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本マニュアルの一部または全部を無断で複写、転写、転載することは禁じられております。
本マニュアルは「すーぱあねっと」会員向けに製作されたものです。
※乱丁、落丁につきましてはお取替えいたします。info@super-r.net までご連絡ください。
※本マニュアルに関するご意見・ご感想は、info@super-r.net までメールにてお願いいたします。

TEL ／ 050-3786-7834

受付時間／9:00～17:00 (祝日・年末年始を除く) 

E-mail ／ info@super-r.net

問い合わせフォーム／ http://www.super-r.net/
　　　　　　　　　　 member/support-5.php/

TEL ／ 0３-６４００-３６８３

受付時間／9:00～２３:00(年中無休) 

E-mail ／ support@super-r.net

※メール・問い合わせフォームのご対応につきましては
　平日9時～17時内とさせていただいております。

※なお、接続などの問い合わせにつきまして、お電話は年中無休（9:00～23:00）で
受付けておりますが、障害対応等による現地対応は原則として月～金とさせて頂いて
おります。また、メールのご対応につきましては平日9時～17時以内とさせて頂いてお
ります。

※年末年始休業日の詳細につきましては、ポータルサイトをご確認ください。

接続、設定に関する問い合わせ

契約、 料金、 申込等に関する問い合わせ
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■ 接続・設定について
■ 各種お手続き・申請書類
■ 問い合わせ

http://www.super-r.net/member/
すーぱあねっとポータルサイト

接続・設定マニュアル

◆退会時までに大切に保管してください◆
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この度はすーぱあねっとをご契約いただきまして、誠にありがとうございます。
本冊子は、すーぱあねっとインターネット接続サービスの接続・設定方法及び各種サービスの
手続きのご案内をしております。ご契約に関する重要事項について、以下に記載させていただきます。
ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。

①お客様のご契約は、「株式会社スーパーリージョナル」との契約となります。
　問い合わせの際は株式会社スーパーリージョナルまでお願いいたします。
②お客様のご契約は、「すーぱあねっと会員規約」に基づいております。
③レンタルモデム、オプションサービスの無線 LANアクセスポイント・モバイルルーター・
　SIMカードに関しては株式会社スーパーリージョナルの所有物です。
　機器の返却に関しましてはお客様の元払いとさせていただきます。
　また、各レンタル品についてご返却いただけない場合は弊社規定の未返却違約金を
　ご請求させていただきます。
④ご解約方法について、お電話での受付は行っておりません。
　レンタル機器の返却、マイページより退会申請または退会申請書の郵送が必要となります。
　退会のご意思が確認できない場合、契約は継続となりますのでご注意ください。
⑤料金・違約金に関しては、プラン・ご提供の建物ごとに異なります。
　マイページにてご確認いただくか、インフォメーションセンターまで問い合わせください。
⑥本冊子・会員情報シートは退会時まで必ず保管をお願いいたします。

【重要事項】

ご不明な点等ございましたら、すーぱあねっとインフォメーションセンターまでご連絡くださいませ。
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＜サービス提供について＞
・本サービスは会員規約と本規約に基づいて提供する。
・当社が実施する他のキャンペーンと併用しての利用は不可。
＜サービス内容について＞
・契約期間　24ヶ月
・月額費用　1,900円（税抜）　※通常コースより割引した金額
・初期費用　5,000円（税抜）　※新規契約に限り、契約初月に発生
＜契約＞
サービス開始月を契約開始月（1か月目）とし、24か月目をもって契約満期とする。
なお24ヶ月目に退会の申請がない場合は、24ヶ月契約の自動更新とする。
＜契約解除料＞
24ヶ月未満（1～23か月目）での退会の場合は、契約解除料として24,000円が発生する。
なお契約解除料は最終月の月額利用料金とともに請求する。

＜契約解除料の免除＞
当社サービスの「すーぱあねっと光」を契約した退会者に限り、契約解除料を無償とする。また、免除する場合はすー
ぱあねっと光のキャンペーンをすべて除外とする。
免除希望の場合でも退会後翌月3営業日までに契約が完了しない場合、一度契約解除料を請求する。期限後に契約完了
した退会者には契約解除料の全額を返金する。但し返金の際の手数料については退会者負担とする。
＜契約変更＞
契約変更の手続きはオンライン上でのみ行うものとし、契約変更前の経過月数は引き継がないものとする。また契約変
更は通常プランから長期プランへの変更のみとし、長期プランから通常プランへの変更は別途契約解除料24,000円
を発生する。長期プランの契約期間中の一時休会申請については、不可とする。なおどちらの場合も契約変更する際の
初期費用を無償とする。
＜契約解除料免除に関する問い合わせは下記まで＞
すーぱあねっと光受付センター
電話番号：03-3373-3955
営業時間：9：00～ 17：00（土日祝日・年末年始を除く）
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23最新の規約はマイページに記載しておりますのでご確認ください。

６. 本会員の退会手続が正常に完了した後、再度契約する場合は新規契約となり当社所定の手続きを要するものと
します。
６. 本会員の退会手続が正常に完了した後、再度契約する場合は新規契約となり当社所定の手続きを要するものと
します。



【退会の諸注意】
●「すーぱあねっと」退会につきまして
退会処理はレンタル機器の返却、併せてマイページより退会申請または退会申請書の郵送が必要となります。
退会希望日は末日となり、ご利用料金の日割減算処理は行わないことをご了承願います。
また、退会手続きはセキュリティの問題上、お電話では一切承っておりません。

●オプションサービスを併せてご契約の場合
オプションサービスに関しましては、退会時に解約処理をさせていただきます。レンタル機器がある場合、期日までに下記住所までご返送ください。
その際に発生する郵送料等は会員様負担とします。また、ご返却がない場合は下記規定額を請求させていただくことをご了承願います。
・モデム未返却　15,000円 ( 税抜 )
・モデムACアダプタ　1,000円 ( 税抜 )
・モデムスタンド　1,000円 ( 税抜 )
・無線 LANアクセスポイント本体　8,000円 ( 税抜 )
・無線 LANアクセスポイント用アダプタ　2,000円 ( 税抜 )
・SuperNet SIM モバイルルーター　10,000円 ( 税抜 )
・SuperNet SIM SIMカード　1,000円 ( 税抜 )
※SuperNet SIM・メールサービスのご継続をご希望の場合は問い合わせフォームにてその旨をご連絡いただきますようお願いいたします。
（ご連絡がない場合は全てのオプションを解約処理させていただきます）
※機器返却時に退会申請のない場合又は、個人が特定できない場合には、退会処理が出来ない可能性がございます。
※弊社にて機器の返却が確認できない場合、弊社への発送伝票（控）をお持ちの場合には返却処理をさせていただきますので念のため保管をお願いいたします。
控の照合不可の場合は、会員規約に則りご請求させていただきますのでご了承願います。

※機器未返却違約金を領収後、退会月より6か月以内に機器の返却があった場合に限り返金対応といたします。
退会月より6か月目以降の返却の際は返金対応はいたしかねますので予めご了承くださいませ。

※退会申請後、退会希望月の変更又はキャンセルご希望の方は早急にインフォメーションセンターまでご連絡ください。
退会処理が完了すると契約継続ではなく新規のお申込となり、新たに初期費用等が発生いたします。

●ご利用料金のご請求は、ご契約のお支払方法により異なりますが、退会月の翌月又は、翌々月となっております。クレジットカードや口座を解約するなど、
支払いができなくなる場合は必ずインフォメーションセンターまでご連絡をお願いいたします。
支払いの遅延となった場合は関連利息をお支払いただく可能性がございます。
※退会完了のご連絡は差し上げておりませんが、問い合わせいただければ調査後お答えいたしますのでインフォメーションセンターまでご連絡ください。

●退会証明書や領収書の発行をご希望される場合、有料となります。（800円（税抜）/部）
発行手数料や発行時期につきましてはポータルサイト FAQをご参照の上、メールもしくは問い合わせフォームにて必要事項をインフォメーションセンターまでご
連絡ください。

〒164-0012　東京都中野区本町1－32－2　ハーモニータワー11F
　株式会社スーパーリージョナル「すーぱあねっと」退会係　宛
TEL：050-3786-7834

【 にねんプラン規約 】
＜サービス提供について＞
・本サービスは会員規約と本規約に基づいて提供する。
・当社が実施する他のキャンペーンと併用しての利用は不可。
＜サービス内容について＞
・契約期間　24ヶ月 ( 自動更新 )
・月額費用　1,900円 ( 税抜 )
・初期費用　5,000円 ( 税抜 )　※新規契約に限り、契約初月に発生
＜契約＞
サービス開始日を契約開始月 (1ヶ月目 )とし、24ヶ月目をもって契約満期とする。
なお24ヶ月目に退会等の申請がない場合は、24ヶ月契約の自動更新とする。
＜契約解除料＞
24ヶ月未満 (1～ 23ヶ月目 )での退会の場合は、契約解除料として24,000円が発生する。
なお契約解除料は最終月の月額利用料金とともに請求する。
＜契約解除料の免除＞
当社サービスの「すーぱあねっと光」を契約した退会者に限り、契約解除料を無償とする。また、免除する場合はすーぱあねっと光のキャンペーンを全て除外とする。
免除希望の場合でも退会後翌月3日までに契約が完了しない場合、一度契約解除料を請求する。期限後に契約完了した退会者には契約解除料の全額を返金する。但し
返金の際の手数料については退会者負担とする。
＜契約変更＞
契約変更の手続きはオンライン上でのみ行うものとし、契約変更前の経過月数は引き継がないものとする。また契約変更は通常プランから長期プランへの変更のみとし、
長期プランから通常プランへの変更は別途契約解除料24,000円が発生する。長期プランの契約期間中の一時休会申請については、不可とする。なおどちらの場合も
契約変更する際の初期費用を免除とする。
＜契約解除料免除に関する問い合わせは下記まで＞
すーぱあねっと光受付センター
電話番号：03-3373-3955
営業時間：9：00～ 17：00（土日祝日・年末年始を除く）　
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設定完了！

ご利用までの流れ

送付された内容の確認

設定

マイページの新規登録

支払方法の手続き

□  会員情報シート（保存版）
□  接続設定マニュアル（保存版）

□  接続設定マニュアル（本資料）にそって設定してください

□  こちらのURLから、新規登録を行ってください（13ページ参照）
　　https://www.super-r.info/

STEP1

STEP２

STEP３

STEP４
お申込時にお支払方法の確定をされていない方は
至急お支払方法を確定していただく必要がございます

□  クレジットカード払いをご希望の方
　  ⇒会員様専用マイページよりご申請いただくか、クレジット
　　  払い申込書にカード情報を記載のうえ、ご郵送ください

□  口座振替払いをご希望の方
　  ⇒アプラス預金口座振替依頼書をご郵送ください
　  ※約 1か月程審査にお時間がかかります
　　  支払方法未定の期間中は弊社指定の支払い方法にてお支払
　　  いただきますので予めご了承くださいませ

★お引越しが決まりましたら 4 ページをご覧ください！★
お引越し先でも安心・快適なインターネットをお楽しみいただけます！

3
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※電話番号は、1つ以上の記載を必ずお願いいたします

現住所

〔　　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　　〕

①　〔　　　　－　　　　－　　　　〕　
②　〔　　　　－　　　　－　　　　〕

〒

〒

申請日：　　　　年　  月  　日

フ リ ガ ナ

裏面記載の [退会の諸注意 ]または会員様専用マイページに記載の [退会の諸注意 ]を必ずお読みいただき同意の上、下記の記載を
お願いいたします。にねんプランご契約中の方は併せて [にねんプラン規約 ]を必ずお読みいただき、ご同意の上、下記を記載ください。

私はすーぱあねっと会員規約・にねんプラン規約及び機器の返却に関する項目を承認し、「すーぱあねっと」の退会を申請します。

すーぱあねっと  退会申請書

【お引越しをされる方】
一般マンション・アパートでもご利用いただける「すーぱあねっと光」をお支払い方法を変更せずに
ご提供させていただくことができます。
詳しくは下記に問い合わせいただくか、QRコードでご確認いただけます。

（問い合わせ）すーぱあねっと光受付センター
　　　　     TEL：03-3373-3955
　　　　     営業時間：9：00～17：00（土日祝日・年末年始を除く）

【レンタル機器ご返却に関して】
機器をお貸ししている場合、返却は梱包のうえご郵送願います。
機器返却期限は、退会希望月の翌月3日の弊社到着分までとなります。
※機器返却の際、念のため配送控を保管ください。レンタル機器のご返却がされない場合は規定の額をご請求させていただきます。
　返却の際に発生する郵送料は会員様負担となります。
※レンタル機器・退会申請書のご郵送先は裏面に記載がございます。

お引越し先
でも！
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□寮の移動・部屋移動 
□一般賃貸・マンション・アパート 
□戸建

お引越しが決まったらお読みください

お引越しが決まったら 

□『すーぱあねっと』の設備があるお建物へのお引越し

□すーぱあねっとの端末については、
建物により交換が必要な場合がございます。 
□すーぱあねっと光へお乗換えの方は、
端末の交換が必要となります。 

□工事内容は建物の状況により異なります。 

お引越し先のインターネット設備の確認

お引越手続き

接続工事

端末の受取・旧端末の返送

STEP1

STEP２

STEP３

STEP４

引き続き、『すーぱあねっと』で
安心・快適なインターネットサービスをお楽しみください！

転居先が『すーぱあねっと』または『ＮＴＴフレッツ光』の設備の入ったお建物であれば 

手続きかんたん、プロバイダ料金コミコミのおトクな料金で、 
安心・快適なインターネットサービスが引き続きご利用いただけます。

会員様専用マイページよりご申請いただくか、本マニュアル17ページの
「転居申請書」に必要事項をご記入のうえご郵送ください。
 

『すーぱあねっと光』へのお乗り換えとなります。
会員様専用マイページよりご申請いただくか、本マニュアル17ページの
「転居申請書」に必要事項をご記入のうえご郵送ください。
設備状況を確認いたします。

□『NTTフレッツ光』の設備があるお建物へのお引越し 

・旧端末のご返却については、接続工事翌月３日までとなります。 
・設定については、お客様ご自身で行っていただきます。

※裏面も必ずご確認ください。



【一時休会申請の諸注意】

●一時休会期間中は、お客様の会員番号、メールアドレス、パスワード、
　その他各サービスの設定状況を保管いたします。

●レンタルでお貸出ししている機器がある場合、
　一時休会期間中お客様自身にて保管いただきますようお願いいたします。
　なお、ご利用いただいている機器を紛失された場合などは、
　レンタル機器未返却違約金をご請求させていただきますことをあらかじめご了承ください。

●本書にて申請された再開希望日以後は、自動的にサービスを開始させていただきますことを
　あらかじめご了承ください。
　なお、休会期間の延長を希望される場合、休会期間中に再度申請書をご提出ください。

●休止希望日、再開希望日ともに日割り処理は行いませんので、あらかじめご了承ください。

●一時休会の対象は月額基本料金のみとなります。
　オプションサービスのご利用料金は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
●にねんプランご契約の方は、一時休会申請を承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

ご契約者様のお名前になります。
お間違いないかご確認ください。

●「会員情報シート（保存版）」の見方

すーぱあねっとご利用開始時に「会員情報シート（保存版）」を配布いたします。
メールサービスやＰＣセキュリティを利用される方は設定時に必要となります。
また、「お引越し」の際や、契約変更お手続き等でご利用するマイページを
見るために必要な情報となります。ご退会いただくまで大切に保管ください。
※マイページログイン方法については、1３ページをご覧ください。

520
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※弊社レンタルの無線 LAN機器での接続方法は P10をご参照ください。

VDSLモデム

VDSLモデム (WNM-3111J・H330)の場合

詳しくはモデム同梱の説明書をご確認ください

詳しくはモデム同梱の説明書をご確認ください

LANケーブル
室内に LAN用回線口がある場合
接続用 LANケーブルは
会員様にてご用意ください

室内LAN用回線口がある場合 お手持ちのパソコン等

お手持ちのパソコン等

お部屋の室内 LAN用回線口から
インターネットにつながります
穴あけなど特別な工事は必要ありません

室内 LAN用回線口

LANケーブル

モジュラケーブル（電話線）

NTT室内回線口

お手持ちの電話等

LINE

PHONE

POWER

10/100T

AC電源アダプタ

AC電源アダプタ

VDSLモデム

お手持ちのパソコン等
LANケーブル差込口が
必要です

LANケーブル

インライン
フィルタ

モジュラケーブル（電話線）

お手持ちの電話等

2分岐モジュラジャック
お手持ちの電話や FAXを
お使いいただく際に必要です

LINE

LAN

AC IN

NTT室内回線口
お部屋のNTT室内回線口から
インターネットにつながります
穴あけなど特別な工事は必要ありません

まずはお手持ちのパソコン、電話などの通信機器、
同封のアダプタなどの機器を接続します。
アダプタ同梱の説明書、以下の図を参考に作業をすすめましょう。
Mac をご利用の方は、パソコンの設定確認を行う必要がありません。

●機器の接続

１

１

■休会申請方法
休会希望月の前月末日までに当社必着にて、本申請書をご郵送いただくか、
会員様専用マイページより本申請書の必要事項をご送信ください。

■休会費用
1000円（税抜）／月

■申請書送付先
〒164-0012
東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー11F
株式会社スーパーリージョナル　「すーぱあねっと」係　宛

■休会申請手続きについてご不明な場合はインフォメーションセンターへ問い合わせください。
すーぱあねっとインフォメーションセンター
050-3786-7834（9：00～17：00　祝日・年末年始を除く）
info@super-r.net
問い合わせフォーム（http://www.super-r.net/member/support-5.php/）

※裏面も必ずご確認ください。

すーぱあねっと  一時休会申請書

裏面記載の [一時休会申請の諸注意 ]を必ずお読みいただき同意の上、下記の記載をお願いいたします。

〔　　　　　　　　　　　　　〕
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【転居申請の諸注意】
●転居先でのご利用に関しまして
　転居先での工事日およびご利用開始日につきましては、建物ごとに異なります。
　ご利用料金が変更になる場合がございますので、ご注意ください。

●「すーぱあねっと」を継続利用のお客様
　すーぱあねっとの設備が導入されている建物で継続してご利用いただけます。

　転居先での工事日およびご利用開始日につきましては、建物ごとに異なります。

　申請期日・サービス開始日は、主に毎月１５日締切・翌月１日サービス開始、　

　または毎週月曜日締切・金曜日サービスになります。

　建物内に掲示しているポスターをご確認いただくか、

　すーぱあねっとインフォメーションセンターまで問い合わせください。

　端末が交換になる場合は、新しい端末をご送付させていただきます。

　旧端末のご返却期日は、転居先サービス開始月の翌月３日になります。

　すーぱあねっと「にねんプラン」にご契約のお客様の契約期間は継続になります。
　同一建物内での部屋移動についても、弊社作業が発生しますので、転居申請を行ってください。
　工事が完了するまでのご利用いただけない期間につきましても、
　月額利用料金の日割減算処理は行わないことをご了承願います。

●「すーぱあねっと光」にサービスを変更されるお客様
　ＮＴＴフレッツ光の設備が導入されている建物、または戸建てにてご利用いただけるサービスです。
　転居先での工事日およびご利用開始日につきましては、
　すーぱあねっと光受付センターよりお電話にてご連絡をさせていただき、
　工事日のご調整をさせていただきます。
　その際、工事費の発生、月額利用料金の変更等についてご説明させていただきます。
　転居先では、新しく回線終端装置をＮＴＴ東日本・西日本より発送させていただきます。
　転居前にご利用の端末は、「株式会社スーパーリージョナル」まで、期日までにご返却が必要となります。
　旧端末のご返却期日は、転居先サービス開始月の翌月３日になります。　

　すーぱあねっと「にねんプラン」にご契約のお客様の契約期間は継続になりませんのでご注意ください。
　すーぱあねっとの月額利用料金は月末までの１ヶ月単位のご請求となります。
　すーぱあねっと光のサービス開始月のすーぱあねっと月額利用料金の日割減算処理は行わないことをご了承願います。

●転居先が「すーぱあねっと」「すーぱあねっと光」が提供できない場合
　退会申請が別途必要となります。退会希望月の翌３日まで退会手続をお願いいたします。
　退会手続方法については21ページ、22ページをご確認ください。
　すーぱあねっと「にねんプラン」にご契約のお客様は契約期間により、
　契約解除料が発生いたしますので、ご注意ください。
　　　　　　　

●Windows10 の設定を確認します
※下記は「設定 /「会員シート（保存版）」の見方」の後にお読み下さい。

ローカルエリア接続のプロパティを開く

③問題なければ「OK」をクリックします

⇒ メールサービスをご希望の場合は11ページ、
　 PCセキュリティ (オプション )を ご希望の場合は
 　12ページへお進みください

（TCP/IPv4）

1
0

7

コントロールパネルを開く

ネットワークの状態とタスクの表示を開く

①画面左下のスタートボタンを”右クリック”　　　
　又は「Windows」キーを押しながら「X」キーを押下 

②画面左下に一覧が表示された事を
　確認し「コントロールパネル」をクリック
　又は「P」キーを押下

①表示方法が「カテゴリ」に
　なっている事を確認

②「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

③「アダプタの設定の変更」をクリック

④「ローカルエリア接続」を
　"右クリック "

④

⑤一覧が表示された事を確認し
「プロパティ」をクリック

②
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●Windows8 の設定を確認します
※

⇒ メールサービスをご希望の場合は11ページ、
　 PCセキュリティ (オプション )を ご希望の場合は、
 　12ページへお進みください

①「プロパティ」
　をクリック

③

■申請書送付先
　〒164-0012
　東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー11F
　株式会社スーパーリージョナル　「すーぱあねっと」係　宛

■ご転居先のサービスがご不明な場合はインフォメーションセンターへ問い合わせください。
　　すーぱあねっとインフォメーションセンター
　　050-3786-7834（9：00～17：00　祝日・年末年始を除く）
　　info@super-r.net
　　問い合わせフォーム（http://www.super-r.net/member/support-5.php/）

〔　　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　　〕

連絡可能な
電話番号

①　〔　　　　－　　　　－　　　　〕　
②　〔　　　　－　　　　－　　　　〕 ※電話番号は、1つ以上の記載を必ずお願いいたします

メールアドレス ＠

ご転居先でご利用されるサービス名　　　　　　【チェックボックス□にVチェックをお願いいたします】

転居日

現住所

転居先住所

※裏面も必ずご確認ください。

裏面記載の [転居申請の諸注意 ]を必ずお読みいただき同意の上、下記の記載をお願いいたします。

すーぱあねっと　転居申請書

すーぱあねっと （すーぱあねっとの設備が導入されている建物）

すーぱあねっとの設備が導入されている建物（主に寮・社宅等）で継続してご利用いただけるサービスです。
現在ご利用のレンタルモデムが交換になる場合は別途ご連絡させていただきます。

すーぱあねっと光 （NTTフレッツ光の設備が導入されている建物・または戸建て）

NTTフレッツ光の設備が導入されている建物（主に一般マンション・アパート・戸建）でご利用いただけるサービスです。

すーぱあねっと光の工事費・ご利用料金・工事可能日につきましては、別途ご連絡いたします。

現在ご利用のモデムは、期日までに「株式会社スーパーリージョナル」にご返送ください。
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⇒17ページへお進みください。

会員番号・メールアカウント・パスワード等の通知については、すーぱあねっとポータルサイトより
「通知申請書」をダウンロードしていただき、当社にご郵送をお願いいたします。
　■すーぱあねっとポータルサイト（http://www.super-r.net/member）
　　　＞お客様サポート＞各種ダウンロード
返信用切手の同封をお願いいたします。※同封のない場合、規定の額をご請求させていただきます。

⇒通知申請書の郵送をお願いいたします。

①お引越し手続きについて
■ご転居先のお建物に『すーぱあねっと』の設備がある方
会員様専用マイページより「移動申請」を行ってください。
または、本資料17ページの「転居申請書」をご送付ください。
※期日・ご利用開始日はお建物により異なります。
※『にねんプラン』ご契約の場合、契約期間は継続となります。
※ご転居先の利用開始日までの期間中、ご利用いただけない期間につきましても、
月額利用料金の日割減算処理は行わないことをご了承お願いいたします。

■ご転居のお建物に『NTTフレッツ光』の設備がある方
　『すーぱあねっと光』へのお乗り換えとなります。
　会員様専用マイページよりご申請いただくか、本マニュアル17ページの
　「転居申請書」に必要事項をご記入のうえご郵送ください。
　申請受理後、すーぱあねっと光受付センターよりお電話にて
　料金等のご説明と工事日の調整をさせていただきます。
　※『にねんプラン』ご契約の場合、契約期間は継続になりませんのでご注意ください。

■ご転居先の設備が不明なお客様
　会員様専用マイページより移動申請をお願いいたします。
　調査後、設備等のご説明をさせていただきます。

②一時休会について ⇒19ページへお進みください。

③退会手続きについて
退会手続きを行う会員様は、会員様専用マイページより、退会申請をお願いいたします。
または、21ページの「退会申請書」をご送付願います。
機器のレンタルがある方は、併せて返却が必要となります。
退会希望月の翌3日までに退会手続きが完了した会員様に関して、
退会希望月の退会処理とさせていただきます。
また、退会月を含め2ヶ月間レンタル機器の返却がない場合は、
レンタル機器未返却違約金を請求させていただきますので、ご注意ください。
※機器未返却違約金を領収後、退会月より6か月以内に機器の返却があった場合に限り返金対応といたします。
　退会月より6か月目以降の返却の際は返金対応はいたしかねますので予めご了承くださいませ。

『にねんプラン』をご契約の場合は、24ヶ月ごとの自動更新の契約となりますので、
満期月以外で退会された場合は、契約解除料を契約最終月にご請求させていただきます。

休会手続きを行う会員様は、会員様専用マイページの問い合わせフォームより
休会申請の旨をお知らせください。
※その際に、19ページに記載のように休会希望日・再開希望日を
　お知らせいただけますとお手続きがスムーズです。
または、19ページの「一時休会申請書」に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。
申請の翌月以降より休会処理登録をいたします。レンタル機器は会員様にて保管をお願いいたします。
※『にねんプラン』ご契約の方は一時休会はご利用いただけませんのでご注意ください。

⇒21ページへお進みください。

⇒ メールサービスをご希望の場合は11ページ、
　 PCセキュリティ (オプション )を ご希望の場合は
 　12ページへお進みください

●Windows7 の設定を確認します

9

③
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マイページからの退会申請もしくは
21ページの「退会申請書」と
「レンタル機器」を合わせてご郵送ください。

19ページの「一時休会申請書」
をご郵送ください。
または問い合わせフォームよりご連絡ください。

13ページ「マイページ」にログイン後、
「契約コース照会」の基本サービスを選択し、
「コース変更」よりお申込みください。

13ページ「マイページ」にログイン後、
「契約コース照会」の基本サービスを選択し、
下部「オプション」よりお申込みください。
または問い合わせフォームよりご連絡ください。

問い合わせフォームよりご連絡ください。

13ページ「マイページ」にログイン後、
「契約コース照会」の基本サービスを選択し、
下部「オプション」よりお申込みください。

すーぱあねっとポータルサイトより
「お客様サポート」の「各種ダウンロード」
より「通知申請書」をダウンロードし、
ご郵送ください。

11ページ参照「メール登録サイト」より
お申込みください。

12ページ参照「メール登録サイト」より
お申込みください。

返信用切手の同封を
お願いいたします。
※同封のない場合、規
定の額をご請求させて
いただきます。

建物、設備状況に
より異なります。

申込即日利用可

申込即日利用可

お申込受理後、
5営業日程度で
発送となります。

お申込受理後、
5営業日程度で
発送となります。

お申込受理後、
5営業日程度で
発送となります。

退会希望月
翌月3日必着

休会開始月前月末日
当社必着

契約初月は
変更できません。

月額300円
( 税抜 )

月額500円
( 税抜 )

月額500円
( 税抜 )

返信用の切手代

容量により異なります

月額300円
( 税抜 )

月額1,000円
( 税抜 )

開始月より
課金対象となります。

開始月より
課金対象となります。

開始月より
課金対象となります。

開始月より
課金対象となります。

開始月より
課金対象となります。

※にねんプランご契約の
お客様は契約期間により、
契約解除料が発生いたし
ますのでご注意ください。

※にねんプランご契約の
お客様は契約期間により、
契約解除料が発生いたし
ますのでご注意ください。

※にねんプランご契約
のお客様は休会を承っ
ておりません。

変更希望月前月末日

お引越し

退会

休会

コース変更

申込即日利用可メール
サービス

セキュリティ
サービス

無線 LAN
アクセスポイント

すーぱあねっと
SIM /モバイル

ご利用PC追加

会員情報シート
（再発行）

基本サービス 申請方法 締切日
開始日等 費用等 備考

オプション
サービス 申請方法 締切日

開始日等 費用等 備考

その他 申請方法 締切日
開始日等 費用等 備考

各
種
手
続
き
方
法
一
覧

●各種手続き方法一覧

■転居先設備が『すーぱあねっと』の方
継続利用のお手続きを行ってください。
マイページからの｢移動申請｣、もしくは
17ページの「転居申請書」をご郵送
ください。

■転居先設備が『NTTフレッツ光』の方
『すーぱあねっと光』の契約にお乗換えの
手続きを行ってください。
マイページからの｢移動申請｣、もしくは
17ページの「転居申請書」をご郵送
ください。光受付センターよりお電話にて
工事日の調整をさせていただきます。

■すーぱあねっと
継続利用に伴う工事費は
発生しません。

■すーぱあねっと光
ご転居先設備により
異なります。

室内 LAN 用回線口との接続例

SSID およびパスワードの確認
SSID およびPASSWORDにつきましては、
付属の設定情報シートを参照していただいておりますが、
WHR-300機器本体の背面にも記載されております。
設定情報シートをお持ちでない場合は、こちらをご参照ください。

注意事項等
・ ご利用の際は、付属の「設定手順書」をご参照ください
・ LANケーブルは付属しておりませんので、必要な場合は
　別途お買い求めください。
・ 無線 LAN対応端末であれば当サービスで基本的に
　接続可能と思われますが、動作保障はいたしかねます。
　お貸し出ししたアクセスポイントで動作できない場合、
　ご自身で別途アクセスポイントをご用意いただくことに
　なります。
・ 電波の関係上、セキュリティに関しての保障はいたしかねます。
・ 無線 LANを用いた接続方法についての個別サポートは
　いたしかねますことをご了承ください。

無線LANアクセスポイントレンタルサービスの
解約・返却方法

解約時の返却先のご案内
無線 LANアクセスポイントは、当社からのレンタル品になります。
解約時はマイページ（14ページ参照）より解約手続きのうえ、
下記まで機器をご返却ください。

【返却先】
〒164-0012
東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー11F
株式会社スーパーリージョナル　「すーぱあねっと係」宛

返却の際に機器の破損、欠品、または期日までに返却なき場合は、
下記規定額をご請求させて頂きますのでご注意ください。
返送期日は、解約希望月の翌月3日まで必着となります。

【機器未返却費用】
無線 LANアクセスポイント本体　　　　8,000円（税抜）
専用ACアダプター一式　　　　　　  　2,000円（税抜）

「インターネットに接続できない」、
「故障かな？」と思ったら

■機器の設定は問題ない方
　回線状況をお調べいたします。
　突然の不具合はまず当社までお電話ください。

すーぱあねっとテクニカルサポートセンター
TEL：　03-6400-3683
年中無休　9：00～ 23：00

■機器の設定がわからない方
　当社では機器設定のサポートはいたしかねます。
　製造元メーカー様へ問い合わせください。

エレコムネットワークサポート（ナビダイヤル）
TEL：　0570-050-060
年中無休　10：00～ 19：00
ただし、夏季、年末年始の特定休業日は除きます。

VDSLモデム

WRH-300

INTERNET

INTERNETと
書いてある差込口に
LANケーブルを接続します

LANケーブル

WRH-300

INTERNET

INTERNETと
書いてある差込口に
LANケーブルを接続します

室内 LAN用回線口

WHR-300背面

SSIDおよびPASSWORDは
本体背面のこの部分にも
記載がございます。

●無線LANアクセスポイントレンタルサービス

オ
プ
シ
ョ
ン
／
無
線
L
A
N
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
レ
ン
タ
ル

VDSL モデムとの接続例

【ご利用をご希望される方のみ】月額500円（税抜）
※本サービスは基本サービスに含まれておりません。
　ご利用を希望される方は問合わせフォームよりご連絡をいただくか、
　マイページ（13ページ参照）よりお申込ください。
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オプションサービスにて無線ＬＡＮアクセスポイントのレンタルサービスも
ございます。会員様専用マイページの問い合わせフォームよりオプションの
登録を行ってください。

ブラウザの設定をもう一度確認してみましょう。
OSごとの設定詳細はWEB版マニュアルを
ご確認ください。
WEB版マニュアルはすーぱあねっと
ポータルサイトよりご覧いただけます。

テクニカルサポートセンターに電話、
またはメールにて問い合わせください。

通信状態をお調べいたします

テクニカルサポートセンター（年中無休 9時～23時）
TEL：03-6400-3683　Mail： support@super-r.net

「すーぱあねっと」への接続作業を終えても、お手持ちの機器がうまく使えないなどのトラブルに見舞われたら、
まずはこのページをご覧ください。
テクニカルサポートセンターではお電話でのご相談もお受けしております。連絡先は裏表紙をご覧ください。

Q1 インターネットに接続できません

A.
モデムとNTT室内回線口、パソコンが
確実に接続されているか確認します。
また、ケーブルの種類が間違っていないか、
各機器の電源がONになっているかも確認します。
本資料6ページも併せてご覧ください。

Q2 インターネットの通信が不安定で、
つながったり切れたりします

設定を確認しましょう

Q4 無線LANは使用できますか？

ケーブルの接続が間違っているか、
電源が入っていないかもしれません A. ネットワークの

設定を確認しましょう A. 接続の方法が間違って指定されているかもしれません

A.

メールが使えませんQ3

A.

A. 利用する場合、ルータ機能を停止してブリッジ機能で利用してください

Q5 接続スピードはどのくらいですか？

「すーぱあねっと」では建物の立地条件等を考慮し、最適な回線を提供して
おりますが、お客様のご利用状況や環境によって通信速度は変化いたします。
伝送方法はベストエフォートですので、ご提示させていただいている通信速
度は保障伝送速度ではありません。

A. ご利用状況や環境によって通信速度は異なります

Q6 メールアドレスを複数使いたいのですが

A. メールサービスはオプションサービスにて提供しております。11ページをご参照ください

1つめと同様、2つめ以降もメール登録サイトより追加をすることができ
ます。登録方法については11ページをご覧ください。
また、これまで別のプロバイダーで利用していたメールアドレスも継続し
てご利用可能ですが、プロバイダーにより送受信制限がある場合がござい
ます。詳細は今までのプロバイダーに問い合わせください。

Q7 ルーターをつけて
複数のPCをつなぐことはできますか？

A. ルーター機能の使用は禁止しています
市販のルーター・無線 LAN機器を使用される場合は、必ずルーター機能
（DHCP機能）を停止し、ブリッジモード（呼び方は機器により異なります）
でご利用ください。ルーター・無線 LAN機器の接続・設定方法およびトラ
ブルに関しましては、各メーカーのサポート窓口までお問合せください。
スイッチングハブを使用しての接続も可能です。（有線 LAN接続のみ）
複数台のPCを同時にご利用いただく場合は、「ご利用PC追加」オプショ
ンの登録申請を行ってください。

Q8 ネットワークゲームは利用できますか？

A. 各ゲーム会社のサポート窓口まで問い合わせください
ネットワークゲームのご利用に関する接続保障およびサポートは、弊社で
はいたしかねます。ネットワークゲームの接続やトラブルに関する内容は、
各ゲーム会社のサポート窓口まで問い合わせください。

その他のご質問も会員様マイページ・ポータルサイトにて公開しております。
マイページログイン方法については13ページをご参照ください。

Q9 パソコンと回線が遠くてつながらないのですが？

パソコンの設置場所が遠い場合は、別途長い LANケーブルを用意して、
そこまで配線します。パソコンが別の部屋にあるなど、どうしても配線で
きない場合は、別途無線 LANなどの周辺機器を用意してご利用ください。

A. 長い LANケーブルや無線 LANなどを別途ご用意ください

ネットワーク機器が正常に動作しているのに、
インターネットに接続できない場合は、
Windowsのネットワーク設定が間違っている
可能性があります。本資料7～9ページを参考に、
ネットワークの設定をもう一度確認してみましょう。

メールの送受信ができない場合は、メールソフトの設定が間違っている
可能性があります。「会員情報シート（保存版）」を参照し、アカウントや
パスワード、メールサーバーの項目が正しく設定されているか、また
「このサーバーは認証が必要」の設定が正しくされているかを、
WEB版マニュアルを参考にご確認ください。
WEB版マニュアルはすーぱあねっとポータルサイトよりご覧いただけます。

●メールの利用を希望される方

※ 2つ目以降のメールサービスをご利用の場合は、
再び「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリック後、
ご希望のメールアドレス・パスワードをご登録ください。

①ＷＥＢブラウザに、ログインＵＲＬを
　入力してください。

https://regist.super-r.net/
　ログイン画面が表示されます。

※ 3～ 4月利用開始の方は、登録の関係上、メール登録が可能に
なるまで1～2週間程度お時間がかかる場合がございます。
お急ぎの方はインフォメーションセンターまで問い合わせください。

http://regist.super- r.net/

① メール登録サイトへログイン後、
「メールサービス」をクリックします。

②「追加する」をクリックします。

③ ご希望のメールアカウント、パスワードを入力し、
　 登録するをクリックします。

@super- r.net

メール登録サイトへログイン

メールアカウントの登録

sample@super-r.net

⑤登録されました。

④取得できない場合は、再度別のメールアドレスを
　登録してください。

②会員情報シート（保存版）記載の
　ユーザアカウント、ユーザパスワードを入力し、
　「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※ 会員番号＠super-r.netとなります。
※「会員ID」は大文字と小文字を区別しませんが、
「パスワード」は大文字と小文字を区別しますので、ご注意ください。

・
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すーぱあねっと　ポータルサイト

http://www.super-r.net/member

※会員情報シート記載の会員番号が、
　9桁のお客様は下記新規登録が必要です。
　会員番号が、6桁のお客様は上記登録の対象ではございません。
　すーぱあねっとご利用時の6桁の会員番号、
　パスワード (初期設定生年月日 )が引き継がれます。

ログイン方法 WEBメールログイン方法
お部屋以外の場所からもメールを送受信！各種サービスのお申込み・解約、住所変更、

退会などの申請、他

①すーぱあねっとポータルサイト
にあるログインボタンをクリック
すると、左図ログイン画面が表示
されます。

②［新規登録］をクリックします。

③新規登録フォームが表示されます
ので、必要事項を入力し、[ 送信 ] を
クリックすると、入力いただいた
メールアドレスへユーザ IDと
パスワードが送信されます。
※加入者番号：
　会員情報シート記載の会員番号
※メールアドレス：
　普段お使いのメールアドレス
　（入力ミスにご注意ください）
※メールが到着しない場合は、
　迷惑メールフォルダを
　ご確認ください。
※パスワードはお客様ご自身で
　管理をお願いいたします。

④［トップページへ戻る］を
クリックします。

⑤ログイン画面より、発行された
ユーザ IDとパスワードを入力して
［ログイン］をクリックすると
マイページへログインできます。

お客様にてご登録 (本マニュアル12ページ
参照 )していただきましたメールアドレスと
メールパスワードを入力
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