
光ファイバーサービス申込書 本用紙をご記入の上、弊社宛に投函ください。
私は@nifty会員規約に同意の上、以下のとおり@nifty接続サービスを申し込みます。

@nifty申込者情報をご記入ください (記入例は別紙)1
@nifty会員登録情報　 ⇒ 契約内容のご案内(@niftyスタートキット)をお送りします。ａ

光ファイバー設置先情報　 ⇒ @nifty光、@nifty auひかりをお申し込みの場合、回線事業者から利用機器等をお送りします。

上記　  @nifty会員登録情報と同じ（左のボックスにチェック）　 　　光ファイバーにお申し込みされる方で、上記と異なる場合は必ずご記入ください。

b
ａ

※@nifty IDの会員氏名と　  の氏名は同一に限らせていただきます。

@nifty会員情報　 　　すでに@nifty会員の方のみ、ご記入ください。c

ａ

氏　名

フリガナ

フリガナ

姓 名 性　別

生年月日

男性 女性

西暦 年　　　　月　　　　日

住　所
※ビル・マンション
名、部屋番号も必
ずご記入ください。

〒

都　道
府　県

ビル・マンション名、部屋番号

連絡先 第一連絡先
(携帯電話番号等)

第二連絡先
(自宅電話番号等)
※auひかり電話サービスをお申し込みでauケータイをお持ちの方は、その
電話番号をご記入ください。

設置先住所
※ビル・マンション
名、部屋番号も必
ずご記入ください。

〒
都　道
府　県

ビル・マンション名、部屋番号

設置先電話番号 設置先電話番号
の回線名義人

@nifty ID

回線名義人
との関係

(例. 父、母、妻)

新規に@niftyにお申し込みの方は、後日@niftyスタートキットに支払方法のお手続きに関する書面を同封いたしますので、ご確認の上、書面記載の期日までに支
払方法を確定してください。@niftyお申し込み日から60日以内にお支払方法が確定しない場合は@nifty IDが利用停止となり、その後も確定しない場合は解約
となります。支払方法が確定するまでは、所定の請求書にてお支払いただきます。なお、請求書払いの間は有料コンテンツはご利用いただけません。また、請
求書発行時に手数料200円(税込220円)を加算いたします。別途消費税が掛かります。
※@nifty auひかりをお申し込みされ、KDDIへのお支払い（KDDI請求）を希望される場合はホームページからお申し込みください。

2 @nifty光の場合は下段のA、@nifty auひかりの場合は裏面のBをご記入ください

@nifty光を申し込むA

フレッツ光回線
の有無
【必須】

転用承諾番号

プラン
【必須】

常時安全
セキュリティ24

※「ひかり電話」「フレッツ・テレビ」については、同時に申込ができません。ご希望の方は、別途NTTに直接お申し込みください。

世帯数を
ご記入ください

※未選択の場合は「申し込まない」とさせていただきます。

下記アドレスより転用承諾番号を取得して記載ください。
NTT東日本 https://flets.com/tenyou/
NTT西日本 http://flets-w.com/collabo/

新設する

セキュリティサービス「常時安全セキュリティ24」をご希望の方は、下記もご記入ください。

ホーム

マンション 世帯数:　　　世帯

すでに持っている
(NTTに回線申込済)

申し込む

代理店コード
キャンペーンコード

弊社
記入欄

※ドコモ光対応などその他のコースをご希望の場合は表紙記載のホームページまたはお電話にてお申し込みください。

転用承諾番号有効期限
－ －
年 月 日

設置先住所
形態 戸建(持家) 戸建(賃貸) 集合住宅(分譲) 集合住宅(賃貸) ビル(オーナー) ビル(テナント) 庁舎等



送 付 先 〒１６９－８333　東京都新宿区北新宿２－２１－１　新宿フロントタワー　ニフティ株式会社 宛

J SPORTS 4 HD

グリーンチャンネル

プラチナセレクトパック

ミュージックセレクトパック

@nifty auひかりを申し込むB

タイプ
【必須】

宅内LAN
機器
レンタル

　  に設置先住所をご記入になった場合は、下記もご記入ください。

※1台から5台までお申し込み可。

ホームタイプ ずっとギガ得プラン

マンション ギガ

マンション

マンションミニ ギガ

b
入居予定日での
申込者住所切替 設置先入居予定日

「ホームタイプ ずっとギガ得プラン」にお申し込みの方は、下記もご記入ください。

住居形態

「マンションタイプ」にお申し込みの方は、下記もご記入ください。
光ファイバー回線
利用状況

「電話サービス」をご希望の方は、下記もご記入ください。

付加サービス

発信者番号通知
（無料）

050番号サービス

KDDI電話
auで着信確認（無料）

「マンションタイプ」にお申し込みの方は、下記もご記入ください。(Eタイプが確定している場合は記入不要です)

モジュラー口数

契約形態

登録する
auケータイ電話番号

番号案内
電話帳掲載
（無料）

※モジュラーの口数が1つの場合は、1番回線のみご記入ください。 　※ISDNをご利用の場合は、契約番号（親番号）をご記入ください。 
※ADSL、他社VDSL、Home PNAをご利用の場合は、回線状況の「ADSL回線等」をチェックしてください。

「テレビサービス」をご希望の方は、下記もご記入ください。

STBレンタル

ご利用中の
サービス

電話番号

右の一覧表を参照の上、現在ご利用中の
電話サービスのコードをご記入ください。

※継続できる電話番号は、NTT加入電話で発番された番号またはKDDI
メタルプラスの番号のいずれかです。
※メタルプラス電話での番号を継続する場合、お申し込みと同一名義で
ある必要があります。

フリガナ
契約者名
（NTT）

姓 名

記入コードが「KDDI」以外の方で、上記電話番号の回線名義が　   
の氏名と異なる場合はご記入ください。

ａ利用する電話番号

※未選択の場合は、お客様の番号が通知されます。 ※未選択の場合は、番号案内・電話帳
　掲載をなしとさせていただきます。

※未選択の場合は、提携ISPとの無料通話はできません。
※@niftyフォンをご利用の場合、050電話番号が変更となります。
※KDDIメタルプラス電話ご利用中の
　場合は、お申し込みいただけません。

※NTTからの切り替えの場合、NTT電話サービス（付加サービス含む）の利用休止または解約に同意いただいたものとします。

現在ご利用中の電話番号を継続利用する

チャンネル プレミアム
チャンネルSTB（STW2000） スター･チャンネル Mnet

0012 ソフトバンク IP-One／IPセントレックス
0013NTTコミュニケーションズひかりライン（Arcstarダイレクト）

0015 ZIPテレコム ZIPTelecom
0016 FUSION ひかり de トーク、Kブロード、ami：TEL

0014 KVH VoiceLINE

フレッツ光

子機をご希望の場合、希望台数をご記入ください。
子機カード　　台／子機アダプター　　台無線LAN(11b/g)

高速無線LAN(11ac)

※お住まいの住居により
　V/E/都市機構が確定します。

希望する 希望しない 西暦　　　　 年　　　　月　　　　日

一戸建て 集合住宅 階 持ち家 賃貸

その他 未利用

1つ

2つ

1回線目
電話番号
2回線目
電話番号

回線状況 アナログ回線 ADSL回線 ISDN回線 未利用

回線状況 アナログ回線 ADSL回線 ISDN回線 未利用

新しい電話番号を希望する

KDDI
提供事業者名 ご利用中のサービスコード

KDDI メタルプラス電話等
NTTNTT 加入電話
NTT0000 ひかり電話

ソフトバンク0001 おとくライン
ソフトバンク0002 BBフォン光

ジュピターテレコム0003 J:COM PHONE
UCOM0004 MEDIA IP PHONE/GATE 02 Phone

東北インテリジェント通信0005 IP電話サービス
中部テレコミュニケーション0006 コミュファ光
ケイ・オプティコム0007 eo光

STNet0008 ピカラ光でんわ
九州通信ネットワーク0009 BBIQ光電話

エネルギア・コミュニケーションズ0010 メガ・エッグ光電話

（１）割込通話 （２）発信番号表示 (3)番号通知リクエスト※(2)含む (4)割込番号表示※(1)(2)含む （5）迷惑電話撃退 （6）着信転送

希望しない

希望する

申し込む

104番号案内希望

104番号案内+ハローページ(個人名義)掲載希望

常時安全
セキュリティ24 申し込む ※未選択の場合は「申し込まない」とさせていただきます。

セキュリティサービス「常時安全セキュリティ24」をご希望の方は、下記もご記入ください。

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム


