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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 WiMAX 2+コース特約
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法人会員
専
用

ご記入日

年

2017-08
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。
1

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：

フリガナ：

登録住所：

〒

お得意先様コード（例：Z1A2BC、ASTT09）

都・道・府・県

区・市・郡

※請求書・利用明細やID通
知書の送付先としてご
登録いただいている住所

連絡先：

今回のお申込み担当者名：

電話番号：

※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。

2

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

1

□ ギガ放題プラン
個

□ 定額プラン

目
2

□ ギガ放題プラン
個

□ 定額プラン
目
3

□ ギガ放題プラン
個

□ 定額プラン

目

③ 固定IPアドレスについて

□ WX03 ホワイトゴールド
□ WX03 ディープブルー
□ W04 ホワイト
□ novas Home+CA

□ 利用する

□ WX03 ホワイトゴールド
□ WX03 ディープブルー
□ W04 ホワイト
□ novas Home+CA

□ 利用する

□ WX03 ホワイトゴールド
□ WX03 ディープブルー
□ W04 ホワイト
□ novas Home+CA

□ 利用する

□ 利用しない （動的IPアドレス）
※固定IPアドレス月額利用料：800円（税抜）
※本サービスでは、固定IPv4アドレスを提供します。

□ 利用しない （動的IPアドレス）
※固定IPアドレス月額利用料：800円（税抜）
※本サービスでは、固定IPv4アドレスを提供します。

□ 利用しない （動的IPアドレス）
※固定IPアドレス月額利用料：800円（税抜）
※本サービスでは、固定IPv4アドレスを提供します。

※本書1枚につき、3個のお申し込みを承ります。4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。
※WX03ホワイトゴールド、WX03ディープブルー、W04ホワイトには、クレードルとACアダプタを無料でお付けしております。

3

データ通信機器の送付先についてご記入ください。

□ 1

の「登録住所」宛に送る

□ 1

の「登録住所」とは異なる住所宛に送る（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：

連絡先

4

法人名

ご担当者名

部署名

電話番号：

郵送またはＦＡＸで下記までお送りください。

【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

【FAX】
03-3541-5632

弊社記入欄

受付

1

2

備考欄
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 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。

 この申込書でできること
「ASAHIネット WiMAX2+」コースのID追加をお申し込みいただけます。
※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。
http://asahi-net.jp/biz/service/mobile/wimax2plus/

 ご記入時の注意点
 お得意先様コード
請求書に記載されております。また、法人管理者IDのハイフンで囲まれた、中央の6文字がお得意先様コード
です。（例：法人管理者IDが A- Z1A2BC-X3 の場合、お得意先様コードは「 Z1A2BC 」です）

 その他
 お申し込み後の流れ
•

本書（539）を朝日ネットまでFAXまたは郵便でお送りください。

•

申込書が朝日ネットに届き次第、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。）

•

手続きが完了しましたら、データ通信機器などを発送いたします。

•

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。

 ご不明な点は、カスタマーサポートまでお気軽にお申し付けください。
カスタマーサポート 0120-577-108
※平日 10：00～17：00
（携帯電話・PHS・IP電話からは 03-6631-0856）

ASAHIネット WiMAX 2+コース特約
株式会社朝日ネット
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、本規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、会員に予告なく本特約の条項の変更・追加・削除をする場合があ
ります。この場合、当社は改訂年月日を付記します。本特約が変更された後
の本サービスの利用に係る料金その他の提供条件は、変更後の本特約に
従うものとします。
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
データ通信機器等の譲渡を受ける契約（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１４．
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）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。
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
1. 本特約は2014年2月1日から実施します。
2. 本特約の改正は、2016年5月27日から実施します。
3. 本特約の改正は、2016年10月7日から実施します。
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: http://asahi-net.jp/service/agreement/

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」といいます）では、お客様の個人情報につきまして、漏えい、滅失又はき損の防止に努め、適切な安全管理体制のもとに、以下の通り取
扱います。
１．利用目的
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。
・当社のサービスまたは保守の提供に関する業務
・当社のサービスに関するお客様への技術サポート、事務手続き、事務連絡
・利用料金の請求・領収に関する業務
・当社および他社の商品もしくはサービスまたはキャンペーンのご案内等の営業活動を目的とした電話、電子メール、WEB、郵送、その他によるお客様への連絡
・当社のサービスの維持向上または新サービスの企画・開発を図るためのアンケート、マーケティング調査および分析
・経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
・当社のサービスの不正利用の防止
・その他当該サービスに関連する当社のサービスの提供に必要な業務

２．個人情報の第三者提供
お客様の個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、ご本人の同意を得ずに、第三者に提供することはありません。
法令に基づく場合
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
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
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
警察機関等から捜査関係事項照会書による契約者情報の開示を求められた場合
３．個人情報の委託
当社は、第１項で示した利用目的の範囲内で、個人情報の全部又は一部業務を委託する場合があります。この場合、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選
定し、適切と判断した契約を締結し、かつ適切な監督を行います。
４．個人情報の供与に関する任意性
各種申込書その他の書類等に記載される情報の提出は任意ですが、必要な情報を提出していただけない場合は、サービスのご利用に支障をきたすことがありますので、
あらかじめご了承ください。
５．個人情報の開示等について
受託業務にて委託元より取得した場合を除き、本人またはその代理人から、個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去または第三者提供
の停止（以下「開示等」といいます）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。開示等の方法の詳細につきましては、
当社ホームページhttp://asahi-net.jp/service/agreement/policy.htmlをご参照を頂く、または下記の相談窓口にご連絡ください。
６．個人情報の取扱いに関する相談窓口
〒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）
2015年12月25日
個人情報保護管理者： 取締役 溝上 聡司

ご注意
「個人情報の取扱いについて」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: http://asahi-net.jp/service/agreement/policy.html
2016/03

