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はじめに

STEP1

STEP２

STEP３

STEP４

設定完了！

ご利用までの流れ

送付された封筒の内容の確認

ご契約内容の確認

設定

支払い方法の手続き

【プロバイダー】すーぱあねっとフレッツプラン
□  会員情報シート（保存版）
□  設定ガイド（本資料）

【回線】すーぱあねっと光
□  開通のご案内
□  重要事項説明

＜対象の方のみ＞
□  お申込書
□  アプラス預金口座振替依頼書（2枚複写）

□  会員情報シート、開通のご案内のご契約状況の記載内容をご確認ください。

□  開通工事後、設定ガイド（本資料）にそって設定してください。

①「すーぱあねっと」から継続して「すーぱあねっと光」と「フレッツプラン」を
お申込みいただいた方
⇒引き続き「すーぱあねっと」の支払方法を継続させていただきます。
②新規で「すーぱあねっと光」と「フレッツプラン」にお申込みいただいた方
⇒同封のお申込書に必要事項をご記入の上、クレジットカード払いまたは口座振
替をご選択ください。

□  フレッツプラン（プロバイダー）のみお申込いただいた方

※口座振替は、別紙口座振替依頼書も必ず記載の上、あわせてお送りください。

※口座振替は、別途口座振替依頼書も必ず記載の上、あわせてお送りください。
※ご利用いただいていた、他プロバイダの解約については、お客様ご自身で行っていただきますようお
願い申し上げます。解約方法につきましては、ご契約いただいていたプロバイダにお問い合わせください。

サービス内容により手続きが異なります。下記をご確認ください。

□  すーぱあねっと光（回線）とフレッツプラン（プロバイダー）を
　　同時にお申込いただいた方

⇒同封のお申込書に必要事項をご記入の上、クレジットカード払いまたは口座振
替をご選択ください。 
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NTT東日本・西日本のサポート範囲 すーぱあねっとのサポート範囲

回線工事について 周辺機器の設定について すーぱあねっとのインターネット
メール等の設定に関して

03-3373-3955 03-6400-3683
すーぱあねっと光受付センタ

0120-805-113

すーぱあねっと
テクニカルサポートセンタ

全体イメージ

会員情報シート（保存版）の見方

お住まいの集合住宅電柱

回線終端
装置モジュラー

ジャック ルーター
パソコン

1お問合せ先 2お問合せ先 3お問合せ先

インターネットの回線工事 周辺機器の接続・サポート範囲 インターネット・メールの設定

1設定の前に・・・

会員番号
すーぱあねっとへのお問合せの際に必要です。

認証 ID/ 認証パスワード
すーぱあねっとへのお問合せの際に必要です。

メールサービス設定
メール設定の際に必要です。

固定 IPアドレス
固定 IPアドレスの設定に必要です。

すーぱあねっと光 (回線 ) サポート範囲

NTT故障受付センタ
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２インターネットの回線工事

すーぱあねっと光担当窓口より、回線工事（工事日）の連絡があります。

工事日について事前連絡があります。事前連絡の内容は以下のとおりです。
その他のご不明な点については、その際にご質問ください。

 □ 工事内容
 □ 回線工事の希望日
 □ 周辺機器

＊回線工事・周辺機器についてのお問い合わせはＰ3お問合せ先①へ

ＮＴＴ東日本・西日本より、設定ガイドやセットアップツール (CD-ROM)
などが届きます。工事の際に担当がお渡しする場合がございます。

 □ セットアップツール（ＣＤ－ＲＯＭ）

＊送付物についてのお問い合わせはＰ3お問合せ先①へ

ＮＴＴ東日本・西日本が回線開通工事を行います

＊回線工事・周辺機器についてのお問い合わせはＰ3お問合せ先①へ

1

２

３

RRRR...

※プロバイダのみお申し込みの方は、 3 インターネットの設定 へお進みください。

①

①

①
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３ インターネットの設定

必要なものをご用意ください

インターネットの設定をしましょう

インターネットの設定が完了しました

□ パソコン

セットアップツール（ＣＤ－ＲＯＭ）等をパソコンのＣＤ-ＲＯＭドライブにいれ、
画面の指示にしたがって設定をおこなってください。

＊周辺機器の接続についてのお問い合わせ　Ｐ3お問合せ先②へ

イメージ図

イメージ図

すーぱあねっとのメールをご利用される方は、本設定ガイドの【 4. メールをご利用される方 】
をご参照ください。メールサービスは オプションサービスとなります。
ご利用には別途利用料金月額300円（税抜）が かかります。 

 □ 会員情報シート（保存版）

 □ セットアップツール（CD-ROM）

 □ 回線終端装置（ＯＮＵ）

※各種設定の【メール設定】項目は、[スキップ ]してください。
※CD-ROMをお持ちでない場合、紛失された場合は、すーぱあねっと光受付センター
（03-3373-3955）までお問い合わせください。

1

２

３

②



4　すーぱあねっとメールサービスをご利用になる方

※ 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。

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

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

WEBメールのログインページへアクセスします。
⇒　http://webmail.super-r.net/
アクセスすると以下のようなログイン画面が表示されます。

1. メール登録サイトへログイン

2. メールアカウントの登録

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。

[ ご利用を希望される方のみ ]月額300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に提供するオプションサービスです。
下記手順にしたがって設定していただきますと、ご利用が可能となります。

3.WEB メールログイン方法

お客様にてご登録 (本マニュアル8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

6



7



8



9



10



11



7

12



13



14



15

※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。

※弊社発行のユーザーアカウント等の通知については、
すーぱあねっとHPより「通知申請書」をダウンロードしていただき、弊社にご郵送をお願いいたします。
http://www.super-r.net/member/support2/pass_help.html
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。

ログイン方法

お客様のご登録状況・ご請求状況は、すーぱあねっと会員様専用
マイページでご確認いただけます。お問合せの前にまずはご確認ください。

【会員様マイページ】

５ お手続き・お問合せ
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５ お手続き・お問合せ

■ すーぱあねっとフレッツプラン
（プロバイダーに関するお問い合わせ）
すーぱあねっとインフォメーションセンター
TEL：050-5511-2000
受付時間：9:00 -17:00（日祝除）
MAIL：info@super-r.net

■ すーぱあねっと光
（回線に関するお問い合わせ）
すーぱあねっと光受付センター
TEL：03-3373-3955
受付時間：10:00 -18:30（日祝除）

お手続き・ご契約内容に関するお問い合わせ連絡先

マイページ (P15参照 ) にログイン後、
移動申請を行ってください。

すーぱあねっとHPトップページより
「お問い合わせ」の「会員番号・メールアカ
ウント・パスワードをお忘れの方へ」より「通
知書」をダウンロードし、ご郵送ください。

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。

ご申請後に工事日の調
整を行いますので、速
やかにご申請ください

お申込受理後、
5営業日程度で
発送となります。

マイページの申請は
当月月末が締め切りと
なります。

マンションから戸建、戸
建からマンションに転居
する場合は、IDが変更に
なります。また月額利用
料金が変更になります。

すーぱあにねん割ご契約
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。

住所変更

退会

基本サービス 申請方法 締切日
開始日等 費用等 備考

マイページ（P15参照）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」よりお申込ください。

マイページ（P15参照）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」よりお申込ください。

メール登録サイト (P6参照 ) より
お申込みください。

メール登録サイト (P6参照 ) より
お申込みください。

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、
3営業日程度で
発送となります。

月額300円
( 税抜 )

月額500円
( 税抜 )

月額1,500円
( 税抜 )

返信用の切手代

月額300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。

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

固定 IPサービス

会員情報シート
(再発行 )

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

別途工事費が発生す
る場合がございます。

回線廃止月の月額料
は1ヶ月単位でのご
請求となります。

マイページ（P15参照）にログイン後、
退会申請を行ってください。すーぱあねっ
と光受付センターにお電話いただき「回
線の廃止日の取得」をおこってください。
詳細は「P17 解約について」及び「P18 
退会の諸注意、注意事項」をご確認の上
申請をお願いいたします。

●各種手続き方法一覧
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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HP
「http://www.super-r.net/member/support2/pass_help.html」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。
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。

退会月につきましては、毎月月末までの一ヶ月単位でのご契約となります。解約につきましては以下手順
となります。
1）【会員様専用マイページ】
会員様専用サイト「http://www.super-r.net/member/」(P15参照）で会員規約、違約金等をご確認
のうえで、退会申請を行ってください。
2）【すーぱあねっと光受付センター】にお問い合わせいただき、回線の廃止日の取得してください。
3）【NTT東西】ONU等のレンタル機器がある場合は、NTT東西指定の住所にご返送ください。
※レンタル機器の返却がない場合は、別途当社規定額をご請求させていただきますのでご注意ください。
※「すーぱあねっと光」（回線サービス )の解約手続きが完了しますと、すーぱあねっとフレッツプラン（プ
ロバイダーサービス）も解約となります。

住所が変わり、転居先でも「すーぱあねっとフレッツプラン」（プロバイダー）、「すーぱあねっと光」（回線）
を継続利用される方は会員様専用サイト「http://www.super-r.net/member/ 」(P15参照 ) で移動申
請をおこなってください。「すーぱあねっと光」に関しては、別途回線工事が必要になります。
受付後、回線工事日を調整する必要がございますので、すーぱあねっと光受付センターよりご連絡させて
いただきます。マンションから戸建、戸建からマンションに転居になる場合は、利用料金が異なり、別途
工事費が発生する場合がございます。また、「すーぱあねっとフレッツプラン」の ID及びパスワードが変
更になりますのでご注意ください。

①住所変更について

②解約について ※注意事項詳細は10ページをご確認ください

③各種通知申請について

④オプションサービス（有料）

すーぱあねっとフレッツプランでは、以下オプションサービスがご利用いただけます。お申込みの際はイ
ンフォメーションセンターまでお問い合わせください。
□固定 IPサービス　　   　  　 月額 1,500円（税抜）
□メールサービス　　 　　    　月額    300円（税抜） /1アドレス
□セキュリティサービス 　　 　月額    300円（税抜）
□無線 LANアクセスポイント　月額    500円（税抜）
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退会希望月の当月末日までに、会員様専用マイページより退会申請を行い、すーぱあねっと光受付センターにお電話いただき回線の廃止
日の取得を行ってください。回線廃止の作業が完了するまで退会処理は完了いたしませんのでご注意ください。回線の廃止月がご利用料
金請求の最終月となり、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」・「すーぱあねっとフレッツプラン」退会の諸注意

3. 機器の返却について

撤去作業、ONU、VDSL等機器の郵送につきましては建物の設備の状況により異なります。
工事会社がお客様宅を訪問し、ONU、VDSL宅内装置等の撤去をNTT東日本・西日本から派遣された工事会社が行い機器を回収する場合
と、お客様ご自身で実施してNTT日本・西日本より送付される回収キットにて送付していただく場合がございます。受付センターにてご
案内させていただきます。ONU、VDSLの機器のご返却がない場合は、規定額をご請求させていただく場合がございますのでご注意ください。

2. すーぱあねっと光受付センターへお問い合わせいただき、回線の廃止日を取得してください。

■ 回線廃止申請　連絡先：すーぱあねっと光受付センター
　 TEL：03-3373-3955　日祝除く10時～18時 30分

※退会処理完了後のご連絡は差し上げておりませんが、お問い合わせいただければ調査後お答えいたしますので、下記インフォメーション
センターまでご連絡ください。また、新しい住所で「すーぱあねっと光」のサービス提供可能かどうか知りたい方はお問い合わせください。

■ ご契約・請求に関するお問い合わせ連絡先：すーぱあねっとインフォメーションセンター
　 TEL：050-5511-2000　9時 ～ 17時（日祝除く）
　 MAIL：info＠super-r.net

各機器の郵送先は下記の通りとなります。
①返却先：NTT東日本・西日本（撤去の際に作業員がうかがう場合は、現地回収する場合がございます。）
・ONU（回線終端装置）・・・指定のご郵送先に速やかにご返送ください
・VDSL機器（モデム）・・・指定のご郵送先に速やかにご返送ください
②返却先 : すーぱあねっと退会係
・無線 LANアクセスポイント
  〒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
  ※尚、その際に発生する郵送料等は会員様負担とします。
当社からのレンタル機器、NTT東日本・西日本のレンタル機器のご返却なき場合は、規約にて別途規定の金額を引き落とさせていただき
ますことをご了承願います。
・ONU（回線終端装置）：実費
・VDSL機器（モデム）：実費
・無線アクセスポイント ：8,000円（税抜）

口座振替・・・退会月の翌月27日
クレジットカード・・・退会月の翌月又は、翌々月末後
カードや口座を解約する場合など、支払いが出来なくなってしまう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いただく可能性がございますのでご了承願います。

4. 利用料金のご請求は、ご契約の支払方法によって異なります。

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なります。
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なります。
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、10,000円が発生いたします。
なお契約解除料は最終月の月額利用料金とともに請求させていただきます。

■「すーぱあにねん割」解約の際の注意事項

( 例 ) 1ヶ月目～23ヶ月目での退会
24ヶ月目での退会
25ヶ月目～47ヶ月目での退会
48ヶ月目での退会

契約解除料金10,000円
契約解除料金　　　  0 円
契約解除料金10,000円
契約解除料金　　　  0 円

以降も24ヶ月ごとの自動更新となり、23ヶ月以内の退会は契約解除料10,000円が発生します。

すーぱあにねん割は無条件で24ヵ月間、月額料金から450円引きさせていただくキャンペーンとなります。
・すーぱあにねん割 適用時の25ヶ月目以降の月額料金はファミリータイプが5,150円、マンションタイプが3,950円となります。(共に
ISP料金含む )
・すーぱあにねん割非適用時の月額料金は ファミリータイプが5,400円、マンションタイプが4,200円となります。(共に ISP料金含む )
その場合、解約違約金の10,000円は免除とさせていただきます。

●退会方法

すーぱあねっと会員様専用マイページにログインしていただき（本資料15ページを参照ください）、退会申請より必要事項ご登録いただ
きご申請ください。
「すーぱあにねん割」が適用されている方は、契約開始月（更新月 )から２３ヶ月目まで退会申請をいただいた場合は、契約解除料金の発
生対象となりますのでご注意ください。

1. すーぱあねっと会員様専用マイページより退会の申請を行ってください。

■ すーぱあねっと会員様専用マイページ　　http://www.super-r.net/member/
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困ったときは・・・？？
よくあるトラブルとお問い合わせ

お問い合わせ内容

・無線 LANの設定
・Microsoft Office 等の各種
  ソフトウェアの設定

販売店、機器メーカーにお問い合せください
（機器の問題の可能性があります）

・特定のＷＥＢサイトが表示されない
・ひかり電話が利用できない

販売店、ソフトウエアメーカーに
お問い合せください
（セキュリティソフトの影響が考えられます）

・フレッツ・スクエアに接続できない
・フレッツ・ウイルスクリアが動作しない
・ひかり電話の機器故障
・NTT東日本・NTT西日本から提供している
  オプションサービスに関するお問い合わせ

受付時間 / 9:00 ～ 17:00
土曜・日曜・祝日も受付中
（年末年始 12/29 ～ 1/3 を除く）
( 携帯電話・PHS からもかけられます ) 

● ＮＴＴ東日本
    TEL：0120-000-113
● ＮＴＴ西日本
    TEL：0120-248-995

● すーぱあねっと光受付センター
    TEL：03-3373-3955
    受付時間 / 月～土　10:00 ～ 18:30

・ 回線の工事日程確認・変更等
・すーぱあねっと光工事・
　設定に関するお問い合わせ

● NTT 故障受受付センター
    TEL：0120-805-113
    受付時間 / 無休　24 時間
    ※17:00 ～ 9:00 までは録音対応

・回線の故障受付

● すーぱあねっとインフォメーションセンター
 　TEL：050-5511-2000
　 受付時間 ： 月～土 9:00 ～ 17:00 ( 祝日除）

・ご請求・各種申請・ご契約状況の確認

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

・プロバイダー（フレッツプラン）の
　接続設定に関するお問い合せ


