
楽天コミュニケーションズ株式会社 〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1 楽天クリムゾンハウス 8F 

楽天ブロードバンドプレミアムセンター TEL：0120-987-700（フリーボイス）9:00～17:30（年中無休）   

IP電話カスタマーセンター TEL：0120-987-123（フリーボイス）9:00～17:30（年中無休） 2205GK-35Y 

楽天ブロードバンドプレミアム 「フレッツ」サービスプラン変更（個人用）申込書 

楽天ブロードバンドプレミアム 「フレッツ・ＡＤＳＬ」 別途 NTT東日本/NTT西日本が提供する「フレッツ・ADSL」のご契約が必要です 

契約タイプ 月額料金 

ADSL 1,230円（税別） 

楽天ブロードバンドプレミアム 「フレッツ光ネクスト/ギガ/隼」 （※1） 別途 NTT東日本/NTT西日本が提供するフレッツのご契約が必要です

契約タイプ 月額料金 

マンション  / ファミリー 1,780円（税別） 

楽天ブロードバンドプレミアム「フレッツ 光ライト」 （※２）  別途 NTT東日本/NTT西日本が提供する「フレッツ 光ライト」のご契約が必要です 

契約タイプ 月額料金 

マンション  / ファミリー 1,780円（税別） 

楽天ブロードバンドプレミアム「スーパーライト」    メールアドレスのみ引き続きご利用になる際にご選択ください

契約タイプ 月額料金 

スーパーライト 500円（税別） 

IP 電話サービス （※３） IP 電話サービス対応機器が必要です 

サービス名 サービス内容 月額基本料金 

IP 電話サービス 楽天コミュニケーションズが提供する IP 電話サービス 380円（税別） 

楽天ブロードバンドプレミアムオプションサービス 

オプションサービス サービス内容 月額料金 

アドバンストスパムフィルタ サービス （注１）
迷惑メールフィルタサービス。「SES」、「グレイリスト」、「スパムアサシン」

という迷惑メール対策ツールで迷惑メールを遮断します。 
100円（税別）（注２） 

ウイルスフィルタ サービス
お客様の楽天ブロードバンドプレミアムメールアドレスに届くウイルスを駆

除するサービス。 
100円（税別）（注２） 

本プランは、NTT東日本/NTT西日本が提供する「B フレッツ」「フレッツ 光ネクスト」網（NTT東日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」ハイスピードタイプ含む）および 

NTT西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」網を利用したインターネット接続サービスです。  
※1 NTT 東日本が提供するサービス：「フレッツ 光ネクスト」「Ｂフレッツハイパーファミリー」

NTT 西日本が提供するサービス：「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ・光プレミアム」 

 一部の NTT 西日本エリアにて、「フレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ」に対応しております。（エリアの詳細は NTT 西日本のホームページにてご確認ください） 

※2「フレッツ 光ライト」は「２段階定額」プランのインターネット接続サービスになります。

※3 番号発行手数料 500 円（税別）が初期費用としてかかります。詳細は、IP 電話サービス https://comm.rakuten.co.jp/kojin/ipphone/ をご覧ください。

NTT での手続きにはお時間がかかります。NTT にフレッツサービスをお申込みのお客様は開通日に合わせて楽天ブロードバンドプレミアム「フレッツ」をお申込ください。

楽天ブロードバンドプレミアムご利用料金はアカウント作成日を起算日とし、NTT にて設定した開通日とは異なりますのでご注意ください。「フレッツ」サービスは全て動的 IP でのご利用です。 

注１ 「スパムアサシン」の初期レベルは「5」で設定されます。お申込み後のスパムレベル変更は、 

楽天ブロードバンドプレミアムメンバーズステーション”  h t tp s : / /bu s i ne s s - i s p . r a k u te n . co . j p /mem be rs / ”からご変更ください。 

注２ お申込み月の日割り計算は行っておりません。 

フレッツサービス概要・提供地域のご確認(ＮＴＴ)

NTT お問い合わせ電話番号 NTT東日本ホームページ NTT西日本ホームページ 

局番無し「116」 http://www.f lets.com/  http://www.ntt-west .co. jp/f le ts/  

●IP 電話サービス、およびレンタル VoIP ルータをご契約中のお客様へ

サービスタイプのご変更後、 IP 電話サービス およびレンタル VoIP ルータのご利用を停止する場合は、

解約申請のお手続きが必要となります。解約申請がない場合、契約は継続となり課金の対象となりますのでご注意ください。

「解約届」のご請求は rbbp-info@comm.rakuten.co.jp又はカスタマーセンター（0120-987-700）にて承っております。



 

 

楽天コミュニケーションズ株式会社 〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1 楽天クリムゾンハウス 8F 

楽天ブロードバンドプレミアムセンター TEL：0120-987-700（フリーボイス）9:00～17:30（年中無休）   

IP電話カスタマーセンター TEL：0120-987-123（フリーボイス）9:00～17:30（年中無休）                                 2205GK-35Y 

 

楽天ブロードバンドプレミアム「フレッツ」サービスプラン変更（個人用）申込書 
楽天コミュニケーションズ株式会社が定める、楽天ブロードバンドプレミアムサービス利用規約楽天ブロードバンドプレミアム ASP 使用許諾 

(上記全て https://business-isp.rakuten.co.jp/about/policy/ に掲載）、 

アクセプタブル・ユース・ポリシー(http://business-isp.rakuten.co.jp/about/policy/aup.html に掲載) を承諾のうえ、次のとおり申し込みます。 

 

 記   ご記入日 ：  20          年       月      日 

ご契約者名 

フリガナ 

 

漢字 

ご登録住所 

(〒 - )  

都・道 

府・県 

ご登録電話番号 
TEL FAX 

 

 

 

 

ご担当者名（法人の場合） 
ご担当者名 TEL 

 
  

■ご契約情報・プラン変更希望日をご記入ください。  お手元の「アカウント情報」「請求書」等をご確認下さい。 

お客様番号  ユーザーID  

 

■変更希望のプランにチェックを入れてください。 

楽天ブロードバンドプレミアム  

「フレッツ・ADSL」   
□ ADSL  

楽天ブロードバンドプレミアム  

「フレッツ光ネクスト/ギガ/隼」  
□ マンション     □ ファミリー 

楽天ブロードバンドプレミアム 

 「フレッツ光ライト」 
インターネットのご利用機会が少ないお客様向けサービスです 

□ マンション     □ ファミリー 

楽天ブロードバンドプレミアム  

「スーパーライト」 
メールアドレスのみご利用になる際にご選択ください 

□ スーパーライト 

 
 
 

■オプションサービス ※追加のお申込をご希望の場合のみ該当のオプションにチェックを入れてください。 

楽天ブロードバンドプレミアム 

オプションサービス 
□ アドバンストスパムフィルタ          □ ウイルスフィルタ    

IP 電話サービスサービス （注） □ IP 電話サービス 
IP 電話サービスをお申込みの場合は、対応機器を別途ご

準備ください。 

（注）既にお申込済みの場合は、チェックを入れないでください。 

 

 

NTT工事日      ２０        年           月           日 



「個人情報の取り扱いについて」を一読のうえ、同意欄に署名後、申込書と合わせてご返送ください。 

2206GH-73Y 

 

個人情報の取り扱いについて 

1. 個人情報の適切な管理について 

    楽天コミュニケーションズ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客さまの個人情報を、個人情報の保護に関する法律の規定及び通信の秘密に係る電気通信事業法第4条その他の関連規定を遵守し、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うこととし、 

    以下の通り個人情報管理者を設置いたします。 

        個人情報保護責任者 (情報セキュリティ全社管理責任者) : 執行役員 技術本部本部長 

        プライバシーポリシー(https://comm.rakuten.co.jp/policy/index.html) 

2. 個人情報の利用目的 

  （1）本人性及び申込内容の確認、料金の請求、サービスの停止及び契約解除の通知等、当社のサービス提供にかかるご通知 

  （2）サービスの提供条件変更のお知らせ 

  （3）当社のサービスの改善あるいは新たなサービスの開発に関すること 

       (ア)当社の新たなサービス・製品等のお知らせ、販売推奨、販売促進のイベント等のお知らせ、景品等の送付を行うこと 

       (イ)当社サービスのご利用にあたりお客さまに有益な他社サービス・製品等のお知らせ、サービス・製品等の改善のため等のアンケート調査、販売推奨、販売促進のイベント等のお知らせ、景品等の送付を行うこと 

  （4）当社に対するお問い合わせや苦情への対応・回答 

  （5）ご利用状況などの分析およびお客さまへの商品・サービスのご案内 

3. 個人情報の第三者提供 

   当社で取得した個人情報は、お客さま本人の許可なく第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づく場合、人の生命、身体または財産の保護の必要がある場合、警察、裁判所等の公的機関への協力が必要である場合は、この限りではありません。 

4. 個人情報の委託 

   当社では、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。この場合、当社が定める委託先選定基準に則り確実に安全対策等を実施している委託先のみを選定するとともに、委託先に対し適切に管理・監督を行います。 

5. 通信の秘密に係る情報の取扱いについて 

   当社は、以下の利用目的の範囲内で通信の秘密に係る情報を利用いたします。なお、個別に利用目的を通知・公表する場合には、その利用目的によるものとします。当社で取得した通信の秘密に係る情報は、お客さま本人の許可なく第三者に提供することはありません。 

   ただし、法令に基づく場合、人の生命、身体または財産の保護の必要がある場合、警察、裁判所等の公的機関への協力が必要である場合は、この限りではありません。 

通信の秘密に係る情報   契約者情報 (回線ID、ネットワーク IDや IPアドレス、ポート、メールアドレス)、通信開始時刻・終了時刻、通信時間、通信量等の通信履歴に関する情報 

利用目的    障害の検知・復旧、当社に対するお問い合わせや苦情への対応・回答 

6. クレジットカード情報の取扱いについて 

   当社がクレジットカード情報を取得するサービスとその利用目的、ならびにクレジットカード情報の提供先等については以下のとおりです。 

利用目的：提供するサービスの代金を決済するため 情報の提供先：楽天カード株式会社 保存期間：当社が別途定める適正な期間 

提供する項目：名義人名、カード番号、有効期限、セキュリティコード、利用日、利用金額、 提供の方法：オンラインによる 安全管理に関する契約を別途締結しております 

   当社は、お申込みいただきましたクレジットカード情報を保有しておりません。 

7. 個人情報の開示、訂正等 

    当社が保有する個人情報について利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去、第三者提供の記録及び第三者への提供の停止（以下、開示、訂正等という）のお申し出があった場合は、ご本人もしくはご本人の代理人からの請求であることを 

    確認させていただいたうえで、すみやかに開示、訂正等を行います。ただし開示、訂正等を行わない場合は、開示、訂正等を行わない旨を通知いたします。 

   下記の問合せ窓口までご連絡ください。 

8. 個人情報の保有期間について 

   当社が保有する個人情報の保有期間は、個人情報の利用目的達成に必要な範囲内とします。その期間は法令等の規定に基づき原則７年間とします。なお、保有期間が終了した個人情報は、適切な方法により消去いたします。 

9. 個人情報を提供されることの任意性について 

   お客さまの個人情報を当社に提供されるかは、お客さまの任意によるものです。ただし、ご希望されるサービスを提供する上で必要な個人情報を提供されない場合は、適切な状態でサービスが提供されないことがありますので、予めご了承ください。 

10. 個人情報ならびに個人情報保護責任者に関する問合せ窓口 

   当社が保有する個人情報に関するお問い合わせ、個人情報の開示、訂正等、個人情報保護責任者へのお申し出については、下記の窓口までご連絡ください。 

       楽天グループ電話サービスセンター 0120-987-123 （9：00 ～17：30 年中無休） 

11. 通話の録音について 

   お客さまからのお電話によるお問い合わせに際して、内容を正確に把握するため通話を録音させていただく場合があります。 

   

楽天コミュニケーションズ株式会社が定める「個人情報の取り扱いについて」に同意します。 

 

20       年       月       日         署名：                                  

 

https://comm.rakuten.co.jp/policy/index.html

