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サービス申込受付ページとは、フレッツ 光ネクストご利用のお客さま向けサービスのお申し込み

やご契約状況の確認が行えるサイトです。
「フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト」の「サービス申込受付ページ（ＷＳＯ）」よりア

クセスすることができます。

第第第第１１１１章章章章 サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページについてについてについてについて

１１１１．．．．サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページとはとはとはとは１１１１．．．．サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページとはとはとはとは

第１章 サービス申込受付ページについて

■■■■■■■■フレッツフレッツフレッツフレッツ 光光光光ネクストネクストネクストネクスト サービスサービスサービスサービス情報情報情報情報サイトサイトサイトサイト
http://www.fletshttp://www.fletshttp://www.fletshttp://www.flets----wewewewest.jp/st.jp/st.jp/st.jp/wsowsowsowso////

※ フレッツ 光ネクスト サービス情報サイトに接続される場合は、インターネット
サービスプロバイダ（ＩＳＰ）への接続ではなく、フレッツ 光ネクスト サービス情報

サイト専用の接続設定をしていただく必要があります。
詳細はフレッツ公式ホームページ（http://flets-w.com/）をご確認ください。

２２２２．．．．サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページでできるおでできるおでできるおでできるお申申申申しししし込込込込みみみみ内容内容内容内容２２２２．．．．サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページでできるおでできるおでできるおでできるお申申申申しししし込込込込みみみみ内容内容内容内容

フレッツ・v6オプションでは、サービス申込受付ページより各種お申し込みやご契約状況の確

認、変更を行うことができます。

「お客さまID」および「アクセスキー」はフレッツ 光ネクストの『お申し込み内容のご案内』に記載されて
おります。

フレッツフレッツフレッツフレッツ 光光光光ネクストネクストネクストネクストがががが開通開通開通開通しているしているしているしている必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

サービス申込受付ページは、フレッツ 光ネクストご利用のお客さま専用サイト、フレッツ 光ネクスト
サービス情報サイトからアクセスしていただきます。

ご利用にあたっては、フレッツ 光ネクストが開通している必要があります。

フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションをごをごをごをご利用利用利用利用になるになるになるになる回線回線回線回線（（（（フレッツフレッツフレッツフレッツ 光光光光ネクストネクストネクストネクスト））））からからからからアクセスアクセスアクセスアクセスしししし
ていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。

サービス申込受付ページでお申し込みいただいたサービスは、サービス申込受付ページに
アクセスしている回線（フレッツ 光ネクスト）の付加サービスとなります。

なお、サービス申込受付ページにアクセスするには、回線（フレッツ 光ネクスト）
ごとに割り当てられた「お客さまID」および「アクセスキー」を入力していただきます。

３３３３．．．．ごごごご利用利用利用利用にあたってのごにあたってのごにあたってのごにあたってのご注意事項注意事項注意事項注意事項３３３３．．．．ごごごご利用利用利用利用にあたってのごにあたってのごにあたってのごにあたってのご注意事項注意事項注意事項注意事項

サービス申込受付ページのご利用にあたっては、以下のご注意事項をご確認ください。

■■■■ フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申申申申しししし込込込込みみみみ

■■■■ フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申申申申しししし込込込込みみみみ

■■■■ ネームネームネームネーム／／／／IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録

■■■■ ネームネームネームネーム／／／／IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更

■■■■ IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録削除登録削除登録削除登録削除

■■■■ フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申廃止申廃止申廃止申しししし込込込込みみみみ

■■■■ フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの廃止申廃止申廃止申廃止申しししし込込込込みみみみ
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４４４４．．．．サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス方法方法方法方法４４４４．．．．サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス方法方法方法方法

サービス申込受付ページへアクセスするまでの手順をご説明します。

３３３３３３３３ 「「「「おおおお客客客客さまさまさまさまID」「」「」「」「アクセスキーアクセスキーアクセスキーアクセスキー」」」」をををを入力入力入力入力しししし、、、、ログインログインログインログイン

以上以上以上以上でででで、、、、サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付ページページページページへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスがががが完了完了完了完了しますしますしますします。。。。

第１章 サービス申込受付ページについて

①「お客さまID」「ア

クセスキー」を入力

②「ログイン」をクリッ
ク

フレッツ 光ネクスト サービス情報サイトへの接続方法については、

フレッツ公式ホームページ（http://flets-w.com/）でご確認ください。

フレッツフレッツフレッツフレッツ 光光光光ネクストネクストネクストネクスト サービスサービスサービスサービス情報情報情報情報サイトサイトサイトサイトへへへへアクセスアクセスアクセスアクセス

22222222 スタートアップツールスタートアップツールスタートアップツールスタートアップツールよりよりよりより『『『『サービスサービスサービスサービス申込受付申込受付申込受付申込受付』』』』ボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリック

11111111
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基本契約申し込み

【ご利用状況詳細画面イメージ】

フレッツ・ｖ６オプションをご利用の場合は「基本契約申し込み」が必要となります。

ご利用状況詳細画面で、「基本契約申し込み」をクリックします。

11111111

第２章 お申し込み手順

１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込

「基本契約申し込み」
をクリック



－7－

22222222

１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込

同意書確認

同意書画面で、同意書を確認し、「同意する」をクリックします。

【同意書画面イメージ】

同意書の内容をご確認
いただき、同意される場
合は「同意する」ボタン
をクリックします。

「同意しない」ボタンを
クリックすると「回線情
報通知機能 ご利用状況
詳細画面」に戻ります。

（以下、「同意する」ボ
タンをクリックした後の
手順をご説明します。）

「同意する」または
「同意しない」をクリック
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【新規申込者情報入力画面イメージ】

新規申込者情報入力画面で、申込者情報、工事完了メール連絡先メールアドレス（希望者のみ）
を入力し。「次へ」をクリックします。
また、追加ネームを同時にお申し込みを希望される場合は、合わせて追加ネーム契約数を選択します。
※工事完了メール連絡先メールアドレスは、携帯電話のメールアドレスはご利用になれません。

新規申込者情報入力33333333

第２章 お申し込み手順

１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込

④「次へ」をクリック

①お申込者情報を入力

②ご連絡先メールアドレスを入力
入力されたメールアドレスに弊社から
お送りする工事完了通知メールを希望
される場合は、「希望する」をチェッ
ク

③追加するネームの数量を入力
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【申し込み内容確認画面イメージ】

申し込み内容確認画面で、申し込み内容を確認し、「次へ」をクリックします。

申込内容確認44444444

第２章 お申し込み手順

１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込

②「申し込み」をクリック

①申込内容を確認
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【受付完了画面イメージ】

受付完了画面で、受付内容を確認します。これで、申し込み手続きは完了です。
「ご利用状況詳細画面」にて申し込み手続き状況が確認できます。
※本申し込みに関する工事は、概ね１時間となります。

受付完了55555555

第２章 お申し込み手順

１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込

「ご利用状況詳細へ戻
る」をクリック
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【ご利用状況詳細画面イメージ】

ご利用状況詳細画面で、申し込み手続き状況が確認できます。

ご利用状況詳細確認66666666

第２章 お申し込み手順

１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込１１１１．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込

以上以上以上以上でででで、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みみみみはははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

「登録中」であることを確認
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追加ネームの契約申込

【ご利用詳細画面イメージ】

追加ネームの契約とは複数のネームをご契約できるサービスです。
フレッツ・v6オプション（基本契約）のご契約でネームを1つ利用可能ですが、追加ネームを
ご契約いただくことで最大10ネームまでご利用いただくことができます。
なお、追加ネームのご契約にあたっては、フレッツ・v6オプション（基本契約）が必要となります。

ご利用詳細画面で、「追加ネーム契約申し込み」をクリックします。

第２章 お申し込み手順

11111111

2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込

「追加ネーム契約申し込
み」をクリック
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同意書画面で、同意書を確認し、「同意する」をクリックします。

【同意書画面イメージ】

追加ネーム同意書確認

第２章 お申し込み手順

22222222

2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込

同意書の内容をご確認
いただき、同意される場
合は「同意する」ボタン
をクリックします。

「同意しない」ボタンを
クリックすると「回線情
報通知機能 ご利用状況
詳細画面」に戻ります。

（以下、「同意する」ボ
タンをクリックした後の
手順をご説明します。）

「同意する」または「同意しない」をクリック
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【新規申込者情報入力画面イメージ】

新規申込者情報入力画面で、申込者情報、工事完了メール連絡先メールアドレス（希望者のみ）、
追加ネームの契約数を入力し。「次へ」をクリックします。
※工事完了メール連絡先メールアドレスは、携帯電話のメールアドレスはご利用になれません。

新規申込者情報入力

第２章 お申し込み手順

33333333

2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込

④「次へ」をクリック

①お申込者情報を入力

②ご連絡先メールアドレスを入力
入力されたメールアドレスに弊社から
お送りする工事完了通知メールを希望
される場合は、「希望する」をチェッ
ク

③追加するネームの数量を入力
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【申し込み内容確認画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス入力画面で、ご希望のネームとIPv6アドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
※ネームで利用可能な文字種は、半角の英字（a～z）、数字（0～9）、ハイフン（-）となります。
※ネームで利用可能な文字数は、3文字以上40文字以内となります。

ネーム／IPv6アドレス入力

第２章 お申し込み手順

44444444

2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込

①「追加ネーム」
「IPv6アドレス」を入力

②「次へ」をクリック
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【申し込み内容確認画面イメージ】

申し込み内容確認画面で、申し込み内容を確認し、「次へ」をクリックします。

申し込み内容確認

第２章 お申し込み手順

55555555

2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込

「申し込み」をクリック
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【受付完了画面イメージ】

受付完了画面で、受付内容を確認します。これで、申し込み手続きは完了です。
「ご利用状況詳細画面」にて申し込み手続き状況が確認できます。

※本申し込みに関する工事は、概ね１時間となります。

追加申し込み完了

第２章 お申し込み手順

66666666

2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込2222．．．．フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプション 追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの申込申込申込申込

以上以上以上以上でででで、、、、追加追加追加追加ネームネームネームネーム申申申申しししし込込込込みみみみはははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

「追加ネーム契約数」が変更
されていることを確認します。
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ネーム、IPv6アドレス設定変更

【ご利用状況詳細画面イメージ】

ご利用状況詳細画面で、「設定変更」をクリックします。

11111111

３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録

「設定変更」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【ネーム/IPv6アドレス設定画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定画面で、「設定変更」をクリックします。

ネーム、IPv6アドレスの設定変更22222222

３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録

②「設定変更」をクリック

①現在の設定状況を確認します。

第２章 お申し込み手順
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【ネーム/IPv6アドレス設定画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定変更情報入力画面で、ご希望のネームとIPv6アドレスを入力し、
「次へ」をクリックします。
※ネームで利用可能な文字種は、半角の英字（a～z）、数字（0～9）、ハイフン（-）となります。
※ネームで利用可能な文字数は、3文字以上40文字以内となります。

ネーム、IPv6アドレスの登録

３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録

33333333

②「次へ」をクリック

①「ネーム」「IPv6アドレス」

を変更します。

第２章 お申し込み手順
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【ネーム/IPv6アドレス設定変更内容確認画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定変更内容確認画面で、登録内容を確認し、
「設定」をクリックします。

３．ネーム、IPv6アドレスの登録確認

３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録

44444444

「設定」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【ネーム/IPv6アドレス設定変更受付完了画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定変更受付完了画面で、受付内容を確認します。
これで、登録手続きは完了です。
「ご利用状況詳細画面」にて登録手続き状況が確認できます。

３．ネーム、IPv6アドレスの登録受付完了

３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録３３３３．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録登録登録登録

55555555

現在の設定状況を確認します。

以上以上以上以上でででで、、、、ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレス登録登録登録登録はははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

第２章 お申し込み手順
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ご利用状況詳細確認

【ご利用状況詳細画面イメージ】

ご利用状況詳細画面で、「設定変更」をクリックします。

11111111

4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更

「設定変更」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【ネーム/IPv6アドレス設定画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定画面で、「設定変更」をクリックします。

ネーム、IPv6アドレス設定変更22222222

4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更

②「設定変更」をクリック

①現在の設定状況を確認します。

第２章 お申し込み手順



－25－

【ネーム/IPv6アドレス設定画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定変更情報入力画面で、ご希望のネームとIPv6アドレスを入力し、
「次へ」をクリックします。
※ネームで利用可能な文字種は、半角の英字（a～z）、数字（0～9）、ハイフン（-）となります。
※ネームで利用可能な文字数は、3文字以上40文字以内となります。

ネーム、IPv6アドレス設定変更情報入力33333333

4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更

②「次へ」をクリック

①「ネーム」「IPv6アドレス」

を変更します。

第２章 お申し込み手順
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【ネーム/IPv6アドレス設定変更内容確認画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定変更内容確認画面で、登録内容を確認し、「設定」をクリックします。

ネーム、IPv6アドレス設定変更内容確認44444444

4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更

「設定」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【ネーム/IPv6アドレス設定変更受付完了画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定変更受付完了画面で、受付内容を確認します。
これで、登録手続きは完了です。

「ご利用状況詳細画面」にて登録手続き状況が確認できます。

４．ネーム、IPv6アドレスの変更55555555

4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更4444．．．．ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの変更変更変更変更

現在の設定状況を確認しま
す。

以上以上以上以上でででで、、、、ネームネームネームネーム、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレス設定変更設定変更設定変更設定変更はははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

第２章 お申し込み手順
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ご利用状況詳細確認

【ご利用状況詳細画面イメージ】

ご利用状況詳細画面で、「設定変更」をクリックします。

11111111

5.IPv65.IPv65.IPv65.IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録削除登録削除登録削除登録削除5.IPv65.IPv65.IPv65.IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録削除登録削除登録削除登録削除

「設定変更」をクリック

第２章 お申し込み手順



－29－

【ネーム/IPv6アドレス設定画面イメージ】

ネーム/IPv6アドレス設定画面で、「IPv6アドレス削除」をクリックします。

IPv6アドレスの登録削除22222222

5.IPv65.IPv65.IPv65.IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録削除登録削除登録削除登録削除5.IPv65.IPv65.IPv65.IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録削除登録削除登録削除登録削除

現在のお客様設定状況をご確認の上
「IPv6アドレス削除」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【IPv6アドレス削除内容確認画面イメージ】

IPv6アドレス削除内容確認画面で、内容を確認し、「削除」をクリックします。

IPv6アドレス削除受付完了画面で、受付内容を確認します。これで、手続きは完了です。
「ご利用状況詳細画面」にて登録手続き状況が確認できます。

【IPv6アドレス削除受付画面イメージ】

IPv6アドレスの削除内容確認33333333

5.IPv65.IPv65.IPv65.IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録削除登録削除登録削除登録削除5.IPv65.IPv65.IPv65.IPv6アドレスアドレスアドレスアドレスのののの登録削除登録削除登録削除登録削除

「削除」をクリック

以上以上以上以上でででで、、、、IPv6IPv6IPv6IPv6アドレスアドレスアドレスアドレス削除削除削除削除はははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

第２章 お申し込み手順
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ご利用状況詳細確認

【ご利用状況詳細画面イメージ】

基本契約を廃止すると、追加ネームもあわせて廃止となります。
また、インターネット（IPv6 IPoE）に対応したプロバイダサービスをご利用の場合、

インターネットがご利用いただけなくなります。

ご利用状況詳細画面で、廃止したい契約の「廃止」をクリックします。

11111111

6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

「廃止」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【廃止申し込み情報入力画面イメージ】

廃止申し込み情報入力画面で、申込者情報を入力し、「次へ」をクリックします。

申請者情報入力22222222

6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

①お申込者情報を入力

②「次へ」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【廃止申し込み内容確認画面イメージ】

廃止申し込み内容確認画面で、内容を確認し、「廃止する」をクリックします。
※「廃止する」をクリックすると廃止申し込みが完了し、同時に利用できなくなります。

廃止申込33333333

6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

お客様契約状況をご確認の
上「廃止する」をクリック

第２章 お申し込み手順
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廃止受付完了画面で、受付内容を確認します。これで、手続きは完了です。
「ご利用状況詳細画面」にて登録手続き状況が確認できます。

【廃止受付完了画面イメージ】

廃止受付完了確認44444444

6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込6.6.6.6.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

以上以上以上以上でででで、、、、基本基本基本基本サービスサービスサービスサービス契約廃止契約廃止契約廃止契約廃止申申申申しししし込込込込みみみみはははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

第２章 お申し込み手順



－35－

申し込み状況詳細確認

【ご利用状況詳細画面イメージ】

ご利用状況詳細画面で、廃止したい追加ネームの「廃止」をクリックします。

11111111

7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

「廃止」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【廃止申し込み情報入力画面イメージ】

廃止申し込み情報入力画面で、申込者情報を入力し、「次へ」をクリックします。
追加ネームを基本契約のネームと入れ替えることで継続利用が可能です。
※入れ替えると基本契約のネームは、利用できなくなります。

廃止申込情報入力22222222

7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

①お申込者情報を入力

②「次へ」をクリック

第２章 お申し込み手順
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【廃止申し込み内容確認画面イメージ】

廃止申し込み内容確認画面で、内容を確認し、「廃止する」をクリックします。
※「廃止する」をクリックすると廃止申し込みが完了し、同時に利用できなくなります。

廃止申込内容確認33333333

7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

お客様契約状況をご確認の
上「廃止する」をクリック

第２章 お申し込み手順
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廃止受付完了画面で、受付内容を確認します。これで、手続きは完了です。
「ご利用状況詳細画面」にて登録手続き状況が確認できます。

【廃止受付完了画面イメージ】

廃止受付完了44444444

7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込7.7.7.7.フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・v6v6v6v6オプションオプションオプションオプションのののの追加追加追加追加ネームネームネームネーム廃止申込廃止申込廃止申込廃止申込

以上以上以上以上でででで、、、、追加追加追加追加ネームネームネームネームのののの廃止廃止廃止廃止申申申申しししし込込込込みみみみはははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

第２章 お申し込み手順
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8.8.8.8.基本契約基本契約基本契約基本契約ののののネームネームネームネームのののの削除削除削除削除（（（（追加追加追加追加ネームネームネームネームとのとのとのとの入入入入れれれれ替替替替ええええ））））8.8.8.8.基本契約基本契約基本契約基本契約ののののネームネームネームネームのののの削除削除削除削除（（（（追加追加追加追加ネームネームネームネームとのとのとのとの入入入入れれれれ替替替替ええええ））））

11111111

複数のネームをお持ちの場合に、基本契約を廃止すると追加ネームが利用できなくなります。
基本契約のネームのみを廃止したい（追加ネームは引き続き利用したい）場合は、追加ネームを
基本契約のネームと入れ替えることで継続利用が可能です。
※入れ替えると基本契約のネームは、利用できなくなります。

第２章 お申し込み手順

【廃止申し込み情報入力画面イメージ】

廃止申し込み情報入力

③「次へ」をクリック

①お申込者情報入力

②ネームを「入れ替える」
「入れ替えない」のどちら
かにチェック
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22222222

8.8.8.8.基本契約基本契約基本契約基本契約ののののネームネームネームネームのののの削除削除削除削除（（（（追加追加追加追加ネームネームネームネームとのとのとのとの入入入入れれれれ替替替替ええええ））））8.8.8.8.基本契約基本契約基本契約基本契約ののののネームネームネームネームのののの削除削除削除削除（（（（追加追加追加追加ネームネームネームネームとのとのとのとの入入入入れれれれ替替替替ええええ））））

【廃止申し込み内容確認画面イメージ】

廃止申し込み内容確認

廃止申し込み内容確認画面で、内容を確認し、「廃止する」をクリックします。

②「廃止する」をクリック

①「継続利用するネーム」
「廃止するネーム」を確認
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33333333

8.8.8.8.基本契約基本契約基本契約基本契約ののののネームネームネームネームのののの削除削除削除削除（（（（追加追加追加追加ネームネームネームネームとのとのとのとの入入入入れれれれ替替替替ええええ））））8.8.8.8.基本契約基本契約基本契約基本契約ののののネームネームネームネームのののの削除削除削除削除（（（（追加追加追加追加ネームネームネームネームとのとのとのとの入入入入れれれれ替替替替ええええ））））

廃止受付（入れ替え）完了

【廃止受付完了画面イメージ】

以上以上以上以上でででで、、、、ネームネームネームネーム入入入入れれれれ替替替替ええええ申申申申しししし込込込込みみみみはははは完了完了完了完了ですですですです。。。。

廃止受付完了画面で、受付内容を確認します。これで、手続きは完了です。
「ご利用状況詳細画面」にて登録手続き状況が確認できます。
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スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」を選択してください。

「ｃｍｄ」と入力をし、「ＯＫ」を押してください。

コマンドプロンプトが起動しますので、「ipconfig /all」と入力し、
「Enter」キーを押してください。

表示された項目のうち、IPv6アドレスを確認してください。
赤枠の部分のIPv6アドレスが、端末のIPv6アドレスになりますので、この
IPv6アドレスをメモし、サービス申込受付ページのIPｖ6入力欄に入力し
てください。

ｃｍｄｃｍｄｃｍｄｃｍｄ

2001:●:●●:●●:1234:5678:90ab:●

第２章 お申し込み手順

９９９９....IPIPIPIPｖｖｖｖ６６６６アドレスアドレスアドレスアドレスのののの確認方法確認方法確認方法確認方法９９９９....IPIPIPIPｖｖｖｖ６６６６アドレスアドレスアドレスアドレスのののの確認方法確認方法確認方法確認方法

11111111
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