ＡＧひかり 申込書
ＡＧひかりは、足利ガスがＮＴＴ東日本・ＮＴＴぷららをセットしたインターネット接続を、戸建および集合
住宅等に最大１Ｇｂｐｓの通信速度で提供するサービスです。
インターネット利用時の通信速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況、ご利用時間帯などによって
異なります。
詳しくは「ＡＧひかり重要事項説明書」をご確認ください。
お申込内容（ご希望に「○」をご記入ください）
１．申込種別
お申込の種別をお選びください。転用の場合は転用承諾番号をご記入ください。
新規
現在ネットを使用していない、またはフレッツ光以外からの契約変更
転用

フレッツ光からの契約変更（転用承諾番号： Ｅ

※フレッツ光からの転用の場合は、転用承諾番号の取得が必要になります。
下記の情報を準備のうえ、ＮＴＴ東日本へお申し込みください。
1．フレッツ光のご契約ＩＤ・ひかり電話番号・連絡先電話番号のいずれか
2．フレッツ光ご契約者名およびご利用場所住所
3．お支払い方法（口座振替、クレジットカード、請求書等）
（お申し込み先（NTT東日本） ・ WEB ： https://flets.com/tenyou/
・ 電話 0120-140-202 ）
２．ＡＧひかりプラン
ご希望するプランをお選びください。建物の状況によってはご希望に添えない場合があります。
【 戸 建 タイプ】…一戸建てまたは集合住宅で共用スペースに回線が引き込んでない場合
標準プラン（ＡＧひかりのみ契約）
6,300円/月（税別）
セットプラン（ガス+ＡＧひかり）

4,900円/月（税別）

トリプルプラン（ガス+ＡＧでんき+ＡＧひかり）

4,600円/月（税別）

【 マンションタイプ 】…集合住宅で共用スペースに回線が引き込んである場合
標準プラン（ＡＧひかりのみ契約）
5,000円/月（税別）
セットプラン（ガス+ＡＧひかり）

4,000円/月（税別）

トリプルプラン（ガス+ＡＧでんき+ＡＧひかり）

3,500円/月（税別）

３．プロバイダ（ＩＳＰ）
ＡＧひかりはプロバイダ込のプランです。
現在利用のプロバイダを継続またはご自身でプロバイダを契約する場合は不要です。
申込
不要

-300円/月（税別）

※現在ご利用のプロバイダを解約する場合は、お客さまご自身での解約手続きが必要です。
４．メール申込
ＡＧひかりプロバイダサービスにはメールサービスが含まれておりません。
メールサービスをご希望される場合（1アドレスごとに200円/月（税別））は、お申込ください。
（@前は3文字～20文字以内。使用できる文字は、半角英数字、「 ‐ 」ハイフン、「 _ 」アンダースコア、「 ・ 」ドットです。

申込 【アドレス：

＠ag-hikari.com】

不要
※ＡＧひかりのプロバイダサービスをご希望されない場合は不要です。

５．ルーター（無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付き回線接続装置）
無線LAN機能を持った、ひかり電話対応ルーターをレンタル（1台 300円/月（税別））します。
ご希望される場合はお申込ください。お客さまご自身で準備される場合は不要です。
申込
台
不要
６．リモートサポート
インターネットやパソコン周辺機器等に関するトラブルや設定・使い方などのお困りごとの問い合わせを
受け付け、電話や遠隔操作で解決支援を行うサービスです。ご希望される場合はお申込ください。
申込 500円/月（税別）
不要
７．ＡＧひかりWi-Fi
Wi-Fiアクセスポイントを設置し、マンションや店舗など多人数が広範囲（半径25ｍ程度）で通信を
利用できるサービスです。ご希望される場合はお申込ください。
申込（別途見積もりが必要です。）
不要
８．契約事務手数料
新規契約や転用契約、契約内容を変更する場合は契約事務手数料として3,０００円（税別）を申し受け
ます。月額利用料の初回請求時に合算してお支払いいただきます。
９．新規開通・移転工事
標準工事費です。工事の内容により工事費が異なる場合があります。
土曜、日曜日、祝日の工事は、追加料金が発生します。
戸建 訪問工事 屋内配線工事 あり
18,000円（税別）
集合 訪問工事 屋内配線工事 あり

15,000円（税別）

戸建・集合 訪問工事 屋内配線工事 なし 7,600円（税別）
戸建・集合 訪問工事 なし

2,000円（税別）

１０．品目変更工事
プラン変更に伴う工事費です。
集合から戸建タイプへの変更

18,000円（税別）

戸建から集合タイプへの変更

15,000円（税別）

通信速度100Mbpsまたは200Mbpsから1Gbpsへの変更工事（訪問工事）

7,600円（税別）

通信速度100Mbpsまたは200Mbpsから1Gbpsへの変更工事（訪問工事なし） 2,000円（税別）
１１．工事日・ご利用開始日（工事日は申込日から2週間以降で設定してください。）
□戸建/持家
□戸建/賃貸
①建物区分
□マンション/分譲
□マンション/賃貸
□ビル
②現場調査

③工事日

□現場調査希望

( 現場調査希望日：

月

日

ＡＭ ・ ＰＭ ）

□現場調査不要
月

日

連絡先電話番号

ＡＭ ・ ＰＭ
：

（事前連絡 ： □要 ・ □不要）

１２．支払い方法
開通・移転工費費、品目変更工事費は一括支払いまたは分割支払いがお選びいただけます。
一括支払い
12回分割支払い
24回分割支払い
今回お申込の支払い金額は下記のとおりです。（建物や設置状況により金額が変更になる場合があります。）
なお、月額利用料については、毎月原則として口座振替またはクレジットカード払いによりお支払いいただきます。

①月額利用料
ＡＧひかりプラン

円

②契約事務手数料
契約事務手数料②

プロバイダ

円

③各種工事費

メール

円

開通・移転工事費

円

ルーター

円

品目変更工事費

円

リモートサポート

円

消費税額

円

消費税額

円

月額利用料計①

円

３，２４０円

工事費計③

円

初回ご請求金額合計（①+②+（③の一括・分割払額）のご請求金額）

円

工事費分割支払い時（２回目以降）のご請求金額

円

工事費支払い後のご請求金額（①）

円

１３．解約について
工事前に解約の申し出があった場合は、今回のお申し込みに関するお支払いは発生しません。
１４．初期契約解除制度について
（1）概要
・ＡＧひかり（電気通信役務）の契約にかかるお手続きについては、初期契約解除制度の対象です。
お申込み後に届くご契約に関する書類をお客さまが受領した日から起算して８日以内は、お客さまは
文書をもって契約の解除ができ、その効力を解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
・この場合、お客さまは損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはございません。
・タイプ変更のご注文を初期契約解除される場合は、原則変更前のタイプへお戻しできますが、お客
さまのご利用環境によっては変更前のタイプへ戻すことが出来ない場合があります。
（2）お客さまにお支払いいただく費用等について
・契約解除までにご利用いただいた料金および同時に契約解除となるアプリケーションサービス等の
利用料金および工事費等が発生した場合は、お支払いいただきます。
（3）初期契約解除お申し込み方法等について
・初期契約解除を申し込まれる場合は、下記にて承ります。
足利ガス株式会社 営業部 お客さまサービス課
電話番号 0284-41-7192
受付時間 8：30～17：30（定休日：日曜日、祝日、8/14～8/16、年末年始）
（4）その他留意事項
・弊社が初期契約解除に関する事項について、事実と異なる虚偽の説明をしたことにより、お客さま
が初期契約解除を実施できなかった場合、弊社から再度送付する書面を受領した日から８日間は
初期契約解除を行うことができます。
・初期契約解除において対象サービスに付随するアプリケーションサービス等は自動的に契約解除
になります。対象サービスに付随しないサービスおよび他事業者等が提供するサービスは自動的
に解除とならないため、別途契約解除の申し込みが必要です。
・他事業者が提供するサービスの初期契約解除をご希望される場合は、当該事業者へご連絡ください。
・他事業者のサービスを再度ご利用される場合の工事内容や契約内容等は、当該事業者へお問い
合わせください。

１５．個人情報の取り扱いについて
当社は、取得した個人情報を以下のとおり共同利用させていただくことがあります。
（１）共同利用する者の範囲
当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
・卸電気通信役務を提供する電気通信事業者※1
（２）共同利用の目的
・電気通信契約の締結、変更または解約のため
・電気通信サービス提供・保守のため
・電気通信サービス等の料金の計算および請求のため
・その他電気通信サービスに係る契約約款に基づく電気通信事業者の業務遂行のため
・お申し込み受付時等本人確認、家族確認のため
・電気通信に関するネットワーク等の障害、不具合、事故発生時の調査・対応のため
・不正契約、不正利用、不払いの発生防止および発生時の調査・対応のため
（３）共同利用する情報項目
・基本情報：氏名、住所、電話番号等
・ご請求金額等に関する情報（ご請求金額、お支払い状況等ご利用料金に関する情報）
・お申し込みいただいたサービス内容に関する情報
・その他申し込み受付履歴等、電気通信サービスの提供に付随して取得した情報
・電気通信サービスに関する情報（電気通信契約の契約番号、関連機器設置場所住所等）
（４）共同利用の管理責任者
・卸電気通信役務を提供する電気通信事業者※1
※1 卸電気通信役務を提供する電気通信事業者とは、東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本）
および株式会社ＮＴＴぷららをいいます。

お申し込みの手続きや内容の変更等に関しましては、下記までご連絡をお願いいたします。
足利ガス株式会社 営業部 お客さまサービス課
電話番号 0284-41-7192
受付時間 8：30～17：30（定休日：日曜日、祝日、8/14～8/16、年末年始）
「ＡＧひかり 重要事項説明書」の内容について確認及び承諾したうえで、上記の内容により申し込みます。
※赤枠内をご記入ください。

年

申込日：

フリガナ

ご契約者名
（会社名）

㊞

ご連絡先
電話番号

自宅

（

携帯

）
－

月

日

－
－

フリガナ
部署・担当者名

代表者
ご利用場所
（設置場所）
住所

〒

〒
ご案内/請求書等
送付先住所

建物名・部屋番号

都 道
県

建物名・部屋番号

都 道
県

□ご利用場所住所に同じ（住所のご記入は不要です）
当社のご利用 □ガス

□ＡＧでんき

【お客様番号：

】

足利ガスご利用の場合は、検針票または検針のお知らせ等に記載のお客様番号を記入してください。

備 考
□ 重要事項説明書 説明・配付済

説明者

