
● 入居したその日からすぐに使える！
● ２４時間使い放題！
● 光ファイバーを使った高速ブロードバンド接続！

※メールアドレスに関しては、個別にて取得

● このサービスは、あくまで一般的に使用される方専用のインターネットサービスと
なっております。又、高度な機能を使用される方は、個別の回線を導入される事を
お勧めします。

● ＬＡＮインターフェイスのあるパソコン
● ＬＡＮケーブル（ストレートタイプ）

用意するものはこのふたつ！

※ＬＡＮケーブル（ストレートタイプ）の見分け方

当物件は、２４時間使い放題のインターネット接続サービスを完備しておりま

ます。 入居者の方に、快適なインターネットを高速ブロードバンド回線で

お楽しみ頂けます。

サービスの特徴

金色の端子が８本 金色の端子が２本か４本

接続にはこのケーブルをご
使用ください。
パソコンには通常付属して
いないので、別途、電気店
等で、お買い求めください。

このケーブルでは接続でき
ません。
ＬＡＮケーブルに比べると細
くなっています。
パソコンに付属している場合
が多いので、ご注意ください。

ＬＡＮケーブル（ストレートタイプ）パソコン

当物件のブロードバンドサービス

ＬＡＮケーブル（ストレートタイプ） ＴＥＬケーブル
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●ＬＡＮタイプの場合

●複数台つなぐ場合

接 続 方 法

ＬＡＮインターフェイスのあるパソコン

部屋内の専用差込口

ＬＡＮケーブル

ノート型パソコン

デスクトップ型パソコン

ＬＡＮケーブル

ＬＡＮケーブル

ＬＡＮケーブル

ＬＡＮケーブル、スイッチングハブは
お客様でご用意ください。

スイッチングハブ

部屋内の専用差込口
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インターネット接続 設定マニュアル
（Windows XP）

１
ネットワーク接続
｢スタート」→「コントロールパネル」
より「ネットワーク接続」を
クリックします。

・「ネットワークブリッジ」または、
無い場合「ローカルエリア接続」を
右クリックで「プロパティ」をクリック

1

ＬＡＮケーブル

モジュラーケーブル

パソコン

ＬＡＮ・モジュラープレート

接続図例

PC設定

LAN・モジュラープレートのLANポートと
PCのLANポートをLANケーブルで接続します

ＬＡＮケーブル
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３.
インターネット
プロトコル(TCP/IP)のプロパティ

「IPアドレスを自動的に取得する」
をチェック
「DNSサーバーのアドレスを
自動的に取得する」をチェック
以降、全て「OK」をクリックし
設定終了

2

２
プロパティ

「インターネットプロトコル
（TCP/IP）」をクリックして
「プロパティ」をクリックする。
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１．ネットワーク接続

｢スタート」⇒ 「コントロールパネル」

をクリックします。

２

コントロールパネルが表示されたら

「ネットワーク状態とタスクの表示」

をクリックする。

３.
この図のように線上に×がなければ、インターネットは
繋がる状況となりますので終了です。

[注意]
下記の図のように線上に赤い×印が表示される場
合は、LANケーブルまたは機器のネットワーク部に
障害があるものと思いますので、確認してくださ
い。

繋がらない場合はこちらへ進んでください。

[ネットワーク状態とタスク表示]の[状態の表示]をクリッ
クして開きます。

１．ネットワーク接続

｢スタート」⇒ 「コントロールパネル」

をクリックします。

２

コントロールパネルが表示されたら

「ネットワーク状態とタスクの表示」

をクリックする。

３.
この図のように線上に×がなければ、インターネットは
繋がる状況となりますので終了です。

[注意]
下記の図のように線上に赤い×印が表示される場
合は、LANケーブルまたは機器のネットワーク部に
障害があるものと思いますので、確認してくださ
い。

インターネット接続設定マニュアル
(Windows Vista)
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４.

ローカルエリア接続の状態の表示にて

[ プロパティ]

を選択します。

５.

確認ウィンドウが表示される場合は、

「続行」

ボタンをクリックして下さい。

６.

インターネットプロトコル
バージョン４(TCP/IPv4)に

チェック

がついていることを確認します。

インターネットプロトコル バージョン４
(TCP/IPv4)を選択し、

[プロパティ]を

選択します。

インターネット接続設定マニュアル
(Windows Vista)
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７.
インターネット
プロトコル(TCP/IP)のプロパティ
の全般をクリックし、

「IPアドレスを自動的に取得する」

をチェックします。

「DNSサーバーのアドレスを

自動的に取得する」

をチェック

以降、全て

「OK」をクリックし

設定終了です。

インターネット接続設定マニュアル
(Windows Vista)
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メールに関しては、無料メールで検索・又は無料メール取得方法について
お客様のご希望のプロバイダーへアクセスし、設定して下さい。
中でも、セキュリティも万全で一般的に使用数が多いのは例として、
Googleとyahooなどです。
又、有料メールに関しては、下記の一覧表にて電話でお問合せ下さいます
よう、お願い致します。

（通話料は通話時間に関係なく１０円のみご負担となります）

受付時間

9:00～22:00

10:00～17:00

毎日受付けてます。

携帯電話・PHS・IP電話からは 03-3569-3526

9:00～21:00

日曜日は定休日です。

9:00～20:00

土日・祝日も受付けてます。 0077-777でも受付

■受付時間／平日9:00～18:00 ※それ以降はコールセンター対応となる為、翌日対
応となる場合がございますのでご了承下さい。

℡099-248-7809

0120-309-092 10:00～21:00

10:00～17:00

土曜・祝日は10:00～18:00、日曜日は定休日備 考

※その他、ご不明な点・ご質問などございましたら、下記番号迄ご連絡下さいませ。

インターネット管理会社： 株式会社 イーグルアイ

備 考

OCN コミ・デ・400 420円（税込） 0120-506-506

土日・祝日は、10:00～19:00迄受付

0120-117-268

備 考

DION by KDDI コミコミコース 399円（税込） 0120-22-0077

●メールアドレスの取得方法について

メール料金コース

お手軽１コース 262.5円（税込） 0120-50-2210

備 考

WAKUWAKU プチコース 210円（税込）

備 考

So-net 電話パック１ 315円（税込）

0120-030-275

＊＊各社メール料金コース＊＊ 月額料金 電話番号

備 考

ASAHIネット Mプラン 473円（税込）

@nift

8



第１条 （総則）
１ 当社は、「インターネットメンバー」に対してインターネット接続サービスを提供するものとします。
２ 「インターネットメンバー」は、利用料金の支払い等、この規約に定める一切の義務を誠実に履行するものとします。
第２条 （本規約の適用）
１ 本規約は、当社と「インターネットメンバー」との間の一切の関係にてきようするものとします。
第３条 （「インターネットメンバー」の定義と権利）
１ 「インターネットメンバー」とは、本規約を承認の上、当社に「インターネット利用」の申し込みを行い、

「インターネット利用」を認められた個人を指すものとします。
２ 「インターネットメンバー」は本規定に違反しない範囲で、自由に当社より借り受けた「インターネット接続サービスを

利用することができるものとします。
第４条 （サービス内容の変更）
１ サービス内容の変更は、当社が必要と判断した場合、「インターネットメンバー」の承諾なしに行うことができるものとします。
第５条 （禁止事項）
１ 「インターネット利用」に当たり、次の行為を禁止します。

①アダルト情報の提供。（国内法の範囲であれば可）
②他人の著作物及びプログラムをその著作者
③虚偽の情報を提供する等して第三者に不利益をもたらすこと。
④誹謗、中傷等公序良俗に反する情報を流すこと。
⑤スパムメールに該当すると判断するメールを発信すること。（特定商法に従ってください）
⑥その他、法律に反すると判断される行為をすること。

２ 「インターネットメンバー」は、当社より借り受けた「アカウント」の全体に亘って前項を遵守しなければ
ならないものとします。すなわち、ホームページ開設者に対しても、前項を遵守させる義務を負います。

３ ウイルスにより、問題が発生しましても、当社は一切の責任を負わないものとします。
４ 本条項に抵触すると判断された時、必要に応じ、利用を停止、退会処理することができるものとします。
第６条 （利用資格の取消）
１ 「インターネットメンバー」が次の各号に該当する場合、当社は当該「インターネットメンバー」の加入資格を停止または

取り消すことができるものとします。
①加入申込み時に虚偽の申告をした場合。
②第７条に該当する禁止行為を行った場合。
③利用料金の支払いを延滞し、または支払いを拒否した場合。
④JPNICあるいはinterNICの規約、規則に対する重大な違反があった場合。
⑤その他当社が「インターネットメンバー」として不適当と判断した場合。

２ 前号各号の事由が生じた場合、「インターネットメンバー」は当社への債務を直ちに全額支払うほか、それらの事由の発生により
当社が被った一切の損害賠償の責を負います。なお、一切の前払い費用は返却されません。また、利用資格の取消を受けた
元社員の再加入はできません。

第７条 （「インターネットメンバー」の退会）
１ 「インターネットメンバー」がインターネットを退会する場合、当社に対する債務がある時には、その全額を支払わなければならない

ものとします。
２ 「インターネットメンバー」がインターネット利用を退会する場合、一切の前払い費用は返却されないものとします。
３ 「インターネットメンバー」は、退会時に管理するホームページ、メールがある場合、その処理を自己の責任において

行うものとします。
４ 「インターネットメンバー」が利用していたインターネットのデータの全てが、退会時に削除されます。

当社は、退会後一切のデータの保全に責任を負わないものとします。
第８条 （システムの運用管理）
1 「インターネット利用」のサービスを提供するためのシステムは、基本的に１週７日間、１日24時間利用できるものとします。

ただし、システム設備の保守または工事など止むを得ない事由でシステムの運用を停止する場合は、「インターネットメンバー」に
対して速やかに通知するものとします。なお、緊急の場合（通信機器等の故障）には通知を省略できるものとします。

２ 上記の理由により、当社の提供するサービスに延滞または中断が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第９条 （損害の免責）
１ 当社は「インターネット利用」の利用に発生した「インターネットメンバー」の損害については一切賠償の責を負わないものとします
２ 「インターネットメンバー」が「インターネット利用」により、再販売先など、他人に対して損害を与えた場合、

当該「インターネットメンバー」は自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとします。
第10条 （届け出事項の変更）
１ 「インターネットメンバー」は当社への届け出事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとします。
２ 「インターネットメンバー」から変更通知がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが遅着し、または

到着しなかった場合には当社は、その責任を負わないものとします。
第11条 （利用規約の発効）
１ この利用規約は、当社が「インターネットメンバー」からの加入申込書を受理した日から効力を生じるものとします。
第12条 （利用規約の発効）
１ 本規約は、当社の判断により「インターネットメンバー」の承諾なく変更・改定ができるものとします。その変更・改定の内容に

ついては、「インターネットメンバー」に対して事後に掲示板にて通知するものとします。
２ 改定後の本規約も、当社と「インターネットメンバー」との間の一切の関係に適用されるものとします。
第13条 （合意管轄）
１ 当社と「インターネットメンバー」との間で訴訟が生じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第14条 （諸法令、諸規則の遵守義務）
１ 「インターネットメンバー」及びホームページ開設者は日本国、米国等関連諸国の諸法令、諸規則を遵守するものとします。

■インターネット管理会社／株式会社イーグルアイ

※回線の故障などにつきましては、翌日の午前中迄の対応となる場合がございますのでご了承下さい

インターネット利用規約

平成19年10月1日制定

トラブルなどに関するお問合せ先
コールセンター ℡099-248-7809
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