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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ネット個人会員規約 ・個人ホームページでの営業活動に関する基準/ASAHI ネット個人ホームページ
運用規約 ・ASAHI ネット独自ドメインサービス規約 ・ASAHI ネット商用ホームページサービス規約

☞太枠内に楷書で記入してください。選択式項目は該当する□にチェックしてください。
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解約するサービスにチェックを入れてください。
また、ＵＲＬ(独自ドメインまたはＭＭＪＰ)と、ＦＴＰ用ＩＤを記入してください
http://www.

□独自ドメイン名
サービスを解約▶

ＦＴＰ用のＩＤ▶
□他のサーバーで
ドメイン名を利用する

※右記のいずれかにチェックを入れてください。 ▶
チェックがない場合は、ドメイン名を廃止いたします。

□ドメイン名を廃止する

ＦＴＰ用のＩＤ▶

独自ドメインを解約されると、該
当 URL でご利用のユーザーCGI
実験サービスおよび、SSL サー
ビスも解約となります 。

ご登録情報について、下記の項目を全てご記入ください。
ユーザーＩＤ▼

（フリガナ）

お名前▶
性別▶

－
□男 □女
〒

生年月日▶

年

西暦

-

月

日(

都・道・府・県

歳)
市・区・郡

ご自宅住所▶
マンション・ビル・アパート名も記入してください

お電話番号▶
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ご希望の解約月にチェックを入れてください。
・当月解約をご希望の場合は、その月の 15 日までに本書面をお送りください。
（郵送の場合は、15 日の消印まで有効）。
・16 日以降に申請された場合は、翌月末解約となります。
※解約月のご指定がない場合は、翌月末解約でお手続きいたします。

□ 当月解約
□ 翌月解約

4

ご連絡先をご記入ください。※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あります。
電話番号▶

－

－

連絡先名称▶

メールアドレス ▶

5

@

株式会社朝日ネット 御中
私は ASAHI ネット個人会員規約を承諾の上、上記の通りオプションの解約を申し込みます。

6

年

月

日

✔独自ドメイン名を他社サー
バーに移行される方
移行の手続きには時間がかか
ります。当月解約を希望される
場合は、末日までに移行の準備
を移行先サーバー様にご依頼く
ださい。ご連絡先メールアドレス
宛に移行手続きのご案内をお送
りいたします。
独自ドメイン名メールアドレスの
転送先としてのみ追加メールボ
ックスを利用されていた場合は、
別途解約手続きをお願いいたし
ます。

✔解約手続き後のご連絡
手続き完了後、「退会受理書」を
郵送します。退会お届け後、２
週間を過ぎても届かない場合
は、E メール、電話、FAX などで
ご連絡ください。
E メール: ap-net@asahi-net.or.jp
電話:0120-577-108
（携帯・PHS･IP 電話からは
03-6631-0856）
FAX: 03-3541-5632

✔解約月の選択について

ご記入内容をご確認の上、
お申込み日のご記入と捺印(またはご署名)をお願いします

お申込日▶

独自ドメイン名サービス、および
MMJP ホームページサービスの解約
ができます。
ASAHI ネットの退会、および追加メー
ルボックスの解約は当用紙ではでき
ません。退会・解約届（90＃）をご利
用ください。

✔ユーザーCGI 実験サービ
ス、SSL サービスについて

http://www.mmjp.or.jp/

□MMJP ホームページ
サービスを解約▶
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✔この申込書でできること

捺印またはサイン▶

ASAHI ネットの退会を当月にさ
れた場合、独自ドメインの解約
を翌月にすることはできません。

✔解約申請後の「取り消し」
について
解約月の末日まで「解約取り消
し」が可能です。別紙（411#）に
てお届けください。

郵送または FAX でお送りください
郵便宛先

FAX

弊社記入欄

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

03-3541-5632

受付

解約月

DB

CGI ／
SSL

FID

通知

停止

91#

Note to English-speaking customers
English translation of these user agreements are available on our website.
URL: http://asahi-net.jp/en/
ＡＳＡＨＩネット個人会員規約

（株）朝日ネット

第1条 ASAHIネット個人会員サービス
1．ASAHIネット個人会員サービス（以下、「個人会員サービス」と呼ぶ）とは、
株式会社朝日ネット（以下、「当社」と呼ぶ）が提供する個人を対象としたイ
ンターネット接続サービス（ダイアルアップIP接続とパソコン通信からの接
続）、パソコン通信サービスおよびASAHIネット個人ホームページサービス
の総称とします。
2．個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
たは変更ができるものとします。
第2条 個人会員
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、当社が承認した個人の
申込者を個人会員（以下、「個人会員」と呼ぶ。なお、個人会員、当社が別
途定める家族会員および法人会員を総称して「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．当社が個人会員識別コード（ID）と暗証符号（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。
4．個人会員は、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 IDおよびパスワードの管理
1．個人会員は、IDおよびパスワード管理の責任を負います。
2．IDおよびパスワードの譲渡、名義変更はできません。
3．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
害の責任を負いません。
4．IDおよびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に
届け出てください。
第4条 個人情報の取り扱い
当社は、個人会員サービスの提供において知り得た個人会員の個人情報
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) 当該個人会員の同意がある場合。
(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5条 情報の利用
個人会員サービスから得た情報の取り扱いは、個人としての私的利用に限
ります。それ以外の利用の場合は、著作権者および当社の事前了解が必
要です。
第6条 情報の転載
個人会員サービスで提供される特定の会議や掲示板では、著作者の事前
承諾なしに、個人会員が個人会員サービスを利用して公開した内容を、当
社あるいは当社が承認した者が、他媒体に転載できるものとします。このよ
うな会議や掲示板では、事前承諾なしの転載があることを、当社あるいは当
社が承認した者が明記します。
第7条 料金
1．個人会員は、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 個人会員の禁止行為
個人会員には、個人会員サービスの利用にあたり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)売名、宣伝にわたる行為
(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)個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)当社が承認した場合を除き、第三者に接続サービスを利用させること
第9条 個人会員の営業活動
個人会員サービスによる営業活動は、その個人会員が全責任を負うことが
できる営業活動に限ります。
第10条 書き込み内容の削除
1．当社は、以下の場合、個人会員の書き込んだ内容を削除できるものとし
ます。

(1)書き込み内容が第8条、第9条の禁止行為に該当すると当社が判断した場
合
(2)書き込み後一定期間を経過した場合
(3)その他、当社が不適当であると判断した場合
2．当社が書き込み内容を削除した場合、当社はその理由を開示する義務を
負わないものとします。
第11条 個人会員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個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。
(1)第8条、第9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．個人会員は、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、当社に対して損害賠償責任を負わなければなりませ
ん。
第12条 登録事項変更の届け出
個人会員は、住所や支払い方法などの登録事項に変更が生じた場合、速や
かに当社に届け出るものとします。
第13条 退会
1．個人会員が退会する場合、退会する月の前月末までに当社所定の方法に
より届け出るものとします。退会する月の末日をもって退会といたします。
2．退会の場合、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14条 運営の停止
1．当社は、ASAHIネット個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
の他の理由によりサービスの提供を一時的に停止することがあります。
2．個人会員サービスおよび付加サービスの一時停止は、 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15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個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。個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1カ月前までに個人会員に通知します。
第16条 当社の免責事項
1．当社は、個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
廃止等によって個人会員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、個人会員が個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、個人会員サービスおよび付加サービスの使用により個人会員に発
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．個人会員サービスおよび付加サービスの使用により、個人会員が他の会員
または第三者に損害を与えた場合、当該個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。
5．1項、3項に関わらず、当社は、個人会員が個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17条 転貸および権利譲渡の禁止
個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18条 規約の適用関係
個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19条 本規約の範囲および変更
1．当社が個人会員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、個人会員は
当該追加または変更を承諾したものとみなします。
第20条 本規約の発効
本規約は、第2条3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21条 管轄裁判所
個人会員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

「会員の禁止事項」に関する ご注意
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。
（１）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。
（２）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。
（３）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。
（4）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。
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。
以 上

2002年12月3日

個人ホームページでの営業活動に関する 基準
１． 個人ホームページでの営業活動は、そのホームページを開設する個人
が全責任を負うことができる営業活動に限ります。
２．個人ホームページでの営業活動の責任を明確にするために、当該ホーム
ページ内に、開設者のＡＳＡＨＩネットのメールアドレス（ドメイン名が email.ne.jp
または asahi-net.or.jp）を明示していただきます。
以 上

2000年4月1日

ＡＳＡＨＩネット個人ホームページ運用 規約
第１条 サービスの対象者
ＡＳＡＨＩネット個人ホームページサービス（以下、「個人ホームページサービ
ス」と呼ぶ）は、個人会員と家族会員のみが利用できる付加サービスです。
第２条 サービスの内容
１．当社が、個人会員および家族会員に対しホームページのスペースを提供
します。
２．ホームページのスペースは個人会員サービスおよび家族会員サービスの
基本料金内で利用できるものと追加料金を支払うことで利用できるものがあ
り、その料金と内容は、別途定めます。
３．ホームページの実際の制作と運用は、当社が別途定める「ホームページ
利用」に従うものとします。
第３条 会員の責任
個人ホームページを掲載した個人会員および家族会員は、個人ホームペー
ジの掲載に関する一切の責任を負うものとし、個人ホームページの掲載にと
もなって発生した紛争などは、会員の責任において解決していただきます。掲
載内容に起因する損失を当社が受けた場合、そのすべてを会員に負担して
いただきます。
第４条 個人ホームページの掲載内容
個人ホームページには以下の内容を掲載できません。
（１）個人ホームページを掲載した個人会員および家族会員が 責任を負うこと
ができないもの
（２）責任の所在が不明確なもの
（３）法令に違反するもの、または違反の恐れがあるもの
（４）他の会員もしくは第三者または当社に不利益となるまたは不利益を及ぼ
す恐れのあるもの、内容が虚偽のもの、あるいは表現が不正確で誤解される
恐れのあるもの
（５）公序良俗に反するもの、またはその恐れのあるもの
（６）詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
（７）信用棄損、業務妨害となる恐れがある表現のもの
（８）その他、当社が妥当でないと判断するもの
第５条 個人ホームページの削除
１．個人ホームページの内容が本規約に違反していると当社が判断する場合、
当社は事前に通知することなく、当該個人ホームページの一部あるいは全部
を削除することできます。
２．個人ホームページの内容が６カ月にわたって改訂されない場合は、掲載
継続の意志がないと見なし、当該個人ホームページを削除する場合がありま
す。
３．当社が、個人会員または家族会員の個人ホームページを削除した場合、
当社はその理由を開示する義務を負わないものとします。
第６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個人ホームページサービスを廃止
することがあります。
この場合、廃止の１カ月前までに会員に通知します。

第７条 本規約の発効
本規約は、ＡＳＡＨＩネット個人会員サービスと同時に効力を生じるものとしま
す。
以 上
2001年1月1日

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://asahinet.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

ASAHIネット独自ドメインサービス規約
第1条 サービスの内容
ASAHIネット独自ドメインサービス（以下、「独自ドメインサービス」と
呼ぶ）は、会員（個人会員、法人会員）に対し、会員の依頼により当
社が会員独自のドメイン名をドメイン管理機関より取得し、もしくは
会員が取得したドメイン名を管理して、会員がこれを使いホーム
ページ等の開設、運営に使っていただく付加サービスです。
第2条 契約の申し込みと承認
本規約を承諾の上、当社所定の申込書によって独自ドメインサービ
スを申し込み、当社が承認した会員に対して独自ドメインサービス
を提供します。当社が承認した月を契約開始月とします。
第3条 料金および支払方法
1．独自ドメインサービスを利用する会員は、当社に対し、当社が別
途定める料金を、個人会員サービス、法人会員サービスの利用料
金と一括して支払うものとします。
2．独自ドメインサービスの料金は事前通知をもって変更することが
あります。
第4条 会員の責任
1．会員は、独自ドメインサービスの利用にあたり、ドメイン管理機関
が定める規則を遵守するものとします。
2．会員は、独自ドメインサービスの利用について一切の責任を負う
ものとし、その利用にともなって発生した紛争などは、会員の責任に
おいて解決していただきます。その利用に起因する損失を当社が
受けた場合、そのすべてを会員に負担していただきます。
第5条 サービスの廃止
当社は、都合により独自ドメインサービスを廃止することがあります。
独自ドメインサービスを廃止するときは、廃止の1カ月前までに契約
者に通知します。
第6条 解約について
1．独自ドメインサービスを解約する場合、解約する月の前月末まで
に当社所定の方法で届け出てください。解約する月の末日をもって
解約とします。
2．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 本規約の発効
本規約は、会員に対して当社が独自ドメインサービスの利用を承認
した時点より効力を生じるものとします。
以上
2001年1月1日

第3条 料金および支払方法
1．商用ホームページサービスを利用する会員は、当社に対し、
当社が別途定める料金を、個人会員サービス、法人会員サービ
スの利用料金と一括して支払うものとします。
2．商用ホームページサービスの料金は事前通知をもって変更す
ることがあります。
第4条 会員の責任
会員は、ホームページの掲載内容について一切の責任を負うも
のとし、その掲載にともなって発生した紛争などは、会員の責任
において解決していただきます。掲載内容に起因する損失を当
社が受けた場合、そのすべてを会員に負担していただきます。
第5条 ホームページなどの掲載内容
商用ホームページサービスを利用したホームページなどには、以
下に該当するものを掲載できません。
(1)法令に違反するもの、または違反の恐れがあるもの
(2)責任の所在が不明確なもの
(3)他の会員もしくは第三者または当社に不利益となるまたは不
利益を及ぼす恐れのあるもの、内容が虚偽のもの、あるいは表
現が不正確で誤解される恐れのあるもの
(4)公序良俗に反するもの、またはその恐れのあるもの
(5)詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
(6)信用棄損、業務妨害となる恐れがある表現のもの
(7)その他、当社が妥当でないと判断するもの
第6条 掲載内容の削除
会員のホームページの掲載内容が妥当でないと当社が判断した
場合、当社はその掲載内容を削除する権利をもち、その理由を
明示する義務を負いません。
第7条 サービスの廃止
当社は、都合により商用ホームページサービスを廃止することが
あります。 商用ホームページサービスを廃止するときは、廃止の
1カ月前までに契約者に通知します。
第8条 解約について
1．商用ホームページサービスを解約する場合、解約する月の前
月末までに当社所定の方法で届け出てください。解約する月の
末日をもって解約とします。
2．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9条 本規約の発効
本規約は、会員に対して当社が商用ホームページサービスの利
用を承認した時点より効力を生じます。
以上
2001年1月1日

ASAHIネット商用ホームページサービス規約
第1条 サービスの内容
1．ASAHIネット商用ホームページサービス（以下、「商用ホームペー
ジサービス」と呼ぶ）は、会員（個人会員、法人会員）に対し、当社の
HTTPサーバーを会員自身のホームページの開設、運営に使ってい
ただく付加サービスです。
2．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 契約の申し込みと承認
本規約を承諾のうえ、当社所定の申込書によって商用ホームペー
ジサービスを申し込み、当社が承認した会員に対し、当社は商用
ホームページサービスを提供します。当社が承認した月を契約開始
月とします。

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/
2016/01
（株）朝日ネット

「会員の禁止事項」の運用について

ＡＳＡＨＩネット独自ドメイン名サービス承諾事項
・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/agreement/policy.html) に基づき、適正に取り
扱います。
・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）上記の利用目的の実施に必要な範囲で、日本レジストリサービ
ス（以下JPRS）および業務委託先に対し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。

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担を与
えること。
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。
以上
2002年12月3日

・JPRSが必要とする個人情報、個人情報の利用目的、および取り
扱いにつきましてはJPRSのWEBページに公開されています。
http://jprs.jp/info/service/disclosure/index.html
・本サービスのお申し込みには上記の他、以下JPRSが制定する規
約および株式会社朝日ネットが制定する各種規約の承諾が必要で
す。
「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」
http://jprs.jp/registrar/doc/rule/rule-gtld.html
「属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」
http://jprs.jp/doc/rule/rule.html
「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」
http://jprs.jp/doc/rule/rule-wideusejp.html
（※お申し込みのドメイン名により異なります）
「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」
http://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html
以上

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
（株）朝日ネット

