
個人向けブロードバンドサービス申込書
200１年6月1日から有効

下記の項目に必要事項をご記入ください

（英文） ( Mr / Mrs / Ms ) IDカード番号 / パスポート番号

（漢字） 生年月日 男／女

（英文）

（漢字）

設置先電話 自宅電話 勤務先電話

携帯電話 ファクス メールアドレス

月額基本料金 : HK$2９8.00 月額基本料金 : HK$348.00 月額基本料金 : HK$３98.00

無料アクセス時間 : 無制限 無料アクセス時間 : 無制限 無料アクセス時間 : 無制限

上記時間を超えた場合 : 追加チャージなし 上記時間を超えた場合 : 追加チャージなし 上記時間を超えた場合 : 追加チャージなし

電子メールアドレス：１ 電子メールアドレス：1 電子メールアドレス：1

サインアップ料金 : HK$200.00 （支払免除） サインアップ料金 : HK$200.00 （支払免除） サインアップ料金 : HK$200.00 （支払免除）

回線工事手数料 : HK$530.00 回線工事手数料 : HK$530.00 回線工事手数料 : HK$530.00

ダイヤルアップアカウント : 含む ダイヤルアップアカウント : 含む ダイヤルアップアカウント : 含む

私はブロードバンドサービスの申し込みを行います。希望サービスプランは右の通りです X M H

ログインI.D. （ログインI.D.は4～8文字以内、アルファベットおよび数字をご使用ください。記号やスペースは含まないようにお願いします。）(例：bb123456)

第一希望

第二希望

1. 電子メールでの送付 2. 郵送（月額チャージ : HK$20.00）

・サービス契約期間は、最短で1年とします。なお、サービスの解約は、解約希望日の31日前までに弊社に対し書面で告知を行ってください。

・申請作業が済み次第サービスを開始します。なお、サービス対象者は原則として18歳以上の方に限らせていただきます。

・香港IDカードもしくはパスポートのコピー、および住所確認が可能な書類のコピーを、本申し込み用紙と共に弊社宛てに送付してください。

・月額基本料金は前払いです。なお、クレジットカードでの支払いを希望するお客様は、申請時にクレジットカード両面のコピーが必要です。

1. クレジットカードでの支払い（VISA / MasterCard）

Type of Credit Card : Visa MasterCard Bank of Issue :

Credit Card Number : - - - Expiry Date : / (MM 月/YYYY 年)

Cardholder's Name : （カード上に記載されている氏名）

Cardholder's Signature :

2. 小切手および現金での支払い

申請者署名 : 申込日： 年 月 日

個人情報の取り扱いについて(Personal Data Statement)

SD AD ED VP Application Reference No. -

Unit B, 4/F, 6 Knutsford Terrace, TST, Kowloon, Hong Kong.

Tel: (852) 2370-2800  Fax: (852) 2370-2807  E-mail: info@exa.net  Website: http://www.exa.net/

申請者情報

プランX(無制限プラン） プランM（無制限プラン） プランH（無制限プラン)

名前

名前 (日/月/年) 性別

住所

（設置先）

宣誓／告知

支払い方法

重要事項

支払い明細書について

I hereby agree that EXA Company Limited has the right to charge my credit card account for the use of services in regular manner as agreed upon by me and
EXA Company Limited.  The recurring transaction will not be terminated until EXA Company Limited has been informed by my written notification of
service termination.  I agree the validity of this agreement will continue before or after the expiry date of the credit card account.

I confirm that the above information is true, complete and correct to the best of my knowledge, and I am over the age of 18.  I have read and understood the Terms and
Conditions provided with this application form, and I agree to subscribe to the service of EXA Company Limited.

The collection of any personal data from our group of companies shall be subject to our Privacy Policy Statement.  Full details are available for collection upon request.  In
addition, you may also acquire the same information at our company website.

EXA Company Limited

Office Use Only

連絡先

　サービス保証金HK$1,000.00が必要です。なお、小切手の宛名は「EXA Company Limited」、現金の振込先は恒生銀行（口座番号：368-5-004453）です。

ハードウエアーについて

サービスプラン

2. セッティングサービス + デスクトップ用ブロードバンドネットワークカードを購入(HK$500.00) - PCI interface

1. 全てのセッティングおよびブロードバンドネットワークカードの購入を自分自身で行う

3. セッティングサービス + ノートブック用ブロードバンドネットワークカードを購入 (HK$1,000.00) - PCMCIA interface

インターナショナルローミングサービスを申し込みます （保証金： HK$500.00）

・ログインIDおよびパスワードは、登録作業が済み次第すぐに発行します。    ※上記のログインID記入欄②③はプランB（ファミリープラン）の客様専用欄です。


