
改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

目次 第１章～第４章（省略） 第１章～第４章（現行どおり）

第６章～附則（省略） 第６章～附則（現行どおり）

第３１条 第３１条（消費税） 第３１条（消費税等）

別表第１号　サービスの種類 別表第１号　サービスの種類

１．インターネット接続サービス １．インターネット接続サービス

ISDN ADSL Bフレッツ
光ネクスト
光ライト

Ｂフレッツ・ファミリー
コース

〇 〇 〇 〇 － ファミリー
Ｂフレッツ・ファミリー
コース

〇 〇 ファミリー ファミリー

Ｂフレッツ・マンション
コース

〇 〇 〇 〇 － マンション
Ｂフレッツ・マンション
コース

〇 〇 マンション マンション

Ｂフレッツ・ベーシック
コース

〇 〇 〇 〇 ベーシック －
Ｂフレッツ・ベーシック
コース

〇 〇 プライオ１ －

フレッツ・ADSLコース 〇 〇 〇 〇 － － フレッツ・ADSLコース 〇 〇 － －

フレッツ・ISDNコース 〇 〇 〇 － － － フレッツ・ISDNコース 〇 － － －

ベーシックコース 〇 〇 － － － － メールアドレスコース － － － －

DayTimeコース △ △ － － － －

メールアドレスコース － － － － － －

東日本エリア：

西日本エリア：

　　・フレッツ 光ネクスト
　　・フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト スーパースピードタイプ 隼
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ スマートタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ ラインタイプ

「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ／ファミリー・ギガラインタ
イプ／ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ライト
プラス」、「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト ギガマ
ンション・スマートタイプ／マンション・ギガラインタイプ／マンション・ハイスピー
ドタイプ／マンションタイプ」、「フレッツ 光ライト マンションタイプ」、「フレッ
ツ 光ネクスト プライオ１」

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼／ファミリー・
ハイスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ライト ファミリータイ
プ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼／マン
ション・ハイスピードタイプ／マンションタイプ」、「フレッツ 光ライト マンション
タイプ」

　４）メールアドレスコースは、別表第２号５の付帯サービスをご利用いただくためのコースです。本コースに対
応するアクセス回線はありません。

　４）メールアドレスコースは、別表第２号５の付帯サービスをご利用いただくためのコースです。本コースに対
応するアクセス回線はありません。

サービス品目
(個人・法人)

アクセス回線

サービス品目
(個人・法人) フレッツ・ISDN フレッツ・ADSL フレッツ 光ネクスト フレッツ 光ライト

会員は、当社に対し会費等の支払を行う場合は、会費等の額およびこれにかかる消費税相当額（消費税
法及び関連法令）の支払を行うものとします。

アクセス回線

フレッツ

アナログ
ISDN
64K

※１）○：対応しております　　△：午前８時～午後８時の時間内のみご利用いただけます。　－：対応しており
ません
　２）Ｂフレッツ、フレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライトに関しましては、対応するタイプ名称を記載し
ております。
　３）光ネクストは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する以下の回線サービスに対
応します。

※１）○：対応しております　　－：対応しておりません
　２）フレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライトに関しましては、対応するタイプ名称を記載しております。
　３）フレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライトは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社
が提供する以下の回線サービスに対応します。

別表第１号 ・アクセス回線の
提供終了ならびに
追加に伴う修正を
行うとともに、
ベーシックコース
ならびにDayTime
コースはサービス
提供終了のため削
除致します。

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

2021/4/1 AIRnetサービス契
約約款 第５章　会費等

　第２５条　会費等の適用
　第２６条　初期費用
　第２７条　会費
　第２８条　会費等の支払方法
　第２９条　割増金
　第３０条　延滞利息
　第３１条　消費税

第５章　会費等
　第２５条　会費等の適用
　第２６条　初期費用
　第２７条　会費
　第２８条　会費等の支払方法
　第２９条　割増金
　第３０条　延滞利息
　第３１条　消費税等

・消費税総額表示
を踏まえた修正を
致します。

・消費税総額表示
を踏まえた修正を
致します。

会員は、当社に対し会費等の支払を行う場合は、別表第２号に定める会費等の額に消費税相当額（消費税
法及び関連法令）を加算してその支払を行うものとします。



改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

２．固定IP接続サービス ２．固定IP接続サービス

割り当てる
ＩＰの個数

割り当てる
ＩＰの個数

１ １

８ ８

１ １

８ ８

１ １

８ ８

１６ １６

１ １

８ ８

１６ １６

１ １

８ ８

東日本エリア：

西日本エリア：

３．ＩＰｏＥ固定IP接続サービス ３．ＩＰｏＥ固定IP接続サービス

割り当てる
ＩＰの個数

割り当てる
ＩＰの個数

１ １

８ ８

東日本エリア：

西日本エリア：

４．インターネットＶＰＮサービス ４．インターネットＶＰＮサービス

東日本エリア：

西日本エリア：

　　・フレッツ 光ネクスト
　　・フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト スーパースピードタイプ 隼
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ スマートタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ ラインタイプ

「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ／ファミリー・ギガラインタイ
プ／ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト ギ
ガマンション・スマートタイプ／マンション・ギガラインタイプ／マンション・ハイス
ピードタイプ／マンションタイプ」

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼／ファミリー・ハ
イスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパー
ハイスピードタイプ 隼／マンション・ハイスピードタイプ／マンションタイプ」

２）インターネットＶＰＮサービスは、上記アクセス回線に記載の回線品目のみ対応いたします。他の回線品目で
のご利用はできません。

２）インターネットＶＰＮサービスは、上記アクセス回線に記載の回線品目のみ対応いたします。他の回線品目で
のご　利用はできません。

アクセス回線

フレッツ 光ネクスト ファミリー
フレッツ 光ネクスト マンション

アクセス回線

フレッツ 光ネクスト ファミリー
フレッツ 光ネクスト マンション

※１）光ネクストは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する以下の回線サービスに対
応します。

※１）フレッツ 光ネクストは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する以下の回線サー
ビスに対応します。

　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスは、上記アクセス回線に記載の回線品目のみ対応いたします。他の回線品目
でのご利用はできません。
　３）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスは、当社指定のルーターでの接続のみをサポートいたします。対応ルーター
は別表第７号に記載のルーターのみとなります。

　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスは、上記アクセス回線に記載の回線品目のみ対応いたします。他の回線品目
でのご　　利用はできません。
　３）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスは、当社指定のルーターでの接続のみをサポートいたします。対応ルーター
は別表第７号に記載のルーターのみとなります。

　　・フレッツ 光ネクスト
　　・フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト スーパースピードタイプ 隼
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ スマートタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ ラインタイプ

※１）光ネクストは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する以下の回線サービスに対
応します。

※１）フレッツ 光ネクストは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する以下の回線サー
ビスに対応します。

「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ／ファミリー・ギガラインタイ
プ／ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト ギ
ガマンション・スマートタイプ／マンション・ギガラインタイプ／マンション・ハイス
ピードタイプ／マンションタイプ」

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼／ファミリー・ハ
イスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパー
ハイスピードタイプ 隼／マンション・ハイスピードタイプ／マンションタイプ」

サービス品目(法人) サービス品目(法人)

インターネットＶＰＮサービス インターネットＶＰＮサービス

サービス品目
(個人・法人)

アクセス回線
サービス品目
(個人・法人)

アクセス回線

ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ１ フレッツ 光ネクスト ファミリー
フレッツ 光ネクスト マンション

ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ１ フレッツ 光ネクスト ファミリー
フレッツ 光ネクスト マンションＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ８

「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ／ファミリー・ギガラインタイ
プ／ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ライトプラ
ス」、「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト ギガマンショ
ン・スマートタイプ／マンション・ギガラインタイプ／マンション・ハイスピードタイプ
／マンションタイプ」、「フレッツ 光ライト マンションタイプ」、「フレッツ 光ネク
スト ビジネスタイプ」、「フレッツ 光ネクスト プライオ１」、「フレッツ 光ネクスト
プライオ１０」

　　・フレッツ 光ネクスト
　　・フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト スーパースピードタイプ 隼
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ スマートタイプ
　　・フレッツ 光ネクスト ギガ ラインタイプ

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼／ファミリー・ハ
イスピードタイプ／ファミリータイプ」、「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」、
「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼／マンション・ハ
イスピードタイプ／マンションタイプ」、「フレッツ 光ライト マンションタイプ」

ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ８

フレッツ・ＡＤＳＬ

Ｂフレッツ　ベーシック

Ｂフレッツ　ビジネス
フレッツ 光ネクスト　ビジネス

フレッツ 光ネクスト ファミリー
フレッツ 光ライト　ファミリー

フレッツ 光ネクスト マンション
フレッツ 光ライト　マンション

フレッツ 光ネクスト　プライオ１

フレッツ 光ネクスト　ビジネス
フレッツ 光ネクスト　プライオ１０

フレッツ・ＡＤＳＬ

ＢフレッツＩＰ１６・ビジネスコース ＢフレッツＩＰ１６・ビジネスコース

フレッツ 光ネクスト ファミリー
フレッツ 光ライト　ファミリー

フレッツ 光ネクスト マンション
フレッツ 光ライト　マンション

ＢフレッツＩＰ１・ビジネスコース ＢフレッツＩＰ１・ビジネスコース

ＢフレッツＩＰ８・ビジネスコース ＢフレッツＩＰ８・ビジネスコース

ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×8）

ＢフレッツＩＰ８・ベーシックコース ＢフレッツＩＰ８・ベーシックコース

ＢフレッツＩＰ１６・ベーシックコース ＢフレッツＩＰ１６・ベーシックコース

ＢフレッツＩＰ８・マンションコース

ＢフレッツＩＰ１・ベーシックコース

ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×1）

サービス品目
(個人・法人)

アクセス回線

ＢフレッツＩＰ１・ファミリーコース

ＢフレッツＩＰ８・ファミリーコース

ＢフレッツＩＰ１・マンションコース

アクセス回線
サービス品目
(個人・法人)

ＢフレッツＩＰ１・ファミリーコース

ＢフレッツＩＰ８・ファミリーコース

ＢフレッツＩＰ１・マンションコース

ＢフレッツＩＰ８・マンションコース

ＢフレッツＩＰ１・ベーシックコース

ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×1）

ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×8）

※１）光ネクストは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する以下の回線サービスに対
応します。

※１）フレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライトは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社
が提供する以下の回線サービスに対応します。

別表第１号 ・アクセス回線の
提供終了ならびに
追加に伴う修正を
致します。

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

2021/4/1 AIRnetサービス契
約約款



改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

別表第２号　会費等 別表第２号　会費等

１．インターネット接続サービス利用料金（消費税別） １．インターネット接続サービス利用料金（税込）

２．固定IP接続サービス利用料金（消費税別） ２．固定IP接続サービス利用料金（税込）

３．ＩＰｏＥ固定IP接続サービス利用料金（消費税別） ３．ＩＰｏＥ固定IP接続サービス利用料金（税込）

４．インターネットＶＰＮサービス利用料金（消費税別） ４．インターネットＶＰＮサービス利用料金（税込）

ハイグレード（スタンバイ） ¥２０,０００ ¥１０,０００ ハイグレード（スタンバイ） ¥２２,０００ ¥１１,０００

スタンダード（スタンバイ） ¥２０,０００ ¥５,０００ スタンダード（スタンバイ） ¥２２,０００ ¥５,５００

ハイグレード ¥２０,０００ ¥１２,０００ ハイグレード ¥２２,０００ ¥１３,２００

スタンダード ¥２０,０００ ¥７,０００ スタンダード ¥２２,０００ ¥７,７００

サービス品目(法人) 初期費用 会費 サービス品目(法人) 初期費用 会費

¥２５,５２０ ¥８,８００

初期費用 会費

¥９,０００ ¥４,０００

初期費用 会費

¥９,９００ ¥４,４００

¥２２,０００ ¥７９,２００

¥２２,０００ ¥９９,０００

¥５,７２０ ¥５,５００

¥２２,０００ ¥１７,６００

¥２２,０００ ¥３８,５００

¥９,９００ ¥４６,２００

¥９,９００ ¥４,４００

¥２２,０００ ¥１１,５５０

¥９,９００ ¥９,９００

初期費用 会費

¥９,９００ ¥４,４００

¥２２,０００ ¥１１,５５０

¥２３,２００ ¥８,０００

¥９,０００

¥２０,０００

¥２０,０００

¥９,０００

¥１６,０００

¥３５,０００

¥９,０００ ¥４２,０００

¥９,０００ ¥４,０００

¥２０,０００ ¥１０,５００

¥５,２００ ¥５,０００

¥２０,０００ ¥７２,０００

¥２０,０００ ¥９０,０００

初期費用 会費

¥９,０００ ¥４,０００

¥２０,０００ ¥１０,５００

¥２,２００ ¥１,９８０

¥２,２００ ¥１,６５０

¥２,２００ ¥７７０

会費

¥２,２００ ¥２,５３０

¥２,２００ ¥２,５３０

¥２,２００ ¥８,０３０

¥１,８００

¥２,０００ ¥１,５００

¥２,０００ ¥１,２００

¥２,０００ ¥８００

ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×8）

※１）アクセス回線が複数セッションの利用が可能な回線であっても、当社に接続可能なセッション数は一契約に
つきひとつとなります。
　２）会費等の支払方法は、月額払いのみとなります。なお、会員が法人で当社が別途承認した場合はその限りで
はないものとします。
　３）固定ＩＰ接続サービスのフレッツ・ＡＤＳＬコース利用料金は、インターネット接続サービスのフレッツ・
ＡＤＳＬコース利用料金に別表第４号に規定する固定ＩＰアドレスオプションサービス料金を加算した金額になり
ます。また、ＩＰ８タイプの初期費用は、さらにＩＰアドレス割当申請手数料￥１５，０００（消費税別）を加算
した金額になります。

※１）アクセス回線が複数セッションの利用が可能な回線であっても、当社に接続可能なセッション数は一契約に
つきひとつとなります。
　２）会費等の支払方法は、月額払いのみとなります。なお、会員が法人で当社が別途承認した場合はその限りで
はないものとします。
　３）固定ＩＰ接続サービスのフレッツ・ＡＤＳＬコース利用料金は、インターネット接続サービスのフレッツ・
ＡＤＳＬコース利用料金に別表第４号に規定する固定ＩＰアドレスオプションサービス料金を加算した金額になり
ます。また、ＩＰ８タイプの初期費用は、さらにＩＰアドレス割当申請手数料￥１６，５００（税込）を加算した
金額になります。

初期費用 会費

¥２,０００ ¥２,３００

¥２,０００ ¥２,３００

¥２,０００

ＢフレッツＩＰ８・ビジネスコース ＢフレッツＩＰ８・ビジネスコース

ＢフレッツＩＰ１６・ビジネスコース ＢフレッツＩＰ１６・ビジネスコース

ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×1） ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×1）

ﾌﾚｯﾂ･ADSLｺｰｽ ＋ 固定IPｱﾄﾞﾚｽｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IP×8）

ＢフレッツＩＰ８・ベーシックコース

ＢフレッツＩＰ１６・ベーシックコース ＢフレッツＩＰ１６・ベーシックコース

ＢフレッツＩＰ１・ビジネスコース ＢフレッツＩＰ１・ビジネスコース

ＢフレッツＩＰ１・マンションコース

ＢフレッツＩＰ８・マンションコース ＢフレッツＩＰ８・マンションコース

ＢフレッツＩＰ１・ベーシックコース ＢフレッツＩＰ１・ベーシックコース

ＢフレッツＩＰ８・ベーシックコース

サービス品目(個人・法人) サービス品目(個人・法人)

ＢフレッツＩＰ１・ファミリーコース ＢフレッツＩＰ１・ファミリーコース

ＢフレッツＩＰ８・ファミリーコース ＢフレッツＩＰ８・ファミリーコース

ＢフレッツＩＰ１・マンションコース

※１）上記品目には、ＩＰｏＥ接続サービスおよびネットワーク接続装置の利用料金が含まれております。
　２）インターネットＶＰＮサービスは２拠点からのご利用となります。上記費用は１拠点分の費用となります。
　３）インターネットＶＰＮサービスには、インターネット接続サービスは含まれておりません。各拠点からのイ
ンターネット接続が必要な場合は、別途、別表第１号１項、２項または３項のサービスのご利用が必要です。
　４）初期費用には、ネットワーク接続装置の初期設定費用を含んでおります。なお、設置後の設定変更について
は、変更作業費として、￥５，０００（消費税別）を１台１作業毎に申し受けます。
　５）初期費用には、現地での導入調整作業の費用を含んでおりません。事前設定済みの機器をお届けしますの
で、会員の費用と責任においてお取付けをお願いいたします。
　６）当機器が故障した際には、当社指定の配送業者により交換用機器をお届けし、会員の費用と責任においてお
取替えいただいた後、故障機を回収いたします。なお、交換用機器のお届けは、故障切り分けの完了後、４時間を
目標として手配いたしますが、状況によりお届けまでにさらに時間がかかる場合がございます。スタンバイ機も併
せてご利用いただきますと迅速な復旧が可能になります。

※１）上記品目には、ＩＰｏＥ接続サービスおよびネットワーク接続装置の利用料金が含まれております。
　２）インターネットＶＰＮサービスは２拠点からのご利用となります。上記費用は１拠点分の費用となります。
　３）インターネットＶＰＮサービスには、インターネット接続サービスは含まれておりません。各拠点からのイ
ンターネット接続が必要な場合は、別途、別表第１号１項、２項または３項のサービスのご利用が必要です。
　４）初期費用には、ネットワーク接続装置の初期設定費用を含んでおります。なお、設置後の設定変更について
は、変更作業費として、￥５，５００（税込）を１台１作業毎に申し受けます。
　５）初期費用には、現地での導入調整作業の費用を含んでおりません。事前設定済みの機器をお届けしますの
で、会員の費用と責任においてお取付けをお願いいたします。
　６）当機器が故障した際には、当社指定の配送業者により交換用機器をお届けし、会員の費用と責任においてお
取替えいただいた後、故障機を回収いたします。なお、交換用機器のお届けは、故障切り分けの完了後、４時間を
目標として手配いたしますが、状況によりお届けまでにさらに時間がかかる場合がございます。スタンバイ機も併
せてご利用いただきますと迅速な復旧が可能になります。

※１）会費等の支払方法は、月額払いのみとなります。なお、会員が法人で当社が別途承認した場合はその限りで
はないものとします。
　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスは、当社指定のルーターでの接続のみをサポートいたします。対応ルーター
は別表第７号に記載のルーターのみとなります。

※１）会費等の支払方法は、月額払いのみとなります。なお、会員が法人で当社が別途承認した場合はその限りで
はないものとします。
　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスは、当社指定のルーターでの接続のみをサポートいたします。対応ルーター
は別表第７号に記載のルーターのみとなります。

ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ１ ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ１

ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ８ ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続コース　ＩＰ８¥２０,０００ ¥１０,５００ ¥２２,０００ ¥１１,５５０

サービス品目(個人・法人) サービス品目(個人・法人)

※１）アクセス回線が複数セッションの利用が可能な回線であっても、当社に接続可能なセッション数は一契約に
つきひとつとなります。
　２）会費等の支払方法は、月額払いのみとなります。なお、会員が法人で当社が別途承認した場合はその限りで
はないものとします。

※１）アクセス回線が複数セッションの利用が可能な回線であっても、当社に接続可能なセッション数は一契約に
つきひとつとなります。
　２）会費等の支払方法は、月額払いのみとなります。なお、会員が法人で当社が別途承認した場合はその限りで
はないものとします。

ベーシックコース メールアドレスコース

ＤａｙＴｉｍｅコース

メールアドレスコース ¥２,０００ ¥７００

Ｂフレッツ・ベーシックコース Ｂフレッツ・ベーシックコース

フレッツ・ＡＤＳＬコース フレッツ・ＡＤＳＬコース

フレッツ・ＩＳＤＮコース フレッツ・ＩＳＤＮコース

¥７,３００

¥２,０００

Ｂフレッツ・マンションコース Ｂフレッツ・マンションコース

サービス品目(個人・法人)

Ｂフレッツ・ファミリーコース Ｂフレッツ・ファミリーコース

初期費用

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

2021/4/1 AIRnetサービス契
約約款

別表第２号 ・ベーシックコー
スならびにDayTime
コースはサービス
提供終了のため削
除し、消費税総額
表示を踏まえた表
記へ修正を致しま
す。

サービス品目(個人・法人)



改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

５．付帯サービスおよび料金（消費税別） ５．付帯サービスおよび料金（税込）

６．メーリングリストサービスおよび料金（消費税別） ６．メーリングリストサービスおよび料金（税込）

７．ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォンサービスおよび料金（消費税別） ７．ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォンサービスおよび料金（税込）

￥１９．８／１分

・ＡＩＲｎｅｔ Ｉ
Ｐフォン オフィス
（２ＣＨおよび４
ＣＨプラン）は
サービス提供終了
のため削除し、注
記数を繰り上げす
るとともに、国内
のＰＨＳ回線提供
終了のため該当事
項を削除した上
で、消費税総額表
示を踏まえた表記
へ修正致します。

　４）下記への通話は本サービス対象外となり、一般加入電話回線での発信となります。
　　　　・１１０／１１９などの緊急通話を含む３桁番号サービスへの通話
　　　　・０１２０／０５７０／０９９０などの電話サービスへの通話
　　　　・衛星／船舶電話への通話
　　　　・電話番号の前に「００００（ゼロを４回）」をつけてダイヤルした通話
　　　　・その他の本サービス対象外番号
　５）ＩＰ電話はインターネット回線を利用しているため、回線の状況により、通話中に音声が途切れる、遅延・
エコーなどの現象が発生する場合がございます。予めご了承ください。

　３）下記への通話は本サービス対象外となり、一般加入電話回線での発信となります。
　　　　・１１０／１１９などの緊急通話を含む３桁番号サービスへの通話
　　　　・０１２０／０５７０／０９９０などの電話サービスへの通話
　　　　・衛星／船舶電話への通話
　　　　・電話番号の前に「００００（ゼロを４回）」をつけてダイヤルした通話
　　　　・その他の本サービス対象外番号
　４）ＩＰ電話はインターネット回線を利用しているため、回線の状況により、通話中に音声が途切れる、遅延・
エコーなどの現象が発生する場合がございます。予めご了承ください。

通話料金

無料

無料接続プロバイダＩＰ電話サービス利用者 無料

￥８．８／３分

￥８．８／３分

※通話先の地域毎に異なります

国内の携帯電話

無料接続プロバイダＩＰ電話サービス利用者 無料

￥８／３分

￥８／３分

通話料金

※通話先の地域毎に異なります

￥１０／１通話＋￥１０／１分

国内の携帯電話 ￥１８／１分

ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォン利用者 無料 ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォン利用者

※１）ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォン オフィス（２ＣＨおよび４ＣＨプラン）は、新規受付を停止しております。
　２）本サービスは、以下のサービスにご入会いただいている場合のみ契約が可能です。
　　　　・フレッツ・ＡＤＳＬコース　　　　　　・Ｂフレッツ・ファミリーコース
　　　　・Ｂフレッツ・ベーシックコース　　　　・Ｂフレッツ・マンションコース
　３）毎月のご利用料金は、基本使用料に通話料金を加算した額となります。通話料金は下表の通りです。

※１）本サービスは、以下のサービスにご入会いただいている場合のみ契約が可能です。
　　　　・フレッツ・ＡＤＳＬコース　　　　　　・Ｂフレッツ・ファミリーコース
　　　　・Ｂフレッツ・ベーシックコース　　　　・Ｂフレッツ・マンションコース
　２）毎月のご利用料金は、基本使用料に通話料金を加算した額となります。通話料金は下表の通りです。

ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォン オフィス（２ＣＨプラン） ¥２,０００ ¥７００

※１）メーリングリストサービスは、単体での契約が可能です。ただし、ウィルスチェック＆フィルタリングサー
ビスは、対応するメーリングリストサービスに対してのみ契約が可能です。最低契約期間はご利用開始日の翌月か
ら３ヶ月とします。
　２）メーリングリストの最大配送先数は１，０００件までとします。また、メーリングリスト宛に送信された
メールの保存期間は、１年間または１００ＭＢとします。
　３）ウィルスチェック＆フィルタリングサービスの適用対象となるメールアドレスは、以下の２つとします。
　　　　・メーリングリストのアドレス　　（例：ML-NAME@ml.air.ne.jp）
　　　　・メーリングリスト管理者のエイリアス （例：ML-NAME-approval@ml.air.ne.jp）
　４）使用料は月額払い以外に年額払いでのお支払も可能です。年額払いの場合、使用料は￥１０，０００／年
（消費税別）になります。

※１）メーリングリストサービスは、単体での契約が可能です。ただし、ウィルスチェック＆フィルタリングサー
ビスは、対応するメーリングリストサービスに対してのみ契約が可能です。最低契約期間はご利用開始日の翌月か
ら３ヶ月とします。
　２）メーリングリストの最大配送先数は１，０００件までとします。また、メーリングリスト宛に送信された
メールの保存期間は、１年間または１００ＭＢとします。
　３）ウィルスチェック＆フィルタリングサービスの適用対象となるメールアドレスは、以下の２つとします。
　　　　・メーリングリストのアドレス　　（例：ML-NAME@ml.air.ne.jp）
　　　　・メーリングリスト管理者のエイリアス （例：ML-NAME-approval@ml.air.ne.jp）
　４）使用料は月額払い以外に年額払いでのお支払も可能です。年額払いの場合、使用料は￥１１，０００／年
（税込）になります。

個人

法人

ホームページサービス ホームページサービス

個人

法人

ウィルスチェック＆フィルタリングサービス
（メーリングリスト用・１メーリングリスト毎）

¥５００ ¥５００
ウィルスチェック＆フィルタリングサービス

（メーリングリスト用・１メーリングリスト毎）
¥５５０ ¥５５０

・サービス名称を
サービス品目に統
一し、消費税総額
表示を踏まえた表
記へ修正を致しま
す。

サービス名称(個人・法人) 初期費用 使用料（月額） サービス品目(個人・法人) 初期費用 使用料（月額）

メーリングリストサービス
（１メーリングリスト追加毎）

¥２,０００ ¥１,０００
メーリングリストサービス

（１メーリングリスト追加毎）
¥２,２００ ¥１,１００

国内の一般加入電話 国内の一般加入電話

有料接続プロバイダＩＰ電話サービス利用者 有料接続プロバイダＩＰ電話サービス利用者

国内のＰＨＳ

国際電話 国際電話

通話先 通話先

ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォン オフィス（４ＣＨプラン） ¥２,０００ ¥１,４００

ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォン ¥５００ ¥２８０ ＡＩＲｎｅｔ ＩＰフォン ¥５５０ ¥３０８

サービス品目(個人・法人) 初期費用 基本使用料（月額） サービス品目(個人・法人) 初期費用 基本使用料（月額）

※１）固定ＩＰ接続サービスのうち、Ｂフレッツ・ファミリーコース／マンションコース／ベーシックコース／ビ
ジネスコースについてはホームページサービスをご利用いただけません。
　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスおよびインターネットＶＰＮサービスについては、メールアドレスは付帯し
ません。また本項記載の付帯サービスをご利用いただけません。
　３）ホームページは、本サービス一契約につき１つ利用可能。ただし、個人会員の方はホームページの商用利用
はできません。
　４）ホームページの利用制限は以下の通りです。
　　　　・個人：初期２５ＭＢ。２５ＭＢ毎に無料にて追加可能（審査あり）。
　　　　・法人：初期０ＭＢ。１００ＭＢ毎に月額￥１，０００（消費税別）にて追加可能。
　５）別表第３号に規定するデータ転送量上限までを無料とし、超過の場合は所定の超過料金を申し受けます。

※１）固定ＩＰ接続サービスのうち、Ｂフレッツ・ファミリーコース／マンションコース／ベーシックコース／ビ
ジネスコースについてはホームページサービスをご利用いただけません。
　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスおよびインターネットＶＰＮサービスについては、メールアドレスは付帯し
ません。また本項記載の付帯サービスをご利用いただけません。
　３）ホームページは、本サービス一契約につき１つ利用可能。ただし、個人会員の方はホームページの商用利用
はできません。
　４）ホームページの利用制限は以下の通りです。
　　　　・個人：初期２５ＭＢ。２５ＭＢ毎に無料にて追加可能（審査あり）。
　　　　・法人：初期０ＭＢ。１００ＭＢ毎に月額￥１，１００（税込）にて追加可能。
　５）別表第３号に規定するデータ転送量上限までを無料とし、超過の場合は所定の超過料金を申し受けます。

ウェブメールサービス 無料 無料 ウェブメールサービス 無料 無料

メール転送サービス 無料 無料 メール転送サービス 無料 無料

ウィルスチェック＆フィルタリングサービス
（１メールアドレス毎）

¥３００ ¥３００
ウィルスチェック＆フィルタリングサービス

（１メールアドレス毎）
¥３３０ ¥３３０

メールアカウント追加
（１アカウント追加毎）

¥２００ ¥２００
メールアカウント追加

（１アカウント追加毎）
¥２２０ ¥２２０

無料

無料
￥１，０００

（１００ＭＢ毎）
無料

￥１，１００
（１００ＭＢ毎）

初期費用 使用料（月額） サービス品目(個人・法人) 初期費用 使用料（月額）

無料 無料 無料

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

2021/4/1 AIRnetサービス契
約約款

別表第２号 ・ベーシックコー
スならびにDayTime
コースはサービス
提供終了のため削
除し、消費税総額
表示を踏まえた表
記へ修正を致しま
す。

サービス名称



改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

８．各種手数料（消費税別） ８．各種手数料（税込）

別表第３号　第３３条第１項（３）によるデータ転送量の上限および料金（消費税別） 別表第３号　第３３条第１項（３）によるデータ転送量の上限および料金（税込）

別表第４号 別表第４号　固定ＩＰアドレスオプションサービスおよび料金（消費税別） 別表第４号　固定ＩＰアドレスオプションサービスおよび料金（税込）

別表第５号 別表第５号　マネージド機器レンタルサービスおよび料金（消費税別） 別表第５号　マネージド機器レンタルサービスおよび料金（税込）

別表第６号 別表第６号　機器亡失負担金（消費税別） 別表第６号　機器亡失負担金（税込）

以上

※１）インターネットＶＰＮサービスまたは、マネージド機器レンタルサービスをご利用の会員が、第１８条の規
定にもとづいて当社より貸与された機器を返還されない場合は、機器亡失負担金を申し受けます。
　２）インターネットＶＰＮサービスをご利用の場合、当社より貸与される機器はハイグレードではＳＥＩＬ　Ｂ
ＰＶ４、スタンダードでは、ＳＥＩＬ　Ｘ１となります。

※１）インターネットＶＰＮサービスまたは、マネージド機器レンタルサービスをご利用の会員が、第１８条の規
定にもとづいて当社より貸与された機器を返還されない場合は、機器亡失負担金を申し受けます。
　２）インターネットＶＰＮサービスをご利用の場合、当社より貸与される機器はハイグレードではＳＥＩＬ　Ｂ
ＰＶ４、スタンダードでは、ＳＥＩＬ　Ｘ１となります。

・消費税総額表示
を踏まえた表記へ
修正致します。

ＳＥＩＬ　Ｘ１ ¥６０,０００ ＳＥＩＬ　Ｘ１ ¥６６,０００

ＳＥＩＬ　ＢＰＶ４ ¥１００,０００ ＳＥＩＬ　ＢＰＶ４ ¥１１０,０００

¥２２,０００ ¥１１,０００

提供機器 亡失負担金 提供機器 亡失負担金

¥２０,０００ ¥１１,０００ ¥２２,０００ ¥１２,１００

※１）マネージド機器レンタルサービスは、本サービスをご利用の会員側に設置されるネットワーク接続装置を当
社より貸与し、設定の作成・管理、故障時の切り分け、修理手配ならびに復旧までのサポートを提供するサービス
です。
２）マネージド機器レンタルサービスは、固定ＩＰ接続サービスもしくは固定ＩＰアドレスオプションサービスを
ご利用の場合にご利用可能です。
３）マネージド機器レンタルサービスには、インターネット接続サービスは含まれておりません。別途、別表第１
号１項または２項のサービスのご利用が必要です。
　４）初期費用には、機器の初期設定費用を含んでおります。なお、設置後の設定変更については、変更作業費と
して、￥５，０００（消費税別）を１台１作業毎に申し受けます。
　５）初期費用には、現地での導入調整作業の費用を含んでおりません。事前設定済みの機器をお届けしますの
で、会員の費用と責任においてお取付けをお願いいたします。
　６）当機器が故障した際には、当社指定の配送業者により交換用機器をお届けし、会員の費用と責任においてお
取替えいただいた後、故障機を回収いたします。なお、交換用機器のお届けは、故障切り分けの完了後、４時間を
目標として手配いたしますが、状況によりお届けまでにさらに時間がかかる場合がございます。スタンバイ機も併
せてご利用いただきますと迅速な復旧が可能になります。

※１）マネージド機器レンタルサービスは、本サービスをご利用の会員側に設置されるネットワーク接続装置を当
社より貸与し、設定の作成・管理、故障時の切り分け、修理手配ならびに復旧までのサポートを提供するサービス
です。
２）マネージド機器レンタルサービスは、固定ＩＰ接続サービスもしくは固定ＩＰアドレスオプションサービスを
ご利用の場合にご利用可能です。
３）マネージド機器レンタルサービスには、インターネット接続サービスは含まれておりません。別途、別表第１
号１項または２項のサービスのご利用が必要です。
　４）初期費用には、機器の初期設定費用を含んでおります。なお、設置後の設定変更については、変更作業費と
して、￥５，５００（税込）を１台１作業毎に申し受けます。
　５）初期費用には、現地での導入調整作業の費用を含んでおりません。事前設定済みの機器をお届けしますの
で、会員の費用と責任においてお取付けをお願いいたします。
　６）当機器が故障した際には、当社指定の配送業者により交換用機器をお届けし、会員の費用と責任においてお
取替えいただいた後、故障機を回収いたします。なお、交換用機器のお届けは、故障切り分けの完了後、４時間を
目標として手配いたしますが、状況によりお届けまでにさらに時間がかかる場合がございます。スタンバイ機も併
せてご利用いただきますと迅速な復旧が可能になります。

¥２０,０００ ¥５,０００ ¥２２,０００ ¥５,５００

・消費税総額表示
を踏まえた表記へ
修正致します。

提供機器 初期費用 使用料（月額） 提供機器 初期費用 使用料（月額）

¥４４０

ホームページアカウント変更

ＡＩＲｎｅｔサービス登録完了通知書再発行

・消費税総額表示
を踏まえた表記へ
修正致します。

¥２,０００ ¥２,２００ホームページアカウント変更

メールアカウント変更 ¥４００ メールアカウント変更

¥５００ ¥５５０コース変更 コース変更

手数料（回） 手数料（回）種別 種別

※１）固定ＩＰアドレスオプションは、インターネット接続サービスのうちフレッツ・ＡＤＳＬコースをご利用の
場合のみ、ご利用可能です。
　２）ＩＰ×８をご利用の場合はＩＰアドレス割当申請手数料として、別途￥１５，０００（消費税別）を申し受
けます。
　３）インターネット接続サービスにおいて固定ＩＰアドレスオプションをご利用の場合は、第１５条（会員側設
備等の維持責任）第２項の例外として、サーバー等の機器の設置による接続を認めます。
　４）固定ＩＰアドレスオプションで付与するＩＰアドレスは、当社がフレッツ・ＡＤＳＬコースに用意したＩＰ
アドレスに限ります。
　５）設置したサーバー上で、第三者のためのバーチャルサーバーの運用、販売もしくは提供または、ダイヤル
アップ接続提供等一切の再販行為を行うことはできません。
　６）当社ネットワークまたはネットワーク機器に損害を与えた場合は、当社の判断でサービスの利用を停止する
ことがあります。

※１）固定ＩＰアドレスオプションは、インターネット接続サービスのうちフレッツ・ＡＤＳＬコースをご利用の
場合のみ、ご利用可能です。
　２）ＩＰ×８をご利用の場合はＩＰアドレス割当申請手数料として、別途￥１６，５００（税込）を申し受けま
す。
　３）インターネット接続サービスにおいて固定ＩＰアドレスオプションをご利用の場合は、第１５条（会員側設
備等の維持責任）第２項の例外として、サーバー等の機器の設置による接続を認めます。
　４）固定ＩＰアドレスオプションで付与するＩＰアドレスは、当社がフレッツ・ＡＤＳＬコースに用意したＩＰ
アドレスに限ります。
　５）設置したサーバー上で、第三者のためのバーチャルサーバーの運用、販売もしくは提供または、ダイヤル
アップ接続提供等一切の再販行為を行うことはできません。
　６）当社ネットワークまたはネットワーク機器に損害を与えた場合は、当社の判断でサービスの利用を停止する
ことがあります。

ＳＥＩＬ　Ｘ１ ¥２０,０００

ＳＥＩＬ　Ｘ１　（スタンバイ） ＳＥＩＬ　Ｘ１　（スタンバイ）

ＳＥＩＬ　ＢＰＶ４　（スタンバイ） ＳＥＩＬ　ＢＰＶ４　（スタンバイ）¥２０,０００ ¥１０,０００

ＳＥＩＬ　ＢＰＶ４ ＳＥＩＬ　ＢＰＶ４

¥６,０００ ＳＥＩＬ　Ｘ１ ¥２２,０００ ¥６,６００

ＩＰ×８ ¥６,２００ ¥６,２００ ＩＰ×８ ¥６,８２０ ¥６,８２０

固定ＩＰアドレス数 初期費用 使用料（月額） 固定ＩＰアドレス数 初期費用 使用料（月額）

ＩＰ×１ ¥３,２００ ¥３,２００ ＩＰ×１ ¥３,５２０ ¥３,５２０

・消費税総額表示
を踏まえた表記へ
修正致します。

契約の種別 データ転送量の上限 超過時利用料金 契約の種別 データ転送量の上限 超過時利用料金

個人・法人 １０ＧＢ／月
￥２，０００
（１ＧＢ毎）

※１）固定ＩＰ接続サービスの各コース間でのコース変更はできません。ただし、フレッツ・ＡＤＳＬコースにつ
いては、固定ＩＰアドレスオプションをご解約いただければ、インターネット接続サービスの各コースへのコース
変更が可能です。
　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスの各コース間でのコース変更はできません。

※１）固定ＩＰ接続サービスの各コース間でのコース変更はできません。ただし、フレッツ・ＡＤＳＬコースにつ
いては、固定ＩＰアドレスオプションをご解約いただければ、インターネット接続サービスの各コースへのコース
変更が可能です。
　２）ＩＰｏＥ固定ＩＰ接続サービスの各コース間でのコース変更はできません。

別表第３号

個人・法人 １０ＧＢ／月
￥２，２００
（１ＧＢ毎）

¥５００ ¥５５０ＡＩＲｎｅｔサービス登録完了通知書再発行

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

2021/4/1 AIRnetサービス契
約約款

別表第２号 ・消費税総額表示
を踏まえた表記へ
修正致します。


