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ＦＩＴＥＮＥＴサービス契約約款 
 

第９版 

 

藤田ソリューションパートナーズ株式会社 

 

平成  ９年  ２月  ７日 初版 

平成  ９年  ４月３０日 改定 

平成１１年１０月 １日 改定 

平成１２年１１月 １日 改定 

平成１３年 ７月１５日 改定 

平成１５年 ９月１２日 改定 

平成１８年 ４月 １日 改定 

平成１９年 ４月２５日 改定 

平成２２年 ９月３０日 改定 

 

第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、本約款にもとづき FITENETサービスの内容を定め、これによ

りFITENETサービスをお客様に提供するものとします。 

２   FITENET サービスの取り扱いに関しては当社と接続されている電気通

信事業者などが定める契約約款などにより制限されることがあるもの

とします。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、お客様の承諾を得ることなくこの約款を変更することがある

ものとします。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の

FITENET サービス約款によるものとし、お客様が変更後の約款に同意

できない場合は契約の解除の権利を有するものとします。 

２   前項におけるお客様の契約解除の権利は約款変更後１ヶ月以内に当社

所定の書面にて申し出を行うことにより行われた場合に効力をうるも

のとします。 

 

（協  議） 

第３条 この約款に記載の無い事項でFITENETサービスの提供上で必要な細目

事項については、お客様と当社との協議より定めるものとします。 

 

（用語の定義） 

第４条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（１）FITENETサービス 

この約款に基づき当社がお客様に提供する電気通信サービスであって、

利用者回線または接続専用線を介してファイル転送、電子メールなどの

サービスを提供するもの。 

（２）FITENETサービス契約 

当社からFITENETサービスの提供を受けるための契約。 

（３）お客様 

当社とFITENETサービス契約を締結している個人または法人。 

（４）利用者回線 

公衆回線またはＩＮＳ６４。 

（５）公衆回線 

お客様が FITENETサービスの利用にあたって、第一種電気通信事業者か

ら電話サービス契約として提供される電気通信回線。 

（６）ＩＮＳ６４ 

お客様が FITENETサービスの利用にあたって、日本電信電話株式会社か

ら総合ディジタル通信サービス契約約款に基づいて第１種総合ディジタ

ル通信サービスにより提供される電気通信回線。 

（７）電気通信回線 

電気通信設備たる回線。 

（８）アクセスポイント 

接続専用線、利用者回線などを収容するための電気通信設備が設置され

ている当社の事業拠点。 

（９）端末設備 

接続専用線の一端、または利用者回線に接続される電気通信設備であっ

て、回線接続装置でないもの。 

（10）回線接続装置 

変復調装置、回線終端装置およびこれら装置に付随する機器または、こ

れらと類似するあるいは同等の機能を有する機器であって、当社が

FITENETサービス契約時に定めるもの。 

（11）識別符号 

ＩＰ接続サービスにおいて、お客様を識別するために作成される英字、

数字および記号などの組み合わせ。ユーザＩＤおよびパスワードのこと

を指す。 

（12）使用権 

お客様が FITENETサービスの料金などの支払を要する場合、これをもっ

て料金などの支払に充当しうると、当社が第３３条に基づき特別に認め

た権利。 

 

第２章 サービスの種類 

 

（サービスの種類） 

第５条 FITENETサービスの種類は次の通りとします。 

（１）ＩＰ接続サービス 

当社および当社が指定した業者が管理するアクセスポイントにお客様共

用の接続ポートを設置し、利用者回線を介してお客様のひとつの端末設

備に対して提供するインターネットプロトコルのサービス。 

（２）ホスティングサービス 

当社および当社が指定した業者が管理するインターネットに接続された

端末設備内に、お客様のデータの電気的な保管空間を貸し出すサービス。 

（３）専用線ＩＰ接続サービス 

お客様が指定する場所に設置される回線接続装置と、当社および当社が

指定した業者が管理するアクセスポイントに設置される回線接続装置を

接続専用線により接続し提供するインターネットプロトコルのサービス。 

（４）ハウジングサービス 

   契約者が所有する対象設備を当社指定設置場所にて設置し、対象設備が 

   当社基準により安全に動作しうる環境を当社が提供するサービス。 

（５）その他のサービス 

当社は、お客様の要望その他の事由により上記の種類以外のサービスを

提供することがあるものとします。 

 

（サービスの品目） 

第６条 FITENETサービスの品目は別表１号にて定めるものとします。 

 

（サービスの提供地域） 

第７条 FITENETサービスの提供地域は、群馬県内及びその隣接県とします。 

 

（設置場所） 

第８条 ハウジングサービスの設置場所は次の通りとします。 

（１）ハウジングサービスの設置場所は、別表３号(設置場所)に定めると 

おりとします。 

（２）契約者が、設置場所に対象設備を搬入する場合は、契約者の責任と 

費用負担で行うものとします。 

 

(設備) 

第９条 ハウジングサービスの設備について次の通りとします。 

 （１）契約者は天災その他の災害に際して対象設備を保護する必要がある 

    ときを除き、当社の承諾を得ずして対象設備を撤去し、改造し、 

変更し、分解し、又は対象設備に他の機器を取り付けることはでき 

ません。 

 （２）契約者が対象設備の改造、その他変更等を行う場合は、必ず事前に 

当社の承諾を得るものとします。 

 

第３章 契約 

 

（契約の単位） 

第１０条 当社は、FITENETサービスの契約申し込みがあった都度、FITENETサ

ービスの種類毎に１つの FITENETサービス契約を締結するものとしま

す。 

 

（契約の申し込み） 

第１１条 FITENET サービスを契約する場合には、次に掲げる事項について記

載した当社所定の申込書を当社に提出していただくものとします。 

（１）FITENETサービス契約申込者の氏名（商号）及び住所 

（２）FITENETサービスの種類及び品目 

（３）接続専用線、利用者回線または識別符号の数 

（４）お客様の端末設備などの設置場所 

（５）利用開始希望年月日 

（６）ドメイン名及びＩＰアドレス 

（７）その他FITENETサービスの内容を特定するために必要な事項 
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（契約の成立） 

第１２条 FITENET サービス契約は、前条の FITENET サービス契約の申し込み

に対して、当社が承諾した時点にて成立するものとします。  

２   当社は、FITENET サービスの契約が成立したときは、ユーザＩＤ及び

パスワードを記載した当社所定の書面を速やかにお客様に送付するも

のとします。 

３   当社は次の場合には、FITENET サービスの契約の申し込みを承諾しな

い場合があります。 

（１）FITENET サービスの契約申し込みをしたものが、当社の定めるサービ

ス料金、消費税などの事業者が代行収集すべき税金、その他の債務の

支払いを現に怠り、または怠るおそれが有る場合 

（２）第一種電気通信事業者の事由により、回線の提供が受けられない場合 

（３）前各号に定めるほか、その申込者の契約の成立により、技術上または

当社の業務遂行上著しい支障がある場合 

 

 

 

 

 

 

（最低利用期間） 

第１３条 FITENETサービス契約のうち、専用線ＩＰ接続サービス(以下本条で

は｢当サービス｣といいます)及びその他のサービス(以下本条では｢当

サービス｣といいます)については最低利用期間を定めるものとします。 

２   前項の最低利用期間は、当サービスの契約時に個別契約ごとに定める

ものとします。 

３   お客様の当サービスの利用期間が、契約時に個別契約ごとに定められ

た最低利用期間に満たない場合は、お客様は途中解約に対する解約料

金を支払うものとします。 

４   前項の途中解約に対する解約料金は、当サービスの契約時に個別契約

ごとに定めるものとします。 

５   前項の途中解約に対する解約料金の規定は、お客様が FITENETサービ

スの種類あるいは品目の変更を行う場合には適用しないものとし、こ

の場合はお客様と協議を行うものとします。 

 

（契約事項の変更） 

第１４条 FITENETサービス契約の契約事項のうち、FITENETサービスの種類の

変更を希望する場合は、FITENET サービスの契約をいったん解除し、

新たに FITENETサービスの契約の申し込みを行っていただくものとし

ます。 

２   FITENETサービス契約の契約事項のうち、FITENETサービスの品目の変

更、または、お客様の端末設置場所の変更などによる接続専用線の移

転を希望する場合は、その変更または移転に関する事項を記載した当

社所定の変更申込書を当社に提出していただくものとします。 

３   お客様が端末設置場所を変更する場合において、変更先の設置場所が

FITENET サービスの提供地域でない場合は、お客様が契約を解除する

ことを申し出たものとして取り扱うものとします。 

４   前３項の契約事項の変更の希望があった場合は、当社は第１２条（契

約申し込みの承諾）の規定に準じて契約の申し込みを取り扱うものと

します。 

 

第４章 権利の譲渡及び継承など 

 

（権利の譲渡または貸与） 

第１５条 お客様は FITENETサービスの提供を受ける権利を譲渡または貸与す

ることはできないものとします。 

 

（お客様の地位の継承） 

第１６条 相続または法人の合併、事業の継承などによりお客様の地位の継承

があった場合は、相続人または合併後存続する法人もしくは合併によ

り設立された法人またはお客様の地位を継承した法人は、当社所定の

書面にこれを証明する書類を添付して継承の発生した日から３０日以

内に当社に届け出るものとします。 

 

（お客様の氏名などの変更） 

第１７条 お客様はその氏名（商号）または住所に変更があった場合は、すみ

やかに変更の内容を当社所定の書面にこれを証明する書類を添付して

届け出るものとします。 

２   お客様が住所を変更する場合において、変更先の住所が FITENETサー

ビスの提供地域でない場合は、お客様が契約を解除することを申し出

たものとして取り扱うものとします。 

 

第５章 利用停止及び契約の解除 

 

（利用停止） 

第１８条 当社はお客様が次のいずれかの事項に該当する場合は、FITENET サ

ービスの提供を停止する場合があります。 

（１）FITENET サービスの契約申し込み時に虚偽の事項を通知したことが明

らかになった場合 

（２）FITENET サービスの料金などについて、支払期限をすぎてもなお支払

わない場合 

（３）第４４条（通信利用の制限）または第４６条（お客様の義務）に違反

した場合 

２   当社は、前項の規定による FITENETサービスの提供の停止を行う場合

は、停止を行う前にその理由、停止を行う日付および停止期間をお客

様に通知するものとします。 

３   前項の停止を行う場合において、緊急やむを得ない場合はお客様に停

止の通知を行うことなく FITENETサービスの提供を停止することがあ

るものとします。 

 

（当社が行う契約の解除） 

第１９条 当社は、前条の規定によりFITENETサービスの提供を停止されたお

客様が、その FITENETサービスの停止に至った事由を継続している場

合は、そのFITENETサービスの契約を解除する場合があります。 

２   当社は、お客様が前条第１項各号の規定のいずれかに該当し、その事

由がほかのお客様の FITENETサービスの利用あるいは、当社の業務遂

行に著しい支障をおよぼすと認められた場合は、前条の規定にかかわ

らず、FITENET サービスの利用の停止を行わずにその FITENET サービ

スの契約を解除する場合があるものとします。 

３   当社は、前２項の規定により、FITENET サービスの契約を解除しよう

とする場合、または解除を行った場合は、すみやかにその旨をお客様

に通知するものとします。 

 

（お客様が行う契約の解除） 

第２０条 お客様は、FITENET サービスの契約の解除をしようとする場合は、

専用線ＩＰ接続サービスにおいては、解除しようとする日の３ヶ月前

までに、それ以外のサービスの場合は、解除しようとする日の１ヶ月

前までに、当社所定の書面により、その旨を当社に通知するものとし

ます。 

 

第６章 ドメイン名、接続専用線などの取得代行 

 

（ドメイン名の代行申請など） 

第２１条 当社は、お客様から要求があった場合、FITENET サービスに関して

使用するドメイン名の取得申請手続きを代行するものとします。 

２   お客様は、前項の手続きに要する費用について、代行申請の手数料と

ともに支払うものとします。 

３   本条第１項において、お客様が希望するドメイン名が取得できない事

態が生じた場合、当社は、その取り扱いについてお客様と協議するも

のとします。 

４   ＩＰ接続サービスにおいては、お客様は、当社が指定するドメイン名

及びＩＰアドレスを使用していただくものとします。 

 

（接続専用線の代行取得） 

第２２条 当社は、お客様から要求があった場合をのぞいて、FITENET サービ

スの専用線ＩＰ接続サービスに使用する第一種電気通信事業者と契約

する接続専用線の利用契約申請の手続きを代行するものとします。 

２   お客様は、前項の手続きに要する費用について、代行申請の手数料と

ともに支払うものとします。 

３   本条第１項において申請代行した接続専用線は、当社名義による単独

契約とします。 

４   第２０条（お客様が行う契約の解除）の規定により専用線ＩＰ接続サ

ービス契約の解除があった場合は、当社は、その契約解除により接続

専用線として利用されなくなった専用回線の施設設置負担金にかかる

権利（当該権利が存在する場合に限ります）をお客様に移転するもの

とします。ただし、第１９条（当社が行う契約の解除）による契約の

解除があった場合はこの限りではないものとします。 

５   前項の権利の移転は、当該契約の解除があった日より、当社が、移転

の手続きを行うものとします。 

６   前項の権利の移転に伴って発生する、第一種電気通信事業者への手続

きに関して必要となる費用については、当該 FITENET専用線ＩＰ接続

サービス契約の解除を申し出たお客様が負担するものとします。また、
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当該 FITENET専用線ＩＰ接続サービス契約の解除があった日以降に発

生する専用回線の費用については、 FITENET専用線ＩＰ接続サービス

契約の解除を申し出たお客様が当該第一種電気通信事業者に直接支払

うものとします。 

 

（接続専用線の収容アクセスポイント） 

第２３条 FITENET専用線ＩＰ接続サービスに収容するものとします。 

２   当社は、技術上または当社の業務遂行上やむを得ない場合は、接続専

用回線を別のアクセスポイントに収容替えすることがあります。 

３   前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えす

る場合には、あらかじめその旨をお客様に通知し、収容替えに係わる

費用などについて協議するものとします。 

 

第７章 端末設備等 

 

（回線接続装置の設置） 

第２４条 お客様は、当社と FITENET専用線ＩＰ接続サービスの契約を締結し

たときは、接続専用回線のお客様側の一端に当社指定の回線接続装置

を設置していただくものとします。 

２   前項において、当社はお客様の要求が有った場合、接続専用回線のお

客様側の一端に設置する回線接続装置を当社が設置するものとします。 

３   前項における、当社が設置した回線接続装置の使用料金については別

途定めるものとします。 

 

（お客様端末設備の接続） 

第２５条 お客様は、接続専用回線または、回線接続装置に接続しようとする

お客様端末設備について、その名称その他、そのお客様端末設備を特

定するための事項について記載した当社所定の書面を提出していただ

くものとします。 

２   当社は前項のお客様端末設備等について、そのお客様端末設備等が当

社が別に定める技術的適合条件に合致しない場合を除いてその設置を

承認するものとします。 

３   本条第１項のお客様端末設備を変更または、撤去する場合についても、

前項の規定に従い、当社所定の書面を提出していただくものとします。 

 

（利用者回線のお客様端末設備等） 

第２６条 お客様は、ＩＰ接続サービスを利用するために利用者回線に接続し

ようとするお客様端末設備について、その名称その他、そのお客様端

末設備を特定するための事項について記載した当社所定の書面を提出

していただくものとします。 

２   当社は前項のお客様端末設備等について、そのお客様端末設備等が当

社が別に定める技術的適合条件に合致しない場合を除いてその設置を

承認するものとします。 

 

（お客様端末設備等に異常がある場合の検査） 

第２７条 当社は、接続専用回線または利用者回線に接続されているお客様端

末設備などに異常がある場合などその他 FITENETサービスの円滑な提

供に支障があるまたは支障をきたすおそれがある場合において必要が

ある場合は、お客様に、そのお客様端末設備等の接続が当社の定める

技術的適合基準等に合致しているかどうかの検査を受けることを求め

る場合があるものとします。この場合、お客様は、正当な理由が有る

場合を除き、当社または当社が委託したものによる検査を受けること

を承諾していただくものとします。 

２   前項の検査を行う場合、当社または当社が委託した係員は、所定の証

明書をお客様に提示するものとします。 

３   本条第１項の検査を行った結果、お客様端末等が当社の定める技術的

適合基準に合致しないと認められる場合は、当社は、お客様に対して、

そのお客様端末設備等を接続専用回線から取り外すこと、または利用

者回線からの FITENETサービスの利用の中止を求めることができるも

のとします。 

 

（お客様の維持責任） 

第２８条 お客様は、接続専用回線、または、利用者回線に接続したお客様端

末設備等を正常に稼働するように維持するように努めるものとします。 

 

第８章 料金等 

（料金体系） 

第２９条 当社が提供する FITENETサービスの料金体系は、次のとおりとしま

す。 

（１）初期発生費用 

（２）月毎発生料金 

２   本条第１項２号の月毎発生料金は、月額基本料金と通信料金からなる

ものとします 

３   料金の額については、別表２号（価格表）に定めるものとします。 

    尚、NTT回線利用料が別途掛かります。 

 

（初期発生費用） 

第３０条 お客様は、当社に FITENETサービス契約の申し込み（契約変更の申

し込みを含む）、ドメイン名取得申請代行の要請、接続専用線利用契

約申請代行またはその他工事等を要する要請を行い、当社がその承諾

をした場合は、当社に初期発生費用の支払いを要するものとします。 

 

（月毎発生料金） 

第３１条 お客様は、FITENET サービス契約に基づいて、当社が FITENET サー

ビスの提供を開始した日から起算して、その FITENETサービスの契約

の解除があった日までの期間について月毎発生料金の支払いを要する

ものとします。ただし専用線ＩＰ接続サービスの契約の場合において、

その利用期間が第１３条に定める最低利用期間より短かった場合は、

第１３条の定めに従うものとします。 

 

２   お客様は、ＩＰ接続サービスを利用して行った通信について、月額基

本料金に含まれる利用時間を超える部分について、当社所定の機器により

測定した利用実績に基づいて計算した料金を、通信料金として支払いを要す

るものとします。 

 

（料金の計算方法） 

第３２条 当社は、お客様がFITENETサービス契約に基づいて支払う料金のうち、

月毎発生料金は当社が定める料金月に従って計算するものとします。 

２   当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月を変更す

ることがあるものとします。 

 

（料金等の支払い） 

第３３条 お客様は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社が指定

する方法にて支払いをするものとします。 

 

（使用権） 

第３４条 当社は、個人向端末型ダイヤルアップＩＰ接続サービスの月毎発生料

金に関して、特定の識別符号に対して使用権を設定することがあるもの

とします。 

２   当社は、お客様の識別符号に使用権が設定されている場合は、当該お客

様に対する、月毎発生料金の請求金額から、使用権として設定された金

額をあらかじめ差し引いた金額を、請求するものとします。 

３   一度設定された使用権は、ほかの識別符号には譲渡することができない

ものとします。 

４   本条第１項の使用権の有効期限は個別に定めるものとします。 

 

（割増金及び契約外の使用による追加料金） 

第３５条 お客様は、料金の支払いを不法に免れた場合または、契約外の使用に

より本来支払うべき金額の支払いを不法に免れた場合は、当社の定める

割増金に、これに対応する消費税額を加算した額を支払うものとします。 

 

（延滞利息） 

第３６条 お客様は、料金等（延滞利息を除く）について支払期日を経過しても

なお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払日の前

日までの日数について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として支

払うものとします。 

２   前項の延滞利息は、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いが

あった場合には適用しないものとします。 

 

（消費税の扱い） 

第３７条 お客様は、FITENET サービスの利用にかかる料金について、消費税額

を負担していただくものとし、当社が算出する消費税額を支払うものと

します。 

 

（端数処理） 

第３８条 当社は、消費税額の計算を含み、料金その他の計算において１円未満

の端数が生じた場合は四捨五入により端数処理を行うものとします。 

 

第９章 損害賠償 

 

（損害賠償） 

第３９条 当社は、FITENET サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰
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すべき事由によりその提供を怠った場合は、その FITENETサービスが全

く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して３日間

以上その状態が連続したときに限り、当該お客様の損害の賠償請求に応

じるものとします。 

２   前項の場合における損害賠償の範囲は、当該お客様に現実に発生した通

常損害とし、FITENET サービスが全く利用できない状態にあることを当

社が知った時刻以後、その状態が連続した時間（１２時間を最低時間と

し、１２時間の倍数である時間とします）に対応する当該 FITENETサー

ビスに係わる月額料金に相当する額に、これに対応する消費税額を加算

した額の範囲内でかつ、その総額は、１ヶ月相当額に、これに対応する

消費税額を加算した額を限度とします。 

３   当社は、第一種電気通信事業者、または当社が接続している電気通信事

業者の責に帰すべき事由により、FITENET サービスの提供ができなかっ

た場合、当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を FITENET

サービスの利用ができなかったお客様全員に対する損害賠償額の限度と

して、かつ、お客様に現実に発生した通常損害に限り、損害賠償に応じ

るものとします。 

４   天災、事変、戦争・破壊行為その他の不可抗力により、FITENET サービ

スの提供ができなかった場合は、当社は一切その責を負わないものとしま

す。 

 

 

（免  責） 

第４０条 当社は前条の場合を除き、お客様が FITENETサービスの利用に関し

て被った損 害については、その原因の如何を問わず、その損害につ

いての賠償をする責を負わないものとします。 

 

第１０章 保守 

 

（当社の維持管理） 

第４１条 当社は、FITENET サービスを適正に維持するよう務めるものとしま

す。 

 

（利用中止） 

第４２条 当社は、次の場合においては、FITENET サービスの提供を中止する

ことがあるものとします。 

（１）当社のFITENETサービス設備の保守上または工事上やむを得ない場合 

（２）第４７条の規定により、FITENETサービスを停止する場合 

（３）第一種電気通信事業者、または当社が接続している電気通信事業者が

サービスを中止した場合 

２   当社は、前項の規定によりFITENETサービスの提供を中止する場合は、

あらかじめその旨をお客様に通知するものとします。 

３   前項の規定に係わらず、緊急やむを得ない場合は FITENETサービスの

提供を中止する旨をお客様に通知せずに、 FITENETサービスの提供を

中止する場合があるものとします。 

 

（FITENETサービス設備の修理または復旧） 

第４３条 お客様は、お客様の端末設備などまたは、自営電気通信設備などが

接続専用線または利用者回線に接続されている場合であって、FITENET

サービスを利用することができなくなった場合は、そのお客様の端末

設備などまたは、自営電気通信設備などに故障・障害が無いことを確

認したうえ、その旨を当社に通知していただくものとします。 

２   前項の確認に際して、お客様から要請があった場合は、当社は、当社

および当社が指定した業者が管理するアクセスポイントにおいて当社

が別に定める方法により試験を行いその結果をお客様に通知するもの

とします。 

３   当社は、前項の試験により FITENETサービス設備に故障・障害がない

と判断した場合において、お客様の請求により故障・障害の原因を調

査した結果、故障・障害の原因がお客様の端末設備などまたは、自営

電気通信設備などにあった場合は、お客様にその原因調査に要した費

用の額に、これに対応する消費税額を加算した額をお客様に請求でき

るものとします。 

 

（通信利用の制限） 

第４４条 当社は電気通信事業法第８条に基づき、天災、事変その他の非常事

態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは

救援、交通、秩序維持などのために必要な事項を内容とする通信およ

び公共の利益の確保のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先

的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとる場合があるもの

とします。 

 

第１１章 雑則 

 

（秘密保持） 

第４５条 当社は、FITENET サービスの提供に関して知り得たお客様の秘密を

第三者に漏らさないものとします。 

 

（お客様の義務） 

第４６条 お客様は、次の事項について守るものとします。 

（１）FITENETサービス設備を許可無く移動し、取り外し、変更し、分解し、

もしくは破壊しその他 FITENETサービスの提供に影響を及ぼす行為を

行わないこと。ただし、天災、事変その他の緊急事態に対して保護す

る必要があるとき、またはお客様端末設備の接続もしくは保守のため

に必要がある場合はこの限りではないものとします。 

（２）故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨

害を与える行為を行わないこと。 

（３）当社が、業務の遂行条支障がないと認めた場合を除いて、そのFITENET

サービス設備にほかの機械、付加物等を取り付けないこと。 

（４）FITENET サービス設備を善良な管理者の注意をもって管理・保管する

こと。 

（５）識別符号および暗証記号を善良な管理者の注意をもって管理すること。 

２   お客様は、FITENET サービスの利用をするにあたり、次の行為を行わ

ないものとします。 

（１）FITENETサービスにより利用しうる情報を破壊・改竄する行為 

（２）有害なコンピュータプログラム、データなどを送信または書き込む行

為 

（３）ほかのお客様あるいは、第３者の著作権その他の知的財産権を侵害す

るまたは侵害するおそれのある行為 

（４）ほかのお客様あるいは、第３者を誹謗または中傷する行為 

（５）ほかのお客様あるいは、第３者の財産、プライバシーを侵害または侵

害するおそれのある行為 

（６）公序良俗に反する内容の情報、文章、図形および図画などを他人に公

開する行為 

（７）その他、法令などに違反するもの、または違反するおそれのあるもの。 

３   当社は、前項各号に掲げる内容の情報その他当社が FITENETサービス

の適切な運営上不適当と判断した情報については、それを削除する権

利を留保するものとします。 

４   お客様は、本条第１項の規定に違反して FITENETサービス設備を亡失

しまたは毀損した場合は、その補充、交換、修繕その他工事など必要

な費用を負担するものとします。 

５   お客様は、ＩＰ接続サービスを利用する場合は、その識別符号をお客

様以外のものに使用させることをしないものとします。 

 

（情報の管理） 

第４７条 お客様は、FITENET サービスを利用して受信し、または送信する情

報については、FITENET サービス設備の故障・障害などによる消失を

防止するための措置をとるものとします。 

 

（お客様からのFITENETサービス設備用施設の提供等） 

第４８条 専用線ＩＰ接続サービスにおいて、接続に必要な FITENETサービス

設備を設置するための場所はお客様から無償にて提供していただくも

のとします。 

２   前項の FITENETサービス設備に必要な電気など、その動作に必要なも

のはお客様が無償にて提供するものとします。 
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別表１号（サービスの品目） 

 

No サービスの種類 サービス品目 サービス内容 

１ ＩＰ接続サービス 一般ダイヤルアップ 

 

一般公衆回線(～56.4K)、ISDN回線(～64K)、PIAFS回線の何れかを利用し、アクセスポイントに

接続する事ができる法人及び個人向けのIP接続サービスです。当サービスには以下のサービス

が含まれております。 

【法人 ： メールアドレス５個、ホームページ容量５０MB】 

【個人 ： メールアドレス３個、ホームページ容量１０MB】 

フレッツＩＳＤＮ 

 

フレッツISDN回線(～64K)を利用し、アクセスポイントに接続する事ができる個人向けのIP接

続サービスです。当サービスには以下のサービスが含まれております。 

【メールアドレス１個、ホームページ容量１０MB】 

フレッツＡＤＳＬ 

 

フレッツADSL回線を利用し、アクセスポイントに接続する事ができる個人向けのIP接続サービ

スです。当サービスには以下のサービスが含まれております。 

【メールアドレス１個、ホームページ容量１０MB】 

パッケージプラン１ 

 

フレッツISDN回線(～64K)、及び全国ワンナンバーアクセスポイント(※１参照)に接続する事が

できる個人向けのIP接続サービスです。当サービスには以下のサービスが含まれております。  

【メールアドレス３個、ホームページ容量１０MB】 

パッケージプラン２ 

 

フレッツ ADSL回線、及び全国ワンナンバーアクセスポイント(※１参照)に一般公衆回線、ISDN

回線、PIAFS回線)に接続する事ができる個人向けのIP接続サービスです。当サービスには以下

のサービスが含まれております。 

【メールアドレス３個、ホームページ容量１０MB】 

Ｂフレッツベーシック 

 

Ｂフレッツ回線のペーシックタイプを利用し、アクセスポイントに接続する事ができる法人及び

個人向けのIP接続サービスです。当サービスには以下のサービスが含まれております。 

【メールアドレス３個、ホームページ容量１０MB】 

Ｂフレッツファミリー系 

 

Ｂフレッツ回線のファミリータイプを利用し、アクセスポイントに接続する事ができる法人及び

個人向けのIP接続サービスです。当サービスには以下のサービスが含まれております。 

【メールアドレス３個、ホームページ容量１０MB】 

２ ホスティングサービス ホスティングパック 

ライト 

 

独自ドメインによるホスティングとIP接続サービスが利用できる法人向けの小規模なホスティ

ングサービスです。当サービスの内容は以下です。 ※最低利用期間は１ヵ年です。 

【ドメイン名 ： お客様指定の独自ドメイン】 

【メールアドレス  ： ５個】 

【ホームページ容量 ： ５０MB】 

【IP接続サービス  ： フレッツISDN、フレッツADSL、パッケージプラン１の何れか１つを無

料提供。 

Bフレッツ希望の場合、ファミリー系 プラス1,890円 ベーシック プラス5,040円にて御提供】 

ホスティングパック 

レギュラー 

 

独自ドメインによるホスティングと IP接続サービスが利用できる法人向けの大規模なホスティ

ングサービスです。当サービスの内容は以下です。 ※最低利用期間は１ヵ年です。 

【ドメイン名 ： お客様指定の独自ドメイン】 

【メールアドレス  ： ２０個】 

【ホームページ容量 ： １００MB】 

【IP接続サービス  ： フレッツISDN、フレッツADSL、パッケージプラン１の何れか１つを無

料提供。 

Bフレッツ希望の場合、ファミリー系 プラス1,890円 ベーシック プラス5,040円にて御提供】 

３ ハウジングサービス ハウジング 個別対応 

４ その他のサービス オプションサービス 

 

・固定IPオプション ： フレッツADSL又はBフレッツ接続に簡易型固定IP１個を付与します 

・アクセスログ解析 ： お客様ホームページのアクセス解析（１回／月）を行います 

・追加メール ： メールアドレスの追加を行います 

・迷惑メール対策 ： 迷惑メールのフィルタリングを行います 

・追加ディスク容量 ： ディスク容量の追加を行います 

・追加ID ： 一般ダイヤルアップIDの追加を行います（法人のみ） 

・NAT接続 ： 一般ダイヤルアップでルータ接続を行う場合に必要となります（法人のみ） 

・法人向けWebサーバ運営代行サービス ： お客様ホームページの運用代行を行います 

その他のサービス ・別途個別契約にてその他のサービスをご提供致します 

（※１）全国ワンナンバーアクセスポイント（ナビダイヤル）のご利用について 

・固定電話よりご利用の場合 

 通話料金 ： 全国どこからでも9円／3分にて接続できます。但し、深夜時間帯（23時～翌8時）は9円／4分となります。 

 料金請求 ： 接続した固定電話のマイライン及びマイラインプラス契約に関わらず、契約電話会社の請求書上に「NTTコミュニケーションズ ダイヤル通話料」 

として表記され、ご請求となります。 

  注意）通話料金・料金請求方法につきましては、予告無く変更される場合がございます。詳細は都度、各通信回線提供会社へご確認下さい。 
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別表２号（価格表） 

※料金はすべて税込み表示となっております。 

※NTT回線使用料はプロバイダ料金に含まれておりません。 

 

別表３号（設置場所） 

 

No サービスの種類 サービス品目 初期費用 月額費用（基本） 月額費用(追加オプション) 

１ ＩＰ接続サービス 一般ダイヤルアップ 

 
無料 

法人： 5,250円 

個人： 2,100円 

追加メール 210円/個 

追加容量   2,100円/10MB 

 

フレッツＩＳＤＮ 

 
無料 1,029円 

フレッツＡＤＳＬ 

 
無料 1,995円 

パッケージプラン１ 

 
無料 2,100円 

パッケージプラン２ 

 
無料 2,310円 

Ｂフレッツベーシック 

 
無料 7,140円 

Ｂフレッツファミリー系 

 
無料 2,100円 

２ ホスティングサービス ホスティングパック 

ライト 

 

法人： 21,000円 

※独自ﾄﾞﾒｲﾝ取得費含 

 

6,300円～ 

 

※以下IP接続:ｻｰﾋﾞｽの内､何れか 

１つを無料提供 

・ﾌﾚｯﾂISDN 

・ﾌﾚｯﾂADSL 

・パッケージプラン１ 

※以下IP接続ｻｰﾋﾞｽを希望の 

場合は以下の料金でご提供 

・Bﾌﾚｯﾂﾍﾞｰｼｯｸ +5,040円 

・Bﾌﾚｯﾂﾌｧﾐﾘ  ー +1,890円 

※独自ﾄﾞﾒｲﾝ1個の維持費含む 

 ・当社指定のドメイン指定業者 

  及びレジスト 

追加メール 不可 

追加容量   不可 

※追加はホスティングパック 

レギュラーへの移行となります 

ホスティングパック 

レギュラー 

 

法人： 21,000円 

※独自ﾄﾞﾒｲﾝ取得費含 

 

10,500円～ 

 

※以下IP接続:ｻｰﾋﾞｽの内､何れか 

１つを無料提供 

・ﾌﾚｯﾂISDN 

・ﾌﾚｯﾂADSL 

・パッケージプラン１ 

※以下IP接続ｻｰﾋﾞｽを希望の 

場合は以下の料金でご提供 

・Bﾌﾚｯﾂﾍﾞｰｼｯｸ +5,040円 

・Bﾌﾚｯﾂﾌｧﾐﾘ  ー +1,890円 

※独自ﾄﾞﾒｲﾝ1個の維持費含む 

 ・当社指定のドメイン指定業者 

  及びレジストラ 

追加メール 210円/1個 

追加容量   2,100円/10MB 

３ ハウジングサービス ハウジング 
別途個別見積 別途個別見積  

４ その他のサービス オプションサービス 

 ・簡易型固定IPオプション(1個限定) ･････ 無料 ※フレッツADSL、Bフレッツ接続のみ 

・固定IPオプション ･････ 初期費用 10,500円 1個 7,875円～/月 

・迷惑メール対策オプション ･････ 1ｱｶｳﾝﾄ 210円/月 

・アクセスログ解析(独自ﾄﾞﾒｲﾝ) ･････ 1,050円／月  

・独自ドメイン取得代行サービス ･･････ 21,000円／初回 

 ※指定業者及びレジストラは当社指定の業者となります 

 ※ホスティングサービス、専用線IP接続サービスの加入者に限ります 

 ※ドメインを他ISPより当社指定の業者に移転する場合は別途見積となります 

 ※FITENET解約後はお客様又は移転先ISPにてドメイン維持費(更新料)の負担となります 

・NATルータ接続 ･････ 10,500円／月  

※法人の一般ダイヤルアップ接続のみサービス 

・法人向けWebサーバ運営代行サービス ･････ 別途個別見積及び個別契約が必要となります 

その他のサービス ・別途個別見積及び個別契約が必要となります 

名称 所在地 備考 

藤田ソリューションパートナーズ株式会社 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ サーバールーム 


