
EditNet IP ルーティングサービス

自動引落の場合の申込方法

１　事前に web で手続をします

お手続きに不備がなければ，最短 2日程度でご利用可能です．

迅速な手続のために，どうぞご協力ください．

　開通手続きを迅速・正確に行うために，お名前，ご加入プランなどは事前に web で入

力していただきます． https://intereddy.edit.ne.jp/ にて，お手続きください．

　web で手続をされますと，ログイン ID, パスワードを仮にお知らせします．

（まだ利用できません．ログイン ID とパスワードは必ず控えておいてください．）

２　保証金を払い込みます

　弊社の料金は 2か月ごとの後払いですので，自動引落のお客さまは原則として保証金

をお預け入れいただきます．

　セブンイレブンによる払込，銀行振込で入金ができます．

　        → 3ページをご覧ください

３　申込書を郵送します

　この PDF ファイルの 4 ページ目は，申込書（兼預金口座振替依頼書）になっています．

この用紙をご提出いただくことで，手続が完了します．

　お申し込みにあたり，ご本人様の確認書類の同封をお願いします．

        → 2 ページをご覧ください

４　開通のお知らせが届きます

　到着・内容確認後速やかに電子メールでお知らせします．その時点からお使いいただ

けます．接続するには，1で表示したログイン ID とパスワードを使います．



本人確認書類の同封にご協力ください

　架空名義でのアカウントの取得によるネット犯罪・迷惑行為の発生を抑止するため，弊社

ではご契約者さまの本人確認を実施いたします．

　ほとんどのお客様には大変お手数をおかけし，申しわけございません．

　目的をご理解の上，お手数とは存じますが，ご協力をお願いいたします．

１　個人のお客様の場合

　ご住所，お名前を確認できる資料を確認させていただきます．次の書類のいずれか 1つをお送りください．

　　※本籍，個人番号（マイナンバー），住民票コードが記載されていないものをお送りください

　(1) 運転免許証のコピー　(2) 健康保険証のコピー

　(3) 住民基本台帳カード (住所が記載されているタイプ )のコピー

　(4) 個人番号カードの表面（個人番号の記載がない面）のコピー　(5) 在留カードのコピー

　(6) ご本人名義の，公共料金請求書・領収書 (電話，電気，ガス，水道など )の写し

　　　※住所とお名前が書かれているものに限ります

　(7) 住民票の写し (本籍，続柄，個人番号，住民票コードの表示は不要 ,コピー可 )

　いずれも，お引越しに伴うご契約の場合などは，旧住所のものでもかまいません．

　その他の資料については，support@edit.ne.jp までお問い合わせください．

２　法人のお客様の場合

　御社名，ご住所を確認できる資料を確認させていただきます．次の書類のいずれか 1つをお送りください．

　(1) 現在事項全部証明書（いわゆる登記簿謄本 )　(コピー可，お手持ちのものがあれば，それでかまいません )

　(2) 代表者資格証明書 (コピー可 )

　　※登記地と異なる住所でのご契約の場合は，加えて以下のうちどれかをお送りください．

 (a) 御社名義の，公共料金請求書・領収書 (電話，電気，ガス，水道など )の写し

　　その他の資料については，support@edit.ne.jp までお問い合わせください．

ご協力ありがとうございます！

ご本人確認の開始後，アカウントの不正利用（迷惑メールの送信など）による強制解約事例が
激減し，ネット上の迷惑行為の抑止につながっています！

保証金について

　弊社の料金は 2 か月ごとの後払いのため，自動引落でお支払いの場合は原則として保証金

をお預かりします．主なプランの保証金の額は以下のとおりです．

　・IP 網基本プラン（ライト )　9,000 円

　・IP 網基本プラン（レギュラ・固定 IP アドレスオプションなし）　11,000 円

　・IP 網基本プラン（レギュラ・固定 IP アドレスオプション 1個）　17,000 円

　　※その他のプラン，複数固定 IP アドレスの場合はお問い合わせください．

　保証金は解約の際，最終回のご精算が済んだ後にお返しします．（ご返金を早めるため，

最終回の料金と相殺して残額をお返しすることがあります．）

　●保証金が不要な場合，その他詳細は web ページをご参照ください．

　●クレジットカードでお支払いの場合，保証金は一切不要です．



　自動引落によりお支払いの場合は，加入時に保証金の入金をお願いしています．保証金は解約のとき（最終回の料金の精

算が済んだ後）お返しします．

　セブンイレブンと銀行振込で払込ができます．

【セブンイレブンの場合】

　https://intereddy.edit.ne.jp/ から「現ユーザ様の手続」を選び，仮 ID でログインのうえ「セブンイレブン払込」を

選択し，払込票番号を入手してください．セブンイレブンでは，レジで「インターネットショッピング」と伝え，払込票番

号を見せてお支払いください．

【銀行振込の場合】

　https://intereddy.edit.ne.jp/ から「現ユーザ様の手続」を選び，仮 ID でログインのうえ「銀行振込」を選択してく

ださい．

　保証金の額と，GMO あおぞらネット銀行の口座番号が表示されますので，お振り込みください．（手数料はお客さまご負

担となります．）

　※ GMO あおぞらネット銀行の口座は，お客さまごとに番号が異なりますので，web でご確認ください．

　※ここで表示される口座は，1回限り（今回の保証金の送金専用）の口座番号です．

IP ルーティングサービス契約申込書 (説明書 )

1　印刷の確認
　用紙が正しくきれいに印刷されていることを確認してください。

　(1) 右の目盛りの幅が 50mm(5cm) で出ているか確認してください。

   ※± 5mm 程度は差し支えありません．

　(2) 文字が鮮明に出ているか確認してください。（「預金口座振替依頼書」の約款が読み取れることが必要です。）

　プリンタをお持ちでない場合，お持ちでも上記の 2点を満たさない場合は，support@edit.ne.jp までログイン ID をお知

らせいただければ，プリントアウトした書式をお送りいたします。（郵送には 2 日～ 3 日かかりますので余裕をもってご請

求ください。）

←黒枠の幅が 50mm →

2　保証金の送金

3　申込書の記入・送付

　申込書にご記入の上，郵送で弊社あてにお送りくださ

い．ご送付の際，お名前と現住所を確認できる本人確認資

料の写しを同封してください．

　郵送先は以下のとおりです：

　　〒 158-0096　世田谷区玉川台 1-1-3

　　　 EditNet 株式会社用賀事業所

 EditNet カスタマサービスセンタ

4　送付後の手続
　弊社に用紙が届き，不備がないことが確認できましたら，速やかにアカウントの開通を手配いたします．（仮発行のアカ

ウントが有効になります．また，オプションもオンラインで申し込めるようになります．）手続が済みましたら，お届けの

電子メールアドレスにご連絡いたします．

　可能な限り到着日中（即日）の手続を心がけておりますが，都合により 1 ～ 2 営業日程度遅れることがありますので，そ

の際はご了承ください．

　不備がありました場合は電子メールや電話でご連絡いたします．弊社で補正できる範囲は補正の上すぐに手続を進めます

が，銀行に提出する部分についてはそれができないこともあります．その場合改めて送りなおしをお願いすることがありま

すので，不備のないようご記入ください．

■送付前に確認してください！

　□郵便局の場合，領収書のコピーは添付されていますか．

　□記入事項（特にログイン ID) は正しいですか．

　□本人確認資料は同封されていますか．

　□法人の場合，代表者肩書・氏名の記入忘れはありませんか．

　□株式会社などを ( 株 ) のように省略すると不備になりま

す．省略せず，正しく記入されていますか．

自動引落によるお支払いの場合は，web サイトでのお申込の後にこの用紙のご提出が必要です．

「web サイトでの手続＋この用紙のご提出」により，契約手続が完了いたします．



EditNet 株式会社 IP ルーティングサービス契約申込書

1　印刷の確認
　(1)右の黒枠の幅が50mm(± 5mm程度 )で印刷されていることを確認してください．

　(2) この紙の最下部の「預金口座振替依頼書」の約款が読み取れることを確認して

ください．最下行の「ここまで印刷されたことを確認してください」という文字が印

字されたことを確かめてください．

←黒枠の幅が 50mm →

2　契約申込書

自動引落によるお支払いの場合は，web サイトでのお申込の後にこの用紙のご提出が必要です．

用紙のご提出前に，webサイトでお手続きをお済ませください．（この用紙だけでは手続できません．）

　私(当会社)は，EditNet株式会社IPルーティングサービス提供約款の規定に基づき，

サービスの利用申し込みをします．

　（契約内容に関する詳細は，事前にwebサイトから御社に送信した内容によります．）

　利用の上は，約款・法令の規定を遵守するとともに，他人の迷惑となる行為（他人の

名誉，プライバシを侵害する行為，広告メールの大量送信行為などが相当しますが，そ

れらに限られるものではありません）はいたしません．

　

20　　年　　月　　日

お申込人氏名 (自署 )

お客様番号

ログイン ID

web サイトでお申込が受け付

けられた際に発行された番

号・ID を左に記入してくだ

さい．

個
　人

法
　人

( お申込日 )

御社名

代表者肩書・氏名

お申込責任者署名 (または記名押印 )

20　　年　　月　　日

契約を御社内で決裁できる方の署名で差し支えありません．

(お申込日 )

不備があったときなどの連絡先をご記入ください

郵便局でお支払いの場合，保証金の

領収書のコピーを，この付近に貼っ

てください。

（原本はご自身で保管してください）

※セブンイレブンでのご送金の場

合，添付は不要です．

(社用欄 )

入金確認　　月　　日

　　　　局番　　　　　金額

本人確認　免許証・保険証・

　　　　　公共料金領収書

預金口座振替依頼書
自動払込利用申込書 (○収 ○加 )

銀行
金庫
組合

２０　　　年　　　月　　　日

口座名義人

(法人等の場合 )

代表者肩書・氏名

フリガナ 届出印 捨印

ゆ
う
ち
ょ
以

外

の

銀

行 １・普通　　２・当座　           　口座番号

収納先会社名　EditNet 株式会社　料金等の種類　インタネット通信料　　　収納先番号・契約者番号　001052 00 0000 000  　　　　　　　　 

収納代行会社　SMBC ファイナンスサービス株式会社
振替日 (払込日 ) 27 日 ( 金融機関休業日は翌営業日 )
私は SMBC ファイナンスサービス株式会社から請求された金額を，私名義の下記預金口座から支払うことと
したいので，預金口座振替規定を確約の上依頼します．

金融機関使用欄

検印 　　印鑑照合 受付印

不備返却先：
〒 108-6350 港区三田 3-5-27
SMBC ファイナンスサービス (株 )
決済ビジネス事務部 TEL03-5444-1533

不備返却理由
１　取引なし　２　記載事項相違
　３　印鑑相違　４　印鑑不鮮明
　５　代表者名義なし
　６　その他（　　　　　　　 　）

（預金口座振替規定）　※ゆうちょ銀行を除く．ゆうちょ銀行をご指定の場合は，自動払込み規定が適用されます．
１　銀行（金庫・組合）に請求書が送付されたときは，預金規定または当座勘定規定にかかわらず，預金通帳，払戻請求書の提出，または小切手の振り出しは
しませんから，私に通知することなく，請求書に記載された金額を，預金口座から引落の上支払ってください。
２　振替日において，請求書記載の金額が預金口座から払い戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む）を超えるときは，私に通知す
ることなく請求書を返却しても差し支えありません。
３　この契約を解除するときは，私から銀行に書面でお届けします。なおこの届出がないまま長期間にわたり会社から請求がないなど相当の事由があるときは，
私から特に申出をしない限り，銀行はこの契約が終了したものとして取り扱っても差し支えありません。
４　この預金口座振替について紛議が生じても，銀行にはいっさい迷惑をおかけしません。ただし銀行の責めによる場合はこの限りではありません。

本店
支店　　御中
出張所

ゆ
う
ち
ょ

銀

行

金融機関コード　支店コード

種目コード 契約種別コード 通　帳　記　号 通　帳　番　号（右詰め）

１６６３０
の

１ ０

ゆうちょ銀行

を除く

＜ EditNet 登録用＞ ９９００ ○○○ １普 ○○○○○○○
銀行コード 支店コード 種目 口座番号 (最後の 1を抜いて登録 )

払込先口座番号　００１１０－５－５８８３０　払込先加入者名　SMBC ファイナンスサービス株式会社

ど
ち
ら
か
片
方
だ
け
ご
指
定
く
だ
さ
い

●セルフプリントの場合のお願い●
　・左の規定の文字が読めるかご確認ください．

　・規定が最後の行 (下の点線 )まで印字されてい

　　るかご確認ください．


