ODNサービス申込書
「フレッツ光」コース
「コミュファ光」コース

この度は弊社のODNサービスをご利用いただきまして誠にありがとうござ います。
こちらの申込書にご記入・ご捺印の上、下記までご返送ください。
また、ご質問等がございましたら下記までご連絡ください。
■返 送 先

0088-250-106
093-681-9231

［無料］
［有料］

※フリーコールへの送信ができない場合は、有料番号をご利用ください。

〒805-0071
福岡県北九州市八幡東区東田1-5-6
北九州テレコムセンター1号館3F
ソフトバンク株式会社
ODNサポートセンター

■お問い合せ先

0800-2228-375
［ 通話料金無料 ］

※２４時間自動音声応答／オペレータによる受付時間は10：00～18：00です。

info-adsl@odn.ad.jp

FB018

記入例
1.お申込日を記入してください。

▲FAX 0088-250-106（24時間受付）

ODNサービス申込書

2.生年月日を記入してください。

（「フレッツ光」コース・「コミュファ光」コース）

3.お申込者のお名前、ご住所を記入
してください。

・ソフトバンクオープンデータ通信網サービス契約約款に基づき、次のとおり申し込みます。

4.ご連絡先電話番号を記入してくださ
・本お申込みをもって、当社から配信するサービスに関するお知らせ・広告などのメールを受け取ることに同意したものとしてお取り扱いします。
い。
なお、配信停止をご希望のお客様は、以下リンク先よりログイン後、「お知らせメール配信設定」の設定を「受け取らない」に変更してください。
（https://cs.odn.ne.jp/f/CU/MailMagazineRequest.do）

5.必ずご捺印ください。
※ご捺印が無い場合、お手続きを承
※枠内は必ず記入してください
ることが出来ません。

ソフトバンク株式会社宛
お申込日
お
申
込
者
名

フリガナ
お名前
（会社名）

20XX年

1

8月

生年月日

日

ご住所

)
連絡先
電話番号

西暦

19XX 年

月

日

※必ずご捺印ください

ニッポン ハナコ

日本 花子

日
印
本

ご担当者名：

※必ずご記入ください

(
自
著

西暦

東京

〒1 0 5 －X X X X

都 府

港

道 県

区 郡
市

東新橋×丁目×番×号 ○○○号室
03 － ○○○○ － ××××

ユーザID ※
6.お申込みコースにチェックをつけて
※既にODNをご利用中のお客様で、料金を同一の請求にあわせてのお申込みをご希望の場合はご記入ください。
ください。

▼お申込みコース（お申込みコースにチェックを入れてください）
光接続

ご希望コース

ODN IPフォン

フレッツ光

□ 「フレッツ光」コース

1,200円/月

コミュファ光

□ 「コミュファ光」コース

1,200円/月

□申し込む
※ご利用開始日以降にお申し込みください。

※中部テレコミュニケーションの「コミュファ光」の開通をご確認の上お申し込みください。
※ODN IPフォンをご利用の場合は別途「端末機器レンタル」をお申し込みいただくか、NTTのIP電話サービス(050番号)対応機器の
ご用意が必要になります。
※ODN端末機器レンタルをお申し込みの場合は、コース変更日(課金開始日)以降に、
ODNホームページ(https://cs.odn.ne.jp/f/CU/EquipmentRentalAddition.do)からお申し込みください。
※「□申し込む」にチェックの無い場合、IPフォンへのお申し込みは無しとなります。
※「コミュファ光」コースをご選択の場合、「□申し込む」にチェックがあっても無効となります。

▼国際電話の利用について

（ご希望の場合、右の□にチェックをつけてください→）

□ 海外への発信を利用する

※チェックがない場合、海外への発信はできません。ご利用希望の際は、別途お手続きが必要となります。
※国内通話および海外からの着信はご利用いただけます。

7.ご利用になるメールタイプにチェッ
クをつけてください。

▼ご利用になるメールタイプ
□スタンダード （0円/月）

□セキュア （300円/月）

□プレミアム （800円/月）

※チェックの無い場合、スタンダードとなります。

▼付加サービスのお申込

8.ご登録状況にチェックをつけてください。

□モバイル接続オプション (300円/月)

※すでにご登録済みの場合は、ご登録済電
※モバイルBBパック適用後の料金となります。「メール」コース、「まるごと」コース、「たっぷり」コースへ変更された場合、580円/月となります。
話番号を記入してください。

▼ソフトバンク電話サービスご登録状況
□ご登録なし
□ご登録済

（

03

）

○○○○

－

××××

※現在ご登録いただいておりますお電話番号と、ご請求を一つにまとめたい方は、こちらにご登録電話番号をご記入ください。

*記載内容は2016年12月現在のものです。
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▲FAX 0088-250-106（24時間受付）

ODNサービス申込書

表示価格は税抜です

（「フレッツ光」コース・「コミュファ光」コース）
・ソフトバンクオープンデータ通信網サービス契約約款に基づき、次のとおり申し込みます。
・本お申込みをもって、当社から配信するサービスに関するお知らせ・広告などのメールを受け取ることに同意したものとしてお取り扱いします。
なお、配信停止をご希望のお客様は、以下リンク先よりログイン後、「お知らせメール配信設定」の設定を「受け取らない」に変更してください。
（https://cs.odn.ne.jp/f/CU/MailMagazineRequest.do）

ソフトバンク株式会社宛
お申込日
お
申
込
者
名

西暦

年

月

生年月日

日

西暦

年

フリガナ

日

印
ご担当者名：
※必ずご記入ください

ご住所

月

※必ずご捺印ください

お名前
（会社名）

(
自
著

※枠内は必ず記入してください

〒

－

都 府

区 郡

道 県

市

)
連絡先
電話番号

－

－

ユーザID ※
※既にODNをご利用中のお客様で、料金を同一の請求にあわせてのお申込みをご希望の場合はご記入ください。

▼お申込みコース（お申込みコースにチェックを入れてください）
光接続

ご希望コース

ODN IPフォン

フレッツ光

□ 「フレッツ光」コース

1,200円/月

コミュファ光

□ 「コミュファ光」コース

1,200円/月

□申し込む
※ご利用開始日以降にお申し込みください

※中部テレコミュニケーションの「コミュファ光」の開通をご確認の上お申し込みください。
※ODN IPフォンをご利用の場合は別途「端末機器レンタル」をお申し込みいただくか、NTTのIP電話サービス(050番号)対応機器の
ご用意が必要になります。
※ODN端末機器レンタルをお申し込みの場合は、コース変更日(課金開始日)以降に、
ODNホームページ(https://cs.odn.ne.jp/f/CU/EquipmentRentalAddition.do)からお申し込みください。
※「□申し込む」にチェックの無い場合、IPフォンへのお申し込みは無しとなります。
※「コミュファ光」コースをご選択の場合、「□申し込む」にチェックがあっても無効となります。

▼国際電話の利用について

（ご希望の場合、右の□にチェックをつけてください→）

□ 海外への発信を利用する

※チェックがない場合、海外への発信はできません。ご利用希望の際は、別途お手続きが必要となります。
※国内通話および海外からの着信はご利用いただけます。

▼ご利用になるメールタイプ
□スタンダード （0円/月）

□セキュア （300円/月）

□プレミアム （800円/月）

※チェックの無い場合、スタンダードとなります。

▼付加サービスのお申込
□モバイル接続オプション (300円/月)
※モバイルBBパック適用後の料金となります。「メール」コース、「まるごと」コース、「たっぷり」コースへ変更された場合、580円/月となります。

▼ソフトバンク電話サービスご登録状況
□ご登録なし
□ご登録済

（

）

－

※現在ご登録いただいておりますお電話番号と、ご請求を一つにまとめたい方は、こちらにご登録電話番号をご記入ください。

*記載内容は2016年12月現在のものです。
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ご契約について

表示価格は税抜です

＜ODN＞
・本サービスの契約は、ソフトバンク株式会社のオープンデータ通信網サービス契約約款によるものです。
・ODNサービスはソフトバンクが提供するインターネット接続サービスです。
・接続料金はご加入時は料金起算日が暦月の初め以外の場合月額料金の日割りを行います。
また解約時、解約日が暦月末日以外の場合に日割りを行います。
･モバイルアクセスポイントをご利用の際には、別途、「モバイル接続オプション」（300円/月）のお申し込みが必要となります。
*「メール」コース、「まるごと」コース、「たっぷり」コースへ変更された場合、580円/月となります。
･「フレッツ光」は別途NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みが必要です。
・「コミュファ光」コースへの申込をご希望される場合は、中部テレコミュニケーションの「コミュファ光」の開通を
ご確認の上お申し込みください。
また、「コミュファ光」回線の種類により、「コミュファ光」コースのご利用ができない場合がありますので、ご注意ください。
・お申込者が未成年の方は、親権者の同意を得た上でお申し込みください。
・当社は、迷惑メール対策の一環として、当社が別途定める基準において「迷惑メールの送信元」であると判定するIPアドレス
以外から着信するメールを優先して取り扱うことといたします。
・「コミュファ光」コース、 「フレッツ光」コースの最低利用期間は6ヶ月です。
最低利用期間内に解約もしくは他コースへのコース変更された場合には解約金として3,000円をご請求
させていただきます。

＜ODN IPフォン＞
・ODN IPフォンをご利用いただくには「IP電話アダプタ」、「11g無線LAN付IP電話アダプタセット」等が必要です。
・IP電話番号は弊社にて指定させていただき、「IP電話番号」「IP電話パスワード」などの設定情報を別途郵送にて通知します。
・NTT西日本の「フレッツ・光プレミアム」をご利用の場合、ソフトバンクが提供するIP電話対応機器はご利用になれません。
・NTT西日本が提供するIP電話ルーターをご利用ください。
・「コミュファ光」コースで、ODN IPフォンをご希望のお客様は回線開通後にお申し込みください。なお、「アクセスコミュファプラス・ホーム」、
「アクセスコミュファプラス・マンション」ではODN IPフォンをご利用になれません。
・ODN IPフォンをご利用いただいているお客様に1電話番号当たり「ユニバーサルサービス料」を毎月ご負担いただきます。
料金についてはソフトバンクホームページ（http://tm.softbank.jp/consumer/info/universal/）をご確認ください。
・050番号はODN IPフォンなどIP電話へ独自に付与される番号です。従来の固定電話との間で番号ポータビリティはできません。

＜付加サービスについて＞
・セキュアメール、プレミアムメール、モバイル接続オプションをお申し込みされた場合は、お客様のメールアドレス宛に
「お申し込みのご案内」をお送りします。内容をご確認の上、必要な設定をしてください。
・プレミアムメールをお申し込みの場合には、「Webフィルタパスワード」などの設定情報を郵送にて通知します。
・モバイル接続オプションをご利用の場合には、モバイル端末専用アクセスポイントまでの通信料金が別途発生致します。
通信料は各電話会社からの請求となります。通信料に関しては各電話会社までお問合せください。
・各社プリペイド携帯電話/PHS、接続先指定型PHSを使用してのモバイル端末専用アクセスポイントへの接続の可否については、
各携帯電話、PHS電話会社へお問合せください。

＜マルウェアブロッキング対応について＞
マルウェアとはお客様がお使いのパソコンなどにおいて不正かつ有害な動作を行う意図で作成されたソフトウェアの総称です。マルウェアに感染したパソコンは
お客様の情報の消失や書き換え、外部流出といった被害をもたらします。当社では2017年1月16日より以下の対策を実施し、不正通信の防止に努めます。
（1）お客様がインターネットへアクセスする際に、アクセス先の情報を自動検知し、悪意あるサーバ情報のリストと照合いたします。
（2）照合の結果、悪意あるサーバ情報のリストと合致した場合、そのインターネット接続を遮断いたします。
＊（1）および（2）は不正通信を完全に遮断することを保証するものではございません。また遮断されたインターネット接続の影響については、
当社は責任を負いません。
＊当社のインターネットサービスをご利用いただいている、すべてのお客様に無料で提供いたしますが、当社による検知・遮断については
お客様がパソコンやスマートフォンの設定を変更することで停止することができます。
＊停止の方法についてはWEBページ（http://www.odn.ne.jp/r/malware.html）をご確認ください。
＊マルウェアの駆除や感染防止はお客様自身の責任で実施してください。

■ODNサービスご契約前に必ずご確認ください。
・ODNサービスとソフトバンク電話サービスの申込者は、同一名義人となります。すでに電話サービスを
ご利用の方が、本サービスを追加でお申し込みになる場合も同様です。
・弊社でのご登録手続完了後、1週間から10日前後に郵送にてお届け致します「ODNサービスご利用のご案内」
(パスワード等の重要な情報)が到着してからのご利用開始となります。 あらかじめご了承ください。
・ODNサービスの利用料金は、お申し込み電話番号のソフトバンクご利用料金とあわせてご請求させていただきます。
・まるごと専用アクセスポイントへの通話料金にはソフトバンク割引サービス
およびご利用の電話会社の割引サービスは適用されません。
・本申込書提出後は、お申し込み取消し・変更はいたしかねますのでご注意ください。
・まるごと専用アクセスポイント利用料金はODN月額基本料金と合わせてソフトバンクから請求となります。
・お支払いは、請求書による窓口払いとなります。支払方法の変更をご希望の場合は、サービス開始後に
ODNサポートセンター（0800-2228-375）までご連絡ください。

＜ソフトバンク電話サービス＞
・本サービスの契約は、ソフトバンク株式会社の電話サービス等契約約款によるものです。
・ピンク電話、共同電話、着信電話、携帯電話、PHS、自動車、船舶電話等はお申し込みになれません。
※国際電話サービスは、携帯電話/自動車電話/PHS等からもご利用いただけます。
（別途お申し込みが必要です。ご希望の方は弊社お客様センター（0120-0088-82）までお問合せください。）
・CATV電話回線、ダイヤルインはご利用できない場合があります。（マンション・寮電話は特にご注意ください。）
*記載内容は2016年12月現在のものです。
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別紙
電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについての詳細および最新版は、ソフトバンク株式会社ホームページを必ずご確認ください。
以下では、要旨のみ記載いたします。
http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/
（1）個人情報の利用目的
お客さまの個人情報（氏名、名称、電話番号、住所等、当社がお客さまに関して取得するすべての個人情報）は、以
下の目的で利用します。①お問い合わせ対応・情報提供等のサポート ②課金計算 ③料金請求 ④不正利用防止
⑤マーケティング調査・分析、統計数値作成・分析結果の利用 ⑥当社・他社の商品・サービス・キャンペーンのご案
内、当社・他社の広告配信・表示 ⑦サービス向上のための情報提供 ⑧工事・保守・障害対応等のサポート
⑨NTT 東西および協定事業者との相互接続 ⑩賦払金請求・分割支払金請求（他社からの委託分を含む） ⑪その
他当社サービスおよびそれに付随するサービス、割賦販売および個別信用購入あっせんの提供・管理に必要な業
務
（2）共同利用
当社は、電気通信サービスの提供等を目的として、個人情報を以下の内容で共同利用する場合があります。当社
は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に従い、お客さまが同意された「電気通信事業等
における個人情報の取り扱いについて」に定義された範囲を超えて共同利用することはありません。
当社と共同利用する者
1. 当社のグループ会社
2. Wireless City Planning 株式会社
3. ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社

4. ソフトバンク コマース＆サービス株式会社およびそのグル
ープ会社

5. PS コミュニケーションズ株式会社

6. ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

（3）第三者提供
当社は、第三者への提供を利用目的として以下のとおり定めます。
提供先
目的
1.

警察機関その他行政機関

不正利用による犯罪（「振り込め詐欺」等）防止

2.

仮想移動体通信事業者を含む携帯電話事業
者

①迷惑メール送信等の防止、②「携帯電話不正利用
防止法」に基づく不正加入防止、③SMS による迷惑メ
ール送信等の防止、④製品の品質改善

3.

仮想移動体通信事業者を含む携帯電話事業
者、その他電気通信事業者等

不正加入等防止のための加入審査

4.

携帯電話事業者

MNP 手続き

5.

仮想移動体通信事業者を含む携帯電話事業
者、BWA（広帯域移動無線アクセス）システム
を用いてサービスを提供する他事業者

料金未払の防止

6.

加入指定信用情報機関、または加入個人信
用情報機関等

契約者の対象契約に関する契約審査、および代金の
お支払い能力調査

7.

債権譲渡先

個品割賦購入契約および立替払契約内容に基づく割
賦債権の譲渡

8.

商品・サービス・キャンペーンの案内、提供、
サポート等を行う事業者

当社および当社指定の事業者に係わる商品・サービ
ス・キャンペーンの案内・登録・提供・合算請求・料金
回収、サポート等

9.

当社の販売代理店・販売協力会社、インター
ネット検索サービス事業者

①キャンペーン管理・運用、②インターネット検索サー
ビスに係わるサービスの代行

別紙
10.

当社と提携しているサービスの提供者

他社との提携サービスの円滑な提供のため

11.

再販・レンタル事業者

契約順守の確認、および再販・レンタル事業者が行う
契約審査のため

12.

提携するコンテンツ提供者

提携するコンテンツ提供者を通じた犯罪の防止

13.

警察、海上保安庁または消防等の救助機関

要救助者の捜索

14.

携帯電話の加入者

当社の電気通信サービスが携帯電話の電気通信設
備等として利用される際の提供可否判断と登録情報
の維持

15.

NTT 東日本、NTT 西日本

NTT 東日本、NTT 西日本の光コラボレーションモデル
を活用した当社の光サービスの登録・提供・工事等

16.

ヤフー株式会社

契約者へ商品・サービス・キャンペーンの案内・分析等

その他電気通信設備等に関わる地権者、運用者等の個人情報を収集する場合の利用目的は、収集の都度、利用
目的を明確にします。
当社は、当社が取り扱う個人情報を、個人の識別ができない情報に加工した上で、第三者に提供する場合がありま
す。
（4）お客さまより取得した個人情報の利用目的の通知または開示もしくは訂正等をご本人さまから求められた場合
につきましては、原則として書面にて回答します（手数料を頂戴する場合があります）。
（5）個人情報の開示もしくは訂正等に関するお問い合わせ、苦情のお申し出に関する連絡先は当社ホームページを
ご確認ください。
（6）当社の所属する認定個人情報保護団体は当社ホームページをご確認ください。

