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受信拒否を設定するASAHIネットIDをご記入ください。2

ASAHIネットID：
（ユーザーIDまたはメールID)

例：U6633AX331T（ユーザーID）
例：M1234AB567C（メールID）

※メールアドレスではありません。

ID宛てメールの受信拒否とは…

以下のような、ASAHIネットID宛のメールを受信しないように設定します。

ユーザーID（またはメールID）@asahi-net.or.jp

ユーザーID（またはメールID）@j.asahi-net.or.jp

・設定すると、上記ID宛に送信されたメールは、エラーメールとして送信者に返送されます。

・メーリングリストやショッピングサイトなどにID宛てメールアドレスを登録している場合は受信できなくなりますので、ご注意ください。

・ASAHIネットおよびASAHIネット会員からのID宛てメールは受信が可能です。

・迷惑メールの撃退方法のひとつとしてご活用ください。

・「マイメールアドレス」サービスをご利用いただくことで、同一メールボックス（ASAHIネットID）で別のメールアドレスとしてメールを受信いた

だけます。

※マイメールアドレスサービス内容などの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/option/mail/mymail.html

●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

※携帯電話・PHS・IP電話からは 03-6631-0856
※平日 10：00～17：00

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。1

法人名：

登録住所：

※請求書・利用明細及び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：

〒 都・道

府・県
区・市・郡

担当者名： 電話番号：

フリガナ： 得意先コード（例：Z1A2BC）

※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。

受付 1 2

弊社記入欄

備考欄

郵便またはＦＡＸでお送りください。3

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

【FAX】

03-3541-5632

お申し込み日 年 月 日

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

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。



ASAHIネット法人会員規約 （株）朝日ネット

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、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及び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による契約者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を、当社が別途定める方法によって支払

うものとします。

2．料金は事前通知をもって変更することがあります。
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の侵害

(2)他の会員または第三者もしくは当社への誹謗、中傷

(3)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

(4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為

(5)法令に違反する行為または違反のおそれのある行為

(6)法人会員サービスの運営を妨げる行為

(7)インターネット上の利用先の接続条件および利用条件等に違反する行為

(8)インターネットの円滑な利用を妨げる行為

(9)本規約または付加サービスの規約に違反する行為

第9条 無催告解約および損害賠償

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。

(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)料金の支払いを遅延した場合

(4)その他本規約または付加サービスの規約に違反した場合

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、当社に対して

損害賠償責任を負うものとします。

第10条 登録事項変更の届け出

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。

第11条 法人会員サービスのIDの解約および退会

1．個々のIDの利用を停止する場合または法人会員サービスのすべての利用を停

止して退会する場合は、利用を停止する月の前月末までに当社所定の方法で当

社に解約を届け出るものとします。利用を停止する月の末日をもって法人会員

サービスの提供を停止いたします。

2．法人会員サービスの利用を停止した場合、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 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

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。

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いかなる損害についても、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また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 転貸および権利譲渡の禁止

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、譲渡できません。

第16条 規約の適用関係

法人会員が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。当該付加サービスの規約が本規約と異なる定めを

している場合は、当該付加サービスの規約を優先するものとします。

第17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。掲示後1カ月の経過をもって、法人会員、取扱責任者

および利用者は、当該追加または変更を承諾したものとみなします。

第18条 本規約の発効

本規約は、第2条第4項のIDとパスワードを発行した時点より効力を生じるものとし

ます。

第19条 管轄裁判所

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

2011年6月1日施行

2015年5月1日改定

法人会員サービス承諾事項

当社は、本サービスのご利用のお申込時等において当社が取得するお客様の個

人情報を、「ASAHIネット個人情報保護方針」（http://ASAHI-net.jp/service/agree

ment/policy.html）に基づき、適正に取り扱います。

当当社は取得したお客様の個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。

（１）本サービスの提供に係わる業務。

（２）本サービスを含むASAHIネット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、および営業活動を目的とした、電話、電子メール 、WEB、

郵送、もしくはその他によるお客様への連絡。

（３）ASAHIネットサービスの維持向上を図るためのアンケート、マーケティング調査。

（４）利用料金の収受に係わる業務

（５）上記（１）（２）（３）（４）項の利用目的の実施に必要な範囲で、提携会社、業務

委託先に対し、また（４）項については、お客様が本サービスを含むASAHIネット

サービスのお支払方法として選択した金融機関等も加えて、個人情報を提供する

ことについて同意していただきます。

以上



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 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/

2016/01


