メールID」を発行します。

 お申し込み後の流れ

• 本書（538）と一緒に、法人会員入会申込書（517#）を朝日ネットまでお送りください。

• 申込書が朝日ネットに届き次第、ご入会の手続きを行います。

（書類の記載内容に漏れなどがある場合、確認のお電話をさせていただくことがございます。）

• ご入会の手続きが完了しましたら、インターネット接続とメール送受信機能を統合した「ユーザーID」と、管理

者の方に使用していただくための「法人管理者ID」を発行いたします。

（ユーザーIDと法人管理者IDは登録住所宛にお送りいたします。）

• データ通信機器がお手元に届きましたら、簡単な作業を済ませるだけですぐにインターネット接続をご利用

いただけます。詳しくは、データ通信機器に同梱のマニュアルをご参照ください。

 お申し込み・ご利用について

当社は、お客様の料金等の未納・滞納がある場合、日本国内に法人登記がない等の信用調査の結果

適当ではないと判断した場合等には、お客様のサービスのご利用を承諾せず、または契約を解約し、

もしくは退会とすることがあります。

また、当社が申し込みを承諾する場合であっても、追加の書類の提出を要請し、または予め保証金もしくは

前受金を預かることがあります。

※本書面の価格はすべて税率10％での金額となります。



個人情報の取扱いについて
株式会社朝日ネット（以下「当社」）では、お客様の個人情報を以下のとおり取
り扱います。

１．事業者の名称および個人情報保護管理者
事業者名：株式会社朝日ネット
個人情報保護管理者：取締役 溝上聡司

お客様の個人情報は、同意を得た場合を除き第三者に提供いたしません。た
だし、以下の場合同意を得ることなく、第三者に提供できるものとします。
(１) NTT東日本、NTT西日本等の電気通信事業者に個人情報を提供

することがあります。
(２) 上記利用目的を実施するために必要な範囲内で、個人が特定できな

い形式に加工した統計情報を、第三者に提供または開示することがあ
ります。

(３) 以下の場合、本人の権利に配慮しつつ、個人情報を第三者に提供す
ることがあります。
(ⅰ) 法令に基づく場合
(ⅱ) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(ⅲ) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特

に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ
るとき

(ⅳ) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が
法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に
支障を及ぼすおそれがあるとき

当社は、個人情報への不正アクセスまたは個人情報の漏洩、滅失もしくは毀
損の防止その他個人情報の安全管理のため、「朝日ネットの個人情報保護
方針」による基本方針の策定のほか、以下の必要かつ適切な措置を講じるよ
う努めます。
(１) 内部規程の整備

個人情報の取扱方法、責任者、担当者およびその任務等について規
定を策定し、継続的に改善を実施します。

(２) 組織的安全管理措置
当社における個人情報の取扱いを管理する個人情報保護責任者を
設置し、従業者を監督するとともに、法令や規程に抵触する場合、速
やかに個人情報保護責任者に連絡する等の体制を整備します。また、
個人情報の取扱いについて、定期的に自己点検を実施するとともに、
内部監査や外部主体による監査を実施します。

(３) 技術的安全管理措置
個人情報へのアクセスの管理および監視、外部からの不正アクセスの
防止等の措置を講じます。

(４) 物理的安全管理措置
施錠、入退室管理、機器および電子媒体等の盗難等の防止、持出
し手段の制限等の対策を講じます。

(５) 人的安全管理措置
個人情報の安全管理に関する教育研修を、従業者に対して定期的
に実施する等の措置を講じます。

受託業務にて委託元より取得した場合を除いて、保有個人データの開示
等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停
止または消去、第三者提供の停止）の請求がなされた場合、個人情報
保護法の定めに従い、合理的な対応をさせていただきます。
手続きの詳細およびお問い合わせ窓口は当社ウェブサイト
（https://asahi-net.co.jp/corporate/privacy.html#chapter05）
をご確認ください。

この「個人情報の取扱いについて」に同意のうえ、個人情報をご提供いただけ
ない場合には、当社が提供するサービスの全部または一部をご利用いただけ
ないこと、ならびにお問い合わせに対する対応ができないことがありますので、ご
了承ください。

〒104－0061
東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー21階
株式会社朝日ネット 個人情報保護対策室
03-3541-3892 （平日10：00～18：00）

当社は、この「個人情報の取扱いについて」の内容の全部または一部を改
定することがあります。改定した場合は、当社ウェブサイトに反映すること等に
より公表します。

２．個人情報の利用目的

３．個人情報の第三者提供について

4．個人情報の適正な管理について

５．個人情報の取扱いの委託について
お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、業務等
を委託する第三者に対し開示できるものとします。

６．保有個人データの開示等の請求等およびお問い合わせ窓口について

７．お客様が個人情報を提供することの任意性及び提供いただけない場合に
生じる結果について

８．個人情報の取扱いに関する相談窓口

９．改定

制定日 2013年8月15日
改定日 2015年12月25日
改定日 2016年1月27日
改定日 2016年5月27日
改定日 2017年12月4日
改定日 2020年3月31日
改定日 2022年3月31日

ご注意 「個人情報の取扱いについて」は改定されることがあります。
最新版は当社のウェブサイトをご参照ください。

URL：https://asahi-net.co.jp/corporate/privacy.html#chapter02

(１) お客様の個人情報を以下の利用目的の範囲内で適正かつ公正に取
扱います。
(ⅰ) お客様情報

・サービスの提供
・契約・請求等の事務手続き、事務連絡
・当社および他社の商品・サービスの営業活動、キャンペーンの
案内
・アンケート、マーケティング調査分析およびその結果の利用
・統計数値作成および分析結果の利用
・サービスの不正利用の防止
・その他、上記に関連する業務

(２) お客様のクレジットカード情報（カード名義、カード番号、有効期限
等）を取得する利用目的、取得者、提供先、保存期間は以下のと
おりです。当社ではクレジットカード情報の非保持化に対応しています。
(ⅰ) 利用目的：ご提供するサービス等の代金を決済するため
(ⅱ) 取得者：株式会社朝日ネット
(ⅲ) 提供先：クレジットカード決済時にご利用いただいた各クレジッ

トカード会社および決済サービス支援会社。
(ⅳ) 保存期間：当社が定める適正な期間



ASAHIネット法人会員規約
第1条 ASAHIネット法人会員サービス
1. ASAHIネット法人会員サービス（以下、「法人会員サービス」と呼ぶ）とは、

株式会社朝日ネット（以下、「当社」と呼ぶ）が提供する主に法人を対象
としたインターネット接続サービスをさすものとします。

2. 法人会員サービスの種類および内容は当社の都合により随時、追加または
変更できるものとします。

第2条 法人会員
1. 本規約を承諾のうえ、当社の提供するサービスの中から利用したいサービス

を選択して当社所定の方法で入会を申し込み、当社が承認した法人、個
人、団体または個人事業者を法人会員（以下、「法人会員」と呼ぶ。なお、
法人会員および当社が別途定める個人会員、家族会員を総称して「会
員」と呼ぶ）とします。

2. 入会を承認するのに支障があると当社が判断した場合、入会を承認しない
場合があります。

3. インターネットを利用する法人会員には、当社からインターネット接続用会員
識別コード（接続ID）とこれに対応する暗証符号（接続パスワード）およ
び電子メール用会員識別コード（メールID）とこれに対応する暗証符号
（メールパスワード）を発行します（以下、接続IDおよびメールIDを総称し
て「ID」、接続パスワードおよびメールパスワードを総称して「パスワード」と呼
ぶ）。

4. 当社がIDとパスワードを発行することをもって、第1項の承認とします。
5. 法人会員は、当社が別途定める規約を承諾のうえ、当社が提供する有料

または無料の付加サービスの利用を申し込むことができます。

第3条 取扱責任者
1. 法人会員サービスの利用の申し込みにあたって、取扱責任者を指定してい

ただきます。
2. 法人会員は、法人会員サービスの利用にかかわる取扱責任者の行為につ

いて当社に責任を負うものとします。
3. 料金プランの変更、IDの追加・抹消、付加サービスの追加・解約、法人会

員サービスの解約等を希望する場合は、法人の代表者または取扱責任者
が、当社所定の方法により申し込むものとします。

第4条 利用者
1. 法人会員は、法人会員サービスの利用者を任意に決めることができるものと

します。
2. 法人会員は、法人会員サービスの利用者の行為について当社に責任を負う

ものとします。

第5条 個人情報の取り扱い
当社は、法人会員サービスの提供において知り得た個人情報を、当社の提
携先または委託先に提供する場合のほか、以下の各号の場合には第三者へ
開示、提供できるものとします。
(1) 当該個人の同意がある場合
(2) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合
(3) 個人情報の保護に関する法律その他の法令に基づく場合
(4) 警察機関等から捜査関係事項照会書等による情報の開示を

求められた場合

第6条 IDおよびパスワードの管理
1. 法人会員、取扱責任者、利用者は、IDおよびパスワード管理の責任を負

います。
2. 当社は、IDおよびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の

一切の責任を負いません。
3. IDおよびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合、法人会員または取扱責

任者は速やかに当社所定の方法で当社に届け出てください。

第7条 料金
1. 法人会員は、当社が別途定める料金その他の債務を、当社が定める以下

の各号のいずれかの方法によって支払うものとします。支払いに必要な振込
手数料その他の費用は、全て法人会員の負担とします。
(1) 預金口座振替または郵便振替
(2) 請求書
(3) その他当社が定める方法

2. 料金は事前通知をもって変更することがあります。
3. 法人会員は、当社の提携先が提供する法人会員サービスについて、提携

先の有する代金債権に対し、当社が代行して徴収することに承諾するものと
します。

4. 支払期日を過ぎてもなお法人会員が料金その他の債務を支払わない場合、
法人会員は、支払期日の翌日から支払日まで年14.5％の割合（年365
日の日割計算による）で計算される金額を延滞利息として、料金その他の
債務と一括して、当社の指定する日までに当社の指定する方法で支払うも
のとします。

第8条 法人会員、取扱責任者および利用者の禁止行為
法人会員、取扱責任者および利用者は法人会員サービスの利用にあたって
以下のような行為をしないことを確約していただきます。
(1) 他の会員または第三者もしくは当社の著作権、商標権等の知的

財産権の侵害
(2) 他の会員または第三者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像

権の侵害
(3) 他の会員または第三者もしくは当社への誹謗、中傷
(4) 他の会員または第三者もしくは当社に不利益を与える行為
(5) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(6) 法令に違反する行為または違反のおそれのある行為
(7) 法人会員サービスの運営を妨げる行為
(8) インターネットの利用先の接続条件および利用条件等に違反する

行為
(9) インターネットの円滑な利用を妨げる行為
(10) 本規約または付加サービスの規約に違反する行為
(11) その他当社が不適切と判断する行為

第9条 解約、資格の取り消しおよび損害賠償
1. 当社は、以下の場合、事前に催告することなく法人会員サービスの提供を

停止し、法人会員との契約を解約し、または法人会員の資格を取り消すこ
とができるものとします。この場合、すでに受領した料金などは払い戻しいたし
ません。また、当該法人会員は、当社に対し、料金その他の債務を直ちに
支払うものとします。
(1) 第8条の禁止行為に該当すると当社が判断する行為があった場合
(2) 申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) 料金などの支払いを遅延した場合
(4) 本規約または付加サービスの規約に違反した場合
(5) その他当社が法人会員として不適当と判断した場合

2. 法人会員、取扱責任者または利用者が、本規約または付加サービスの規
約に違反した行為によって当社に損害を与えた場合、法人会員は、解約、
資格の取り消しまたは退会の後であっても、当社に対して損害賠償責任を
負うものとします。

第10条 届出および通知
1. 法人名、団体名、住所、取扱責任者、料金支払方法等に変更が生じた

場合は、法人会員は、速やかに当社所定の方法で届け出るものとします。
2. 当社は、ASAHIネットホームページへの掲載、電子メールによる送信、電話

その他当社が適当と判断する方法により、必要な事項を法人会員に通知し
ます。

第11条 IDの停止、解約および退会
1. 法人会員が当社所定の方法により個々のIDの利用の停止もしくは解約ま

たは退会を届け出た場合、当社の別途定める日をもって法人会員サービス
の提供を停止し、または退会とします。ただし、退会するためには、法人会員
の利用するサービスの全てについて解約手続きを完了する必要があります。

2. 法人会員サービスの利用を停止する場合または退会する場合、月ごとに課
金される法人会員サービスにおいては、退会する月の料金の日割計算は行
いません。また、すでに受領した料金などの払い戻しには応じられません。

第12条 提供の一時停止
1. 当社は、法人会員サービスおよび付加サービスの完全な運営に努めますが、

保守作業、停電や天災などの不可抗力といった緊急事態、その他の理由に
より法人会員サービスおよび付加サービスの提供を一時的に停止することが
あります。

2. 法人会員サービスおよび付加サービスの提供の一時停止は事前にASAHI
ネットホームページ上または電子メール等で連絡します。緊急事態が発生し
た場合はこの限りではありません。

第13条 サービスの廃止
当社は、営業上、技術上などの理由により法人会員サービスおよび付加サー
ビスの全部または一部を廃止することがあります。法人会員サービスおよび付
加サービスを廃止するときは、廃止の2カ月前までに法人会員または取扱責
任者に通知します。
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第14条 当社の免責事項
1. 当社は、法人会員サービスおよび付加サービスの完全な運営に努めますが、

法人会員サービスおよび付加サービスの中断、運営の停止または廃止等に
よって法人会員、取扱責任者または利用者に損害が生じても当社は免責
されるものとします。

2. 当社は、法人会員、取扱責任者および利用者が法人会員サービスおよび
付加サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしませ
ん。

3. 当社は、法人会員サービスおよび付加サービスの使用により法人会員、取
扱責任者および利用者に発生した損害については、その責任を負いません。

4. 法人会員サービスおよび付加サービスの使用により、法人会員、取扱責任
者または利用者が他の会員もしくは第三者と紛争が生じた場合または他の
会員もしくは第三者に損害を与えた場合、法人会員の責任と費用において
解決していただき、当社に損害を与えないものとします。

5. 第 1 項、第 3 項に関わらず、当社は、法人会員が法人会員サービスおよ
び付加サービスの利用に関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う
場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、
損害賠償の範囲は、その会員に直接かつ現実に発生した通常損害の範囲
に限られ、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社がその会員
から受領すべき料金（消費税を含む）の範囲を超えません。

第15条 検査
1. 当社は、法人会員サービスの円滑な提供に支障がある場合、法人会員に、

その自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合
するかどうかの検査を受けることを求めることができます。法人会員は、正当
な理由がある場合その他法令で定める場合を除き、検査を受けるものとしま
す。

2. 前項に定める検査の結果、技術基準等に適合していると認められないとき
は、法人会員はその設備を取り外すものとします。

第16条 注意喚起
当社は、信頼できる第三者からの情報提供または当社の個別検知等により、
脆弱性を有する、またはマルウェアに感染している可能性が高い端末の情報
を得た場合に、当該端末を利用している会員を特定し、当該会員に対し、
注意喚起を行うことがあります。

第17条 転貸および権利譲渡
1. 法人会員サービスおよび付加サービスを受ける権利は、他に転貸、譲渡し、

または質権その他の担保に供することができません。
2. 当社は、法人会員に一定の期間について料金の不払いがある等の当社が

必要と判断する場合、法人会員に対して有する料金その他の債権を第三
者に譲渡し、または料金その他の債権の請求もしくは受領に関する業務を
第三者に委託することができます。法人会員は、これをあらかじめ承諾するも
のとします。

第18条 規約の適用関係
法人会員が法人会員サービスを利用する際の当該サービスの利用規約およ
び付加サービスを利用する際の当該付加サービスの規約は、本規約の一部
を構成するものとします。当該規約が本規約と異なる定めをしている場合は、
当該規約を優先するものとします。

第19条 本規約の範囲および変更
1. 当社が法人会員、取扱責任者または利用者に対して通知する追加の諸規

定は、本規約の一部を構成するものとします。
2. 当社が本規約を追加または変更する場合は、事前にASAHIネットホーム

ページ上に掲示するものとします。
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第20条 準拠法・管轄裁判所
1. 本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するも

のとします。
2. 法人会員、取扱責任者または利用者と当社の間で本規約に関して紛争が

生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属
管轄裁判所とします。

以 上

附則
本規約は、2011年6月1日より実施します。
本改正規定は、2015年5月1日より実施します。
本改正規定は、2018年4月1日より実施します。
本改正規定は、2019年8月10日より実施します。
本改正規定は、2020年3月31日より実施します。

ご注意 規約は改訂されることがあります。
最新版は当社のウェブサイトをご参照ください。

URL: https://asahi-net.jp/service/agreement/

2020/3
（株）朝日ネット

会員の禁止事項
「会員の禁止事項」の運用について

ASAHI ネットでは、入会の際にご承諾いただく規約で「会員の禁止行為」を定
めています。この規約に基づいて、たとえば下記のような行為を禁止しています。
・ いわゆるポルノや 18 禁およびアダルトグッズ等に関連した内容・リンクをホー
ムページ等に掲載すること。
・無差別な迷惑メール（いわゆるスパムメール）を発信すること。
・インターネットにつながったコンピュータの不正使用を試みること。
・平均的な利用を著しく上回る大量の通信量（トラフィック）を継続して発生
させ、 当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与えること。
・人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為または第三者に危害の及ぶおそれの
高い自殺の手段を紹介する等のこと。

万一、上記のような行為があった場合は、ホームページの公開停止やID利用
停止などの措置をとらせていただくことがありますので、あらかじめご承知ください。

附則
本規約は、2002年12月3日より実施します。
本改正規定は、2018年4月1日より実施します。

ご注意 規約は改訂されることがあります。
最新版は当社のウェブサイトをご参照ください。

URL: https://asahi-net.jp/service/agreement/

2018/4
（株）朝日ネット



ASAHIネット WiMAX 2+コース特約

第1条 総則
1. 本特約は、株式会社朝日ネット(以下「当社」といいます)が提供する、

ASAHIネット WiMAX 2+コース(以下「本サービス」といいます)を利用する
当社会員(以下「会員」といいます)に適用されます。

2. 本サービスについて、本特約に規定のない事項は、ASAHIネット個人会員
規約またはASAHIネット法人会員規約(以下併せて「会員規約」といいま
す)その他の規約および当社がウェブページ等にて別途提示する事項が準
用されます。

3. 本特約と会員規約その他の規約等とが抵触する場合、本サービスの提供
に関する限り、本特約が優先するものとします。

4. 当社は、本特約を変更する場合があります。この場合、変更後の本特約の
内容を提示し、改正年月日を付記します。

第2条 サービスの内容
1. 本サービスは、会員の依頼によって、当社が会員に提供する接続サービスで

す。本サービスにおいて、当社は、UQコミュニケーションズ株式会社(以下
「UQ」といいます)との提携によりインターネット接続サービスを提供します。

2. 本サービスの利用には、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定およ
び電波法に基づく技術基準適合証明を受けたWiMAX 2+に対応したデー
タ通信UIMカード及びデータ通信機器（以下「データ通信機器等」といいま
す）が必要となります。会員は、本サービスにおいて、当社よりデータ通信機
器等を購入するものとします。

3. 当社が、会員の使用するデータ通信機器について、前項に定める基準等に
適合していると認められないと判断した場合、当社は、当該会員に対する
本サービスの提供を中止することがあります。

第3条 契約の申し込みと承認
1. 本サービスへの申し込みは、本サービスの利用契約に付随する当社からデー

タ通信機器等を購入する契約（以下「機器売買契約」といいます）への
申し込みを含むものとみなされます。

2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、申込者の本サービスの申
し込みを保留し、もしくは承諾せず、または提供する本サービスの範囲を制
限する場合があります。
(1) 本サービスの申込みにおいて虚偽の記載、誤記、クレジットカードの

無効その他の手続き上の不備があった場合
(2) 会員が料金の債務不履行と認められる事実を行った場合または

支払を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 規約違反または料金未納・滞納等により、会員規約その他の規約に

基づく契約等の解除、または本サービス等の利用を停止されたことが
ある場合

(4) 申込者のネットワーク環境等により、本サービスの提供が技術的に
困難と思われる場合

(5) 申込者が日本国外に居住する場合
(6) その他、当社が申込者を本サービスの利用者として適当でないと判断

した場合
3. 本サービスの利用契約は、会員が本特約を承諾の上、当社所定の方法で

本サービスを申し込み、かつ当社が承認した時点（以下「承認日」といいま
す）で成立するものとします。但し、会員が当社の販売するデータ通信機
器等を利用する場合は、当該機器等の発送日から10日後、または会員が
当該機器等の設定（認証）を行った日のいずれか早い日をもって成立す
るものとします。

4. 利用料金の課金開始にあたっては、利用契約の成立した日の含まれる月
を契約開始月とします。

第4条 料金および支払方法
1. 本サービスは、契約開始月以降、会員の本サービスのご利用の有無にかか

わらず所定の月額料金が発生します。
2. 本サービスには、サービス申し込みに別途当社の定める登録手数料が発生

します。
3. 本サービスを利用する会員は、当社に対し、前二項に定める料金および

データ通信機器等の代金相当額その他当社が定める料金（以下総称し
て「料金等」といいます）を、当社が指定する日までに当社の指定する方法
で支払うものとします。

4. 本サービスの料金等は、事前通知をもって変更されることがあります。
5. 支払期日が過ぎてもなお会員が本サービスの料金等を弁済しない場合、会

員は、当社に対し延滞利息として、支払期日の翌日から支払日まで年１
４．５％（３６５日の日割りとします）の割合で計算される金額を、当
社が指定する日までに当社の指定する方法で支払うものとします。

第5条 提供エリアおよび通信速度
1. 本サービスの提供エリアは、当社が別途定めたエリアとなります。
2. 前項の提供エリア内であっても、電波の伝わりにくい場所等（屋内、トンネ

ル、地下、建物内、高層ビルやマンションの高層階等、ビルの陰、山間部、
海上等を 含みますがこれらに限られないものとします）では本サービスを利
用できない場合（通信速度の低下を含みます）があり、この点に関して当
社はいかなる保証も行いません。

3. 本サービスの注意事項等で表示する通信速度は、技術規格上の最大値
であり、実際の通信速度を示すものではありません。会員は、かかる通信速
度が、接続状況、ネットワーク環境、回線の混雑状況その他の理由により
変化し、表示の速度が出ないことがありうることを、あらかじめ承諾するものと
します。当社は、この点に関して当社はいかなる保証も行いません。

4. 当社は、本サービスにおいて、一定期間における通信時間が当社の定める
時間を超えるときまたは一定期間における通信容量が当社の定める容量を
超えるとき、その通信を制限または停止することがあります。

第6条 会員からの解約
1. 会員が、本サービスの利用契約を解約する場合、別途当社が定める方法

で当社に通知するものとします。
2. 本サービスの利用契約が解約された場合、当社は、すでに受領した料金等

の払い戻しには応じられません。但し、個人会員が、電気通信事業法（昭
和５９年１２月２５日法律第８６号）第２６条の３第１項の定めに
基づき、当社の契約内容のお知らせを受領した日から８日以内に本サービ
スの利用契約を解除する通知を当社に発信し、解除がされた場合（以下
かかる場合における解除を「初期契約解除」といいます）には、当社は、当
社がすでに受領した料金から、初期契約解除がされるまでの期間において
会員が提供を受けた本サービスの料金を含む当社の別途定める料金等を
控除したうえで、受領した料金等の払い戻しに応じるものとします。

3. 会員があらかじめ設定された期間以外で解約手続きを実施する場合、別
途解約手数料が発生いたします。

4. 会員が本サービスの開始月に本サービスを解約した場合、会員は前項に定
める解約手数料のほか、登録手数料およびデータ通信機器等の代金相当
額を、当社に支払うものとします。

第7条 個人会員の初期契約解除およびデータ通信機器等の返還
1. 個人会員の初期契約解除の通知は、当該利用契約に付随する機器売

買契約の解除の通知を含むものとみなされます。利用契約の初期契約解
除がされた場合、同時に当該利用契約に付随する機器売買契約も解除
されるものとします。

2. 個人会員は、前項により機器売買契約が解除された場合、当社が引き渡
したデータ通信機器等（以下ケーブル、個装箱、取扱説明書及びその他
全ての付属品等を含みます）を、原状に戻す（原状に戻されたデータ通信
機器等を、以下「返還機器」といいます）等の返品条件に従い、当社の指
定する期日（以下「返還期日」といいます）までに、当社が指定する場所
（以下「返還場所」といいます）へ返還するものとします。その返還に要す
る費用は、当該会員の負担とします。

3. 返還されるデータ通信機器等について、返還場所へ到着する前に生じた滅
失、毀損、変質その他一切の損害は、会員が負担するものとします。

4. 返還期日を経過してもなお返還機器が返還されない場合またはデータ通
信機器等が返品条件に反して返還された場合（破損、水濡れ、付属品
等の欠損その他のデータ通信機器等に存する事情により原状に戻されない
場合を含む）、当社は会員に対し、別途定める機器損害金を請求するこ
とができるものとします。この場合、当該会員は当社が指定する支払期日ま
でに、機器損害金を含む当社の請求金額を支払うものとします。なお、振り
込みに要する費用は、当該会員の負担となります。

5. 前項の定めに基づき、会員が機器損害金を当社に支払った場合、データ
通信機器等の所有権は、当該会員に移転します。

6. 返還機器が返品条件に従い返還期日までに返還場所に返還された場合、
当社は、機器売買契約に基づき個人会員から受領したデータ通信機器等
の代金を、当該会員に返金するものとします。

第8条 サービスの変更、停止および廃止
1. 当社は、都合により本サービスを変更、停止または廃止することがあります。

本サービスを変更、停止または廃止するときは、原則として、変更、停止ま
たは廃止の1カ月前までに会員に通知します。

2. 当社は、前項により会員に損害が生じた場合も、何ら責任を負いません。
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第9条 会員情報の取扱い
当社は、本サービスの提供にかかわる業務を目的として、本サービスの提供に
必要な範囲の会員情報を業務委託業者、及び提携事業者（業務委託
業者の提携事業者を含みます）に提供・預託できるものとします。

以上

附則
本規約は、2014年2月1日より実施します。
本改正規定は、2016年5月27日より実施します。
本改正規定は、2016年10月7日より実施します。
本改正規定は、2020年3月31日より実施します。

ご注意 規約は改訂されることがあります。
最新版は当社のウェブサイトをご参照ください。

URL: https://asahi-net.jp/service/agreement/
2020/3

（株）朝日ネット

2 / 2


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3



