
videw.comプラン追加申込書
私は、オフィスＮＹＣサポート契約約款を承諾の上、下記の通り申込みます。 ご記入日：　20　　　年       月　　　日

◆ご契約者情報 　 お客様番号：000　　　　 　　　　　　　

フリガナ

〒　　　　　－

部署名：　　　　　　　　　　　　　　ご担当者名：

◆インターネット接続プラン一覧 消費税10％表記（税抜併記）

◆お申込み接続プラン

拠点名 所在地

光回線の種類

□ファミリ系  □マンション系  □ライト/プラス  □クロス  □プライオ

◆お支払方法の指定　[ご指定が無い場合は、既に手続きが済んでいるお支払方法にまとめます]

 □ 既に手続きが完了している （銀行名：　　　　　　　　　　　　　支店名：　　　　　　　　　　　　） にまとめて口座振替えを希望します。

 □ 新しい銀行口座から振替えを希望します。（□ 利用中プラン全て新しい口座にまとめる）　→　別紙「預金口座振替依頼書」の添付が必要です。

 □ 本お申込みのプランのみ別住所で受取りを希望します。

 □ 既にご利用中のプランを全て指定の住所に変更してください。

◆有料オプションお申込み 

PCプロテクション
for Videw

※3．接続プランと同時申込みの場合は無料

（1） @videw.com

（2） @videw.com

[注意事項]　

1.工事に必要な設定情報に関しては工事会社、弊社営業所、出張所に通知することがあります。

2.プラン追加翌月に初期費用、月額費用を課金します。（初月の月額費用無料）

3.最低ご利用期間は、3ヶ月です。

4.IP電話オプションは、フレッツ光ネクスト IP0（I）及びフレッツ光ネクスト IP1（I）には対応しておりせん。

a17

インターネット接続プラン
・プラン追加
・有料オプション申込

会社名

ご印鑑
※必須

ご住所

登録証の
郵送先となります

ご連絡先
TEL：(      　   　　  )      　  　　    -　　　 FAX：(   　   　 　    )      　　　      -　　　

開通希望日

1,100円　※3
(税抜1,000円)

1,100円　※3
(税抜1,000円)

1,430円 (税抜1,300円)

550円 (税抜500円)

月額費用

パソコン定額電話サポート

　　　　　　　本社 支社
営業所　事務所 工場

支払
方法

住所
指定

□

□

□

□IP電話　videwPhone（F）
ｖ6プラス、IP0（Ｉ）に未対応

【アドレス記載ルール】
3文字以上、32文字以内、
アルファベット、数字、ハイフン、ドットがご利用可能

初期費用

インターネットメール
1,100円　※3
(税抜1,000円)

オプション名

送付
住所

1番号目 330円(税抜300円)
2番号目～110円(税抜100円)

220円/アドレス
(税抜200円)

オプション名 お申込み数

◆お申込書原本　郵送必須◆

【申込書送付先】
株式会社ナカヨ
ストックビジネス推進部
〒108-0075 東京都港区港南1丁目7番18号 A-PLACE品川東7階

【お問合わせ先】
株式会社ナカヨ
TEL:03-6712-1701    FAX:03-6712-1702
※受付時間：月～金（9：00～18：00）

プランコード

ご利用状況： □ヤマハ　□バッファロ-
□ＮＴＴル-タ　□ひかり電話　□ＩPCOI

1,100円/1番号
(税抜1,000円)

IP電話　videwPhone（Ｎ）
ｖ6プラス、IP0（Ｉ）に未対応

初期費用

1,100円/1番号
(税抜1,000円)

□

□ 　月　  日

□ すぐ
　　  （申込書到着時）

お申込み数 月額費用

330円 (税抜300円)

都道
府県

市郡
区

区村
町

弊
社
使
用
欄

都道
府県

市郡

区

〒

〒

ご希望アドレスを記載ください

販売店名

税込 （税抜） 税込 （税抜） 税込 （税抜） 税込 （税抜）
E0 フレッツ光ネクスト IP0（I）New 1,100円 (1,000円) 2,090円 (1,900円) 90 ﾌﾚｯﾂ光ﾗｲﾄ/ ﾌﾟﾗｽIP0 1,100円 (1,000円) 2,090円 (1,900円)
E1 フレッツ光ネクスト IP1（I）New 1,100円 (1,000円) 3,960円 (3,600円) 91 ﾌﾚｯﾂ光ﾗｲﾄ/ ﾌﾟﾗｽ IP1 1,100円 (1,000円) 2,970円 (2,700円)
80 フレッツ光ネクスト IP0（F） 1,100円 (1,000円) 2,090円 (1,900円) 91 ﾌﾚｯﾂ光ﾗｲﾄ/ ﾌﾟﾗｽIP0（v6ﾌﾟﾗｽ） 1,100円 (1,000円) 2,090円 (1,900円)
81 フレッツ光ネクスト IP1（F） 1,100円 (1,000円) 2,970円 (2,700円) A0 フレッツ光プライオ IP0 1,100円 (1,000円) 55,000円 (50,000円)
82 フレッツ光ネクスト IP8   ※1 8,800円 (8,000円) 15,400円 (14,000円) A1 フレッツ光プライオ IP1 1,100円 (1,000円) 77,000円 (70,000円)
83 フレッツ光ネクスト IP16 ※1 8,800円 (8,000円) 41,580円 (37,800円) B0 ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ IP0(v6ﾌﾟﾗｽ)   ※2 1,100円 (1,000円) 2,090円 (1,900円)
84 フレッツ光ネクスト IP32 ※1 11,000円 (10,000円) 61,600円 (56,000円) C0 ﾌﾚｯﾂ光ｸﾛｽ IP0(v6ﾌﾟﾗｽ) New※2 1,100円 (1,000円) 3,300円 (3,000円)
70 フレッツADLS IP0 1,100円 (1,000円) 1,650円 (1,500円)
71 フレッツADLS IP1 1,100円 (1,000円) 1,980円 (1,800円)                               光回線の開通と同時開通はできません。開通に数日要します。

72 フレッツADLS IP8        ※1 8,800円 (8,000円) 2,420円 (2,200円)

初期費用 月額費用
プラン名

初期費用プラン
コード

　　　　　　　　　　　　※1．IPアドレス申請書の添付が必要です。又、開通に2～3週間要します。

月額費用プラン
コード

プラン名

【プランコード80番台、E0番台】
ネクストマンション系、ファミリ系も共通
ギガも、ハイスピードも共通

　　　　　　　　　　　　※2．v6プラス申請書の添付が必要です。IPoE方式に対応しています。

【プランコードＡ0番台で対応】
プライオ1/10共通プラン


