
※解約完了月までご利用料金が発生いたします。ご利用料金のご請求は１カ月単位となり、日割り計算は行いません。
※光回線/ADSLをご利用の場合は、併せて解約となります。フレッツ光（@nifty光ライフ with フレッツ等）またはフレッツ・ADSLをご利用の場合は、別途、NTTへフレッツ回線撤去に
ついてご連絡ください。フレッツ回線の撤去手続きが行われないと、フレッツ利用料が発生いたしますのでご注意ください。
※光回線/ADSLを、お申し込みから一定期間内に解約された場合、解約手数料(解除手数料)をご請求させていただく場合があります。
※ご記入いただいた情報に誤りがあった場合、申請が無効となる場合があります。
※解約完了のご通知はいたしません。あらかじめご了承ください。
※一部、解約届でのお手続きができないサービスがあります（@nifty光、NifMo、オンラインレセプト接続サービス、ドメイン@nifty 等）。詳細は、@nifty法人会員センターにお問い合
わせください。

@nifty法人会員　解約届

202201-01

受付 確認 登録 保管

【ニフティ使用欄】

□ 法人 → 個人移行後全解約

■「解約希望日」をご指定の上、解約理由をご記入ください。

■ニフティへのメッセージがもしありましたら、ご記入ください。
　弊社は今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいります。

即日 解約日指定 ： 20　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

・ご指定がない場合は、用紙到着月末解約となります。なお、用紙到着日が指定日を過ぎていた場合は即日解約となります。
・日付をさかのぼっての解約はいたしかねます。
・用紙到着日が土･日･祝日の場合、解約処理は翌営業日となります。

※解約希望日はご利用の最終日をご記入ください。
解約希望日

解約理由

ご協力
ください

当社は@nifty法人会員規約および個人情報の取り扱いに同意し、以下の通り法人会員の解約を申請します。

申請者氏名

ご連絡先
電話番号必 

須

（　　　　　）　　　　　－

FAX番号 （　　　　　）　　　　　－

（内線：　　　　　）フリガナ

(姓 ) (名)

契約番号

現在ご登録の
契約法人名

現在ご登録の
契約担当者

必 

須

A.一部解約 契約番号は残し、指定の@nifty IDのみを解約します。

・解約ご希望の@nifty IDをご記入ください。

①

②

③

④

⑤

⑥

契約番号(BA○○○○○○)ごと、契約番号内の全て
の@nifty IDを解約します。

・請求書送付先の変更をご希望の場合は、下欄にご記入ください。
 （全解約の場合のみ変更可能です）
※ご記入がない場合は、現在ご登録の請求書送付先へお送りいたします。

住　所

部署名

氏　名

〒 　　－

(姓) (名)

B.全解約

■「A.一部解約」「B.全解約」のいずれかを選択　  し、必要事項をご記入ください。

※@nifty IDはアルファベット3文字と数字5桁を組み合わせた番号です。
　ご不明な場合は請求書をご確認ください。

□ 部署名は不要

※「契約番号」はBAまたはBACから始まる番号です。
※「現在ご登録の契約担当者」とは、本契約内容を把握され、弊社との連絡担当としてご登録いただいて
いる方です。ご不明な場合は、請求書をご確認ください。

送付先
当書類は、郵送で受け付けております。

受付締切日は、毎月最終営業日の2営業日前となります。
締切日までに当窓口で受付確認ができたものを当月の
処理とさせていただきます。

【個人情報の取り扱いについて】
個人情報の取り扱いについての最新情報は、下記のURLでご確認いただけます。
https://www.nifty.co.jp/privacy/#anc02

 
IP電話、国際電話、携帯電話定額制プランからは
03-6625-3250におかけください。

0570-03-3993 受付時間：平日10:00～12:00 / 13:00～17:00

【お問い合わせ】  @nifty法人会員センター

※通話料はお客様ご負担

B A

解約理由：

21　　    1　    10

新宿　　　 花子
シンジュク   　　　  ハナコ 03　 1234   5678

03　 1234   5678

ニフティ株式会社
新宿  太郎

担当者退職のため

不要の場合は

a b c 1 2 3 4 5

C 1 2 3 4 5

〒220-6126　神奈川県横浜市西区みなとみらい 2丁目3-3 クイーンズタワーＢ棟26階
ニフティ株式会社 法人登録センター行
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□ 法人 → 個人移行後全解約

当社は@nifty法人会員規約および個人情報の取り扱いに同意し、以下の通り法人会員の解約を申請します。
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A.一部解約 契約番号は残し、指定の@nifty IDのみを解約します。

・解約ご希望の@nifty IDをご記入ください。

①

②
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⑥

契約番号(BA○○○○○○)ごと、契約番号内の全て
の@nifty IDを解約します。

・請求書送付先の変更をご希望の場合は、下欄にご記入ください。
 （全解約の場合のみ変更可能です）
※ご記入がない場合は、現在ご登録の請求書送付先へお送りいたします。

住　所

部署名

氏　名

〒 　　－

(姓) (名)

B.全解約

■「A.一部解約」「B.全解約」のいずれかを選択　  し、必要事項をご記入ください。

※@nifty IDはアルファベット3文字と数字5桁を組み合わせた番号です。
　ご不明な場合は請求書をご確認ください。

□ 部署名は不要

※「契約番号」はBAまたはBACから始まる番号です。
※「現在ご登録の契約担当者」とは、本契約内容を把握され、弊社との連絡担当としてご登録いただいて
いる方です。ご不明な場合は、請求書をご確認ください。

送付先
当書類は、郵送で受け付けております。

受付締切日は、毎月最終営業日の2営業日前となります。
締切日までに当窓口で受付確認ができたものを当月の
処理とさせていただきます。

【個人情報の取り扱いについて】
個人情報の取り扱いについての最新情報は、下記のURLでご確認いただけます。
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■「解約希望日」をご指定の上、解約理由をご記入ください。

■ニフティへのメッセージがもしありましたら、ご記入ください。
　弊社は今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいります。

即日 解約日指定 ： 20　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

・ご指定がない場合は、用紙到着月末解約となります。なお、用紙到着日が指定日を過ぎていた場合は即日解約となります。
・日付をさかのぼっての解約はいたしかねます。
・用紙到着日が土･日･祝日の場合、解約処理は翌営業日となります。

※解約希望日はご利用の最終日をご記入ください。
解約希望日

解約理由

ご協力
ください

解約理由：
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ニフティ株式会社 法人登録センター行
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