ＡＳＡＨＩ
ネット

ASAHIネット 光 with フレッツコースＩＤ追加申込書

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 光 with フレッツコース規約

ご記入日

531

法人会員
専
用
年

2021-02
月

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

今回のお申込み担当者名：

連絡先：

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 ①ご利用エリアにチェックを入れてください。

②ご利用になるフレッツ光回線タイプのいずれかひとつにチェックを入れてください。
①エリア：
②フレッツ光
回線タイプ：

□ NTT東日本エリア

□ NTT西日本エリア

戸建・自社ビル向け【ホームコース】

集合住宅・共用ビル向け【マンションコース】

□ フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマート
（NTT東日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピード隼
（NTT西日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピード
□ フレッツ 光ネクスト ファミリー
□ フレッツ 光ライト ファミリー
□ フレッツ 光ライトプラス ファミリー （NTT東日本のみ）
□ Bフレッツ ハイパーファミリー
（NTT東日本のみ）（注1）

□ フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマート
（NTT東日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピード隼
（NTT西日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピード
□ フレッツ 光ネクスト マンション
□ フレッツ 光ライト マンション

（注1） Bフレッツ ハイパーファミリーを既に利用中の場合にチェックしてください。NTT東日本/NTT西日本での新規回線申し込み受付は、
2012年3月31日に終了しています。

3

ＮＴＴ契約情報をご記入ください。※光回線新規申込の場合は、記入内容がNTT契約情報として登録されます。

NTTご契約
法人・個人名：

フリガナ：

設置先電話番号（※）：
設置先住所：

〒

都・道・府・県

区・市・郡
※建物名・部屋番号まで正確にご記入ください。

NTT光回線：

□ 新規申し込み

□ 申し込まない （すでに利用中または開通工事待ち）

ひかり電話：

□ 新規申し込み

①プラン⇒

□ 申し込まない

②電話番号移行⇒

□ 基本プラン □ 安心プラン □ もっと安心プラン □ひかり電話A(エース)
□ 利用する

※現在の電話番号を継続する場合。

□ 利用しない

NTTからの連絡
希望電話番号：

4

連絡先
担当者名：

※新規に電話番号を取得する場合。
フリガナ：

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。

固定IPアドレス（1個）：

□ 申し込む
□ 事前割り当てと合わせて
申し込む

※
※

初期費用：880円 月額利用料：880円
インターネット初回接続時に割り当てられたIPアドレスが固定化されます。 再接続後も同じIPアドレスをご利
用いただけます。本サービスでは、固定IPv4アドレスを提供します。

※

※別途申請書が必要です

2017年7月1日以降、ASAHIネットでは、NTT西日本エリアの各種Bフレッツコースで利用するための固定IPア
ドレスの新規発行がお申し込みできません。NTT東日本エリアで各種Bフレッツコースを利用する場合は、引
き続きお申し込みいただけます。

5

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

※本書面の価格はすべて税率10％での金額となります。

日

ＡＳＡＨＩ
ネット

ASAHIネット 光 with フレッツコースＩＤ追加申込書

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 光 with フレッツコース規約

記入例

20XX

ご記入日

531

法人会員
専
用
年

XX

2021-02
月

XX 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。

カブシキガイシャアサヒネット

フリガナ：

法人名：

お得意先様コード（例：Z1A2BC、ASTT09）

Z 1 A 2 B C

株式会社朝日ネット
〒

登録住所：

東京 ○都・道・府・県
中央 ○区・市・郡
銀座4-12-15 歌舞伎座タワー21階

104-0061

※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

今回のお申込み担当者名：

連絡先：

電話番号：

朝日 太郎

03-1234-5678

※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 ①ご利用エリアにチェックを入れてください。

②ご利用になるフレッツ光回線タイプのいずれかひとつにチェックを入れてください。
①エリア：
②フレッツ光
回線タイプ：

✓ NTT東日本エリア
□

□ NTT西日本エリア

戸建・自社ビル向け【ホームコース】

集合住宅・共用ビル向け【マンションコース】

✓
□ フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマート
（NTT東日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピード隼
（NTT西日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピード
□ フレッツ 光ネクスト ファミリー
□ フレッツ 光ライト ファミリー
□ フレッツ 光ライトプラス ファミリー （NTT東日本のみ）
□ Bフレッツ ハイパーファミリー
（NTT東日本のみ）（注1）

□ フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマート
（NTT東日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピード隼
（NTT西日本のみ）
□ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピード
□ フレッツ 光ネクスト マンション
□ フレッツ 光ライト マンション

（注1） Bフレッツ ハイパーファミリーを既に利用中の場合にチェックしてください。NTT東日本/NTT西日本での新規回線申し込み受付は、
2012年3月31日に終了しています。

3

ＮＴＴ契約情報をご記入ください。※光回線新規申込の場合は、記入内容がNTT契約情報として登録されます。

NTTご契約
法人・個人名：
設置先電話番号（※）：
設置先住所：

フリガナ：

カブシキガイシャアサヒネット

株式会社朝日ネット
03 – 1234 – 1234
〒104-0061
東京 ○都・道・府・県

中央

銀座4-12-15 歌舞伎座タワー21階
NTT光回線：
ひかり電話：

✓
□ 新規申し込み
✓
□ 新規申し込み
□ 申し込まない

4

※建物名・部屋番号まで正確にご記入ください。

□ 申し込まない （すでに利用中または開通工事待ち）

✓

①プラン⇒

□ 基本プラン □ 安心プラン □ もっと安心プラン □ひかり電話A(エース)

②電話番号移行⇒

□ 利用する

※現在の電話番号を継続する場合。

□ 利用しない

NTTからの連絡
希望電話番号：

区・市・郡
○

090 – 1234 – 1234

連絡先
担当者名：

※新規に電話番号を取得する場合。
フリガナ：

アサヒ ハナコ

朝日 花子

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。

固定IPアドレス（1個）：

✓申し込む
□
□ 事前割り当てと合わせて
申し込む

※
※

初期費用：880円 月額利用料：880円
インターネット初回接続時に割り当てられたIPアドレスが固定化されます。 再接続後も同じIPアドレスをご利
用いただけます。本サービスでは、固定IPv4アドレスを提供します。

※

※別途申請書が必要です

2017年7月1日以降、ASAHIネットでは、NTT西日本エリアの各種Bフレッツコースで利用するための固定IPア
ドレスの新規発行がお申し込みできません。NTT東日本エリアで各種Bフレッツコースを利用する場合は、引
き続きお申し込みいただけます。

5

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

※本書面の価格はすべて税率10％での金額となります。
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◼ この申込書でできること
ASAHIネット 光 with フレッツコース（Mプラン）の追加申し込みができます。
発行したユーザーIDはご登録住所宛にお送りします。
※ 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。
https://asahi-net.jp/biz/service/ftth/withflets/

◼ ご記入時の注意点
⚫ ひかり電話について
ひかり電話は、NTT東西が提供するIP電話サービスです。現在ご利用の電話番号や電話機をそのままお使いいただけま
す。ご住所や回線タイプによっては、ひかり電話をご利用いただけない場合がございます。

⚫ NTTからの連絡
NTTの担当者とお客様とが、サービス内容について打ち合わせを行います。連絡は、平日の9:00～17:00に、電話で行いま
す。お申込み商品の確認や、設置機器の形態、開通希望日などをお打ち合わせいただきます。
NTTからの連絡をもって、フレッツ光回線の正式な申込となります。NTTからの連絡日＝開通ではありませんのでご注意く
ださい。
NTTからの連絡は、ASAHIネットユーザーID発行から約5営業日後に行われます。
NTTからの電話連絡がない時には、お手数ですがASAHIネットまでご連絡ください。状況を確認のうえ、NTTに手配いたしま
す。

⚫ 固定IPアドレス（1個）オプションの同時申し込みについて
固定IPアドレスサービス（1個）オプションの申し込みをID発行と同時に承ります。お申し込みいただくと、インターネット初回
接続時に割り当てられたIPアドレスが固定化され、再接続後も同じIPアドレスをご利用いただけるようになります。
初回接続前に固定IPアドレスの値をお客様にご案内する「事前割当サービス」もございます（有料）。事前割当サービスの
ご利用には、別途お申し込みが必要です。

⚫ 最低利用期間について
ASAHIネット 光 with フレッツコースは最低利用期間を設定しております。ご利用開始月から12カ月以内に解約、または
ASAHIネットを退会された場合は、2,200円の違約金をご請求させていただきます。

※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
２．個人情報の利用目的

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。
 ・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
３．個人情報の第三者提供

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。

① 法令に基づく場合

② 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

③ 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

④ 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
４．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。
5．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
 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://asahinet.co.jp/corporate/privacy.html#chapter05）
をご確認ください。
6．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
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。

7．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）
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
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：https://asahi-net.co.jp/corporate/privacy.html
2020/3
（株）朝日ネット

ASAHIネット 光 with フレッツコース規約
第1条（総則)
1. 本規約は、株式会社朝日ネット(以下「当社」という)が、東日本電信電話
株式会社(以下「NTT東日本」という)又は西日本電信電話株式会社(以
下「NTT西日本」という)がフレッツ 光ネクスト及びフレッツ 光ライト等(以下
「フレッツ 光ネクスト等」という)のサービス名称で提供するインターネット接続
環境を利用して提供する「光 withフレッツコース」(以下「本サービス」という)
を利用する当社会員に適用されます。
2. 本サービスについて、本規約に規定のない事項は、会員が別途承諾した各
種規約等、また当社が別途提示する事項が準用されます。
3. 当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の本規約の
内容を提示し、改正年月日を付記します。

3.

第2条 サービスの内容
本サービスは、会員(個人会員、法人会員）の依頼によって、以下に定めるサービ
スを会員に提供するサービスです。
（1）NTT東日本又はNTT西日本へのフレッツ 光ネクスト等の申込手続き
代行
（2）フレッツ 光 ネクスト等の開通までの問合わせ受付
（3）当社の対象コース利用

第8条 フレッツ・v6 オプションの申込手続きの代行
1. 当社が本サービスを提供するにあたり、会員はフレッツ・v6 オプション相当の
機能が必要となる場合があります。
2. フレッツ・v6 オプションの申し込みが必要な場合、当社は申込手続きを代
行できるものとします。

第3条 契約の申し込みと承認
1. 会員は、会員規約、本規約及び当社が別途定める各種規約等、ならびに
NTT東日本、NTT西日本が定めるIP通信網サービス契約約款」、その他フ
レッツ 光ネクスト等にかかわる諸規定に同意し、かつ当社の所定の方法にて
本サービスを申し込む必要があります。当社は、当社が承認した会員に対し
て本サービスを提供いたします。なお、フレッツ光 ネクスト等の利用に関する
契約については、NTT東日本、NTT西日本が別途定める「IP通信網サービ
ス契約約款」に従い、別途会員とNTT東日本、NTT西日本との間において
締結されるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、フレッツ光 ネクスト等の利用料金等の消費税につ
いて免税扱いとなっている大使館及び大使等または学校向け特別割引プラ
ン（スクールタイプ含む）等の当社が別途定める場合には、会員は、本サー
ビスの提供を受けられないことがあります。
第4条 料金及び支払方法
1. 本サービスを2010年1月31日以前に申し込みをした会員については、別途
定める条件に従い、フレッツ 光ネクスト等の利用料金及びASAHIネットの利
用料金を合わせた額を、当社よりご請求します。本サービスを2010年2月1
日以降に申し込みをした会員については、フレッツ 光ネクスト等の利用料金
はNTT東日本、NTT西日本より会員へ直接請求され、ASAHIネットの利
用料金は当社より請求します。以下の料金については、申し込みの日付に
かかわらずNTT東日本、NTT西日本から会員へ直接請求されます。
•
電話基本料、通話料等のフレッツ 光ネクスト等以外の料金
•
ひかり電話基本料、通信料等
•
フレッツ・オンデマンド（フレッツ・スクウェア）有料情報サービス利
用料
•
売切機器代金等
•
NTT東日本またはNTT西日本が、当該サービス利用者に対し
て、請求することを妥当と判断した場合のフレッツ 光ネクスト等の
料金
2. 本サービスを解約もしくは何らかの事由により、本サービスの適用ができなく
なった場合は、フレッツ 光ネクスト等の利用料金等については、NTT東日本
またはNTT西日本から直接、フレッツ 光ネクスト等の契約者へ請求させてい
ただきます。

4.

会員が、本サービスの解約の手続きを行わずにフレッツ 光ネクスト等を解約
した場合であって、当社が、会員の本サービスの利用を継続する意思の確
認ができないときまたは当社が相当と認めるときは、当社が定める日をもって、
本サービスの適用を解除し、または会員が退会したものとみなすことができる
ものとします。
解約の場合、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7条 最低利用期間と違約金
本サービスは、当社が別途定める最低利用期間があります。最低利用期間
内において本サービスの解約をする場合、当社の別途定める条件のもと違約
金を請求いたします。

第9条 本規約の発効
本規約は、会員に対して当社が本サービスの利用を承認した時点から効力
を生じるものといたします。
第10条 契約単位
当社は、フレッツ 光ネクスト等1利用契約に対し、1の本サービス利用契約を
締結します。
第11条 会員情報の取り扱い
会員は、本サービスを提供する目的で当社とNTT東日本又はNTT西日本
との間で会員に関する情報を相互に通知することを、承諾していただきます。
以上
附則
本規約は、2005年6月1日より実施します。
本改正規定は、2007年11月1日より実施します。
本改正規定は、2010年2月1日より実施します。
本改正規定は、2016年11月9日より実施します。
本改正規定は、2017年11月1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。

第5条 サービスの廃止
当社は、都合により本サービスを廃止することがあります。本サービスを廃止す
るときは、廃止の1カ月前までに当社所定の方法により会員に通知いたします。
第6条 解約
1. 本サービスを解約する場合、当社が別途定める方法で届け出てください。
2. 会員が、退会もしくは本サービスの対象となるコース以外へコース変更を行っ
た場合または本サービスの利用にかかる契約の解約、移転、名義変更等の
手続きを行った場合、当社は、当社が別途定める日をもって、本サービスの
適用を解除できるものとします。
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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/
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