
※IP電話、国際電話、携帯電話定額制プランからはTEL：03-6625-3250
※通話料はお客様ご負担
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記入日 年 月 日

※当社は@niftyが定めた本サービス関連規約、および「個人情報保護ポリシー（https://www.nifty.co.jp/privacy/）」に同意の上、本サービスに申し込みます。

ニフティとの
法人契約

※すでに法人会員としてニフティのサービスを利用中で、同一の@nifty法人契約に@nifty光ライフ with フレッツを追加される場合は「既存の法人契約に追加」を選択し
　法人契約管理番号をご記入ください。
※追加ではなく変更をご希望の場合は法人センターへご相談ください。

※回線サービスをご利用中の@nifty IDに@nifty光ライフ with フレッツを追加することはできません。新しい@nifty IDを発行いたしますので「新規に@nifty IDを発行登録」を
　ご選択ください。
※現在ご利用中の回線サービスを@nifty光ライフ with フレッツに変更したい場合は法人センターへご相談ください。

新規ご契約

既存の法人契約に追加

法人契約管理番号はBAまたはBACから始まる番号です。
ご不明な場合は、請求明細書をご確認ください。

の必要事項をご記入ください 。A B C D E F G H I

IF G H の必要事項と、法人契約管理番号をご記入ください 。A C D E

法人契約管理番号 B A

電話
番号（30文字以内）

（256文字以内）

※別紙「預金口座振替依頼書」と併せてご提出ください。「預金口座振替依頼書」がない場合は、銀行振込となります。

※振込先金融機関は「みずほ銀行・内幸町営業部」または「三菱UFJ銀行・東京営業部」となります。
※振込手数料はお客様負担となります。

（            ）

住所

部署名

請求先情報

B

預金口座振替

銀行振込

フリガナ

（いずれか選択）
決済方法

※新規ご契約時のみ

メールアドレス @

@niftyID登録情報

（16文字以内）
担当者様氏名

（30文字以内）
部署名

登録書面
送付先住所

電話
番号

（            ）

（姓） （名）

フリガナ

フリガナ

D
新規に
@niftyIDを
発行登録

@niftyID
既存の
@niftyIDを使用

BAから始まる法人契約管理番号ではございません。
お間違えないようご注意ください。

※NTTより回線敷設に際し確認のお電話が入る場合があります。

接続用＠niftyIDとパスワードの郵送先です。

必須

※請求に関する各種案内メールをお送りします。
　担当部門のグループアドレスでも問題ございません。

※ニフティ法人契約に関する各種案内をお送りします。
　担当部門のグループアドレスでも問題ございません。

法人名
フリガナ

（30文字以内）

A
必
須

必
須

登録情報・決済方法の変更など、契約・手続きに関するご担当者となります。契約担当者情報

フリガナ

電話
番号 （            ）

（姓） （名）

フリガナ

（16文字以内）

住所

メールアドレス @

契約担当者様氏名

C （30文字以内）
部署名

ご契約上、ご担当者様の情報が必須となります。「部署名」「役職」ではなく、ご担当者様を選任しご登録ください。

必
須

必
須

（16文字以内） （姓） （名）

フリガナ
支払担当者様氏名

（256文字以内）

経理ご担当者などお支払いに関するご担当者様を記載ください。

Bと同じ

Bと同じ Cと同じ

都
府 県

道

都
府 県

道

都
府 県

道



@niftyプロバイダーサービス申し込み

NTTの光回線名内の長いカタカナの中に「マンション」という言葉がある場合。

コース選択

NTTの光回線名内の長いカタカナの中に「ファミリー」という言葉がある場合。

F
ホーム　標準プラン（契約期間縛りなし）1,200円/月（税抜）

ホーム　2年割プラン（2年縛り）1,000円/月（税抜）　※違約金1,100円（不課税）

マンション（契約期間縛りなし）950円/月（税抜）

@nifty v6サービス申し込み

利用中、もしくは今後利用予定のあるサービスをご選択ください（該当の場合、@nifty v6サービスはご利用いただけません）。

G 固定IPサービス

オンラインレセプトサービス（※2022年6月30日で新規受付終了）

@nifty v6サービスを利用しない

選択がない場合、自動的に@nifty v6サービスにお申し込みになります。（追加料金無料）

NTTフレッツ光の
回線名義人

フリガナ

（姓） （名）

NTTとフレッツ光回線の契約を手配済み ⇒NTTからの請求書などを確認の上、回線設置先のNTTとお客様との契約情報を記載ください。

NTTフレッツ光ネクスト回線情報

建物名階数

「CAF＊＊＊＊」の13桁か
「COP＊＊＊＊」の11桁

（            ）

回線設置先住所

フレッツ光回線契約

回線設置先電話番号

NTTフレッツ光の
回線名義人

NTTのお客さまID

E

Bと同じ
Cと同じ
Dと同じ

フレッツ光回線もニフティ経由で手配したい

フリガナ

フリガナ

番号未開通

「フレッツ光回線もニフティ経由で手配したい」にチェックを入れた方、「NTT西日本エリアの方」は記載不要です。

必
須

必
須

必
須

※富士通 (株 )・(株 )ジー・サーチでご契約のお客様は必ず回線設定先住所をご入力ください。

都
府 県

道



H

常時安全
セキュリティ 24

御社企業ロゴの掲載について

セキュリティオプションサービス

有償サポートサービス

※本サービスのサービス詳細はこちらをご参照ください。https://biz.nifty.com/service/flets/

導入実績紹介として、弊社WEBサイト上に御社の企業ロゴ、御社HPへのリンクを掲載させていただきたいと考えております。
後日弊社担当者より改めてご契約担当者様宛にご連絡させていただく場合がございます。

許可する 許可しない

月額料金：500円（税抜）
世界的にも実績のあるセキュリティ技術を採用した総合セキュリティサービス。
面倒な更新手続きが不要で、Windows、Mac OS、Android、iOSの様々なデバイスに対応しています。

@nifty
セキュア・
プライバシー

月額料金：400円（税抜）
社員情報がインターネット上に流出していないかを常に監視します。安全なパスワードの生成もサポートし、
常時安全セキュリティ24と同時にお使いいただくことで、より強固で安全なセキュリティ対策を実現します。

H @nifty 
オフィス機器サポート

月額料金：2,600円（税抜）
※訪問・ご相談には別途料金がかかります。

Outlookの問い合わせがしたい、ネットが急につながらなくなったなどのオフィストラブルを、ニフティがサポートします。
最短当日駆けつけます！

https://flets.com/service/?link_id=tp18is12
https://flets-w.com/service/next/price/new/
https://www.nifty.com/policy/syouhizei.htm


※フレッツ光回線をニフティ経由で手配したいお客様のみ選択ください。

対象エリア 回線タイプ 料金プラン NTT契約料 工事費 月額利用料 選択

NTT東日本

NTT西日本

ホーム

マンション

マンション

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

800円 18,000円
※1※2※3

※4※6

※4※6

※4※6

通常価格 5,400円
にねん割適用 4,700円　　

800円 18,000円
※1※2※3 通常価格 5,200円

にねん割適用 4,500円　　

ホーム

フレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ 隼
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
（データ送受信上り下り 100M）

800円 18,000円
※1※2※3 通常価格 5,400円

光はじめ割適用 1~2年目 4,300円
光はじめ割適用 3年目以降 4,110円

800円 18,000円
※1※2※3

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

800円 15,000円
※1※2※3

800円 15,000円
※1※2※3

※4※6

※5※6

通常価格 5,400円
光はじめ割適用 1~2年目 4,300円
光はじめ割適用 3年目以降 4,110円

※5※6

800円 18,000円
※1※2※3 通常価格 5,400円

光はじめ割適用 1~2年目 4,300円
光はじめ割適用 3年目以降 4,110円

※5※6

フレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ 隼
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
（データ送受信上り下り 100M）

800円 15,000円
※1※2※3 通常価格 3,200円

光はじめ割適用 1~2年目 2,850円
光はじめ割適用 3年目以降 2,680円

800円 15,000円
※1※2※3

※5※6

通常価格 3,200円
光はじめ割適用 1~2年目 2,850円
光はじめ割適用 3年目以降 2,680円

※5※6

800円 15,000円
※1※2※3 通常価格 3,200円

光はじめ割適用 1~2年目 2,850円
光はじめ割適用 3年目以降 2,680円

※5※6

※1.上記は代表的な工事を行った場合の料金です。初期工事の内容によっては異なる場合があります。詳しくはNTT東日本／西日本（0120-116116）へお問い合わせ
　　ください。
※2. NTT東日本／西日本の工事費は、一括払いと分割払いをお選びいただけます（分割払いの途中で残額を一括でお支払いいただくことも可能です。ご希望の際は、お
　　申し込み後にNTT東日 本／西日本（0120-116116）へご連絡ください）。分割払いを選択され、お支払いが完了する前にフレッツ光を解約された場合、工事費残額
　　を一括してご請求させていただきます。なお、一括払いをお選びいただいた場合でも、支払い総額は分割払いの場合と同額になります。
※3.別途NTT東日本／西日本が実施する割り引きが適用される場合がございます。詳しくはNTT東日本／西日本からのお知らせをご確認ください。土日や休日に派
　　遣工事をされた場合は、別途 3,000円（税抜）がかかります。年末年始に工事を実施する場合は、料金が異なります。詳しくはお問合せください。
 ※4. NTT東日本が実施する「にねん割」をお申し込みいただいた場合の料金です。@nifty光ライフ with フレッツのお申し込みと合わせて、「にねん割」にお申し込みい
　　ただきます。「にねん割」の利用期間は 2年単位（自動更新）です。利用開始日は、新規にフレッツ光をご利用になるお客様はフレッツ光の利用開始日の翌月 1日、す
　　でにフレッツ光をご利用のお客様は、本割り引きをお申し込みされた日の翌月 1日です。利用期間の途中（利用期間満了月から翌々月の 3カ月間＜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（戸建て向けサービス：4,500円（税抜）、集合住宅向けサービス：1,500円（税抜））をお支払いいただきます。
※5. NTT西日本が実施する「光はじめ割」をお申し込みいただいた場合の料金です。@nifty光ライフ with フレッツのお申し込みと合わせて、「光はじめ割」にお申し込
　　みいただきます。「光はじめ割」の初回割引適用期間は割引適用開始月を 1ヵ月とした 24ヵ月の末日までで、以後、2年毎に自動延伸します。更新月 (利用期間満了
　　月から翌々月の 3ヵ月間 )以外で解約された場合、解約金（戸建て向けサービス：4,000円（税抜）、集合住宅向けサービス：2,000円（税抜））をお支払いいただき　
　ます。
※6.フレッツ光の開通月の料金は日割り計算となります。
※フレッツ光月額利用料（NTT東日本／西日本）は、ご契約プラン・マンション世帯数・NTT東日本／西日本が実施する割引サービスの申し込み有無によって変わり
　ます。フレッツ光月額利　用料の詳しい料金や適用されるキャンペーンについては、NTT東日本／西日本のホームページをご確認ください。
※お客さまの集合住宅におけるフレッツ 光ネクスト マンションタイプの提供可否、またその際に提供するサービスメニュー（ミニ、プラン 1、プラン 2）については、同
　一の集合住宅などで見込　める契約数（ミニは 4以上、プラン 1は 8以上、プラン 2は 16以上）の条件などを考慮して、NTT東日本／西日本が決定します。
※ご請求額に 1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。詳しくは弊社商品の価格表示についてをご覧ください。

通常価格 3,050円
にねん割適用 2,950円　　

通常価格 2,850円
にねん割適用 2,750円　　

発行契約番号

登録日

弊
社
記
入
欄

受 付 確 認 登 録 保 管
CNO S000009270

N000008105DNO

https://flets.com/service/?link_id=tp18is12
https://flets-w.com/service/next/price/new/
https://www.nifty.com/policy/syouhizei.htm


記入日 年 月 日

※当社は@niftyが定めた本サービス関連規約、および「個人情報保護ポリシー（https://www.nifty.co.jp/privacy/）」に同意の上、本サービスに申し込みます。

ニフティとの
法人契約

※すでに法人会員としてニフティのサービスを利用中で、同一の@nifty法人契約に@nifty光ライフ with フレッツを追加される場合は「既存の法人契約に追加」を選択し
　法人契約管理番号をご記入ください。
※追加ではなく変更をご希望の場合は法人センターへご相談ください。

※回線サービスをご利用中の@nifty IDに@nifty光ライフ with フレッツを追加することはできません。新しい@nifty IDを発行いたしますので「新規に@nifty IDを発行登録」を
　ご選択ください。
※現在ご利用中の回線サービスを@nifty光ライフ with フレッツに変更したい場合は法人センターへご相談ください。

新規ご契約

既存の法人契約に追加

法人契約管理番号はBAまたはBACから始まる番号です。
ご不明な場合は、請求明細書をご確認ください。

の必要事項をご記入ください 。A B C D E F G H I

IF G H の必要事項と、法人契約管理番号をご記入ください 。A C D E

法人契約管理番号 B A

電話
番号（30文字以内）

（256文字以内）

※別紙「預金口座振替依頼書」と併せてご提出ください。「預金口座振替依頼書」がない場合は、銀行振込となります。

※振込先金融機関は「みずほ銀行・内幸町営業部」または「三菱UFJ銀行・東京営業部」となります。
※振込手数料はお客様負担となります。

（            ）

住所

部署名

（16文字以内） （姓） （名）

フリガナ
支払担当者様氏名

請求先情報

B

預金口座振替

銀行振込

フリガナ

（いずれか選択）
決済方法

※新規ご契約時のみ

メールアドレス @

@niftyID登録情報

（16文字以内）
担当者様氏名

（30文字以内）
部署名

登録書面
送付先住所

電話
番号

（            ）

（姓） （名）

フリガナ

フリガナ

D
新規に
@niftyIDを
発行登録

@niftyID
既存の
@niftyIDを使用

BAから始まる法人契約管理番号ではございません。
お間違えないようご注意ください。

※NTTより回線敷設に際し確認のお電話が入る場合があります。

接続用＠niftyIDとパスワードの郵送先です。

必須

※請求に関する各種案内メールをお送りします。
　担当部門のグループアドレスでも問題ございません。

※ニフティ法人契約に関する各種案内をお送りします。
　担当部門のグループアドレスでも問題ございません。

法人名
フリガナ

（30文字以内）

A
必
須

必
須

登録情報・決済方法の変更など、契約・手続きに関するご担当者となります。契約担当者情報

フリガナ

電話
番号 （            ）

（姓） （名）

フリガナ

（16文字以内）

住所

メールアドレス @

契約担当者様氏名

C （30文字以内）
部署名

ご契約上、ご担当者様の情報が必須となります。「部署名」「役職」ではなく、ご担当者様を選任しご登録ください。

必
須

必
須

（256文字以内）

経理ご担当者などお支払いに関するご担当者様を記載ください。

Bと同じ

Bと同じ Cと同じ

都
府 県

道

都
府 県

道

都
府 県

道



@niftyプロバイダーサービス申し込み

NTTの光回線名内の長いカタカナの中に「マンション」という言葉がある場合。

コース選択

NTTの光回線名内の長いカタカナの中に「ファミリー」という言葉がある場合。

F
ホーム　標準プラン（契約期間縛りなし）1,200円/月（税抜）

ホーム　2年割プラン（2年縛り）1,000円/月（税抜）　※違約金1,100円（不課税）

マンション（契約期間縛りなし）950円/月（税抜）

@nifty v6サービス申し込み

利用中、もしくは今後利用予定のあるサービスをご選択ください（該当の場合、@nifty v6サービスはご利用いただけません）。

G 固定IPサービス

オンラインレセプトサービス（※2022年6月30日で新規受付終了）

@nifty v6サービスを利用しない

選択がない場合、自動的に@nifty v6サービスにお申し込みになります。（追加料金無料）

NTTフレッツ光の
回線名義人

フリガナ

（姓） （名）

NTTとフレッツ光回線の契約を手配済み ⇒NTTからの請求書などを確認の上、回線設置先のNTTとお客様との契約情報を記載ください。

NTTフレッツ光ネクスト回線情報

建物名階数

「CAF＊＊＊＊」の13桁か
「COP＊＊＊＊」の11桁

（            ）

回線設置先住所

フレッツ光回線契約

回線設置先電話番号

NTTフレッツ光の
回線名義人

NTTのお客さまID

E

Bと同じ
Cと同じ
Dと同じ

フレッツ光回線もニフティ経由で手配したい

フリガナ

フリガナ

番号未開通

「フレッツ光回線もニフティ経由で手配したい」にチェックを入れた方、「NTT西日本エリアの方」は記載不要です。

必
須

必
須

必
須

※富士通 (株 )・(株 )ジー・サーチでご契約のお客様は必ず回線設定先住所をご入力ください。

都
府 県

道



H

常時安全
セキュリティ 24

御社企業ロゴの掲載について

セキュリティオプションサービス

有償サポートサービス

※本サービスのサービス詳細はこちらをご参照ください。https://biz.nifty.com/service/flets/

導入実績紹介として、弊社WEBサイト上に御社の企業ロゴ、御社HPへのリンクを掲載させていただきたいと考えております。
後日弊社担当者より改めてご契約担当者様宛にご連絡させていただく場合がございます。

許可する 許可しない

月額料金：500円（税抜）
世界的にも実績のあるセキュリティ技術を採用した総合セキュリティサービス。
面倒な更新手続きが不要で、Windows、Mac OS、Android、iOSの様々なデバイスに対応しています。

@nifty
セキュア・
プライバシー

月額料金：400円（税抜）
社員情報がインターネット上に流出していないかを常に監視します。安全なパスワードの生成もサポートし、
常時安全セキュリティ24と同時にお使いいただくことで、より強固で安全なセキュリティ対策を実現します。

H @nifty 
オフィス機器サポート

月額料金：2,600円（税抜）
※訪問・ご相談には別途料金がかかります。

Outlookの問い合わせがしたい、ネットが急につながらなくなったなどのオフィストラブルを、ニフティがサポートします。
最短当日駆けつけます！



※フレッツ光回線をニフティ経由で手配したいお客様のみ選択ください。

対象エリア 回線タイプ 料金プラン NTT契約料 工事費 月額利用料 選択

NTT東日本

NTT西日本

ホーム

マンション

マンション

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

800円 18,000円
※1※2※3

※4※6

※4※6

※4※6

通常価格 5,400円
にねん割適用 4,700円　　

800円 18,000円
※1※2※3 通常価格 5,200円

にねん割適用 4,500円　　

通常価格 3,050円
にねん割適用 2,950円　　

ホーム

フレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ 隼
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
（データ送受信上り下り 100M）

800円 18,000円
※1※2※3 通常価格 5,400円

光はじめ割適用 1~2年目 4,300円
光はじめ割適用 3年目以降 4,110円

800円 18,000円
※1※2※3

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

800円 15,000円
※1※2※3

800円 15,000円
※1※2※3 通常価格 2,850円

にねん割適用 2,750円　　※4※6

※5※6

通常価格 5,400円
光はじめ割適用 1~2年目 4,300円
光はじめ割適用 3年目以降 4,110円

※5※6

800円 18,000円
※1※2※3 通常価格 5,400円

光はじめ割適用 1~2年目 4,300円
光はじめ割適用 3年目以降 4,110円

※5※6

フレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ 隼
（データ送受信上り下り 1G）

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
（データ送受信下り 200M上り 100M）

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
（データ送受信上り下り 100M）

800円 15,000円
※1※2※3 通常価格 3,200円

光はじめ割適用 1~2年目 2,850円
光はじめ割適用 3年目以降 2,680円

800円 15,000円
※1※2※3

※5※6

通常価格 3,200円
光はじめ割適用 1~2年目 2,850円
光はじめ割適用 3年目以降 2,680円

※5※6

800円 15,000円
※1※2※3 通常価格 3,200円

光はじめ割適用 1~2年目 2,850円
光はじめ割適用 3年目以降 2,680円

※5※6

※1.上記は代表的な工事を行った場合の料金です。初期工事の内容によっては異なる場合があります。詳しくはNTT東日本／西日本（0120-116116）へお問い合わせ
　　ください。
※2. NTT東日本／西日本の工事費は、一括払いと分割払いをお選びいただけます（分割払いの途中で残額を一括でお支払いいただくことも可能です。ご希望の際は、お
　　申し込み後にNTT東日 本／西日本（0120-116116）へご連絡ください）。分割払いを選択され、お支払いが完了する前にフレッツ光を解約された場合、工事費残額
　　を一括してご請求させていただきます。なお、一括払いをお選びいただいた場合でも、支払い総額は分割払いの場合と同額になります。
※3.別途NTT東日本／西日本が実施する割り引きが適用される場合がございます。詳しくはNTT東日本／西日本からのお知らせをご確認ください。土日や休日に派
　　遣工事をされた場合は、別途 3,000円（税抜）がかかります。年末年始に工事を実施する場合は、料金が異なります。詳しくはお問合せください。
 ※4. NTT東日本が実施する「にねん割」をお申し込みいただいた場合の料金です。@nifty光ライフ with フレッツのお申し込みと合わせて、「にねん割」にお申し込みい
　　ただきます。「にねん割」の利用期間は 2年単位（自動更新）です。利用開始日は、新規にフレッツ光をご利用になるお客様はフレッツ光の利用開始日の翌月 1日、す
　　でにフレッツ光をご利用のお客様は、本割り引きをお申し込みされた日の翌月 1日です。利用期間の途中（利用期間満了月から翌々月の 3カ月間＜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（戸建て向けサービス：4,500円（税抜）、集合住宅向けサービス：1,500円（税抜））をお支払いいただきます。
※5. NTT西日本が実施する「光はじめ割」をお申し込みいただいた場合の料金です。@nifty光ライフ with フレッツのお申し込みと合わせて、「光はじめ割」にお申し込
　　みいただきます。「光はじめ割」の初回割引適用期間は割引適用開始月を 1ヵ月とした 24ヵ月の末日までで、以後、2年毎に自動延伸します。更新月 (利用期間満了
　　月から翌々月の 3ヵ月間 )以外で解約された場合、解約金（戸建て向けサービス：4,000円（税抜）、集合住宅向けサービス：2,000円（税抜））をお支払いいただき　
　ます。
※6.フレッツ光の開通月の料金は日割り計算となります。
※フレッツ光月額利用料（NTT東日本／西日本）は、ご契約プラン・マンション世帯数・NTT東日本／西日本が実施する割引サービスの申し込み有無によって変わり
　ます。フレッツ光月額利　用料の詳しい料金や適用されるキャンペーンについては、NTT東日本／西日本のホームページをご確認ください。
※お客さまの集合住宅におけるフレッツ 光ネクスト マンションタイプの提供可否、またその際に提供するサービスメニュー（ミニ、プラン 1、プラン 2）については、同
　一の集合住宅などで見込　める契約数（ミニは 4以上、プラン 1は 8以上、プラン 2は 16以上）の条件などを考慮して、NTT東日本／西日本が決定します。
※ご請求額に 1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。詳しくは弊社商品の価格表示についてをご覧ください。

発行契約番号

登録日

弊
社
記
入
欄

受 付 確 認 登 録 保 管
CNO S000009270

N000008105DNO

https://flets.com/service/?link_id=tp18is12
https://flets-w.com/service/next/price/new/
https://www.nifty.com/policy/syouhizei.htm


※IP電話、国際電話、携帯電話定額制プランからはTEL：03-6625-3250
※通話料はお客様ご負担

@nifty 法人サービスの向上のため、以下設問にご回答いただけますと幸いです。

アンケートのご協力、ご回答誠にありがとうございました。

WEBで検索した
昔から知っている

会社で利用している（していた）
個人で利用している（していた）

どこでニフティを知りましたか？（※複数回答可）2
知人等の紹介広告を見た

比較サイトを見た

新規開業に伴いインターネット回線が必要になったから

移転しインターネット回線が必要になったから

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

インターネット回線を増設する必要があったから

利用していたサービスが終了するから

今回インターネット回線を契約することになったきっかけは何ですか？１

前の契約が更新期間だったから

Asahi Net
BIGLOBE

IIJ
OCN

他にどの会社のサービスを検討していましたか？（※複数回答可）3
plala
なし

過去利用していたから
サポート体制

管理ツールの提供
価格

ニフティを選んだ決め手は何でしたか？（複数回答可）4
請求手段信頼性

知名度

過去利用していたから
サポート体制

管理ツールの提供
価格

請求手段信頼性
知名度

Asahi Net
plala

BIGLOBE
So-net

5で「はい」を選択された方にお伺いします。差し支えなければご契約先をご回答ください（※複数回答可）6
IIJ
OCN

モバイル通信（WiMAX+2・格安SIM等）インターネット（光回線）
セキュリティオプション

インターネット（5Gルーター）
固定IP

5で「はい」を選択された方にお伺いします。どのようなサービスを利用されていますか？差し支えなければご回答ください（※複数回答可）7
インターネット（ADSL）
新聞記事等のビジネスデータ

5で「はい」を選択された方にお伺いします。その会社・サービスを選んだ決め手は何でしたか？差し支えなければご回答ください（※複数回答可）8

はい いいえ

複数のインターネット回線をご利用中、もしくはモバイル通信などで、ニフティ以外に契約されているインターネット会社はございますか？5

So-net

@nifty光ライフ with フレッツ
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