「ADSL」コース申込書

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 ODNサポートセンター

24時間受付

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 ODNサポートセンター

0088-222-375
0800-2228-375
※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。

［無料］
［無料］

info-adsl@odn.ad.jp
キャンペーン内容等の詳細につきましては、ODNホームページをご確認ください。

https://www.odn.ne.jp/
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「ADSL」コース申込書

記入例

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

表示価格は税抜です

※お申込みの際には、事前にサービス提供エリア（https://www.odn.ne.jp/course/adsl/）のご確認をお願いいたします。

必ずご捺印ください

ソフトバンク株式会社宛
お申込日
西暦
お申込者名
（会社名）
ご住所
ご連絡先電話番号

20XX

フリガナ

年

3

1

月

ソフトバンク ハナコ

ソフトバンク 花子
東京

〒 1 0 5－ X X X X

捺印欄

日

1. お申込日を記入してください。
2. お申込者名を記入してください。
ご担当者名：
3. 必ずご捺印ください。
※外国人の方で印鑑をお持ちでない場合はサインを
都 府
区 郡
してください。
道 県
市
4. ご請求先の住所を記入してください。
5. ご連絡先のお電話番号を記入してください。
※携帯電話可

港

東新橋×丁目×番×号
03 － ○○○○ － ○○○○

▼ソフトバンク電話サービスご登録状況
6. ご登録状況にチェックをつけてください。
※すでにご登録済みの場合は、ご登録済み電話番号
－
を記入してください。
※新規お申し込みで、現在ご登録いただいておりますお電話番号とご請求をまとめたい方は、こちらに登録電話番号をご記入ください。

□ ご登録なし
□ ご登録済み

（

）

▼お申込み内容
□ 新規お申し込み （1ユーザID発行）
□ ODN他コースからの変更

7. お申込み内容にチェックをつけてください。
※ＯＤＮ他コースからの変更を行われる場合は
コース変更するユーザID
ユーザーＩＤ（接続ＩＤ）を記入してください。

※本申込書ではJ-DSLパーソナルから、または「ADSL」コースから他のコースへの受付はできません。

▼メールのみでのお知らせ送付
□同意する □同意しない
※コース変更お申し込み完了のお知らせはODN基本メールアドレス宛にメールで送付いたします。

8. メールのみでのお知らせ送付にチェックを
つけてください。

同意しない場合はメールならびに書面を送付いたします。（書面送付の場合は到着まで若干お時間をいただきます）

▼お申込み希望タイプ・コース
タイプ
ご希望速度
メールタイプ

□タイプ1 □タイプ2
9. お申込希望の速度にチェックしてください。
「ADSL」コース（□50M □24M □5M）
□スタンダード（0円/月） □セキュア（300円/月） □プレミアム（800円/月） □変更しない

※ODN新規お申し込みのお客様でメールタイプの指定がない場合は「スタンダード」のお申し込みとなります。
※コース変更をお申し込みの場合で、「スタンダード」を選択されると「メールウィルスチェック」「メールフィルタプラス」にご契約中の場合でも当サービスは解除となります。
ご利用中のサービスを継続する場合は「変更しない」を選択してください。

▼ADSLお申込み電話番号情報
タ
イ
プ
1
申
込
欄
タ
イ
プ
2
申
込
欄

03

お申込電話番号
回線契約種別
NTT回線名義人

□アナログ
フリガナ

－

□INSネット64

ソフトバンク ハナコ

NTT回線名義人

「タイプ1申込欄」は、お申込希望タイプが
「タイプ1」の場合のみ記入してください。
※ご記入がない場合はアナログ回線として
□INSネット64ライト
お手続きさせていただきます。
10. ADSLをご利用されるお電話番号を記入してください。
11. 申込電話番号の電話回線種別をチェックしてください。
※ご記入がない場合は、「お申込者名」を
12. お申込電話番号のNTT回線名義人を記入してください。

ソフトバンク 花子

お申込電話番号
宅内配線工事

○○○○－

－
□NTT工事（端末直前まで）
□お客様指定 （□MDFジャンパまで
フリガナ

－

名義人としてお手続きさせていただきます。
※モデム設置先にお電話番号がない場合は
NTTへご確認後、市内局番までをご記入ください。

「タイプ2申込欄」は、お申込希望タイプが
「タイプ2」の場合のみ記入してください。
□保安器まで
□IDF荷札まで）
13. ADSLモデム設置先のお電話番号を記入してください。
14. 宅内配線工事についてチェックしてください。
※ご記入がない場合は、「お申込者名」を
15. お申込電話番号のNTT回線名義人を記入してください。
名義人としてお手続きさせていただきます。

※宅内配線工事がお客様指定の場合、お住まいの管理会社または管理人様にご確認後にご記入ください。
※宅内配線工事のご記入がない場合はNTT工事（端末直前まで）としてお手続きさせていただきます。

▼ADSLモデム設置先 ※上記「お申込者名」「ご住所」情報と異なる場合にご記入ください。
お名前
（会社名）
ご住所

フリガナ

〒

16. 新しくADSLをご利用されるご住所を記入してください。
※上記「お申込者名」「ご住所」と異なる場合にご記入ください。
ご担当者名：

都 府
道 県

－

区 郡
市

▼オプションサービスのお申込み（お申込みをご希望の場合のみ□にチェックを入れてください）
□ ODN IPフォン
➡
（海外への発信： □利用あり）
17. オプションサービスにお申込希望の場合は、
※指定がない場合は「スタンダード」となります。
チェックしてください。
▼メールタイプをお選びください
□スタンダード（0円/月） □セキュア（300円/月） □プレミアム（800円/月）

□ 「メール」コース （200円/月）
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「ADSL」コース申込書
ソフトバンクオープンデータ通信網サービス契約約款など、諸契約約款に基づき、次のとおり申込みます。

表示価格は税抜です

※お申込みの際には、事前にサービス提供エリア（https://www.odn.ne.jp/course/adsl/）のご確認をお願いいたします。

必ずご捺印ください

ソフトバンク株式会社宛
お申込日
西暦
お申込者名
（会社名）

年

月

捺印欄

日

フリガナ
ご担当者名：

〒

ご住所

都 府
道 県

－

ご連絡先電話番号

－

区 郡
市

－

※携帯電話可

▼ソフトバンク電話サービスご登録状況
□ ご登録なし
□ ご登録済み

（

）

－

※新規お申し込みで、現在ご登録いただいておりますお電話番号とご請求をまとめたい方は、こちらに登録電話番号をご記入ください。

▼お申込み内容
□ 新規お申し込み （1ユーザID発行）
□ ODN他コースからの変更

コース変更するユーザID

※本申込書ではJ-DSLパーソナルから、または「ADSL」コースから他のコースへの受付はできません。

▼メールのみでのお知らせ送付
□同意する □同意しない
※コース変更お申し込み完了のお知らせはODN基本メールアドレス宛にメールで送付いたします。
同意しない場合はメールならびに書面を送付いたします。（書面送付の場合は到着まで若干お時間をいただきます）

▼お申込み希望タイプ・コース
タイプ
ご希望速度
メールタイプ

□タイプ1 □タイプ2
「ADSL」コース（□50M □24M □5M）
□スタンダード（0円/月） □セキュア（300円/月）

□プレミアム（800円/月） □変更しない

※ODN新規お申し込みのお客様でメールタイプの指定がない場合は「スタンダード」のお申し込みとなります。
※コース変更をお申し込みの場合で、「スタンダード」を選択されると「メールウィルスチェック」「メールフィルタプラス」にご契約中の場合でも当サービスは解除となります。
ご利用中のサービスを継続する場合は「変更しない」を選択してください。

▼ADSLお申込み電話番号情報
タ
イ
プ
1
申
込
欄
タ
イ
プ
2
申
込
欄

お申込電話番号
回線契約種別
NTT回線名義人

－
□アナログ

□INSネット64

NTT回線名義人

※ご記入がない場合はアナログ回線として
お手続きさせていただきます。

□INSネット64ライト

フリガナ

お申込電話番号
宅内配線工事

－

－

※ご記入がない場合は、「お申込者名」を
名義人としてお手続きさせていただきます。
※モデム設置先にお電話番号がない場合は
NTTへご確認後、市内局番までをご記入くださ

－

□NTT工事（端末直前まで）
□お客様指定 （□MDFジャンパまで
フリガナ

□保安器まで

□IDF荷札まで）
※ご記入がない場合は、「お申込者名」を
名義人としてお手続きさせていただきます。

※宅内配線工事がお客様指定の場合、お住まいの管理会社または管理人様にご確認後にご記入ください。
※宅内配線工事のご記入がない場合はNTT工事（端末直前まで）としてお手続きさせていただきます。

▼ADSLモデム設置先 ※上記「お申込者名」「ご住所」情報と異なる場合にご記入ください。
お名前
（会社名）
ご住所

フリガナ
ご担当者名：

〒

都 府
道 県

－

区 郡
市

▼オプションサービスのお申込み（お申込みをご希望の場合のみご記入ください）
□ ODN IPフォン
➡
（海外への発信： □利用あり）
□ 「メール」コース （200円/月）

※指定がない場合は「スタンダード」となります。

▼メールタイプをお選びください
□スタンダード（0円/月） □セキュア（300円/月）

□プレミアム（800円/月）
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表示価格は税抜です

ご契約について（1）
1．お申し込みについて
●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」によるものとします。 ●約款／規約の全文につ
いてはODNホームページ（https://www.odn.ne.jp/start/agreement.html）をご確認ください。 ●ご加入時の接続料金は、利用料金発生日が
暦月の初め以外の場合、月額料金の日割り、または時間割りを行います。また、ご解約時は解約日が暦月末日以外の場合に月額料金の日
割りを行います。 ●お支払いは請求書による窓口払いとなります。支払い方法の変更をご希望の場合はODNサポートセンターまでご連絡く
ださい。 ●当社では、1ヵ月のご請求金額の合計が5,000円に満たない場合、3ヵ月分をまとめて請求する場合があります。 ●法人のお客さま
を除き、紙媒体での請求書等の発行には１通あたり請求書発行手数料200円がかかります●ODNサービスを新規にお申し込みされた場合、
明細書はWEB明細サービス（無料）となります。WEB明細サービスは、月々のご利用明細をご確認いただけるサービスです。WEB明細サービ
スのご利用には、別途お申し込みが必要となります。サービス詳細やお申し込みは、WEB明細のホームページ（http://webmeisai.jp/）をご確
認ください。 ●ADSLサービスを工事実施前に解約された場合、ODN月額料金などは請求いたしません。ただし、お申し込み・解約を繰り返し
行った場合や、工事日の直前に解約のご連絡をいただいた場合などは、この限りではありません。 ●当社は、お申し込み者様がお申し込み
にあたり虚偽の内容を申告した場合などは、お申し込みを承諾しない場合があります。 ●ODNサービスのご利用にあたっては、法令に違反
する行為、他人の権利を侵害する行為や公序良俗に違反する行為と当社が判断した行為などを禁止いたします。禁止行為例）他人の著作
権や知的財産権を侵害する行為、わいせつや児童ポルノなどに当たる画像の掲載、成り済まし行為、児童買売春などの犯罪に結びつく行為、
迷惑メールを送信する行為など。 ●本お申し込みをもって、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、本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://www.odn.ne.jp/r/mail.html） ●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。 ●本申込書提出後は、お申し込みの取消、お申込書のご返却はいたしかねますのでご注意ください。 ●本申込書の提出とあわ
せてオンライン申し込みを行った場合、複数IDの契約となり、契約ID分の接続料金をいただく場合がありますのでご注意ください。

2．利用制限／利用停止について
●ODNでは、インターネット接続サービスをご契約いただいているお客様に、より安全・安心にインターネットをご利用いただくための取り組み
として、2017年1月16日よりマルウェアブロッキング対応を実施します。 ●マルウェアとは、感染した端末に不正な動作をさせる悪意のあるプ
ログラムの総称です。 ●マルウェアに感染した場合、個人情報漏えいや不正送金などの重大な被害に発展する恐れがあります。 ●お客様
がインターネット接続サービスをご利用する際に、アクセス要求に付随するドメイン情報を、悪意のあるサーバーのドメインリスト（ブラックリス
ト）と照合し、合致する場合は自動的に通信を遮断します。 ●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。 ●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。 ●本件の利用申し込み、ご利用料金はいずれも不要です。 ●ODNによ
る検知・遮断を希望されない場合は、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できます。停止の方法についてはWEB
ページ（https://www.odn.ne.jp/r/malware.html）をご確認ください。 ●マルウェア感染の可能性がある場合、ODNから「マルウェア感染に関す
るご注意メール」をお送りします。 ●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。

3.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、悪意あるサーバー
情報のリストと照合いたします。（2）照合の結果、悪意あるサーバー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。
●なお、（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（https://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。

4．新規申込されるお客様へのご注意
●ADSL接続サービスの提供が可能となってからNTT工事日の翌営業日までに設定に必要な「ODNサービスご利用のご案内」（パスワード等
の重要な情報）をお届けいたします。あらかじめご了承ください。

5．サービス変更について
●ODNサービス、またはODNオプションサービスなどの各種変更は、ODNホームページ（https://cs.odn.ne.jp/）より画面の流れに沿ってお手
続きください。お手続きにはODNユーザID（接続ID）とパスワードが必要です。 ●コース変更は同一月に1度のみ可能です。同月内で2度の
コース変更はできません。

6．サービス解約について
●ODNサービスを解約される場合は、ODNホームページ（https://cs.odn.ne.jp/f/CU/CancellationTop.do）より画面の流れに沿ってお手続きく
ださい。お手続きにはODNユーザID（接続ID）とパスワードが必要です。 ●解約手続きはIDごとに必要です。 ●モデム・無線LAN機器･IP電話
対応機器などをレンタルされているお客様が「ADSL」コースを解約される場合は､ 解約日後の8日以内に指定の場所へレンタル機器をご返
却いただきます｡ご返却いただけない場合、物品相当額のご請求が発生することがあります。なお､レンタル機器返却に掛かる費用はお客様
負担となります｡ ●｢ADSL｣コースをお申し込みのお客様で､｢ご利用可能日｣以前にご解約されても､NTT工事費が発生する場合があります｡
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ご契約について（2）
7．「ADSL」コースについて
●「ADSL」コースの契約は、ソフトバンク株式会社の「ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款」によるものとします。 ●「ADSL」コー
ス50M/24M/5Mは下り最大50Mbps/24Mbps/5Mbps､上り最大5Mbps/1Mbps/1Mbpsの回線速度で インターネットに接続するサービスです。
速度を保証するサービスではないため、ご利用中に速度が低下する可能性もございます。 ●ADSLの特性上、NTT収容局からの距離や物理
的な回線品質、同一ケーブルに収容されているISDN回線の影響により、回線速度が 異なるだけでなく、変化する可能性があります。 ●NTT
局舎より2km以上でご利用のお客様は、速度が十分出ない可能性があります。 ●お申し込みになる電話回線上にガス検診器やセキュリ
ティー端末、ドアフォンなどが設置されている場合、接続速度が極端に低下したり、接続できない場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。 ●「ADSL」コースは、メタル回線を利用するサービスです。NTTの回線が光ケーブル化された際には、サービスを停止させていただくこ
とがあります。 ※災害復旧等により緊急的な光ケーブル化が発生した場合には、事前のお知らせなしにサービスを停止させていただくことが
あります。 ●ISDN等の他の通信サービスと相互干渉を引き起こす可能性があります。ADSL接続サービスが他の通信サービスの品質を劣
化させる原因となっていることが判明した際には、サービスを一時中断または停止させていただくことがあります。 ●ISDN回線ではご利用で
きません。ISDNでご利用のお客様は、アナログ回線への変更(有料)が必要となります。 お申し込み後、ソフトバンクから送付される書面に従
い、ISDNからアナログ回線への変更についてソフトバンクへお申し出ください。 なお、ISDNからアナログ回線に変更される場合でも同番号で
のご利用が可能です。 ●｢ADSL｣コースは､お申し込みから開通までに通常､タイプ1の場合は約2～3週間（ISDN回線からアナログ回線への
切替工事がある場合には､さらにお時間がかかります）､タイプ2の場合約3～4週間かかります。 ●お申し込みをいただいた後、NTTにて
ADSL接続サービスの提供が可能なのか（適合性があるのか）事前確認を行い、適合性があると判断された場合には、工事を実施いたしま
す。ただし、NTTの適合調査後工事を実施した結果、実際にはADSL接続サービスの提供が受けられない可能性があります。 ●ご利用開始
後のコース変更・ご移転等による各種変更手続き（タイプ変更・電話番号変更･速度変更）には費用がかかります。 ●NTTより適合性がある
との回答が到着次第、回線開通までに「ODNサービスご利用のご案内」をお届けします。 ●お申し込み内容に記入漏れがある場合やNTT契
約者名義に誤りがある場合は、上記開通期間での開通ができない場合があります。よりスムーズな開通を実現するため、お申し込みの前に
必ずNTTの116番へ契約者情報の確認をお願いいたします。 ●「ADSL」コースのモデムはルータタイプです。ご利用のパソコンにLANポート
がない場合には、LANカード／LANボード等をご用意いただく 必要があります。（※ADSL適合調査にて提供可能となってからご用意くださ
い。） また、モデム設定にブラウザ（インターネットエクスプローラ5.5以上推奨）が必要です（推奨ブラウザ以外では設定ができない場合があ
ります）。 ●NTT加入電話回線以外の電話回線（ソフトバンクの｢おとくライン｣など）をご契約の場合､ ｢ADSL｣コースはご利用いただけません。
またNTT加入回線以外の電話回線へ変更された場合には、電話回線の切替と同時に 「ADSL」コースはご利用いただけなくなりますのでご注
意ください。 ●他のコースから｢ADSL｣コースへのコース変更は800円の手数料が掛かります｡また､｢ADSL｣コースへのコース変更および
｢ADSL｣コース間の速度変更には､NTT工事費用（タイプ1：3,050円、タイプ2：2,200円）が掛かります｡ ●タイプ2をお申し込みで、モデム設置先
に既設の電話がない場合には、お申し込み後、ソフトバンクより身分証明書（個人：運転免許証・ 健康保険証・住民票・外国人登録証等／法
人：登記簿謄本等）の写しの提出を求められる場合がありますので、ご了承ください。 ●タイプ2での宅内配線工事のNTT工事は、お客様宅
内の回線状況により、工事内容や料金が異なります。 ●本サービスに契約した場合、利用料金発生前に全国共通アクセスポイントをご利用
した際は、ご利用料金をご請求させていただきます。 ●全国共通アクセスポイント、モバイルポイント、国際ローミングへのアクセスが可能で
す。ご利用には別途通信料金などが必要となります。 ●お申し込みの際には、事前にサービス提供エリアをご確認ください。
（https://www.odn.ne.jp/course/adsl/） ●｢ADSL｣コースの接続設定については、ODNホームページ（https://www.odn.ne.jp/r/mbb.html）をご
確認ください。 ●「ADSL」コースの詳細は、ODNホームページ（https://www.odn.ne.jp/course/adsl/）をご確認ください。

NTT東日本をご利用の方
コース
「ADSL」コース50M
「ADSL」コース24M
「ADSL」コース5M

月額基本料金
ODN接続料金
回線使用料
2,880円/月
タイプ1：158円/月
2,680円/月
タイプ2：1,385円/月
1,850円/月

ADSLモデム
レンタル料金
780円/月

合計金額：タイプ1の場合
（通常料金）
3,818円/月
3,618円/月
2,788円/月

NTT西日本をご利用の方
月額基本料金
ADSLモデム
合計金額：タイプ1の場合
レンタル料金
（通常料金）
ODN接続料金
回線使用料
「ADSL」コース50M
2,880円/月
3,825円/月
タイプ1：165円/月
「ADSL」コース24M
2,680円/月
780円/月
3,625円/月
タイプ2：1,453円/月
「ADSL」コース5M
1,850円/月
2,795円/月
※初期費用として、お申し込み手続費800円とNTT工事費タイプ1：3,050円、タイプ2：2,200円がかかります。
※NTT工事費は工事の内容により料金が異なることがあります。なお、同工事費はNTT東日本・NTT西日本から直接請求されます。
コース
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ご契約について（3）
8．ODN IPフォンについて
●ODN IPフォンの契約は、ソフトバンク株式会社の「ＩＰ電話サービス契約約款」によるものとします。 ●ODN IPフォンのご利用には､お申し込
みが必要です｡ ●海外での発信をご利用の場合はお申し込みが必要です。 ●海外からの着信はご利用いただけます。 ●ODN IPフォンは､
IP網（インターネット）を使用して音声通話を行うサービスです｡ ●通話品質はネットワークの状況や宅内環境などによって変化し､一時的に品
質が低下する場合があります｡ ●ADSL回線の保守工事やネットワーク障害､停電などが原因でインターネットに接続できない場合、ODN IP
フォンはご利用いただけません｡一般加入電話をご利用ください｡ ●110･119などの緊急電話、116･117などの3桁番号､フリーダイヤルなどの
電話番号への発信は、自動的に一般加入電話経由となります。（「タイプ2」では一般加入電話のご契約がありませんので、上記番号への発
信はできません。） ●FAXを送信する場合､送信先電話番号の前に｢0009｣を付けて､一般加入電話回線経由で送信されることをおすすめしま
す（NTT東日本およびNTT西日本のIP電話対応機器をご利用の場合は、送信先電話番号の前に｢0000｣を付けての送信となります）｡ ●一部
の他社IP電話の050番号は通話対象外になりますので､一般加入電話をご利用ください｡ ●一般電話・ODN提携IP電話・携帯電話・PHSと
ODN IPフォンの発着信が可能です。 ●ODN提携IP電話（有料接続）・国内一般電話･携帯電話･PHSからODN IPフォンにかける際は各ODN
提携IP電話（有料接続）・国内一般電話・携帯電話・PHS事業者の設定する通話料金をご参照ください。 ●市内通話の際､必ず市外局番から
ダイヤルしてください（お客様がお住まいの市外局番をIP電話サービス（050番号）対応機器に設定することで､市内通話時に市内局番からの
ダイヤルでもODN IPフォンをご利用いただけます）｡ ●ODN IPフォン､BBフォン（BBフォン光は除く）､ODN提携IP電話どうしの通話以外の場
合は､NTT東日本およびNTT西日本など ご契約一般電話からの通話となり､通話は有料となります｡またODN提携IP電話（有料接続）への通
話も有料となります｡ ●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。 ●ODN IPフォンをご契約いただいているお客様に、1電話番号当たりの「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ホームページ（https://tm.softbank.jp/consumer/info/universal/）を確認ください。 ●ユニバーサルサービス制度とは、
NTT東日本およびNTT西日本が提供しているユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報などの国民生活に不可欠な電話サー
ビス）を全国どの世帯でも公平で安定的に利用できる環境を確保するために必要な費用を、電話会社全体で負担する制度です。●ユニバー
サルサービス制度については、社団法人電気通信事業者協会のホームページ（www.tca.or.jp）にてご確認ください。 ●ODN IPフォンの詳細
は、ODNホームページ（https://www.odn.ne.jp/service/ip_phone/）をご確認ください。

9．無線LANカードSセットについて
●端末機器レンタルの契約は、ソフトバンク株式会社の「端末機器レンタルに関する契約条項」によるものとします。 ●レンタルする無線LAN
機器はIEEE802.11a/b/g対応となります｡また対応OSはWindows 8/7/Vista/XP/Me/2000です｡ ●無線LANをご利用になるには、お客様のパ
ソコンに無線LANカードを挿入するためのPCカードスロットが装備されている必要があります。 ●無線LANカードSセット（対象：「ADSL」コー
ス 50M／24M）は無線LANカード2枚（IP電話モデム用＋パソコン用）をレンタルします。 ●各機器レンタルの利用料金発生日は、機器が発送
された日から6日後となります。ただし、「ADSL」コースの利用料金発生日が無線LANカードSセットの利用料金発生日より遅い場合には、
「ADSL」コースの利用料金発生日が適用されます。 ●端末機器の解約にはソフトバンクへのお申し出が必要です。機器を返送されても解約
となりませんのでご注意ください。

10．オプションサービスについて
●オプションサービスの契約は、ソフトバンク株式会社の「アプリケーションサービス利用規約」によるものとします。 ●利用料金は日割りにて
計算されます。 ●「メールウィルスチェック」、「メールフィルタプラス」、「Webフィルタ」、「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。 ●「メールウイルス
チェック」または「メールフィルタプラス」をご利用中のお客様が、コース変更時に「スタンダードメール」を選択した場合、「メールウイルスチェッ
ク」、「メールフィルタプラス」は解約となります。 ●メールの設定・変更については、ODNホームページ（https://www.odn.ne.jp/）をご確認くだ
さい。 ●メールサービスの詳細は、ODNホームページ（https://www.odn.ne.jp/service/mail/）をご確認ください。 ●「Webフィルタ」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。 ●「Webフィルタ」の詳細は、ODNホームページ
（https://www.odn.ne.jp/service/web_filter/）をご確認ください。 ●「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。 ●「モバイル接続オプション」ご利用時における、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。

＜記載内容について＞
●記載しているサービス名称は一般に各社の商標または登録商標です。 ●記載内容は2017年9月1日現在のものです。料金やサービスな
どは予告なく変更する場合があります。 ●弊社は、個人情報保護に関する法令を遵守し、お客様よりお預かりする個人情報を適正に管理し
ます。

個人情報の取り扱いについて
「別紙」を必ずご確認ください。
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別紙

ソフトバンク株式会社
個人情報の取り扱いについての詳細および最新版は、当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・表示と最適化 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、個人データ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
3. ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
5. PSコミュニケーションズ株式会社

2. Wireless City Planning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
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。
1.

提供先
警察機関その他行政機関

目的
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

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

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
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

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

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

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
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
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

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

12.

提携するコンテンツ提供者

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
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

15.

NTT東日本、NTT西日本

16

ヤフー株式会社

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
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
契約者への商品・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取得する場合の利用目的は、取得の
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データを、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）保有個人データ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）保有個人データ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。

