提供サービスに関する重要事項説明書
本書面は、電気通信事業法第 26 条（消費者保護ルール）に基づくサービス説明となります。
契約内容に関する重要なご説明になりますので、内容をご確認いただいた上でお申し込みください。
また、本サービスの利用にあたっては、「ASAHI ネット個人会員規約」「会員の禁止事項」「個人情報の取扱いについて」
「ASAHI ネット LTE 特約」が適用となります。各規約をお読みいただき、同意の上でお申し込みください。
各規約の詳細は、以下のページをご確認ください。


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



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

1. ご提供サービス（電気通信役務）の内容
説明項目

内容

名称

ASAHI ネット LTE（ANSIM）

種類

モバイル接続サービス（MVNO サービス）
LTE 通信時：最大 262.5Mbps（下り）最大 50Mbps（上り）

最大概ね通信速度

3G 通信時：最大 14Mbps（下り）最大 5.7Mbps（上り）
※128k プランの場合、通信方式を問わず最大 128kbps となります。
最大概ね通信速度は、技術規格上の最大値であり、実効速度を示すものではありません。イ

通信品質

ンターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況等により、大幅に低
下する場合があります。
NTT ドコモの「Xi」（クロッシィ）エリアおよび FOMA エリアでご利用いただけます。なお、国際ロ

提供を受けることがで ーミングには対応していません。
きる場所

※サービスエリア内でも、電波の届きにくい場所（例えば下記の場所）では利用できない場合
があります。（１：トンネルや地下など、２：建物の中やビル・マンションなどの高層階）
通話 SIM をご利用の場合、緊急通報（110 番による警察機関への通報、118 番による海
上保安機関への通報及び 119 番による消防機関への通報）をご利用いただけます。

緊急通報に係る制限 ただし、停電が発生した時、電話機能が一部または全域においてご利用いただけない場合が
ある施設などがあります。
停電時は屋外など電波の届く場所に移動し、ご利用ください。
青少年有害情報フィ 18 歳未満の方が利用する場合には違法・有害なウェブページ等を選択的に排除する機能が
ルタリングサービス

あるフィルタリングサービスをご利用されることをお勧めします。
■容量制限について
(1) 3 ギガプラン／7 ギガプランでは、1 カ月あたりのデータ通信量がご利用プランの上限に達す

その他利用制限

るまで最大 262.5Mbps の通信速度でご利用いただけます。当月のデータ通信量が上限
に達した場合、当月末まで通信速度が 200kbps となります。
(2) 1 日 110MB プ ラ ン で は、 1 日 あ た り の デ ー タ 通 信 量 が 上 限 に 達 す る まで 最 大
262.5Mbps の通信速度でご利用いただけます。当日のデータ通信量が上限に達した場
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説明項目

内容
合、当日中は通信速度が 200kbps となります。
(3) 128k プランでは、データ通信量は無制限です。通信方式を問わず最大 128kbps となり
ます。
※3 ギガプラン／7 ギガプランの場合、当月に余ったデータ通信基本容量は翌月に繰り越され
ます。繰り越されたデータ通信基本容量は、翌月末まで利用可能です。
※1 日 110MB プランの場合、当日に余ったデータ通信基本容量は翌日に繰り越されます。
繰り越されたデータ通信基本容量は、翌日 24 時まで利用可能です。
■通信制御について
・通信品質およびネットワークの公平性確保のため、一定期間に大量の通信をご利用される
一部のお客様に対して、通信速度の制御を実施することがあります。
・通信の安全性確保のため、不正なトラフィックの遮断などお客様の IP アドレスに対して通信ポ
ートの制御を実施することがあります。
詳細は ASAHI ネットホームページにてご確認ください。
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2. ご利用料金
(1) 初期費用
内容

料金

初期費用

3,000 円

※通話 SIM を MNP 転入によりお申し込みの場合、転出元のキャリアに手数料や解約に係る料金が発生する可能性があ
ります。詳細については転出元のキャリアへご確認ください。
(2) 月額費用
ご利用プラン

月額費用
3 ギガプラン

900 円

データ SIM

7 ギガプラン

1,980 円

（SMS 機能なし）

1 日 110MB プラン

900 円

128k プラン

748 円

3 ギガプラン

1,020 円

ASAHI ネ ッ ト LTE
（ANSIM）

データ SIM

7 ギガプラン

2,100 円

月額利用料

（SMS 機能あり）

1 日 110MB プラン

1,020 円

通話 SIM

128k プラン

868 円

3 ギガプラン

1,600 円

7 ギガプラン

2,680 円

1 日 110MB プラン

1,600 円

ユニバーサルサービス料

2 円

※ASAHI ネットから端末を購入した場合、上記とは別に端末の料金をご請求いたします。
※開通月の月額利用料は無料となります。
(3) 通話料金
通話料
SMS 料金

国内通話 20 円／30 秒
国内への送信

3 円～30 円／1 回

海外への送信

50 円～500 円／1 回

受信

0 円／1 回

※上記の料金は代表的な例となります。詳細な料金については ASAHI ネットのホームページでご確認ください。
(4) ダイヤルアップ接続
ダイヤルアップ接続はご利用いただけません。
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3. お申し込みの取り消し・契約変更の条件等


商品の出荷の準備に着手するまでであれば、お電話でお申し込みの取り消しが可能です。その場合はキャンセル料は
かかりません。ただし、通話 SIM につきまして、ご本人様確認を終えた場合は、お申し込みをお取り消しいただくことがで
きません。



商品の出荷の準備に着手した後に、お申込のキャンセルをご希望される場合、解約として承ります。その場合、所定の
解約手続きが必要となり、解約にかかる費用が別途発生することがあります。



通話 SIM をご利用のお客様がご利用開始月を含む 12 カ月以内に ANSIM を解約した場合、通話 SIM 解約手数
料 8,000 円がかかります。



MNP による転出を行う場合、3,000 円の MNP 予約番号発行手数料がかかります。



SIM カードのサイズ変更を行う場合、または SIM カードの再発行を行う場合、手数料 3,000 円がかかります。



ASAHI ネットから端末を分割購入したお客様で、解約時に端末の残債がある場合は、ご解約時に一括でご請求とな
り、別途 3,000 円の解約事務手数料がかかります。
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4. 初期契約解除制度のご案内
本サービスは、初期契約解除制度の対象ではありません。
5. 各種手続き・お問い合わせ窓口
株式会社朝日ネット カスタマーサポート 受付時間 平日 10：00～17：00
電話 0120-577-108 （携帯／PHS／IP 電話からは 03-6631-0856）
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6. その他の注意事項
・ASAHI ネットを既にご利用中のお客様が本サービスにコースの変更を完了された場合は、契約前コースの現状復旧はでき
ません。
＜音声通話サービスの申し込み手続きについて＞
・18 歳未満の方はご契約いただけません。18 歳～20 歳の方は、親権者の同意が必要です。
・本人確認のため、運転免許証・日本国パスポート・健康保険証などの本人様確認書類が必要です。
・MNP 転入の場合、ご利用中の携帯電話会社に登録されているご契約者情報、ASAHI ネットの登録情報、本人
確認書類に記載された情報は、すべてが一致している必要があります。
・日本国外に居住する場合、申し込みできません。
・MNP 予約番号の有効期限残日数が 10 日以上であることをご確認の上、お申し込みください。MNP 予約番号の有
効期限残日数が 1０日未満の場合、MNP 転入を利用してお申し込みいただくことはできません。
・利用開始には、通話 SIM の開通処理が必要です。MNP 予約番号の有効期限前日までに、お客様からの利用開
始依頼がない場合には、自動的に開通を実施します。
・MNP 転入の場合、電話番号以外の情報（他社発行の携帯メールアドレスなど）は継続して利用できません。
通話 SIM の開通処理が完了したのと同時に、以前ご利用されていた携帯電話会社との契約は解約となります。また、
転出にかかる違約金などの費用が発生する場合があります。
・携帯電話不正利用防止法に基づき、本人確認が必要となります。
＜料金について＞
・ASAHI ネットを既にご利用中のお客様が本サービスにコースを変更された場合、コース変更月は前のコースの月額利用料
を請求します。
■データ SIM・通話 SIM 共通
・キャンペーンまたは割引適用期間中にコース変更もしくは退会をされた月は、期間中にかかわらず、通常の月額利用
料とご利用状況に応じた付加料金が発生します。
・解約月は月額費用の全額を請求いたします。
・SIM カードの再発行（紛失・破損を含む）に伴い発生するご利用いただけない期間について、料金の減免等は行い
ません。
・SIM カードを新たに発行した場合の古い SIM カードの取り扱いにつきまして、データ SIM では、新しい SIM カードの
接続が確認できた時点か、SIM カード（端末セット）を発送してから 10 日後に、機能を停止いたします。通話 SIM
の場合は、新しい SIM カードの発行手配を受付次第、機能を停止いたします。
・データチャージを 1 回 500MB、500 円で行うことができます。月に６回までチャージいただくことが可能です。
■通話 SIM ご利用の場合
・無料通話はありません。国内通話の場合、ご利用に応じて 20 円／30 秒が別途加算されます。
・音声通話機能解除月は、解除日によらず音声通話機能付帯料が全額発生します。
・他の携帯電話事業者への転出の手続きが完了した場合、当該完了日が本サービスの契約の解約日となります。
・本サービスの契約の当月解約申込を当月の 15 日まで受付けます。15 日以降は翌月末での解約となります。
・ご利用料金の未納などにより強制退会となった場合、本サービス（通話 SIM カード）にてご利用中の電話番号は喪
失されますのでご注意ください。
＜プラン変更について＞
・プラン変更は月に 1 回のみとなり、翌月 1 日より適用となります。
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・プラン変更の対象は、毎月末日の 18:00 まで申し込みの処理完了分のみとなります。
・128K プランから、3 ギガプラン、7 ギガプラン、1 日 110MB プランへ変更する場合は、プラン変更手数料 3,000 円
が発生します。
＜SIM カードの返却について＞
SIM カードはレンタル品となっておりますので、解約後は ASAHI ネットから案内する所定の場所へと返却ください。返却
に伴う送料はお客様ご負担となります。
以上
※表中の「―」は該当項目に関する説明がない場合に表示しています。
※本書面の価格はすべて税抜価格となります。
※本書面の内容は変更する場合があります。ご利用の際には、常に ASAHI ネットホームページ上の情報をご参照ください。
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キャンペーン・割引内容一覧
本書面は、現在実施しているキャンペーン・割引内容の一覧です。適用内容はお客様のお申し込み内容によって異なります。
なお、キャンペーン・割引内容につきましては、随時変更されることがありますので、ご承知おきください。
■初期費用・月額利用料に関するキャンペーン・割引内容
名称

特典

ASAHI ネット LTE セ ・【通話 SIM ご使用の場合】
ット割引

適用条件

解約手数料

・ASAHI ネットの他の接続コース ―

AsahiNet 光と併用でご利用い と併せてご利用いただくこと
ただく場合、月額利用料から

※その他のモバイルサービス

200 円割引、その他のサービスと (ASAHI ネット WiMAX2+,
の併用の場合は月額利用料から ASAHI モバイル WiMAX,新超
50 円割引

割モバイル,ハイスピードモバイ

・【データ SIM ご使用の場合】

ル）をご利用の場合、割引料金

月額利用料から 50 円割引

の高いセット割が優先して適用さ
れます

■工事費に関するキャンペーン・割引内容
名称

―

特典

―

適用条件

―

解約手数料

―

■その他のキャンペーン・割引内容
名称

―

特典

―

適用条件

―

解約手数料

―

■販売者に関する情報
名称

―

連絡先

―

※表中の「―」は該当項目に関する説明がない場合に表示しています。
※本書面の価格はすべて税抜価格となります。
※本書面の内容は変更する場合があります。ご利用の際には、常に ASAHI ネットホームページ上の情報をご参照ください。
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