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・本申込書にて、Webしずおか「パフォーマ40」、「パフォーマ3」、「TOKAI ADSLコース」の解約と、「フレッツ・光専用コース」への変更を承ります。

Webしずおか契約者情報

印　 （必ずお願いします）　　

◆ ADSLサービスを解約する電話回線について

   （　　             　　）　  　　      　－

＜Webしずおか「パフォーマ40」、「パフォーマ3」、「TOKAI ADSLコース」解約に関する諸注意＞
・Webしずおか「パフォーマ40」、「パフォーマ3」、「TOKAI ADSLコース」の正式解約日は、お客様の「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」
　「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」のサービス開始日となります。
・本解約届をWebしずおか事務局に返送していただき、「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」開始日以降、
 ADSLモデム・スプリッタは別紙「ADSLモデム・スプリッタ送付状」を添付して所定の送付先へご返却ください。
 正式解約日から1ヶ月以内にADSLモデム・スプリッタをご返却いただけない場合は、モデム代金相当額として、19,000円（税抜）を
 請求させていただきます。なお、モデムご返却の送料はお客様負担となりますので、ご了承ください。

光回線に関する情報

１．既に光回線が開通している

２．NTTへ申込済みで開通日が決定している　（開通日　     年　　　月　　　日）

３．サービス開始日は決まっていないため取次を希望する （裏面へご記入ください）

・お申込みプランのフレッツサービスが既に開通している場合は １. を選択してください。

・お申込みプランのフレッツサービスがこれから開通する場合は ２ .を選択し、

　NTT西日本から連絡のあったサービス開始日をご記入ください。

・NTTへお申込み済みのお客様は、開通日決定後にお申込みください。

１または２を選ばれた方は、以下の「Ｗｅｂしずおか フレッツ・光専用コース」のプランをご選択ください。

３を選ばれた方は、裏面の「ＮＴＴ西日本への取次情報」へ詳細をご記入ください。

※ ハイスピードタイプに対応

・現在ご利用中のコース/プランからフレッツ・光専用コースの各プランに変更する場合、変更料1,000円（税抜）を承ります。

・サービスの仕様については、別紙「お申込み手続きについて」をご覧ください。

いずれか１つをお選びください。

サービス開始日が決まっている場
合は、ご記入ください。

Webしずおか「パフォーマ40」、「パフォーマ3」、「TOKAI ADSLコース」解約届　兼
「フレッツ・光専用コース」申込書　（NTT西日本 フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ・光プレミアム、Ｂフレッツ 利用）

Webしずおか会員番号 wbs
フリガナ

氏名

担当者名
（法人契約の方のみ）

ADSLお申込み電話番号

サービス名 月額費用（税抜）

フレッツ 光ネクスト ファミリープラン　※ 1,600円

フレッツ 光ネクスト マンションプラン　※ 1,600円

フレッツ・光プレミアム ファミリープラン 1,600円

フレッツ・光プレミアム マンションプラン 1,600円

・「フレッツ 光ライト」をご利用の方は、「フレッツ 光ネクスト ファミリープラン」または「フレッツ 光ネクスト マンションプラン」のどちらかを選択して
ください。

Ｂフレッツ ファミリー100プラン 1,600円

 Webしずおか「パフォーマ40」、「パフォーマ3」、「TOKAI ADSLコース」の解約について 

 

ご利用希望のサービス 

いずれか１つに○をつけて

ください。 

ご選択内容に誤りがありま

すと接続できませんので、

ご注意ください。 

裏面へ 



ＮＴＴ西日本への取次情報

１．ご利用希望プランをご選択ください
  WebしずおかがNTT西日本へのお申込を代行いたします。

　お客様にはWebしずおかより開通連絡用のハガキを郵送いたしますので、サービス開始日が決まりましたら、

　ハガキにてWebしずおかまでサービス開始日をご連絡ください。

 取次申込後、NTT西日本とのコンサルティング結果によって、プランが変更となる場合があります。

※ ハイスピードタイプに対応

２．設置場所についてご記入ください

（〒　　　　－　　　　　　）

 お申込みをご希望の方は○をつけてください

自宅・勤務先・携帯
（いずれかに○をつけてください）

＊ 電話番号は市外局番からご記入ください。後日、ＮＴＴ西日本の担当者がご連絡をいたします。

　　詳細は、別紙「お申込み手続きについて」をご覧ください。

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ　※ 最大速度 200Mbps 1,600円

サービス名 仕　様 月額費用（税抜）

フレッツ 光ネクスト マンションタイプ　※ 最大速度 200Mbps 1,600円

フレッツ 光ライト ファミリータイプ 最大速度 100Mbps 1,600円

フレッツ 光ライト マンションタイプ 最大速度 100Mbps 1,600円

1,600円フレッツ・光プレミアム マンションタイプ 最大速度 100Mbps

設置場所電話番号  　　　(　　　　　）　　　　　－

設置場所住所

ひかり電話

フリガナ

ご契約者名

ご連絡先電話番号 (　　　　　）　　　　　－　　　　　　
（昼間ご連絡可能な電話番号）



 

お申込み手続きについて 

１． フレッツ・光専用コースのお申込み 

NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」｢フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」を利用してインターネットをご利用いただくには、 

Webしずおかへ「フレッツ・光専用コース」のお申込みと、NTT西日本へ「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」の 

双方のお申込みが必要です。 

 

NTT西日本 仕様 (*2) Webしずおか 

フレッツ 光ネクスト  ファミリータイプ (*1) 最大速度 200MBps フレッツ・光専用コース 光ネクスト  ファミリープラン 

フレッツ 光ネクスト  マンションタイプ (*1) 最大速度 200MBps フレッツ・光専用コース 光ネクスト  マンションプラン 

フレッツ 光ライト   ファミリータイプ 最大速度 100MBps フレッツ・光専用コース 光ライト   ファミリープラン 

フレッツ 光ライト   マンションタイプ  最大速度 100MBps フレッツ・光専用コース 光ライト   マンションプラン 

フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ 最大速度 100MBps フレッツ・光専用コース 光プレミアム ファミリープラン 

フレッツ・光プレミアム マンションタイプ 最大速度 100MBps フレッツ・光専用コース 光プレミアム マンションプラン 

Bフレッツ ファミリー100 最大速度 100MBps フレッツ・光専用コース  Bフレッツ ファミリー100プラン 

・本コースは、NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」提供エリア内のお客様のみご利用いただけます。 
なお、「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」提供エリアの場合でもNTT西日本の事情により、 
サービス開始ができない場合があります。詳細はNTT西日本にお問合せください。 

・本コースのセッション数については「1WebしずおかID」=「1契約」=「1セッション」となります。ご了承ください。 
・既にNTT西日本「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」をお申込みされているお客様へ： 
お申込みされたタイプに対応した「フレッツ・光専用コース」プラン以外をお申込みされた場合、本コースを利用したインターネット接続はできません。 

お申込みの際にはご注意ください。 
(*1) ハイスピードタイプに対応。 
(*2) NTT西日本「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」はベストエフォート型のサービスとなり、 

速度を保証するものではありません。 
 
２． Webしずおかからの連絡 
 お申込み後、Webしずおかより以下の書類が送付されます。  

1．既に光回線が開通している場合 
Webしずおか会員登録通知書 

2．「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」のサービス開始日が決定している場合 

3．「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」のサービス開始日が決まっていない場合 開通連絡用通知 

サービス開始日が決まっていない場合は、後日、開通連絡用通知をWebしずおかより郵送いたします。開通連絡用通知にて、NTT西日本から連絡のあった 
「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」のサービス開始日をご連絡ください。 
その後、Webしずおかより、「Webしずおか会員登録通知書」を郵送いたします。 

 
３． NTT西日本からの連絡 
本申込書にて、WebしずおかがNTT西日本への「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」のお申込みを代行した場合は、 

NTT西日本よりお申込みの確認と工事等の日程調整のための電話連絡があります。NTT西日本からの電話連絡があるまでの目安は、Webしずおかで 
お申込みを受付後、NTT西日本営業日の２日から２１日以内です。 
 
４． パソコン等の設定 
Webしずおか会員登録通知書に記載されているサービス開始日より、フレッツ・光専用コースでの接続が可能になります。パソコン等の設定に必要なお客様個別情報は、 
Webしずおかより送付される「Webしずおか会員登録通知書」をご参照ください。 

 

【ご利用料金について】 （税抜） 

プラン名 
初期費用 月額料金 

NTT西日本にかかる費用 (*1) Webしずおか NTT西日本にかかる費用 (*1) 

「光ネクスト」「光ライト」「光プレミアム」  

ファミリープラン 
NTT西日本工事費 

NTT西日本契約料 
1,600円 (*2) 

NTT西日本月額利用料 

その他 
「光ネクスト」「光ライト」「光プレミアム」  

マンションプラン 

Bフレッツ ファミリー100プラン 

 

(*1) NTT西日本にかかる費用について 

NTT西日本より請求のある「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」の料金（工事費などNTT西日本の初期費用を含

む）は、選択していただいたプランおよびお客様のNTT西日本とのご契約状態により個々に料金が異なります。NTT西日本料金についてはWebしずおかではお答え

できません。詳細は、NTT西日本ホームページをご参照いただくか、NTT西日本問い合わせ窓口までお問合わせください。 

 

(*2) Webしずおかにお支払いいただく費用について 

・現在ご利用中のコース/プランからフレッツ・光専用コースの各プランに変更する場合、変更手数料1,050円（税込）を承ります。 

・「フレッツ・光専用コース」のご利用料金は、お客様からご連絡いただいたサービス開始日の翌月1日から発生します｡ 

・「フレッツ・光専用コース」のご利用料金が発生するまでは、変更前のコース料金を承ります｡ 

・「フレッツ・光専用コース」は月契約のみでのご提供となります。年契約の設定はありません。 

・ご契約は、お客様より「フレッツ・光専用コース」解約のお申し出がない限り、毎月自動更新となります。 

 


	光専用へ変更

