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■■■■■■■■■■■■    ADSL2+ADSL2+ADSL2+ADSL2+お申込前に必ずお読みくださいお申込前に必ずお読みくださいお申込前に必ずお読みくださいお申込前に必ずお読みください    ■■■■■■■■■■■■    
 

１） 本サービスをご利用頂くためには ADSL2+対応のモデムが必要となります。 

２） 本サービスの最低契約期間は 1 ヶ月です。（ADSL2+会員規約 11 条 1） 

３） １年契約の場合、期間満了後はご退会のお申し出を頂くまで月毎の自動更新となります。     

（ADSL2+会員規約 11 条 4） 

４） ADSL2+でご利用の電話回線の番号変更、住所変更、名義変更等の電話契約に関わる変更が生

じた場合、電話会社より弊社の ADSL2+サービスが切断されます。その場合は再接続費用が掛か

ります。（ADSL2+会員規約 4 条１） 

５） 各プランによりダウンロード量に応じた超過料金が発生致します。または、回線速度を制限させて

頂きます。（ADSL2+会員規約 3 条 2） 

６） 弊社が提示している ADSL2+の回線速度は理論的な最高速度であり、実際の速度は電話局から

の距離、ご利用の電話回線、ADSL2+機器等の影響で速度が出ない場合がございます。ADSL2+

サービスは回線速度を保証するサービスではございません。（ベストエフォートサービス）（ADSL2+会

員規約 3 条 1） 

７） ADSL2+の回線速度とは、お客様の ADSL2+接続機器から電話局に収容されておりますネットワ

ーク接続機器までの区間の速度となります。インターネットを経由した際の速度は、ADSL2+の回

線速度ではなく、経由するインターネット内の速度となります。また、弊社ネットワーク外のトラブル

に関しては弊社では対応できませんのでご了承ください。 

８) 弊社からご購入、または設定をした機器であっても故障した場合の窓口は製品の製造元となりま

す。機器故障に関するサポートは弊社では出来ませんのでご了承ください。（製品購入時にメーカ

ーのユーザ登録をお勧めしております。）（ADSL2+会員規約 5 条 2、3） 

2011 年 3 月 1 日更新 
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1. 1. 1. 1. お客様情報お客様情報お客様情報お客様情報 

ご契約者名 （法人 / Mr. / Ms. ）                    ご連絡先電話番号                       .                

既存会員： YES / NO  – 新規でお申込みの際はパスポートあるいは免許証のコピーパスポートあるいは免許証のコピーパスポートあるいは免許証のコピーパスポートあるいは免許証のコピーを申込書に添えてご提出下さい。 

ご担当者名                                         ご連絡先 E-mail アドレス（必須必須必須必須）                                                    

ADSL2+接続電話番号       ABN （法人）       . 

ADSL2+設置住所                     . 

●ご契約者 □法人 □居住者（長期滞在） □ワーキングホリデー □学生 □短期滞在 □その他  ●滞在期間（ 永住 or       年     月まで ） 

●コンピュータ環境 Win2000    台  WinXP    台  WinVista     台 Win７      台 MacOS(Ver.    )      台   その他 OS （                   ） 
●弊社のサービスはどこで知りましたか？  □NICHIGO PRESS   □DOMO   □インターネット   □その他(                                                ) 

2. ご希望のプラン－ご希望のプラン－ご希望のプラン－ご希望のプラン－ご希望のサービスに�印の記入をお願い致します 

 

 

 

3.    初期設定費用初期設定費用初期設定費用初期設定費用－－－－ご希望のサービスに�印の記入をお願い致します 
 

※1 デスクトップの場合は無線カードが

別途必要になります。  
※2 出張設定料金にはケーブルやコネ

クター類の料金は含まれておりませ

ん。  
※3 & 4 ルータの配送は郵便事情によ

り開通日以降になることもございます。 
 ※ 弊社提供のルータであっても故障

対応はメーカー対応になります。 
 

ルータの配送先に ADSL2+設置場所以外をご希望の方は下記に配送先をご記入ください。(出張設定をお申込の方は弊社スタッフがお持ちいたします。) 
 

配送先お名前（会社名等）                お電話番号    

配送先住所           Post Code   

4.    有料有料有料有料メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスサービス（サービス（サービス（サービス（追加料金追加料金追加料金追加料金 $5/月月月月    希望者のみ希望者のみ希望者のみ希望者のみ）））） 

●ご希望のユーザー名                   @tokyonet.com.au (最初はアルファベット、英小文字、数字で 8 文字まで) 

●ご希望のパスワード                           (英大小文字、数字で 8 文字まで) 

5.    お支払い方法お支払い方法お支払い方法お支払い方法 

□ 銀行口座自動引き落とし（Direct Debit） → 弊社から登録用紙を送付します。 

□ クレジットカード （□VISA  □MASTER  □AMEX  □JCB  □Diners ）   クレジットカード番号         . 

  有効期限(月/年)         /        カード刻印名(ローマ字)          

6.    注意事項注意事項注意事項注意事項 

7.1)    契約期間内に退会をする場合は違約金が発生致します。詳しくは ADSL2+会員規約をご確認下さい。 7.2)    本サービスには無料の e-mail アドレスはご

ざいません。お申し込みにはご連絡先 e-mail アドレス(gmail や hotmail, yahoo メールなど)が必要となります。7.3) e-mail 以外でのご請求書をご希望の場合、

発行手数料（$2）を別途ご請求させて頂きます。  7.4) 価格は予告なく変更されることがありますので、お申込みの際には必ずご確認ください。 7.5)  上記料

金全てにＧＳＴ（10％）が別途加算されます。 

私（私（私（私（    ローマ字ローマ字ローマ字ローマ字             ）は）は）は）は ADSL2+ADSL2+ADSL2+ADSL2+会員規約に同意し、ここに署名します。会員規約に同意し、ここに署名します。会員規約に同意し、ここに署名します。会員規約に同意し、ここに署名します。    

    ご署名         日付       /     /   

 プラン名 月間ダウンロード量 最低契約期間 月額基本料金 月間ダウンロード超過後 

�     5 GB プラン  5 GB 1 ヶ月 $59.00 超過料金 $0.07/MB 

�   50 GB プラン            50 GB 1 ヶ月 $79.00 384kbps に速度制限 

�  100 GB プラン          100 GB 1 ヶ月 $99.00 384kbps に速度制限 

� ADSL2+接続料金（1 ヶ月契約） $149.00   

� ADSL2+接続料金（12 ヶ月契約） 無料  

� ADSL2+モデム＆ルータ（4 ポートタイプ） $99.00 Ethernet ポート×4 

� ADSL2+モデム＆ルータ（無線タイプ）※１ $135.00 Ethernet ポート×4 + Wireless 機能 

�    出張設定料金（シドニー/メルボルン エリア）※2  $90.00 祝祭日を除く月～金 9:00～17:00 

� 設定なしルータ配送※３ 配送実費  

� 設定済みルータ配送※４ $10.00 ルータ配送費（実費）が別途掛かります。 

Office use only 

KDDI ADSL2+申込書申込書申込書申込書 

※ADSL2+の回線速度は、最大でダウンロード最大でダウンロード最大でダウンロード最大でダウンロード 20Mbps /１１１１Mbps アップロードアップロードアップロードアップロードとなります。  ※ダウンロードの容量は※ダウンロードの容量は※ダウンロードの容量は※ダウンロードの容量は 24 時間一律時間一律時間一律時間一律の計上の計上の計上の計上でオンピークでオンピークでオンピークでオンピーク/オフピオフピオフピオフピ

ークの時間帯分けはございません。ークの時間帯分けはございません。ークの時間帯分けはございません。ークの時間帯分けはございません。※月間ダウンロード量は、毎月 1 日から月末までのダウンロード合計となります。未使用ダウンロード量の翌月への繰り越

しはございません。 



******************************************************************************************** 

KDDI Australia Pty Ltd 
Suite 201, Level 2, 213 Miller Street North Sydney NSW 2060 

Phone: (02) 9910-0020 Fax: (02) 9910-0082 

E-mail: info@kddi.com.au WEB: www.kddi.com.au 

 
    

第第第第 1111 条条条条    会員会員会員会員    

1 本規約を承認の上、当社の提供するインターネット接続利用を申し込み、

当社が承認した方を会員とします。 

2 申し込みは、申込書に署名した後に当社まで返送していただき、それを

当社が受け取った時点で成立とします。 

 

第第第第 2222 条条条条    ユーザー名およびパスワユーザー名およびパスワユーザー名およびパスワユーザー名およびパスワードの管理ードの管理ードの管理ードの管理    

1 会員は、自分のユーザー名とパスワードの管理についての責任を負い

ます。 

2 会員のユーザー名とパスワードを利用して東京ネットに接続している人

については、会員自身とみなされます。 

3 ユーザー名及びパスワードの使用の過誤や、第三者の使用による損害

に対して、当社は一切の責任を負いません。 

 

第第第第 3333 条条条条    ADSL2+ADSL2+ADSL2+ADSL2+サービスサービスサービスサービス    

1 ADSL2+はベストエフォート（ご利用の環境によって変化する）型のサービ

スです。最大速度や通信の可能性を保証するサービスではありません。 

2 50GB,100GB プランは、各プランで定めた月間ダウンロード量を超えると

ダウンロード速度が 384kbp に制限されます。5GB プランは該当月のダウ

ンロードが 5GB を越えた分超過料金がかかります。 

3 お客様の電話線の状態が ADSL2+に適応しない環境の場合、お申込み

用紙受領後であっても、サービス開通の保留やキャンセルをさせていた

だく場合があります。電話サービスに関しての障害や損害に対して、当

社は一切の責任を負いません。 

4 地域によってご提供できないサービスがございますのでご了承下さい。 

5 ADSL2+で利用する電話回線に問題がある場合は、お客様が契約されて

いる電話会社へお問合せください。 

6 電話会社の変更、電話番号の変更、住所の変更、名義人の変更等の電

話契約に関わる変更が生じた場合は、ADSL2+が不通となりますが、解

約のお申し出がない限り、ADSL2+の契約は継続となります。 

    

第第第第 4444 条条条条    ADSL2+ADSL2+ADSL2+ADSL2+回線の移転、再接続回線の移転、再接続回線の移転、再接続回線の移転、再接続 

1 ADSL2+にご利用されている電話回線の番号変更、住所変更、名義変更

等の電話契約に関わる変更が生じた場合は、当社が別途定める

ADSL2+再接続料金が掛かります。 

第第第第 5555 条条条条    ADSL2+ADSL2+ADSL2+ADSL2+接続機器接続機器接続機器接続機器    

1 ADSL2+に必要な接続機器（モデム等）は、お客様でご準備いただくか 当

社からご購入下さい。 

2 ADSL2+に必要な接続機器を、当社から購入された場合でも、保守、故

障のメーカー手配は、原則お客様が行う事とします。 

3 接続機器が起こした如何なる損害も、当社では一切責任を負いません。 

 

第第第第 6666 条条条条    利用料金、支払方法利用料金、支払方法利用料金、支払方法利用料金、支払方法    

1 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、当

社が別途定める期日以内に支払うものとします。 

2 ADSL2+の開通日は、当社での ADSL2+設定が完了し、電話、ＦＡＸ、郵

便または電子メールでお客様に通知した日とします。 

3 月額基本料金については前納するものとし、当月に発生した超過料金

は１ヶ月または２ヵ月後の請求書で請求されます。 

4 開通月の月額基本料金は、開通日から月末までの日割りで計算されま

す。その場合、契約されている最大ダウンロード（インターネットからお客

様側へのデータ受信）量も、月額基本料金と同様の日割り計算をしま

す。 

5 月額基本料金、超過料金などの料金は、事前通知をもって変更すること

があります。 

 

第第第第 7777 条条条条    サービスプラン変更サービスプラン変更サービスプラン変更サービスプラン変更    

1 速度、契約最大ダウンロード量のサービス内容変更は、毎月 20 日まで

に、電子メール、書面、FAX のいずれかの手段により当社に届け出てく

ださい。サービス変更内容は翌月の 1 日からの適用となります。20 日を

過ぎた場合には、翌々月の１日からの適応となります。またプランの変

更には所定の料金がかかります。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第 8888 条条条条    会員の禁止行為会員の禁止行為会員の禁止行為会員の禁止行為    

1 会員には、当社の設備を利用するにあたり、以下のような行為をしない事

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） 公序良俗に反する行為 

（5） 法令に違反するもの、違反するおそれのある行為 

（6） インターネットの運営、円滑な利用を妨げる行為 

（7） インターネット接続をした接続先の規約等に違反する行為 

 

第第第第 9999 条条条条    会員資格の喪失会員資格の喪失会員資格の喪失会員資格の喪失    

1 当社は以下の場合、会員の資格を喪失させることができるものとします。 

（1） 第 8条の禁止行為に該当すると当社が判断した場合 

（2） 申込みにあたり虚偽の事項を記載したと判明した場合 

（3） 料金の支払いを著しく遅延した場合 

（4） その他、本規約に違反した場合 

2 会員資格を喪失した場合、すでに支払われた月額基本料などは返却いた

しません。未納の料金等については、すみやかにお支払いいただきます。 

3 会員資格を喪失した場合、メールデータ等、サーバに保存されているデー

タはすべて削除されます。 

4 再びサービスを開始する場合には、新規のお申込みとなります。 

 

第第第第 10101010 条条条条    退会退会退会退会    

1 会員が退会する場合、退会する月の 20 日までに、電子メール、書面、

FAX のいずれかの手段により、当社に届け出てください。これらの届出を

当社が受領した時点で、退会処理に着手します。また退会する月の月末

をもって退会といたします。 

2 退会時には、未納の料金等、あるいは残金がある場合、これらをすべて

精算いたします。 

3 ADSL2+開通時にお支払い頂いた、もしくはお支払頂く設定一時金（接続

費用等）は、如何なる場合でも返金出来ません。 

 

第第第第 11111111 条条条条    契約期間契約期間契約期間契約期間    

1 最低契約期間は、1 ヶ月です。 

2 契約開始日は、ADSL2+の開通日とします。 

3 原則契約期間内に退会することはできないものとします。契約期間内に

退会する場合は契約満了日までの月額料金を全額支払うものとします。 

   4  契約期間満了後は１ヶ月毎の自動更新となります。解約は必ず第 10 条

の退会の手続きを行うものとします。 

 

第第第第 12121212 条条条条    当社の免責事項当社の免責事項当社の免責事項当社の免責事項    

1 当社は、インターネット接続の円滑な運営に努めますが、電話回線障害

等によるインターネット接続の中断、あるいは停止等によって会員に損害

が生じた場合についても、当社は責任を負いません。 

2 当社は、会員がインターネットによって得る情報の正確性、完全性、有用

性を保証しません。 

3 インターネットの使用により会員に発生したいかなる損害についても、当

社は責任を負いません。 

4 インターネット上で、会員が他の会員または第三者に損害を与えた場合、

当該会員の責任と費用において解決することとし、当社は責任を負いま

せん。 

 

第第第第 13131313 条条条条    本規約について本規約について本規約について本規約について    

1 本規約は予告なしに変更する場合があります。 
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