
ナジックネット光開通申込のご案内
Application for Nasic Net “HIKARI” Service

ナジックネットご利用にあたり、以下の重要事項および注意事項をご確認の上、裏面の記入要領に沿って開通申込書に必要
事項をご記入ください。
Before you apply for Nasic Net "HIKARI", please read the notice and the "How to fill" on the back page.If you agree to all of the terms and 
contents, please fill in the form and send it to the address below. 

■開通申込重要事項 / Important matters when applying

・サービス内容、料金、お申し込方法等は、パンフレットまたはホームページをご確認ください。

・申込前に別紙またはホームページ上の『利用規約』および『個人情報のお取扱いについて』を読み、ご同意の上お申し込みく
ださい。

・事前に保護者もしくは利用料金をお支払いいただく方の承諾を得ておいてください。

・For service contents and fees, please refer to the separate brochure or HP.
・Before applying for the service, you must carefully read and agree to the user policy and the privacy policy.
・If you apply for the service, you must obtain the consent of your guardian or the person who pays the fees beforehand.

■注意事項 / Notice

・申込前に開通申込重要事項を必ずお読みください。申し込まれた場合は同意したものとして開通手続きを行います。

・記入漏れや間違い、押印がない場合は、お申し込みをお受けできない場合があります。

・お申し込みにあたりご不明点がある場合は、ヘルプデスク［0120-749-275］までお問い合わせください。

・ご入居前の場合、この申込書を入居契約書類の送付用封筒に同封しないでください。

・Before applying for the service, you need to have the important matters carefully, confirm and agree on them. Once you apply for the service,
it shall be considered that you agree on them and we start the procedures for opening an internet access line.
・If there are blank items, mistakes or no seal in the form, we may not be able to accept your application.
・If you have any unclear points on applying, please contact to the Help Desk [0120-749-275].
・If you have not moved in yet, do NOT enclose this application with you lease agreement.

■送付先 /Sending Address

〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ルニッセイ京都駅前ビル 株式会社学生情報センター ナジックネット担当宛

Nissei Kyoto Ekimae Bldg, Shichijo Sagaru, Karasuma-dori, Shimogyo-ward, Kyoto-City 600-8216
NATIONAL STUDENTS INFORMATION CENTER, Nasic Net

裏面が申込書記入面です
The back side is the application form.



ナジックネット光開通申込書

開通申込重要事項 / Important matters when applying

上記「開通申込重要事項」に同意の上、以下の通り申し込みます。
Please confirm and agree the above “Important matters when applying” and apply as follows.

記入日/Date 年/Year   月/Month 日/Day

入居状況/Status

□入居中/Already moved in

□入居前/Prior move in

入居予定日/Move in Date （ / ）

フリガナ/Furigana

氏名/Name ㊞

マンション/Apartment 部屋番号/Room No.

入居者連絡先/Contact 再開通/Contract again □はい/Yes （該当者のみ）

料金コース/Course □ベーシックコース/BASIC Course □セキュリティレスコース/SECURITY-LESS Course

開通希望日/Desired start date 年/Year   月/Month 日/Day

Nasic Net “HIKARI” Application Form

●サービス内容、料金、お申し込方法等は、別紙のパンフレットまたはホームページをご確認ください。
●申込前に別紙またはホームページ上の『利用規約』および『個人情報のお取扱いについて』を読み、ご同意の上お申し込みください。

●事前に保護者もしくは利用料金をお支払いいただく方の承諾を得ておいてください。

・For service contents and fees, please refer to the separate brochure or HP.

・Before applying for the service, you must carefully read and agree to the user policy and the privacy policy.

・If you apply for the service, you must obtain the consent of your guardian or the person who pays the fees beforehand.

訪問希望日 月 日 事前連絡希望日 月 日

連絡先 □上記連絡先 □その他（ ）

使用OS □Windows10 □MacOS 10 □その他（ ）

【有料オプション/Paid service】訪問サポート申込（日本語のみ/only in Japanese） 弊社使用欄

システム入力日 担当者 備考

2020-1-27改訂

記入日/Date
本申込書の記入日をお書きください。
The date of application.

氏名・フリガナ
/Name・Furigana

氏名およびフリガナをご記入ください。留学生の方は氏名欄に英語または母国語表記、フリガナ欄にカタカナ表記でお書きください。
Write your name in alphabet or in your mother tongue, and your name in Katakana.

入居状況/Status
記入日時点で該当するものにチェック（☑）をご記入ください。
Check（☑） whether you have already moved in or not at the date of fill in.

マンション/Apartment
部屋番号/Room No.

ナジックネットを利用する入居予定または入居中のマンション名と部屋番号をお書きください。
Write the name of Apartment and room No. You live in and use Nasic Net. 

入居者連絡先/Contact
入居者本人と連絡が可能な連絡先をお書きください。記入不備や設備トラブル対応の際に連絡させていただく場合があります。
Write your phone number in case the document is incomplete or a trouble occours.

再開通/Contract again
過去にナジックネットをご利用されていた場合は、チェック（☑）をご記入ください。
Check（☑） if you had ever used Nasic Net Before.

料金コース/Course
申し込みたい料金コースにチェック（☑）をご記入ください。無記入の場合はベーシックコースを申し込まれたものとみなします。
Check（☑） the course which you apply for. If you leave this part blank, we consider it as BASIC Course.

開通希望日
/Desired start date

利用を開始したい日付をお書きください。但し、本申込書を受理してから4営業日後が最短の開通日となります。
Write your desired start date of using Nasic Net. Please note that it takes at least  4 business days to start the service after 
we receive this form.

記入要領/How to fill

【有料オプション/Paid service 】訪問サポート申込（日本語のみ/ only in Japanese ）

プラン
本申込書では［標準プラン（パソコン１台またはWi-Fi無線LANルータのインターネット設定）］の申込を承ります。
その他プランを希望される場合は、専門スタッフからの事前連絡時にプラン変更を申し出てください。
※各プランの詳細内容・価格はホームページをご覧ください。

訪問希望日 専門スタッフの訪問希望日をお書きください。

事前連絡希望日 申込受理後３営業日以降に訪問日時とプランの確認のため専門スタッフから連絡いたします。希望日がありましたらご記入ください。

連絡先
事前連絡を受ける連絡について、該当する項目にチェック（☑）をご記入ください。その他の場合は、あわせて連絡先をお書きくださ
い。

使用OS お使いのパソコンのOSに該当するものにチェック（☑）をご記入ください。その他のOSをお使いの場合は、空欄にご記入ください。

Seal or Signature


