プライベートブランド・ダイヤルアップIP接続サービス

加入申込書
株式会社NTTPCコミュニケーションズプライベートブランド・ダイヤルアップIP接続サービス利用規約を承諾の上、下記のとおり変更を申請します。
枠内の必要事項をご記入の上、郵送にて申請してください。
お申込日
年
月

フリガナ
お名前

【必須】

ご住所

【必須】

日

生年月日
印

年

月

日

〒
都道
府県

連絡先

【必須】

ご希望コース

【必須】

昼間の連絡先
TEL

（

）

TEL

（

）

FAX

（

）

□ Xコース/無制限/1,750円（税別）ダイヤルアップ接続対応
□ X＋コース/1,200円（税別） 「フレッツ・ISDN」対応
※X＋コースは、お申し込み前にNTT東日本・西日本提供の「フレッツ・ISDN」にご契約頂く必要があります。

□ X ADSLコース/1,800円（税別） 「フレッツ・ADSL」対応
※X ADSLコースは、お申し込み前にNTT東日本・西日本提供の「フレッツ・ADSL」にご契約頂く必要があります。

□ X Hikariコース（ファミリー）/3,000円（税別）
※X Hikariコース（ファミリー）をご利用になるには、お申し込み前にNTT東日本・NTT西日本提供の「フレッツ 光ネクスト」
「Bフレッツ」 「フレッツ・光プレミアム」ファミリータイプのご契約が必要です。

□ X Hikari（マンション）コース/3,000円（税別）
※X Hikariコース（マンション）をご利用になるには、お申し込み前にNTT東日本・NTT西日本提供の「フレッツ 光ネクスト」
「Bフレッツ」 「フレッツ・光プレミアム」マンションタイプのご契約が必要です。

コミュニティ名

【必須】 ※弊社提供コミュニティよりご希望コミュニティ名をご記入ください。

＠

（＠以降のアルファベット）

ご希望メールアカウント

第1希望

※メールアドレスは

第2希望

「ご希望のメールアカ
ウント（14文字以内）

第3希望

＠コミュニティ名」と
なります。

【必須】 注意1）半角英小文字数字「－（ハイフン）」「＿（アンダーバー）」「．（ドット）」を使用して2文字以上14文字以内。但し最初の

一文字は半角英小文字のみのご利用となります。また、「．（ドット）」を2つ以上連続すること、および最後の文字に
"."（ドット）をご利用いただくことはできません。
注意2）必ず第１希望から第３希望まで全てご記入ください。
注意3）なお、「0（ゼロ）」と「o（オー）」、「1（イチ）」と「l（エル）」、「－（ハイフン）」と「＿（アンダーバー）」などはフリガナをつけ
てください。

パスワード

お支払い
クレジットカード

【必須】

ネットワークパスワード

メールパスワード

（注意1）ネットワークパスワードは3～8文字で、メールパスワードは6～8文字の文字列でご記入ください。
（注意2）使用可能な記号は @!"#$%&'()=~|\^+-*/,.:;<>?[]_`{} の各文字です。
（注意3）メールパスワードは英字と数字が混在しているものをご設定ください。
（注意4）メールパスワードはメールアカウントと同じ文字列の設定は出来ません。
（注意5）上段に必ずフリガナを記入してください。
例:「0」 【ゼロ】 と「O」 【オー・（大）】 、「-」【ハイフン】と「_」【アンダーバー】、「1」【イチ】と「l」【エル・（小）】など
注意6）パスワードを紛失した場合はパスワード再発行の上、郵送でのご案内となります。
※ご利用料金のお支払いはクレジットカードのみになります。
【必須】 □AMEX

□DC □JCB □Master □NICOS □UC □VISA □セゾン □ダイナース □UFJカード

カード番号
カード名義人
（アルファベット）

カード有効期限
※「フレッツ」は、NTT東日本及びNTT西日本の商標または登録商標です。

個人情報保護方針

個人情報保護方針については、次のURLをご確認ください。
http://www.nttpc.co.jp/privacy/index.html

※本申込書をコピーし、控えとして必ずお手元に残しておいてください。
お申し込み先

：

〒105-0003 東京都港区西新橋2-14-1 興和西新橋ビル B棟 11F
株式会社NTTPCコミュニケーションズ
プライベートブランド担当宛

<PB-3-26>

受付

登録

ご契約のサービスに関する基本事項および提供条件説明書
（株）ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ
（■電気通信事業者の氏名又は名称）
ご契約に関する重要なお知らせです。本書面の内容をご確認のうえ、お申込いただきますようお願いいたします。



プライベートブランド サービスの内容
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

・



本サービスは、インターネット接続サービスです。
本サービスで利用できるアクセス回線は、アナログ接続、ISDN、AIR-EDGE、「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミ
アム」「フレッツ光ネクスト」アクセス回線については、お客さまの負担にてご用意願います。（利用可能なアクセス回線は、契約コースにより異なり
ます。）
本サービスは、ベストエフォートのサービスです。通信速度については保障しておりません。
これらの接続にあたっての通信速度は、利用するアクセス回線によります。また、弊社では、各アクセス回線の最高速度による接続や帯域を保証
するものではありません。
接続用の設備は、他のお客さまもご利用されている設備となりますので、常に接続できることを保証するものではありません。
「X+」コース、「X ADSL」コース、「X hikarｉコース」各コースは、擬似常時接続となります。
・接続用の設備は、他のお客さまもご利用されている設備となりますので、常に接続できることを保証するものではありません。
このサービスは、Outbound Port25 Blocking を実施しています。これに伴い電子メールをご利用になる場合には、
利用されるメールソフトの設定を変更していただく場合があります。対象コースは、「X+コース」、「X ADSL コース」、「X hikarｉコース」です。
このサービスでは、お客さまの回線(PPPoE セッション)を収容する装置で混雑状態が発生した状況において、その装置における通信品質が改善
(混雑状態が緩和)するまで、利用通信量の多いお客さまの回線から順に通信速度(通信帯域)を制御します。
【通信速度制御の実施概要】
お客さまの回線(PPPoE セッション)を収容する装置における混雑状況を、当社の設備(監視装置)が上り方向および下り方向の通信をそれぞれ
常時確認し、混雑状態が発生していることを検出した場合に、当該装置において通信量の多いお客さまの通信に対して、上り方向または下り
方向の通信に対する通信速度(通信帯域)をそれぞれ別々に制御します。この通信速度(通信帯域)の制御は収容装置での混雑状態が緩和で
きるまで、その時点において利用通信量が多いお客さまの通信から順に繰り返し実施いたします。なお、帯域制御や制御解除の実施に対する
事前の連絡(通知)については行いません。
本サービスは、停電・災害等発生時にはご利用いただけなくなる場合がございます。

ご利用料金について
コース名
X コース
X+コース
X ADSL
X hikari



回線種別
ダイヤルアップ接続
（公衆アナログ回線、ISDN 回線、携帯電話回線、PHS 回線）
「フレッツ・ISDN」
「フレッツ・ADSL」
「フレッツ 光ネクスト」「B フレッツ」「フレッツ 光プレミアム」の
ファミリーコース及びマンションコース

加入費用（税別）

無料

月額基本料（税別）
1,750 円
1,200 円
1,800 円
3,000 円

契約のご変更、ご解約の条件等
・お客さまが、契約を終了されたい場合には、弊社の定める契約解除申込書により、申請していただきます。
・契約の終了日は、契約解除申請書が、弊社に届いた日が含まれる月の最終日となります。ただし、契約解除申請書が届いた日から月の最終日まで
の営業日数が５営業日に満たない場合には、翌月の最終日が、契約終了日となります。



契約変更・解約の連絡先及び方法
以下までお問い合わせください。
（株）NTTPC コミュニケーションズ
インフォメーションセンター
電話: 0570-033-078 (携帯・PHS からもご利用になれます)
受付時間:9:30～17:30(土日祝日・年末年始を除く)
メール：info@pbrand.ne.jp
ご契約内容のご確認、及び一部変更につきましては、InfoSphere サービスサイトの「オンライン情報参照/変更」から行うことができます。
http://www.pbrand.ne.jp/



サービス提供開始の予定時期
開通次第、メールにて「開通のご案内」を送付しております。「開通のご案内」メールが到着次第、ご利用になれます。
通常、お申し込みから 3 営業日を目安に開通しておりますが、場合によりこの通りではありません。



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す。
1.
「開通のご案内」をお客様が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力は、書
面を発行した時に生じます。
2.
この場合、お客様は①損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。②ただし、本契約の解除までの期間において提
供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料、および既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。この場合における②の金額は、本
書面に記載した額となります。③また、契約に関連して弊社が金銭等を受領している際には、当該金銭等（上記②で請求する料金等を除く。）を
お客様に返還いたします。
3.
事業者が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を
経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過す
るまでの間であれば契約を解除することができます。
4.
書面の送付先
〒105-0003 東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B 棟 11F
株式会社 NTTPC コミュニケーションズ プライベートブランド担当 行
5.
＜書面による解除の記載例＞

①お客様番号
②ご契約サービス名
③サービス月額利用料

東京都港区西新橋 2-14-1
興和西新橋ビル B 棟 11F
株式会社 NTTPC コミュニケーションズ
プライベートブランド担当 行

契約書面受領日
○年○月○日

・ご住所
・ご契約者名
・ご連絡先電話番号



以上の契約を解除します。

料金の支払い時期・方法に関する説明
お支払方法：
クレジットカード払い
利用開始日から 1 ヶ月毎の料金サイクル（以下、「料金サイクル」といいます。）により計算するものとし、各月の利用開始日相当日（以下、「計算日」とい
います。）において、同日より始まる料金サイクル分について請求します。
なお、オプションサービス等において、この限りではない場合があります。



お問い合わせの連絡先
サービス全般について

技術的なお問い合せについて

インフォメーションセンター
電話: 0570-033-078 (携帯・PHS からもご利用頂けます)
受付時間:9:30～17:30(土日祝日・年末年始を除く)
メール：info@pbrand.ne.jp
InfoSphere テクニカルサポートセンター
電話: 0570-07-7778（一般電話・携帯電話から）
PHS からは、03-6203-2628
受付時間:9:30～17:30(土日祝日・年末年始を除く)
メール：support@pbrand.ne.jp

この提供条件説明書は、2017 年 7 月 1 日現在の提供条件を説明したものであり、利用規約の改定等により、提供条件が変更になる場合があります。
「フレッツ」等は、NTT 東日本及び NTT 西日本の商標または登録商標です。

プライベートブランド・ダイヤルアップIP接続サービス

加入申込書
株式会社NTTPCコミュニケーションズプライベートブランド・ダイヤルアップIP接続サービス利用規約を承諾の上、下記のとおり変更を申請します。
枠内の必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にて申請してください。
お申込日
年
月

フリガナ
お名前

【必須】

ご住所

【必須】

日

生年月日
印

年

月

日

〒
都道
府県

連絡先

【必須】

ご希望コース

【必須】

昼間の連絡先
TEL

（

）

TEL

（

）

FAX

（

）

□ Xコース/無制限/1,750円（税別）ダイヤルアップ接続対応
□ X＋コース/1,200円（税別） 「フレッツ・ISDN」対応
※X＋コースは、お申し込み前にNTT東日本・西日本提供の「フレッツ・ISDN」にご契約頂く必要があります。

□ X ADSLコース/1,800円（税別） 「フレッツ・ADSL」対応
※X ADSLコースは、お申し込み前にNTT東日本・西日本提供の「フレッツ・ADSL」にご契約頂く必要があります。

□ X Hikariコース（ファミリー）/3,000円（税別）
※X Hikariコース（ファミリー）をご利用になるには、お申し込み前にNTT東日本・NTT西日本提供の「フレッツ 光ネクスト」
「Bフレッツ」 「フレッツ・光プレミアム」ファミリータイプのご契約が必要です。

□ X Hikari（マンション）コース/3,000円（税別）
※X Hikariコース（マンション）をご利用になるには、お申し込み前にNTT東日本・NTT西日本提供の「フレッツ 光ネクスト」
「Bフレッツ」 「フレッツ・光プレミアム」マンションタイプのご契約が必要です。

コミュニティ名

【必須】 ※弊社提供コミュニティよりご希望コミュニティ名をご記入ください。

＠

（＠以降のアルファベット）

ご希望メールアカウント

第1希望

※メールアドレスは

第2希望

「ご希望のメールアカ
ウント（14文字以内）

第3希望

＠コミュニティ名」と
なります。

【必須】 注意1）半角英小文字数字「－（ハイフン）」「＿（アンダーバー）」「．（ドット）」を使用して2文字以上14文字以内。但し最初の

一文字は半角英小文字のみのご利用となります。また、「．（ドット）」を2つ以上連続すること、および最後の文字に
"."（ドット）をご利用いただくことはできません。
注意2）必ず第１希望から第３希望まで全てご記入ください。
注意3）なお、「0（ゼロ）」と「o（オー）」、「1（イチ）」と「l（エル）」、「－（ハイフン）」と「＿（アンダーバー）」などはフリガナをつけ
てください。

パスワード

お支払い
クレジットカード

【必須】

ネットワークパスワード

メールパスワード

（注意1）ネットワークパスワードは3～8文字で、メールパスワードは6～8文字の文字列でご記入ください。
（注意2）使用可能な記号は @!"#$%&'()=~|\^+-*/,.:;<>?[]_`{} の各文字です。
（注意3）メールパスワードは英字と数字が混在しているものをご設定ください。
（注意4）メールパスワードはメールアカウントと同じ文字列の設定は出来ません。
（注意5）上段に必ずフリガナを記入してください。
例:「0」 【ゼロ】 と「O」 【オー・（大）】 、「-」【ハイフン】と「_」【アンダーバー】、「1」【イチ】と「l」【エル・（小）】など
注意6）パスワードを紛失した場合はパスワード再発行の上、郵送でのご案内となります。
※ご利用料金のお支払いはクレジットカードのみになります。
【必須】 □AMEX

□DC □JCB □Master □NICOS □UC □VISA □セゾン □ダイナース □UFJカード

カード番号
カード名義人
（アルファベット）

カード有効期限
※「フレッツ」は、NTT東日本及びNTT西日本の商標または登録商標です。

個人情報保護方針

個人情報保護方針については、次のURLをご確認ください。
http://www.nttpc.co.jp/privacy/index.html

※本申込書をコピーし、控えとして必ずお手元に残しておいてください。
お申し込み先

：

〒105-0003 東京都港区西新橋2-14-1 興和西新橋ビル B棟 11F
株式会社NTTPCコミュニケーションズ
プライベートブランド担当宛

<PB-3-26>

受付

登録

