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重要事項詳細     使 用 期 間：2014年 5月 1日～     

 
Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコースについて 

 

サービス提供者：ソフトバンク BB株式会社 ヤフー株式会社  

 

 
本書面をよくお読みのうえ、お申し込みのサービスの概要をご理解ください。 

 

電気通信事業法第 26条（提供条件の説明）に基づき、お申し込みのサービスに関して以下のとおり重要事項をご説

明します。この重要事項説明をよくお読みのうえ、お申し込みのサービス概要をご理解ください。 
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お問い合わせ連絡先 

SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンター＜受付時間＞10:00～19:00（土日祝日は一部休業） 

＜一般電話＞    0120-981-030 （通話料無料） 

＜携帯電話・PHS＞ 092-288-6666（通話料はお客様負担） 
※電話番号の前に186をつけてダイヤルすると、お問い合わせ時間が短縮されます。 
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Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコースについて  
 

 
サービス提供者：ソフトバンク BB株式会社 ヤフー株式会社 

 
 

・Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコース（以下「ソフトバンク BB光サービス」とします）は、 
東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」とします）または西日本電信電話株式会社（以下「NTT西日本」とし 
ます）が提供するフレッツ光に対応した ISPサービスです。 

・ソフトバンクBB光サービスは、①「IPv4 PPPoE接続方式」（以下「IPv4」とします）または②「IPv6 IPoE+IPv4 
接続方式」（以下「IPv6+IPv4」とします）にてサービスを提供します。 

・ソフトバンクBB光サービスは接続方式毎に以下のタイプに対応します。 
 
①IPv4 
 【NTT東日本】 
・フレッツ 光ライト  （ファミリータイプ、マンションタイプ） 
・フレッツ 光ネクスト     （ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ） 
・Bフレッツ  （ハイパーファミリータイプ、マンションタイプ） 
 
 【NTT西日本】 
・フレッツ 光ライト  （ファミリータイプ、マンションタイプ） 
・フレッツ 光ネクスト  （ ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリー・スーパーハイスピード タイプ  隼、 

マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンション・スーパーハイスピードタイプ  隼） 
・フレッツ・光プレミアム （ファミリータイプ、マンションタイプ） 
・Bフレッツ  （マンションタイプ） 
 
 
②IPv6+IPv4 
 【NTT東日本】 
・フレッツ 光ライト   （ファミリータイプ、マンションタイプ） 
・フレッツ 光ネクスト    （ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ） 
 
 【NTT西日本】 
・フレッツ 光ライト  （ファミリータイプ、マンションタイプ） 
・フレッツ 光ネクスト  （ ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリー・スーパーハイスピード タイプ  隼、マン 

ションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼） 
 

ヤフー株式会社が提供するサービスは、メールサービス「Yahoo!メール」およびホームページサービス「Yahoo!ジオ
シティーズ」に関する一部のサービスです。 
 
詳細は、下記 WEBページをご確認ください。 
●Yahoo!メール 
http://info.mail.yahoo.co.jp/tokutei/#ybbmail 
●Yahoo!ジオシティーズ 
http://geocities.yahoo.co.jp/tokutei/#ybb 
 
また、ヤフー株式会社は上記サービス以外の優待特典などを提供する場合があります。 
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 適用される規約（約款）について 
■ソフトバンク BB光サービスは下記各社の規約・約款に基づき提供するサービスです。各種サービス・回線オプシ

ョンのご利用にあたっては、各規約・約款をご確認ください。 

 

 ソフトバンク BB株式会社 ヤフー株式会社 ホームページ 

Yahoo! BB 光 

withフレッツ 

Yahoo! BB 光 withフレッツ 

サービス規約 Yahoo! BBサービス 

会員規約（約款） 

http://www.softbank.jp/ybb/terms/yf/ 

Yahoo! BB 光 

フレッツコース 

Yahoo! BB 光 フレッツコース 

サービス規約 
http://www.softbank.jp/ybb/terms/yfc/ 

 

【郵送をご希望の方】 

SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンター 

＜一般電話＞      0120-981-030（通話料無料） 

＜携帯電話・PHS＞ 092-288-6666（通話料金はお客様負担） 

＜受付時間＞      10：00～19：00（土日祝日は一部休業） 

 

■お預かりする個人情報の取り扱いについての詳細および最新の情報は、以下に記載の各社 WEBサイトにて確認でき

ます。 

＜ソフトバンクBB株式会社＞ 

http://www.softbank.jp/corp/group/sbb/privacy/ 

＜ヤフー株式会社＞ 

http://privacy.yahoo.co.jp 

 

■NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光のご契約、ご利用にあたっては、別途NTT東日本／NTT西日本が定める「IP通信

網サービス契約約款」が適用されます。「IP通信網サービス契約約款」は以下のホームページで確認できます。 

 

＜NTT東日本＞ 

http://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf 

＜NTT西日本＞ 

http://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/pdf/w08.pdf 

 

 

 契約の成立について                                               
・ソフトバンク BB光サービスの利用に係る契約は、ソフトバンク BB株式会社（以下「SBB」とします）およびヤフ 

ー株式会社（以下「ヤフー」とします）がお客様のお申し込みを承諾することを条件として、以下に定める日に 

成立するものとします。 

 

【Yahoo! BB 光 with フレッツの場合】 

① 新規にお申し込みの場合で、フレッツ光を同時にお申し込みのお客様は、フレッツ光の工事完了日、すでにフレ 

ッツ光回線が開通済みのお客様は、SBBが申し込みを承諾した日から起算して７日後または初回認証日のいずれか 

早い日を契約成立日とします。 

② Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランから Yahoo! BB 光 with フレッツへの 

サービス種別変更の場合で、フレッツ光を同時にお申し込みのお客様は、フレッツ光の工事完了日、すでにフレ 

ッツ光回線が開通済みのお客様は、SBBが申し込みを承諾した日から起算して７日後または初回認証日のいずれか 

早い日を契約成立日とします。 

※SBB がフレッツ光の工事完了日を確認する前に初回認証を確認した場合、初回認証日を契約成立日とする場合があります。 

※フレッツ光と同時にお申し込みの場合で、Yahoo! BB 光 with フレッツが契約成立する前に NTT東日本／NTT 西日本のフレッツ光回線 

のお申し込みをキャンセルされたことを SBB が確認した場合には、Yahoo! BB 光 with フレッツのお申し込みを取り消します。 

 

【Yahoo! BB 光 フレッツコースの場合】 

SBBが申し込みを承諾した日以降の初回認証日を契約成立日とします。 

 

 

お申し込み時のご注意点 
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【Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコース 共通】 

・お申し込み日から 180日以内に契約成立とならない場合、事前に通知することなく SBBの判断によりお申し込みを 

取り消すことがあります。 

・ソフトバンク BB光サービスの契約期間は 2年間（契約成立日が属する月から起算して 24ヵ月間）です。解約のお 

申し込みがなかった場合、更に 2年間を契約期間として更新します。ソフトバンク BB光サービスを契約期間満了

の月以外で解約した場合、5,000円の解除料を SBBに対しお支払いください。解除料は最終の月額利用料金に加算

して請求します。 

※SBB が提供する他のサービスを同月内に解約することにより解除料が重複して発生する場合、10,000円を解除料の上限金額として SBB 

に対して支払うものとします。 

 

 ご利用料金について                       

・ソフトバンク BB光サービスご利用料金は SBBに、フレッツ光の初期費用、月額利用料金は NTT東日本／NTT西日 

本にお支払いください。 

・ソフトバンク BB光サービスのご利用料金は、毎月１日から月末までの料金を月額計算します。 

・お支払い方法は、クレジットカードまたは提携先金融機関の預金口座からの口座振替より選択できます。 

後日、SBBより郵送する利用料金支払申込書に口座情報などをご記入、ご捺印のうえ、ご返送ください。 

※利用料金支払申込書は、お受け取り後、速やかにご返送ください。 

※SBB の WEBページ「各種お手続き・契約内容確認(BB会員サービス)」からも支払い方法を登録できます。 

・ご利用料金の支払期日を経過しても支払いがない場合は、支払い期日の翌日からすべて支払いまで年 14.6％の割合 

で計算した額を延滞利息としてお支払いください。 

・料金などの支払方法を SBBもしくは集金代行業者へ通知しない、または通知した支払い方法による料金などの支払 

いの確認ができないなどの事由により、SBB または集金代行業者が払込票を発行して料金などの請求を行う場合は、 

別途定める事務手数料を加算して料金などを請求します。 

・ソフトバンク BB光サービスのご利用料金は、契約成立日より発生し、翌月に請求します。なお、ソフトバンク BB 

光サービス月額利用料は、契約成立日が月の途中となった場合当該月の料金は日割り計算するものとします。 

・契約成立日以前にお申し込みの取り消しをされた場合、Yahoo! BB サービスの基本料金などの月額利用料金につい 

ては請求しません。 
※ご請求対象となる料金：BB フォン通話料、BB サポートワイドサービスにおける電話サポートの通話料・リモートサポート料金または訪 

問サポート料金など 

・サービス契約が終了した場合、当該契約終了の意思表示が SBBに到着した月の月末までご利用料金をお支払いくだ 

さい。 

 

【Yahoo! BB 光 with フレッツの場合】 

・NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光を新規に契約いただいたお客様は、NTT契約料（800円）が必要です。また、 

別途工事費が発生する場合があります。 

・NTT東日本／NTT西日本に対して支払う料金は、SBBの請求月と異なる場合があります。詳しくは NTT東日本／ 

NTT西日本にお問い合わせください。 

 

 

 ソフトバンク BB光サービスのご注意点              

・18歳未満の方はソフトバンク BB光サービスにお申し込みいただけません。 

・ソフトバンク BB光サービスは SBBが指定する地域で、かつ NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光の提供エリア内の 

方にのみ提供します。すでにフレッツ光をお申し込み中で開通していないお客様は、Yahoo! BB with フレッツは

お申し込みいただけません。Yahoo! BB フレッツコースをお申し込みください。 

・また、フレッツ光が開通済みのお客様が Yahoo! BB with フレッツにお申し込みの場合、申し込み時に NTT東日本 

／NTT西日本の「お客さま ID」が必要です。「お客さま ID」は、フレッツ光ご契約時に NTT東日本／NTT西日本よ

りお届けする「開通のご案内」に記載されています。万が一、「開通のご案内」を紛失された場合は、NTT東日本

／NTT西日本へご連絡ください。 

 

【ID の管理について】 

ソフトバンク BB光サービスではご利用に必要な IDを発行しています。 

ID、パスワードの管理はお客様の責任で行ってください。 

 

【接続機器などについて】 

光 BBユニットをお申し込みいただいた場合、フレッツ光の工事日が確定した時期などにより光 BBユニットのお届

け日は異なりますので、下記をご確認ください。 

＜申し込み時にフレッツ光の工事日が確定したお客様＞ 

フレッツ光工事日の前日頃に光 BBユニットをお届けします。 
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※フレッツ光工事日が早まった場合は、サポートセンターまでご連絡ください。 
＜後日フレッツ光の工事日が確定となったお客様＞ 

申し込み受付日から 11日後頃に光 BBユニットをお届けしますので、NTT東日本／NTT西日本の担当者から連絡が

ありましたら、フレッツ光工事日を申し込み受付日から 12日以降でご指定ください。 

※上記よりフレッツ光工事日が早まった場合は、サポートセンターまでご連絡ください。 

＜すでにフレッツ光を利用中・お申し込み済みのお客様＞ 

お申し込み後１週間前後で光 BBユニットをお届けします。 

 

【IPv6+IPv4 のご注意点】 

・IPv6+IPv4では特別にご注意点がありますので、下記ご注意点をご確認ください。 

 

□IPv6+IPv4におけるインターネット最大通信速度 

・IPv6+IPv4ご利用のインターネット最大通信速度は（IPv6アドレスによるインターネット接続、IPv4アドレスによ 

るインターネット接続ともに）下り（データ受信）最大 1Gbpsです。 

※フレッツ回線のタイプにより最大通信速度が異なりますのでご確認ください。 

 

□IPv6+IPv4提供時の回線タイプ別の回線速度 

・「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」 

 下り（データ受信）：最大 1Gbps 

 上り（データ送信）：最大 100Mbps（NTT東日本）／最大 200Mbps（NTT西日本） 

・「フレッツ 光ネクスト スーパー・ハイスピードタイプ 隼」（NTT西日本） 

 上り・下り（データ送受信）：1Gbps 

・「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」／「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」（LAN／VDSL方式） 

 上り・下り（データ送受信）：最大 100Mbps（NTT東日本／NTT西日本） 

・「フレッツ 光ライト」 

 上り・下り（データ送受信）：最大 100Mbps（NTT東日本／NTT西日本） 

※お客様にてご利用中の通信機器など（NTT 東日本／NTT西日本の通信機器および他社市販ルーターなど）が 1Gbps の通信速度に対応して 

いない場合は、その機器の通信速度が最大通信速度となります。 

※最大通信速度とは、技術規格上の最大値であり、お客様宅内での実効速度を示すものではありません。イ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などにより低下する場合があります。 
 

□IPv6+IPv4の提供について 

・IPv6+IPv4では、「IPv6アドレスによるインターネット接続」および「IPv4アドレスによるインターネット接続」 

を IPv6接続事業者である BBIX株式会社（以下「BBIX」とします）のネットワークを介して提供します。 

・IPv6+IPv4では、フレッツ 1回線につき 1契約の提供です。 

・IPv6+IPv4の提供条件が整った場合、SBB判断により優先的に IPv6+IPv4にて提供します。なお、IPv6+IPv4の提供 

条件を満たしている場合でも、SBB判断にて IPv4にて提供する場合があります。 

・IPv6+IPv4の提供条件が整わない場合、IPv4にて提供します。また、IPv4にて提供する場合も IPv6+IPv4の提供条 

件が整い次第、IPv6+IPv4にて提供します。 

・IPv6+IPv4の提供条件を満たさなくなった場合、IPv4にて提供します。 

 

＜IPv6+IPv4提供条件＞ 

・下記のフレッツ光回線をご利用いただくこと 

「フレッツ 光ネクスト」／「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」（NTT東日本／NTT西日本）／「フレッ

ツ 光ネクスト スーパー・ハイスピードタイプ 隼」（NTT西日本）／「フレッツ 光ライト」（NTT東日本／NTT西

日本） 

※「B フレッツ」（NTT東日本／NTT 西日本）／「フレッツ光・プレミアム」（NTT西日本）では、IPv6+IPv4をご利用いただけません。 

※ソフトバンク光サービスを新たにお申し込みいただき、フレッツ 光ライトにてご利用いただく場合は、IPv4 での提供となります。 

下記条件を満たさない場合、IPv4にて提供します。 

・フレッツ・v6オプション（NTT東日本／NTT西日本）をご利用いただくこと 

・光 BBユニットレンタルをご利用いただくこと 

・お客様に提供する IPv6+IPv4ネットワーク環境が整っていること 

・IPv6＋IPv4の提供における同意事項に同意いただくこと 

 

＜IPv6+IPv4提供条件を満たさなくなり IPv4にて提供する主なケース＞ 

・下記のフレッツ光回線を利用する場合 

「Bフレッツ」／「フレッツ・光プレミアム」 

・「フレッツ・v6オプション」を解約された場合 

・「光 BBユニット」を解約された場合 
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□IPv6+IPv4の提供における同意事項 

・IPv6+IPv4の提供には NTT東日本／NTT西日本が提供するフレッツ・v6オプションの申し込みが必要です。申し込 

みはお客様の代理人として BBIXが NTT東日本／NTT西日本に申し込みます。 

・IPv6+IPv4を提供するにあたり、SBBが BBIXへオーダー登録手続きを実施します。 

・NTT東日本／NTT西日本のフレッツナンバー通知機能により、インターネット接続時に提供されるお客様のフレッ 

ツナンバー（お客さま ID）を SBBが取得し、SBBから BBIXへ提供することについて、同意いただきます。 

・お客様のフレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライトに関する以下の情報を NTT東日本および NTT西日本が BBIXへ 

提供し、BBIXから SBBへ提供します。 

＜NTT東日本／NTT西日本 → BBIX → SBBに提供される情報について＞ 

●フレッツ 光ネクストへこれからご契約されるお客様 

・フレッツ 光ネクストの工事予定日などの事務手続きの進行状況の情報。 

・IPv6+IPv4の提供可否確認結果および移転などによるフレッツ 光ネクストの提供条件の変更情報。 

●フレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライトをご契約中またはフレッツ 光ネクストからフレッツ 光ライトへ 

 の品目変更のお客様 

・IPv6+IPv4の提供可否確認結果および移転などによるフレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライトの条件の 

変更情報。 

・お客様のフレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライトに関する以下の情報を NTT 東日本／NTT 西日本が SBB へ提供し、 

SBBから BBIXへ提供します。 

  ＜NTT東日本／NTT西日本 → SBB → BBIXに提供される情報について＞ 

●フレッツ光をこれからご契約される、またはご契約中のお客様 

・フレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライト申し込みに関するお申し込み者氏名、連絡先電話番号、NTTご 

     契約電話番号および NTTお客さま IDの情報。 

・NTT東日本および NTT西日本から提供された上記のフレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライトに関する情 

     報は BBIXおよび SBBにおいて、IPv6＋IPv4の提供に伴う手続きを円滑に行うため、または IPv6+IPv4を 

継続してご提供するための目的で利用されます。 

□フレッツ・v6オプション代行申し込みの注意点 

・フレッツ・v6オプションはお客様と NTT東日本／NTT西日本で直接契約いただきます。 

・IPv6＋IPv4の提供時は、お客様の代理人として BBIXが NTT東日本／NTT西日本にフレッツ・v6オプションのお申 

し込み手続きを実施します。 

※IPv6＋IPv4 およびフレッツ・v6オプションの手続きにあたり、NTT 東日本／NTT西日本から提供されているお客様情報（「お客さま ID 

および「アクセスキー」）を SBB にご連絡いただく必要がある場合があります。 

※お客様情報は NTT東日本／NTT 西日本から送付された開通案内に記載されています。 

※NTT 東日本ではフレッツ 光ネクストを新規に申し込む場合、フレッツ・v6 オプションは標準で提供されますので、お申し込みいただく 

必要はありません。 

・フレッツ・v6オプションの代行申し込みには初期費用、月額費用はかかりません。 

・代行申し込み時は、フレッツ・v6オプションの申し込みのキャンセルはできません。フレッツ・v6オプションの 

 ご利用開始後に、別途 NTT東日本／NTT西日本に解約手続きが必要です。フレッツ.v6オプション解約時の工事費  

はかかりません。 

・フレッツ・v6オプション申し込み受付後にお客様へ郵送されるフレッツ・v6オプションの開通案内は、NTT東日本 

／NTT西日本より「フレッツ 光ネクスト」／「フレッツ 光ライト」の設置場所住所へ、ご契約者様宛てに送付し

ます。 

・その他の住所に送付を希望される場合は代行申し込みでは取り扱えません。NTT東日本／NTT西日本に直接お申し 

込みください。 

・お客様が NTT東日本／NTT西日本の 116などの窓口にてフレッツ・v6オプションを申し込みいただき、申し込み手 

続きが完了している場合、代行申し込みは行えません。 

□IPv6＋IPv4の開通までの流れとご注意点 

・ソフトバンク BB光サービスをお申し込み後、IPv4にてサービス提供を開始します。IPv6+IPv4への切り替え手続 

きは、IPv6+IPv4の提供条件が整ったお客様の光 BBユニットの接続確認ができ次第実施します。光 BBユニット到 

着後、速やかに接続してください。 

・切り替え手続きは、光 BBユニットの接続後およそ 1日を目処に完了します。切り替え手続きの開始については、 

メールにてご案内します。 

※切り替え手続きは、光 BBユニットの接続が確認でき次第自動的に行われます。工事などにお立ち会いいただく必要はありません。 

※切り替え手続き中もインターネットなどは通常どおり利用できます。 

□IPv6+IPv4の利用に関するご注意点 

＜IPv6インターネット利用について＞ 

・IPv6アドレスに対応したインターネットサイトを閲覧する場合、ご利用の接続機器（パソコンなど）やインターネ 

ットサイトなどが IPv6に対応している必要があります。 

・SBBにて検証を行った OSについては、以下のとおりですが、詳細は各 OS提供事業者へご確認ください。 

Windows 8 



  - 7- J17-140501 

Windows 7 

Windows Vista 

Mac OS X 10.6、10.7 

・セキュリティーソフトなどのファイアウォールの機能についても IPv6に対応したアプリケーションのご利用を推 

奨します。 

 

＜他社ルーターとの同時利用について＞ 

・ご利用中の通信機器（NTT東日本／NTT西日本および他社市販ルーターなど）に IPv6パケットフィルタ機能が搭載 

されている場合、必ず IPv6パケットフィルタ機能を解除してください。IPv6パケットフィルタ機能を搭載してい

る通信機器の配下に光 BBユニットを接続すると、IPv6+IPv4の通信、ホワイト光電話の通話および BBフォンの通

話が利用できない場合があります。IPv6パケットフィルタ機能解除方法についてはご利用中の通信機器メーカー

にお問い合わせください。 

 

＜IPv6アドレスの変更について＞ 

・IPv6アドレスの変更時には、インターネットおよびお客様がご利用中の各種サービスが、一時的に利用できなくな 

る場合があります。その際は端末機器などで IPv6アドレスを再取得するために、ご利用の光 BBユニットやパソコ 

ンおよび通信機器類の再起動などが必要です。 

［お客様がご利用中の IPv6アドレスが変更になる主なケース］ 

①フレッツオプションサービスの一部を申し込まれた場合または解約された場合 

②移転などによりお客様がご利用中のフレッツ回線が変更となった場合 

③フレッツ・v6オプションの工事の場合 

④NTT設備の変更工事の場合 

□BBフォンご利用のご注意点 

・「接続方式変更、お住まいの移転や NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光のサービスタイプ変更」の場合は、IPv6 

+IPv4を利用できてから BBフォンを利用できるまでに時間がかかる場合があります。BBフォンをご利用の際は、 

光 BBユニットの BBフォンランプを確認のうえ、必ず「プププ」という接続音をご確認ください。 

・ 光 BBユニットが正しく接続されない場合、サービスを正常にご利用いただけません。 

□フレッツ・v6オプションについて 

・フレッツ・v6オプションは NTT東日本／NTT西日本が提供するサービスです。契約に関する基本事項および料金に 

ついては、NTT東日本／NTT西日本が定める IP通信網サービス契約約款に基づきます。 

・フレッツ・v6オプションはパソコンなどの機器に付与した IPv6アドレスを利用して、インターネットを経由せず 

NGNの網内で、お客様同士がダイレクト（直接）に通信することを実現するサービスです。また、NGN網内でのお

客様同士における通信の際には、IPv6アドレスの代わりにネームを利用して通信することができます。 

ネームの利用（登録）方法については、NTT東日本／NTT西日本のホームページにてご確認ください。 

・フレッツ・v6オプション利用時の注意事項は、NTT東日本／NTT西日本のホームページにてご確認ください。 

 

＜代行申し込み時のフレッツ・v6オプションに関する料金＞ 

1．初期費用 

・NTT東日本エリア：無料 

・NTT西日本エリア：無料 

2．月額費用 

・基本契約：無料（１ネーム分の月額利用料金含む） 

・追加ネーム契約（NTT西日本エリアのみ）：100円/ネーム（最大 9ネーム） 

※追加ネーム契約は NTT西日本エリアのみ提供 

※代行申し込みでは追加ネームのお申し込みをお受けできません。追加ネームの利用希望時は、別途 NTT西日本への申し込みが必 

要（工事費として、2,000円が必要）です。 
［NTT東日本／ NTT西日本の 116などへの直接申し込み］ 

・お客様が直接 NTT東日本／NTT西日本の 116などの窓口にてフレッツ・v6オプションをお申し込みされる場合は 

NTT東日本／NTT西日本の定める工事費用が必要です。詳細は NTT東日本／NTT西日本にご確認ください。 

 

 

 NTT東日本／NTT西日本が提供するフレッツ光のご注意点について  

・NTT東日本の「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」は、下り（データ受信）最大 200Mbps・上り（データ 

送信）最大 100Mbps、NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」は下り（データ受信）最大

200Mbps・上り（データ送信）最大 200Mbpsのサービスです。 

インターネット（IPv6 IPoE）での通信を行う場合、NTT 東日本の「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」は、

下り（データ受信）最大 1Gbps・上り（データ送信）最大 100Mbps、NTT西日本の「フレッツ 光ネクストハイスピ

ードタイプ」は下り（データ受信）最大 1Gbps・上り（データ送信）最大 200Mbpsのサービスです。 
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・本サービスはベストエフォート型のため、通信速度や通信品質を保証するものではありません。通信速度は、お客 

様宅内に設置する NTT東日本／NTT西日本の回線終端装置から NTT東日本／NTT西日本の設備までの間における技

術規格上の最大値であり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。イ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などにより、大幅に低下する場合があります。 

・100Mbpsを超える通信速度で利用するためには、1Gbpsの通信速度に対応した環境（対応 LANケーブル、パソコン 

端末など）が必要です。 

・NTT東日本／NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」は、ひかり配線方式のみの 

 提供です。 

・加入者網終端装置（CTU）／回線終端装置（ONU）からパソコンなどの端末機器間のケーブル（LANケーブル）やパ 

ソコンなどの端末機器に必要な LANカード（NIC）などはお客様にてご準備ください。 

・NTT東日本／NTT西日本の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスを利用できな 

い場合があります。 

・NTT東日本／NTT西日本の設備などのメンテナンスなどのため、サービスを一時中断する場合があります。 

・現在ご利用中のフレッツ光から別のタイプへ変更する場合、一部利用できなくなるサービスやご利用機器の交換、 

再設定などが必要となる場合があります。また、別途工事費がかかります。 

・お客様建物内の既設の配管設備などの状況により、新たに配管設備などのご用意をお願いする場合があります。 

・ご利用のパソコン環境（OSなど）により、一部機能が制約される場合があります。 

・お客様は、ソフトバンク BB光サービスを提供する目的で、SBB、NTT東日本／NTT西日本との間で以下の各号所定 

の事項を相互に通知することを、承諾していただきます。 

1．申し込みの手続きの処理状況 

2．サービス利用情報 

3．廃止、移転、名義変更などにかかる異動の事実 

4．フレッツ・光プレミアムにお申し込みの場合、回線に紐付く発信者情報（IPアドレスの一部） 

（4については、NTT西日本に対して承諾するものとし、承諾した旨を SBBがお客様に代行して NTT西日本に通 

知する場合があるものとします。） 

・NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光の提供エリア・提供条件などの最新状況については、NTT東日本／NTT西日 

本までお問い合わせください。 

 

【NTT東日本／ NTT西日本が提供するひかり電話のご注意点】 

・お客様が、「ひかり電話 A」「もっと安心プラン」「安心プラン」をご利用の場合は、料金プランにひかり電話の 

無料通話分が含まれています。料金プランの無料通話を利用するには、ひかり電話での発信が必要となりますので、

ご注意ください。 

・BBフォンとひかり電話を併用されている場合に、ひかり電話で発信いただく場合は、おかけになる電話番号の前に 

「0000」（ゼロを 4回）ダイヤルしてご利用ください。 

・停電時は緊急通報を含めて通話ができません。 

・ダイヤル Q2（「0990」ではじまる番号）など、一部かけられない番号があります。 

・NTT東日本のお客様は、マンションタイプでご利用の場合、別途ひかり電話ルーター利用料 450円／月がかかり 

ます。 

・ガス検針などの通報・検針サービス、セキュリティーサービスをご利用の場合、ご契約の事業者様（ガス会社・警 

備会社など）によりその扱いが異なりますので、お客様ご自身で必ずご契約の事業者様へひかり電話に変更する旨

の連絡をお願いします。 

・ISDN対応機器、G4FAXなど、一部の電話機は利用できません。また、ホームテレホン・ビジネスホン・ドアホンを 

お使いの場合、利用できない場合がありますので、事前に当該機器の設置会社に確認をお願いします。 

・他社一般加入電話を利用中で、ひかり電話への番号ポータビリティをお申し込みの場合、一部のお客様は現在ご 

利用中の電話番号をそのまま利用できない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用する  

場合、別途工事費がかかります。 

※ひかり電話機能をお申し込みの場合、NTT 東日本／NTT西日本提供の「ひかり電話対応機器」を同時接続すると、ひかり電話サービス 

が利用できません。すでに「ひかり電話対応機器」をお使いいただいている場合には、取り外してご利用ください。 
・NTT東日本／NTT西日本提供の「ひかり電話対応機器」と SBB提供の「光 BBユニット（ひかり電話機能なし）」を 

接続する場合は、必ず NTT東日本／NTT西日本提供の「ひかり電話対応機器」を上位に接続してください。 

※NTT 東日本／NTT西日本提供の「ひかり電話対応機器」と SBB提供の「光 BB ユニット（ひかり電話機能あり）」の同時接続では、接続 

の組み合わせによりインターネットサービスが正常に利用できない場合があります。 

 
お申し込みをお断りする場合について               

SBBは、お申し込みいただいた際の申告内容に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合、またはソフトバンク BB

光サービスのお申し込みにあたり SBBが適当でないと判断した場合、ソフトバンク BB光サービスのお申し込みをお

断りする場合があります。 
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 Windows8 に関するご注意点について               

Winsows 8のパソコン環境にて、ソフトバンク BB光サービスをご利用いただく場合、いくつか注意点があります。以

下の WEBサイトにて最新の情報をご確認のうえ、ご利用ください。 

【WEBサイト】 http://www.softbank.jp/ybb/win8/ 

 

 

 

           
加入特典の適用について                      

【適用対象者について】 

2013年9月3日以降、新たに「ソフトバンクBB光サービス」にお申し込みいただき、申込日を含む月から6ヵ月後の末

日までに契約が成立したお客様。 

 

【特典期間について】 

・ 「ソフトバンクBB光サービス」の契約成立日を含む月を1ヵ月目として、2ヵ月目の末日までに、お支払い方法の

登録手続きが完了されたことをSBBが確認できたお客様は、1ヵ月目から2ヵ月目の末日まで、加入特典（最大2ヵ

月間無料）が適用されます。 

・ 「ソフトバンクBB光サービス」の契約成立日を含む月を1ヵ月目として、3ヵ月目に、お支払い方法の登録手続き

が完了されたことをSBBが確認できたお客様は、1ヵ月目と3ヵ月目に、加入特典（最大2ヵ月間無料）が適用され

ます。2ヵ月目は通常通り請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

・ 出張設置サポート「はじめてブロードバンド」の特典は、お支払い方法の登録手続きに関係なく、加入特典（最

大2ヵ月間はつながるまで何度でも無料）が適用されます。 

 

【特典内容について】 

特典対象 

料金 

特典 

内容 

適用 

対象者*1 

備考 特典 

提供主体 

ソフトバンク BB 光サービス

プロバイダー料 

最大 2ヵ月間無料 

1. 2013年 9月 3日以

降、新たに「ソフトバン

ク BB光サービス」にお

申し込みいただき、申込

日を含む月の 6ヵ月後の

末日までに契約が成立し

たお客様 

 

 

2. 契約成立日を含む月

を 1ヵ月目として、3ヵ

月目の末日までに、お支

払い方法の登録手続き*2

が完了されたことを、

SBBが確認できたお客様 

- 
SBB／ 

ヤフー 

光 BBユニットレンタル 

費用 

ソフトバンク BB 

光サービスと 

同時お申し込みで適用 

SBB 

Wi-Fiマルチパック／ 

Wi-Fi地デジパック 

月額使用料 

BB フォンオプションパック

月額利用料金 

ひかり電話機能 月額利用料

金 

BB セキュリティ Powered by 

SymantecTM  plus  

月額利用料金 

BBソフト月額利用料金 

BBサポートワイドプラス 

月額基本料金 

バリューパック月額基本料金 

ユニバーサルサービス料 

（BBフォン） 
- 

出張設置サポート 

「はじめてブロードバンド」 

基本訪問サービスおよびオ

プションサービス〔 Wi-Fi

（無線 LAN） 接続設定・

ひかり TV接続設定〕 

つながるまで最大 2ヵ月間

何度でも無料 

1. 2013年 9月 3日以

降、新たに「ソフトバン

ク BB光サービス」にお

申し込みいただき、申込

日を含む月の 6ヵ月後の

末日までに契約が成立し

たお客様 

 

ソフトバンク BB光サービ

スと同時に光 BBユニット

および、光 BBユニットを

ご利用のサービスにお申

し込みで適用 

特典適用条件 
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＊1 「ソフトバンク BB光サービス」の契約成立日を含む月を 1ヵ月目として、3ヵ月目以内にお支払い方法の登録手続きが完了されたことを SBB

が確認できないお客様につきましては、１ヵ月目のみ加入特典（最大 1 ヵ月間無料）が適用されます。 

＊2  お支払い方法の登録手続きとは、以下のいずれかの支払情報を Yahoo!ウォレットへ登録する手続きのことになります。 

  ・クレジットカード 

  ・銀行ほか民間金融機関または郵便局（ゆうちょ銀行）口座 

※ 過去に SBBが提供するソフトバンク BB 光サービスを解約し、解約日から 6ヵ月以内に再申し込みされるお客様には、加入特典は適用されま 

せん 

※現在、SBBが提供する Yahoo! BB ADSL サービスをご利用中のお客様は、加入特典は適用されません。 

※お申し込み後に、お客様のお申込内容を確認させていただく場合があります。お申し込みいただいた日を含む月から 7ヵ月以上経ってもご連 

絡がつかず、サービス利用のご意思の確認ができない場合は、加入特典が適用されませんので、あらかじめご了承ください。 

※各特典内容のご注意点については、下記をご参照ください。 

 

□「BBフォンオプションパック」について 

特典期間中に BB フォンオプションサービス（「ケータイ割 30」、「番号表示サービス」、「転送電話サービス」）

のうちいずれか 1つでも契約を解除された場合は、特典対象外となります。 

※BB フォンオプションサービス（「ケータイ割 30」、「番号表示サービス」、「転送電話サービス」）を個別で申し込まれた場合は、 

特典対象外ですのでご注意ください。 
□「ひかり電話機能」について 

1. ひかり電話機能は NTT東日本が提供する Bフレッツ（ハイパーファミリータイプ、マンションタイプ）、NTT西 

日本が提供するフレッツ・光プレミアム（ファミリータイプ、マンションタイプ）および Bフレッツ（マンシ 

ョンタイプ）には対応していません。 

2. すでにひかり電話をご利用中のお客様は、ひかり電話機能の利用開始日が遅い場合は特典期間が短くなりま 

すのでご注意ください。 

□「BBセキュリティ｣について 

本サービスを利用するには、お申し込み後に専用 WEBサイトよりソフトウェアを「ダウンロード」、「インストー

ル」のうえ、お客様のパソコンにて「セットアップ」作業を完了する必要があります。 

※「BBセキュリティ powered by SymantecTM」、「BBセキュリティ powered by SymantecTM Lite」、「BBセキュリティ powered by  

McAfee®」、「BBセキュリティ powered by McAfee®Lite」は特典対象外ですのでご注意ください。 
□「BBソフト」について 

1. BBソフトの特典は、BBホーム、オフィス KINGSOFT®が無料です。 

2. 本サービスを利用いただくには、本サービスにお申し込みのうえ、「BBソフト」専用 WEBサイトにて「BBソ 

フト」の利用開始手続きを行っていただく必要があります。 

□「BBサポートワイドプラス」について 

「訪問サポート」にかかる「訪問基本料金」、「訪問サポートメニュー料金」およびその他料金として別途発生す

る宿泊交通費（離島への訪問サポートの場合）、動作確認のための通信料、ソフトウェアの更新作業などの実費に

ついては、特典対象外です。 

□「バリューパック」について 

契約成立日を含む月の末日までにバリューパックを解除された場合は、解除された日の翌月から「光 BBユニット

（レンタル）」「Wi-Fiマルチパック」の加入特典が残余期間分（最大 1ヵ月間）、適用となります。 

※「光 BB ユニット（レンタル）」「Wi-Fiマルチパック」以外のバリューパック対象オプションは解除された日の翌月より通常料金を 

お支払いください。 
□出張設置サポート「はじめてブロードバンド」について 

1. Windows 95はサポート対象外です。また、自作 PCはサポート対象外です。 

2. 出張設置サポート「はじめてブロードバンド」（以下「出張設置サポート」とします）の対象となる OSは、 

日本語バージョンのみです。 

3. Macintoshをご利用のお客様で、出張設置サポートの対象となるのは、オープントランスポート 2.7以上で 

Mac OS 9.1以上あるいは Mac OS Xをご利用の場合となります。 

4. 離島にお住まいのお客様が出張設置サポートを利用いただく際に、別途発生する交通費はお客様負担となり 

ますのでご了承ください。 

5. NTT東日本または NTT西日本が提供するフレッツ光の開通サポートは対象外ですので、ご了承ください。 

6. フレッツ光が未開通の場合、サービス利用のサポートを行うことができませんので、必ずフレッツ光を開通さ 

れたあとにお申し込みください。 

7. 出張設置サポートはサービス利用のため最大限努力をしますが、必ずサービス利用することを保証するも 

のではありません。また、2回目以降の出張設置サポートをお断りする場合があります。詳しくは、お申し込 

み後にお届けする「Yahoo! BBご利用開始のご案内」に記載のご注意点などをご確認ください。 

□その他ご注意点 

「BBフォン」の通話料は、お客様のご利用開始時から通常料金をお支払いいただきます。 
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お引越し特典の適用について                   

【適用対象者について】 

下記条件をすべて満たすお客様が、お引越し特典の適用対象です。 

1. 加入特典が適用されたお客様。 

※すでに他社プロバイダーでフレッツ光をご利用されている方が｢ソフトバンク BB光サービス｣に新規お申し込みされる場合、お 

引越し特典は適用されません。 

※現在、SBBが提供する Yahoo! BB ADSL サービスをご利用中のお客様は、お引越し特典は適用されません。 
2. 光 BBユニットを利用する指定オプションサービス（BBフォン、Wi-Fiマルチパックまたは Wi-Fi地デジ 

パック）のいずれかを｢ソフトバンク BB光サービス｣と同時にお申し込みいただき、指定オプションサービス 

を契約成立日より継続して 2年間ご利用いただくことにご同意いただいたお客様。 

3. 申込日の 2ヵ月前の 1日から申込日の 2ヵ月後の末日まで（計 5ヵ月間）に引越しをしたことを確認できる証

明書のコピー*2を、SBB指定の証明書貼付シート*3に貼付し、SBB指定のあて先へ、契約成立日を含む月の翌月末

日までに返送していただいたお客様。 

*2 引越しをしたことを確認させていただくために、旧住所と氏名が記載されている公共機関発行の領収書・請求書*4、免許証、 

在留カード／特別永住者証明書／外国人登録証明書、住民票、その他行政機関が発行する証明書、氏名が記載されている引越 

し業者の引越代金の領収書・請求書のいずれか 1点のコピーをお送りください。 

*3 SBB指定の証明書貼付シートは、下記のページより印刷してください。 

http://www.softbank.jp/ybb/campaign/hikkoshi_f/ 

*4 公共機関発行の領収書・請求書とは、電気料金・水道料金・ガス料金の領収書・請求書、またそれらに準じた旧住所と氏名が 

記載されている領収書・請求書のコピーを指します。各領収書・請求書に記載の氏名は、「ソフトバンク BB光サービス｣にお 

申し込みいただいている方の氏名、もしくは名字が同一である必要があります。 
4．SBBが同時期に実施する他のキャンペーン、割引については併用ができない場合があります。 

 

【特典内容について】 

1．証明書貼付シート返送月の翌々月から、下記特典が適用されます。 

 

特典対象料金 特典内容 

プロバイダー料 
2ヵ月間無料 

光 BBユニットレンタル費用 

 

2.「加入特典」または「Yahoo! BB 光もいっしょに引越しコース＊5」が優先して適用された場合、お引越し特 

典による特典終了日は延長しません。 

*5「Yahoo! BB 光もいっしょに引越しコース」とは、お申し込みいただいた光サービスの利用開始後に引越しをされたお客様に適 

用される利用料金の特典です。 
 

【特典期間中のサービスタイプ変更について】 

継続してお引越し特典が適用されます。 

 

 

【引越しをしたことを確認できる証明書のコピーの送付について】 

1．SBBにて確認する氏名や旧住所のほかに、重要な個人情報が記載されていますので、コピーをお送りの際には

「返信用の証明書見本」を参考に、SBBにて確認必要箇所である項目以外の個人情報は、必ず黒く塗りつぶして

送付してください。 

2．必要項目は以下の項目です。 

氏名／旧住所／発行年月日（引越し業者の領収書・請求書の場合は氏名／発行年月日のみ） 

3．ご送付いただいた各種領収書・請求書・証明書などのコピーは、必要項目の確認後に速やかに SBBにて破棄い

たします。また、ご送付いただいた各種領収書・請求書・証明書などのコピーは、返却はできませんのであら

かじめご了承ください。 

 

お引越し特典の提供主体は、SBBです。 
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［戸建て向けサービス］ 

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」「Bフレッ

ツ ハイパーファミリータイプ」：700円／月（24ヵ月間） 

 

［集合住宅向けサービス］ 

「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」「Bフレッ

ツ マンションタイプ」：100円／月（24ヵ月間） 

・「にねん割」の利用開始日は、お申し込み日（新規にフレッツ光を利用されるお客様はフレッツ光利用開始日） 

の翌月１日です（申し込み内容の確認をさせていただくため、申込日の翌々月１日からの利用開始となる場合があ 

ります）。 

・「にねん割」の利用期間は 2 年単位（自動更新）です。利用期間の途中（利用期間満了月の翌月［更新月］を除く） 

でフレッツ光を解約された場合、「にねん割」の解約金をお支払いいただきます。 

・「にねん割」の解約金は、 ご利用のインターネット接続サービスが［戸建て向けサービス］の場合 9,500円、

［集合住宅向けサービス］の場合 1,500円となります。なお、2012年 6月 1日以降にフレッツ光を新規にお申し込

みされ、「初期工事費」の分割払いの途中でフレッツ光を解約される場合、初期工事費の残額も一括でお支払いく

ださい。 
＊7 光配線方式のみ提供です。 

＊8 基本料金に関して、NTT東日本は利用量 200MB 分、NTT 西日本は利用料 320MB分の通信料を含みます。 なお、ご利用の端末やソフトウェアに

よっては、お客様が電子メールの送受信、ホームページ閲覧などを一切行わない場合 であっても自動的に通信が行われ、通信料が発生する

場合がありますのでご注意ください。また、お客様の利用量によっては、「フレッツ 光ライト」の月額利用料金は「フレッツ 光ネクスト」

より高くなる場合があります。 

＊9 課金の対象はインターネットへ接続する上り・下りのデータ通信（ホームページ閲覧、電子メール送受信など）となります。 

＊10 利用量、通信料については、請求書または、専用サイトにて確認できます。 

＊11 1 ヵ月の利用量のうち、10MB未満の利用量は、10MB 単位の切り上げにて計算します。NTT東日本のマンションタイプについて、960MB超 

部分は 20円/10MBです。 

＊12 工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。詳しくは、NTT東日本にお問い合わせください。 

＊13 NTT西日本の「光もっと 2割」適用時（1～2年目）の料金です。本割引はお申し込みが必要です。 

・対象の「フレッツ光」と本割引に新規でお申し込みの場合、初回割引適用期間は割引適用開始月を 1ヵ月目として 

24ヵ月目の末日までです。 

・割引適用期間終了日の翌日を含む月を 1ヵ月目として 36ヵ月目の末日まで自動延伸します（以降、同様に自動延 

伸します）。 

・お客様の「フレッツ光」の利用期間などにより、割引適用期間、割引額は異なります。 

・割引適用期間内に解約の場合、解約金（～30,000円）が必要です。ただし、割引適用期間の満了月に解約される 

場合、解約金は発生しません。詳しくは、0120-116116までお問い合わせいただくか、NTT西日本ホームページ 

（http://flets-w.com/cpn/motto2/）をご確認ください。 

＊14 NTT西日本の「フレッツ・あっと割引」適用時の料金です。本割引にはお申し込みが必要です。 

・お客様のご都合により、ご利用開始月を 1ヵ月目として 24ヵ月目の末日までに解約された場合は解約金が必要で 

す。ただし、24ヵ月目の末日に解約した場合、解約金は発生しません。 

（詳細は、0120-116116にお問い合わせいただくか、NTT西日本ホームページ（http://flets-w.com/cpn/atto/) 

にてご確認ください。） 
＊15 ひかり配線方式のみの提供です。 

＊16 LAN方式の場合、月額利用料金合計はプラン 1：4,000円、プラン 2：3,600円です。 

＊17 フレッツ 光ネクストの場合。 

＊18 工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。詳しくは、NTT西日本にお問い合わせください。 

※フレッツ光の提供エリア・提供条件などの最新情報については、ソフトバンククルーまたは店頭スタッフまでお問い合わせください。 

 

※NTT西日本のフレッツ光について 

・サービスの提供開始または廃止に伴う月額利用料金は、日割り計算により請求します。フレッツ 光ライトは基本 

料金について日割り計算し、従量料金を合算し請求します。 

・サービス提供エリアであっても、利用できない場合があります。エリアについては、NTT西日本にお問い合わせい 

ただくか、NTT西日本ホームページ（http://flets-w.com/）をご確認ください。 

・月額利用料金については、加算料 800円が必要となる場合があります。（マンションタイプを除く） 

※NTT東日本／NTT西日本の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。 

※NTT東日本／NTT西日本のサービス・料金は、NTT東日本／NTT西日本の都合により予告なく変更になる場合があります。 

※NTT東日本／NTT西日本のサービスの提供条件などの最新情報については、NTT 東日本／NTT西日本までお問い合わせください。 

※その他ご注意事項については、重要事項説明書をご覧いただくか、NTT東日本／NTT 西日本にお問い合わせください。  
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■「フレッツ 光ライト」におけるご注意事項 

・「フレッツ 光ライト」の提供エリアの詳細につきましては、NTT東日本にお問い合わせください。 

・「フレッツ 光ライト」は、下り（データ受信）最大 100Mbps・上り（データ送信）最大 100Mbpsのサービスです。 

・「フレッツ 光ライト」はベストエフォート型のため、通信速度や通信品質を保証するものではありません。最大 

100Mbpsとは、お客様宅内に設置する NTT東日本の回線終端装置から NTT東日本の設備までの間における技術規格

上の最大値であり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。イ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などにより、大幅に低下する場合があります。 

・ NTT東日本の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合が 

あります。 

・「フレッツ 光ライト」では、利用できるオプションサービスに一部制限があります。詳細は NTT東日本にお問い 

合わせください。 

・ 集合住宅で「フレッツ 光ライト」をご利用いただく場合、光配線方式のみ提供です。 

・「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」間でサービスを変更する場合、または「フ 

レッツ 光ネクスト」内で別のタイプへ変更する場合、一部サービスが利用できなくなる場合や、利用機器の交換 

や再設定などが必要となる場合があります。また、別途工事費がかかる場合があります。 

 

＜従量料金に関するご注意事項＞ 

・「フレッツ 光ライト」は二段階定額サービスです。 

・従量部分の通信料は、インターネットの閲覧や、メールの送受信など、インターネット網へ接続するデータ通信に 

より課金されます。 

 

＜SBBが提供するオプションサービスご利用時のご注意事項＞ 

SBBが提供する各オプションサービスのご利用時に発生する「フレッツ 光ライト」の従量料金の対象となる主なデー

タ通信は以下のとおりです。 

 

●ホワイト光電話 

・通話時に発生するデータ量（ホワイト光電話の通話料は別途必要です。） 

・ホワイト光電話の品質および接続状態を確認するためソフトバンクテレコム株式会社(以下「SBTM」としますから) 

発信する通信データ量 

●BBフォン 

・通話時に発生するデータ量（BBフォンの通話料は別途必要です。） 

●光 BBユニット 

・ファームアップを行う場合に発生するデータ量 

・お客様の接続状態を管理、監視するために SBBから発信する通信データ量 

●Wi-Fiマルチパック（レンタル）／ Wi-Fi地デジパック（レンタル） 

●無線 LANパック／無線 LAN地デジパック 

・インターネット通信時に発生するデータ量 

●地デジチューナー（R） 

・外出先から地デジ視聴する場合に発生するデータ量 

●BBセキュリティ 

・セキュリティーソフトのダウンロード、インストール時に発生するデータ量 

・ウイルス定義ファイルやアプリケーションルールの定期的な自動更新時に発生するデータ量 

●BBソフト 

・ソフトのダウンロード、インストール時に発生するデータ量 

・ご利用ライセンスの認証時に発生するデータ量 

●BBサポートワイドサービス 

・「リモートサポート」により、お客様のパソコンをオペレーターが遠隔操作する際に発生するデータ量、遠隔操作 

時にダウンロードしたデータ量 

●アプリケーション自動配信サービス 

・タブレット端末とサーバー間の定期的な通信により発生するデータ量 

・アプリケーションのダウンロードなどにより発生するデータ量 

※NTT 東日本が提供するオプションサービスのご利用時に発生するデータ通信量／通信量の計算方法などにつきましては、NTT東日本 

  にお問い合わせください。 

 

  

NTT 東 日本提供「フレッツ 
  光ライト」について   
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＜その他ご注意事項＞ 

・SBBが提供する「ひかり電話機能」は、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」に対応しています。 

NTTぷらら株式会社が提供する「ひかり TV」は、「フレッツ 光ライト」では利用できません。「ひかり TV」は

NTT東日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」にて利用できます。 

 
 

■「フレッツ 光ライト」におけるご注意事項 

・「フレッツ 光ライト」は、下り（データ受信）最大 100Mbps・上り（データ送信）最大 100Mbpsのサービスです。 

・最大 100Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、お客様宅内での実効速度を示すものではありません。 

・インターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境やご利用状況などによっては、数 Mbpsになる場合があり 

 ます。 

・「フレッツ 光ライト マンションタイプ」はひかり配線方式のみ提供です。 

サービス提供エリアであっても、ご利用いただけない場合があります。エリアについては、NTT西日本にお問い合

わせいただくか、[http://flets-w.com/]をご確認ください。 

・フレッツ光については、ご利用のパソコン環境（OSなど）により、一部機能が制約される場合があります。詳しく 

は、[http://flets-w.com/service/]から各商品の留意事項をご確認ください。 

・パソコンなどの端末機器を接続するのに必要な LANケーブルや LANカード（NIC）などはお客様にてご準備くださ

い。 

・映像配信サービスの一部など、利用できないサービスがあります。 

 

＜従量料金に関するご注意事項＞ 

・「フレッツ 光ライト」は二段階定額サービスです。 

・従量部分の通信料は、インターネットの閲覧や、メールの送受信など、インターネット網へ接続するデータ通信に 

より課金されます。 

 

＜SBBが提供するオプションサービスご利用時のご注意事項＞ 

SBBが提供する各オプションサービスのご利用時に発生する「フレッツ 光ライト」の従量料金の対象となる主なデー

タ通信は以下のとおりです。 

●ホワイト光電話 

・通話時に発生するデータ量（ホワイト光電話の通話料は別途必要です。） 

・「ホワイト光電話」の品質および接続状態を確認するためにソフトバンクテレコム株式会社（以下「SBTM」としま 

す）から発信する通信データ量 

●BBフォン 

・通話時に発生するデータ量（BBフォンの通話料は別途必要です。） 

●光 BBユニット 

・ファームアップを行う場合に発生するデータ量 

・お客様の接続状態を管理、監視するために SBBから発信する通信データ量 

●Wi-Fiマルチパック／Wi-Fi地デジパック 

・インターネット通信時に発生するデータ量 

●地デジチューナー（R） 

・外出先から地デジ視聴する場合に発生するデータ量 

●BBセキュリティ  

・セキュリティーソフトのダウンロード、インストール時に発生するデータ量 

・ウイルス定義ファイルやアプリケーションルールの定期的な自動更新時に発生するデータ量 

●BBソフト 

・ソフトのダウンロード、インストール時に発生するデータ量 

・ご利用ライセンスの認証時に発生するデータ量 

●BBサポートワイドサービス 

・「リモートサポート」により、お客様のパソコンをオペレーターが遠隔操作する際に発生するデータ量、遠隔操作 

時にダウンロードしたデータ量 

※NTT 西日本が提供するオプションサービスのご利用時に発生するデータ通信量／通信量の計算方法などにつきましては、NTT西日本にお 

問い合わせください。 

●アプリケーション自動配信サービス 

・タブレット端末とサーバー間の定期的な通信により発生するデータ量 

・アプリケーションのダウンロードなどにより発生するデータ量 

＜その他ご注意事項＞ 

  

NTT 西 日本提供「フレッツ 
  光ライト」について   
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※ Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランにて「無線 LAN パック」をご利用のお客様は Yahoo! BB  

ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープラン提供終了後、接続機器と一緒に無線 LAN カードを返却いただきます。 

*24 Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープラン提供終了とともにご利用停止となる上記オプションサービ 

スのご利用料金につきましては、利用停止日が月の途中となった場合でも日割り計算は行いません。 

*25 レンタルにてご利用中のお客様は Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープラン提供終了後、接続機器 

    と一緒に機器をご返却いただきます。BBフォンステーションをご利用のお客様は BB フォンステーションを返却いただきます。 

・光 BBユニットをお申し込みの場合、お客様が光 BBユニットを接続された日の 2日後の午前中またはソフトバンク 

BB光サービスの契約成立月の翌月月初より各種お手続き・契約内容確認（ BB会員サービス）を利用できます。光

BBユニットをお申し込みでない場合、ソフトバンク BB光サービスの契約成立日より各種お手続き・契約内容確認

（ BB会員サービス）を利用できます。 

・公衆無線 LAN をご利用のお客様が、Wi-Fi マルチパックを利用停止された場合、サービスの利用が有料となります。 

公衆無線 LANサービスの解約には別途、申し込みが必要です。 

 

【サービスの切り替えについて】 

・ソフトバンク BB光サービスへのサービス種別変更とフレッツ光を同時にお申し込みのお客様または、すでにフ 

レッツ光回線が開通済みでソフトバンク BB光サービスへのサービス種別変更をお申し込みのお客様は、ソフトバ

ンク BB光サービスの契約成立日が属する月の月末をもって Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! 

BB バリュープランのご提供を終了します。 

※フレッツ光のマンションタイプ（VDSL 方式）または NTT東日本／NTT西日本が提供する「ひかり電話」の番号ポータビリティをお申し 

込みのお客様は、Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランの契約はソフトバンク BB光サービスの契約 

成立日が属する月の月末までとなりますが、フレッツ光のマンションタイプ（VDSL方式）のお客様は ADSL 回線解除工事、「ひかり電 

話」の番号ポータビリティをお申し込みのお客様は NTT 東日本／NTT 西日本の開通工事日をもって Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイ 

トプラン／Yahoo! BB バリュープランの提供を終了します。なお、ADSL 回線解除工事から NTT東日本／NTT 西日本の開通工事が完了す 

るまでの間、インターネット、BBフォンは利用できません。開通工事終了後、お客様にて必要な接続設定を行っていただき、ソフトバ 

ンク BB光サービスのご利用開始となります。 

・NTT東日本／NTT西日本による開通工事終了後、お客様にて機器の設置、インターネットの接続設定が完了した時 

点で、ソフトバンク BB光サービスのご利用開始となります。なお、ADSL回線をご利用いただいていた際、レンタ

ル契約されていた接続機器は、NTT東日本／NTT西日本による開通工事完了後、SBBが定める所定の方法にて、所定

の住所宛て（後日メールにてお知らせします）にご返却ください。なお、レンタルされていた接続機器を SBBが定

める期日までに所定の場所まで返却されなかった場合の違約金の詳細につきましては、SBBが定める「接続機器レ

ンタル規約」をご参照ください。 

 

【月額利用料金について】 

・ソフトバンク BB光サービスの契約成立日の前日までは Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB  

バリュープランのご利用料金を、ソフトバンク BB光サービスの契約成立日からはソフトバンク BB光サービスのご 

利用料金を SBB にお支払いください。なお、ソフトバンク BB 光サービスの課金開始日が月の途中となった場合は、 

課金開始日から課金開始日が属する月の末日までの間の料金は日割計算するものとします。 

※NTT 東日本／NTT西日本から SBBへのフレッツ光の工事完了の連絡が工事完了日の翌月以降となった場合、工事完了の連絡を受け取った 

月の 1 日より、ソフトバンク BB 光サービスの料金を請求します。 

※サービス変更とともにご利用停止となるオプションサービスのご利用料金については、利用停止日が月の途中となった場合であっても 

日割計算は行いません。 

・サービス変更手数料として 2,000円を SBBに対してお支払いください。サービス変更手数料は、Yahoo! BB 光  

with フレッツの契約成立日の属する月の Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープラ

ンのご利用料金と合わせて請求します。 

 

【ご利用料金のお支払い方法について】 

ソフトバンク BB光サービスご利用料金のお支払いは、Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BBホワイトプラン／Yahoo! BB バリ

ュープランでご利用のお支払い方法を継続して利用できます。 

NTT東日本／NTT西日本のご利用料金は、NTT東日本／NTT西日本へお支払いください。 

 

【Yahoo! BB ADSL ／ Yahoo! BB ホワイトプラン／ Yahoo! BB バリュープランにて適用中の各種割引特典のご

注意点】 

・Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランをご利用中に適用しておりました各種キ 

ャンペーン、および株主優待特典は、Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランの 

提供終了とともに、適用を終了します。 

・ソフトバンクモバイル株式会社が提供する「スマート値引き」の対象固定通信サービスとして Yahoo! BB ADSL ／ 

Yahoo! BB ホワイトプラン／ Yahoo! BB バリュープランをご利用中のお客様で、ソフトバンク BB 光サービスへ 

の変更後も継続して適用する場合、光 BBユニットおよび、以下のオプションサービスへのご加入が必要になりま 
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す。 

［オプションサービス］ 

Wi-Fiマルチパック、Wi-Fi地デジパック、バリューパックの内いずれか１つ 

 

【その他のご注意点】 

●サービスの提供準備中やサービス変更手続き中、キャンセル・解約中、移転手続き中など、お客様の利用状況によ 

ってはサービスの変更を承れない場合があります。 

●設備状況などの理由によりご希望のサービス変更申し込みをお待ちいただく場合や、サービスを提供できない場合 

もあります。 

●Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランの継続契約期間は、ソフトバンク BB光サービスの課金開 

始日をもって解除され、Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランの解除料は発生しません。 

 

サービスの利用停止などについて                 

・SBBおよびヤフーは、設備の保守などや重要通信を確保する必要がある場合に、何ら責任を負うことなく、お客様 

に事前に通知することなく、ソフトバンク BB光サービスの全部（または一部）のご利用を中止、または一時停止

することがあります。 

・SBB所定の基準にしたがいソフトバンク BB光サービスの運営上必要があると判断した場合、会員のソフトバンク 

BB光サービスのご利用にかかる通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限する場合があります。 

 

住所の移転・サービスタイプ変更について             

お住まいを移転される場合や、NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光のサービスタイプを変更する場合は、NTT東日本

／NTT西日本にてお手続きいただき、必ず SBBにもご連絡ください。ご連絡いただけない場合、ソフトバンク BB光サ

ービスがご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。 

※お客様からフレッツ光のサービスタイプ変更のご連絡がない場合で、SBBが NTT東日本／NTT 西日本からの通知によりフレッツ光の提供

タイプが変更されていることを確認した場合、その通知をもってお客様のフレッツ光のサービスタイプ情報を変更する場合があります。 

・NTT 東日本エリアから NTT 西日本エリアに移転する場合、NTT 西日本エリアから NTT 東日本エリアに移転する場合、 

または移転は伴わず別回線でのご利用の場合に IPv6+IPv4を継続してご利用いただく場合、再度 NTT東日本／NTT

西日本への IPv6+IPv4に関する接続申請が必要です。NTT東日本／NTT西日本への IPv6+IPv4に関する接続申請は

SBBにて行います。 

・NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光のサービスタイプをフレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライト以外に変更す 

る場合、または NTT東日本／NTT西日本が提供するフレッツ・v6オプションを解約される場合、IPv6+IPv4はご利

用いただけないため、IPv4での提供となります。光 BBユニットの交換も必要ですので、必ず事前に SBBにご連絡

ください。 

・ソフトバンク BB光サービス提供エリア外へ移転した場合、またはサービス対象外のサービスタイプへ変更した場 

合は、ソフトバンク BB光サービスは解約となります。なお、最低利用期間内の場合は、所定の解除料をお支払い

いただきます。 

 

  契約の解除について                             
・お客様がサービス契約を解除しようとするときは、SBB またはヤフー所定の方法によりその旨を通知してください。 

この場合、当該通知を受理した日の属する月の末日をもって終了するものとします。 

・解約日は SBBまたはヤフー所定の方法にて解約のお申し出を承った月の末日とします。 

・ソフトバンク BB光サービスの解除料は、解約日の翌月に請求します。 

・サービス、オプションの解約は、SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターにて承ります。 

・NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光のサービスを解約される場合には、（ 0120-116-116 ）へご連絡ください。 
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ソフトバンク BB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、SBB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/sbb/privacy/ 

（1）個人情報の利用目的 

SBBは、個人情報の収集、利用、提供および利用目的等の公表等に当たり、「個人情報の保護に関する法律」、

総務省の定める「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」、および「個人情報保護マネジメ

ントシステム－要求事項」の遵守徹底を図り、SBBの「個人情報保護のための行動指針」に従いお客さまの個人

情報（氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、お客さま I D等、SBBがお客さまに関して取得する全ての

個人情報（料金の支払いに関する実績を含む）。ただし通信の秘密に関する情報を除く。）を以下の目的で利用

いたします。 

①お問い合わせへの対応、お客さまサポート ②課金計算 ③料金請求 ④マーケティング調査および分析 

⑤SBBおよび他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等 ⑥NTT東日本、NTT西日本およびソフトバン

クテレコム等協定事業者との相互接続に必要な業務 ⑦情報通信業界の発展およびお客さまサービス向上に寄与

するための情報提供 ⑧SBBサービスについての工事、保守や障害対応等のサポート業務 ⑨その他、SBBサー

ビスおよびそれに付随するサービスの提供および管理に必要な業務 

（2）共同利用 

SBBは、上記(1)①から⑤および⑦、ならびに SBBまたは共同利用者の商品およびサービスの提供可否判断、料金

未払いの防止を利用目的として、お客さまの個人情報を以下の者と共同利用いたします。 

共同利用先 

① ソフトバンク BB株式会社のグループ会社 ② ソフトバンクテレコム株式会社 

③ ソフトバンクテレコム株式会社のグループ会社 ④ ソフトバンクモバイル株式会社 

⑤ ソフトバンクモバイル株式会社のグループ会社  

（3）第三者提供 

SBBは、法令にもとづく場合の他、下記利用目的の範囲で、お客さまの個人情報を下記提携先に提供いたします。 

提供先 目的 

ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、 

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、 

株式会社ウィルコム（株式会社ウィルコム沖縄を含む）、 

およびイー・アクセス株式会社 

契約申し込み受付時の加入審査 

SBB指定の携帯電話事業者の加入者 

（同事業者経由） 

SBB指定の IP電話と SBB指定の携帯電話同士の通話料割引サービ

ス加入対象の問い合わせ対応と当該サービスの加入状況の通知 

SBB指定の携帯電話事業者の加入者 

（同事業者経由） 

SBB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、その提供可否判断と登録情報の適切な維持 

 

株式会社ウィルコム（株式会社ウィルコム沖縄を含む）、 

イー・アクセス株式会社、 

その他商品、サービスおよびキャンペーンの案内または 

提供を行う事業者 

SBBおよび SBB指定の事業者に関わる商品・サービス・ 

キャンペーンの登録・提供等 

（4）お客さまから NTT東日本および NTT西日本などの協定事業者への契約手続き、代金支払いその他の手続きなど

に必要なお客さまの情報の通知を、協定事業者より受けることがあります。 

（5）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などをご本人さまから求められた場

合については、原則として書面にて回答します（利用目的の通知または開示については手数料を頂戴する場合が

あります）。 

（6）個人情報の開示もしくは訂正などに関するお問い合わせ窓口 

連絡先：個人情報お問い合わせ窓口 

受付メールアドレス：privacy@ybb-support.jp 

受付電話番号：0120-981-928（無料）（携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用いただけません） 

受付時間：10：00 ～ 18：00（月～金）（祝日、年末年始、施設点検日、システムメンテナンス日を除く） 

 

お預かりする個人情報の取り扱いについて（要約） 
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 ヤフー株式会社                         

ヤフーはヤフーが取得した個人情報を大きく分けて以下の目的で利用します。 

ヤフーのプライバシーポリシーの全文は http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf2ndでご確認

できます。 

（1）お客様にご自分の登録情報の閲覧や修正、ご利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、

支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表

示する場合 

（2）お客様にお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やお客様に賞品や商品を送付したり必要 

に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する場合 

（3）お客様の本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、

運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する場合 

（4）お客様に代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金

額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する場合 

（5）お客様が簡便にデータを入力できるようにするために、ヤフーに登録されている情報を入力画面に表示させた

り、 

お客様のご指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供するものも含みます）に転送したりする場合 

（6）代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、Yahoo! JAPAN利用規約 

（http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/）に違反した方や、不正・不当な目的でサービスを利用しようと  

する 方のご利用をお断りするために、ご利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する場合 

（7）お客様からのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報などヤフーがお客  

様に対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、お客様のサービスご利用状況、連絡先情報など 

を利用する場合 

個人情報の第三者への提供に関しては、ヤフーのプライバシーポリシー「Ⅱ個人情報について 3.個人情報の開

示への同意」および「4.個人情報の第三者への提供」をご確認ください。 

 

 NTT東日本                           

記入いただきましたお客さまの情報については、お客さまに NTT東日本のサービスをご提供するために利用いたしま

す。また、NTT東日本では、電気通信サービス等の提供・販売等に際してお客さま情報を取り扱うに当たり、以下の

目的にて利用いたします。 

① 本書面に記載頂いたお客さまの個人情報については、お客さまの本人確認、与信管理、電気通信サービス等の提 

供、電気通信サービス等の料金の計算および請求、これらに関するお客さまへのご連絡、その他契約約款等に基 

づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。また、電気通信サービス等のご紹介、ご提案および 

コンサルティング、電気通信サービス等の品質改善・CS（顧客満足度）向上等のための施策（アンケート調査を 

含みます。）の実施、新たな電気通信サービス等の企画および開発、電気通信サービス等の提供に必要な設備の 

管理および改善、その他 NTT東日本の電気通信等に関わる業務の実施に必要な範囲内で利用いたします。なお、 

お客さまとの電気通信サービス等に係わる契約が解除された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報 

を利用することがあります。 

② また、記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、NTT東日本が業務を委託する他の 

事業者および委託された他の事業者の業務（他の事業者の商品・サービスの販売・取次等）に対して提供するこ 

とがあるとともに、NTT東日本の契約約款等の規定または個人情報保護法、電気通信事業法、その他の法令の規 

定に従い、第三者に提供することがあります。 

 NTT西日本                           

記入いただきましたお客さまの情報については、お客さまに NTT西日本のサービスをご提供するために利用いたしま

す。また、NTT西日本では、電気通信サービス等の提供・販売等に際してお客さま情報を取り扱うに当たり、以下の

目的にて利用いたします。 

① 本書面に記載頂いたお客さまの個人情報については、お客さまの本人確認、与信管理、電気通信サービス等の提 

供、電気通信サービス等の料金の計算および請求、これらに関するお客さまへのご連絡、その他契約約款等に基 

づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。また、電気通信サービス等のご紹介、ご提案および 

コンサルティング、電気通信サービス等の品質改善・CS（顧客満足度）向上等のための施策（アンケート調査を 

含みます。）の実施、新たな電気通信サービス等の企画および開発、電気通信サービス等の提供に必要な設備の 

管理および改善、その他 NTT西日本の電気通信等に関わる業務の実施に必要な範囲内で利用いたします。なお、 

お客さまとの電気通信サービス等に係わる契約が解除された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報 

を利用することがあります。 

② また、記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、NTT西日本が業務を委託する他の 

事業者および委託された他の事業者の業務（他の事業者の商品・サービスの販売・取次等）に対して提供するこ 
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とがあるとともに、NTT西日本の契約約款等の規定または個人情報保護法、電気通信事業法、その他の法令の規 

定に従い、第三者に提供することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※記載内容は 2014年 4月 25 日現在のものです。※記載の価格は税抜価格です。違約金は課税対象外です。 ※サービス内容および提供条

件は、改善等のため予告なく変更する場合があります。 ※NTT東日本／NTT西日本の各種料金の税抜価格は、NTT東日本／NTT西日本の表

示内容にあわせて記載しております。 ※NTT 東日本／NTT 西日本のサービス内容・各費用は変更となる場合があります。 ※「フレッツ光」

は NTT 東日本／NTT西日本が提供する光ブロードバンドサービス「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ・光プ

レミアム」、「B フレッツ」の総称です。※「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」は NTT 東日本の登録商標

です。 ※「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ・光プレミアム」、「Bフレッツ」は NTT西日本の登録商標で

す。※記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。 

 

ソフトバンク BB株式会社 ヤフー株式会社 


