
 

 



 2

■■■■    ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ 

この度は、エフビットコミュニケーションズ（株）の LAN 型インターネット接続サービス、 

ファイバービットにご加入いただきまして誠にありがとうございます。 

ご利用にあたって、本書をご覧いただきパソコンの設定などをご理解いただきますようお願い申し上

げます。 

エフビットコミュニケーションズ（株） 

■■■■    目次目次目次目次 

禁止行為について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

ご利用の前に（はじめにご確認ください）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

Windows8 の接続設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

Windows7 の接続設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ９ 

WindowsVista の接続設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２ 

WindowsXP の接続設定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １５ 

メールアカウントの取得方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

メールソフトの設定に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１ 

Macintosh MacOS X の接続設定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２ 

MacOS でのメールソフト設定に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

ご加入後オンライン［会員メニュー］でお申し込みできる追加サービス・・・・・・・・・ ２５ 

トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

ご請求・お支払いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

ご利用上での予告なしの回線停止に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

メールサーバーの仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

各種お申し込み方法・変更手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

退会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

お問い合わせ先のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

 

■■■■    禁止行為について禁止行為について禁止行為について禁止行為について 

Fiber Bit では、入会の際にご承諾いただく会員規約の中で「禁止行為」を定めています。 

この規約に基づいて、下記のような行為を禁止しています。 

●ウイルスメール、無差別な迷惑メール（スパムメール）、広告メールを発信すること。 

●インターネットにつながったコンピュータの不正使用を試みること。 

●平均的な利用を上回る大量の通信量（トラフィック）を継続して発生させ、  

 マンション内ネットワークや当社ネットワークなどに過大な負荷を与えること。 

●わいせつや児童虐待に該当する画像・内容・リンクを送信、表示すること。 

●第三者の著作権、知的財産権、財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為。  

 

万一、上記のような行為があった場合は、利用の制限や利用停止などの措置をとらせていただくこと

がありますので、あらかじめご承知ください。 
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■ ご利用の前に（はじめにご確認ください）ご利用の前に（はじめにご確認ください）ご利用の前に（はじめにご確認ください）ご利用の前に（はじめにご確認ください） 

お客様にてご用意いただく機器など 

・パソコン 

・LAN カードまたは LAN ボード（内蔵されていない場合） 

・LAN ケーブル（イーサネットタイプの場合） 

 

● パソコン１台でのみご利用の場合パソコン１台でのみご利用の場合パソコン１台でのみご利用の場合パソコン１台でのみご利用の場合 

 

 

１. インターネットの接続設定 

→Windows8   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P ５～P ８ 

→Windows7   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P ９～P１１ 

→WindowsVista   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１２～P１４ 

→WindowsXP   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１５～P１７ 

  →Macintosh Mac OS X   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２２～P２３ 

 

２. メールアカウントの取得方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１８～P２０ 

３. メールの設定に関して 

 →Windows  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P２１ 

  →Macintosh ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P２４ 
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●●●●IP 電話をご契約されている場合電話をご契約されている場合電話をご契約されている場合電話をご契約されている場合 

 

配線方法は TA に同封したファイバーフォンのマニュアルをご参照ください。 

 

１. TA の設定 →TA に同封しているファイバーフォンマニュアルを参照してください 

２. メールアカウントの取得方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１８～P２０ 

３. メールの設定に関して 

 →Windows  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P２１ 

  →Macintosh ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P２４ 

● ルーター、無線ルーター、無線ルーター、無線ルーター、無線 LAN をご利用の場合をご利用の場合をご利用の場合をご利用の場合 

 

配線方法はルーターのマニュアルをご参照ください。 

 

※ルーター、無線 LAN はサポート範囲外とさせていただいております。接続で不明な点がございま

したらルーター、無線 LAN のメーカー様へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 

※ブリッジタイプの無線 LAN の場合は FiberBit 接続ツールが必要な場合がございます。 

 

１.  ルーターの設定 → お買い求めいただいたルーターのマニュアルを参照してください 

２.  メールアカウントの取得方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１８～P２０ 

３.  メールの設定に関して 

 →Windows  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P２１ 

  →Macintosh ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P２４ 

 

■■■■    メールソフトおよびメールソフトおよびメールソフトおよびメールソフトおよび FTP ソフトの設定についてソフトの設定についてソフトの設定についてソフトの設定について 

 

メールソフトの設定方法、複数アドレスの設定方法、メールソフトの設定方法、複数アドレスの設定方法、メールソフトの設定方法、複数アドレスの設定方法、メールソフトの設定方法、複数アドレスの設定方法、FTP ソフトの設定方法などはソフトの設定方法などはソフトの設定方法などはソフトの設定方法などは 

ホームページ［ホームページ［ホームページ［ホームページ［http://www.fiberbit.net/n_account/］をご覧ください。］をご覧ください。］をご覧ください。］をご覧ください。 
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■■■■    Windows8 の接続設定（の接続設定（の接続設定（の接続設定（PPPoE 接続設定）接続設定）接続設定）接続設定）  

※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。 

※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。 

Windows8 アプリ「メール」はアプリ「メール」はアプリ「メール」はアプリ「メール」は Exchange ActiveSync (EAS) 

を使っていない弊社を含めた一般的なプロバイダのメーを使っていない弊社を含めた一般的なプロバイダのメーを使っていない弊社を含めた一般的なプロバイダのメーを使っていない弊社を含めた一般的なプロバイダのメー

ルアドレスは設定できません。メールソフトがインストールアドレスは設定できません。メールソフトがインストールアドレスは設定できません。メールソフトがインストールアドレスは設定できません。メールソフトがインストー

ルされていない場合、弊社のメールアドレスをご利用になルされていない場合、弊社のメールアドレスをご利用になルされていない場合、弊社のメールアドレスをご利用になルされていない場合、弊社のメールアドレスをご利用にな

る際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフトる際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフトる際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフトる際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフト

は有料ソフト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手は有料ソフト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手は有料ソフト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手は有料ソフト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手

やインストール、活用方法に関して弊社ではサポートするやインストール、活用方法に関して弊社ではサポートするやインストール、活用方法に関して弊社ではサポートするやインストール、活用方法に関して弊社ではサポートする

ことは出来ませんので、ご了承下さい。ことは出来ませんので、ご了承下さい。ことは出来ませんので、ご了承下さい。ことは出来ませんので、ご了承下さい。 

 

 

 

 

１．スタート画面の何もない所で右クリックし、画面下部

に帯を表示させ［すべてのアプリ］［すべてのアプリ］［すべてのアプリ］［すべてのアプリ］をクリックします。 

 

 

２．画面の右端にある［コントロールパネル］［コントロールパネル］［コントロールパネル］［コントロールパネル］をクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．コントロールパネルが開きますので［ネットワークの［ネットワークの［ネットワークの［ネットワークの

状態とタスクの表示］状態とタスクの表示］状態とタスクの表示］状態とタスクの表示］をクリックします。 

 

 

４．［新しい接続またはネットワークのセットアップ］［新しい接続またはネットワークのセットアップ］［新しい接続またはネットワークのセットアップ］［新しい接続またはネットワークのセットアップ］を

クリックします。 

 

 

５．［インターネットに接続します］［インターネットに接続します］［インターネットに接続します］［インターネットに接続します］を選択して［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］

をクリックします。 
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６．［ブロードバンド（［ブロードバンド（［ブロードバンド（［ブロードバンド（PPPoE）］）］）］）］をクリックします。 

 

 

※「既にインターネットに接続しています」と表示 

された場合は、「新しい接続をセットアップします」「新しい接続をセットアップします」「新しい接続をセットアップします」「新しい接続をセットアップします」

をクリックします。 

 

 

※「既存の接続を使用しますか？」と表示された場合は、 

「「「「いいえ、新しい接続を作成しますいいえ、新しい接続を作成しますいいえ、新しい接続を作成しますいいえ、新しい接続を作成します」」」」にチェックを入

れて、［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

 

 

 

７．ISP の情報を入力し、「接続」をクリックします。 

 

ユーザー名：ご利用開始通知書に記載されたユーザーご利用開始通知書に記載されたユーザーご利用開始通知書に記載されたユーザーご利用開始通知書に記載されたユーザーID

（（（（PPPoE 認証）認証）認証）認証） 

パスワード：ご利用開始通知書に記載されたパスワードご利用開始通知書に記載されたパスワードご利用開始通知書に記載されたパスワードご利用開始通知書に記載されたパスワード

（（（（PPPoE 認証）認証）認証）認証） 

「このパスワードを記憶する」→ チェックを入れる 

接続名：任意の名前を入力してください（例：fiberbit） 

「他の人がこの接続を使うことを許可する」 

→ チェックを入れる 

※この項目にチェックを入れると 1 台のパソコンを

複数のアカウントで利用する場合に、他のアカウン

トでもこの設定が有効になります。 

ログインしているユーザに管理者権限がない場合

はユーザーアカウント制御が表示されます。 

その際は管理者アカウントのパスワードを入力し、

「はい」をクリックします。 

 

８．「インターネット接続をテストしています」と表示

されますので、そのまましばらく待ちます。 

 

 

 



 7

９．「閉じる」をクリックしてください。 

 

 

１０．下記のような画面が表示されましたら左下の［イン［イン［イン［イン

タタタターネットオプション］ーネットオプション］ーネットオプション］ーネットオプション］をクリックします。 

 

※上記画面が表示されない場合は手順 1～3 を 

再度行なっていただくことで表示されます。 

 

１ １ ．［ 全 般 ］ タ ブ を 選 択 し 、 ホ ー ム ペ ー ジ に

［［［［http://www.fiberbit.net/］］］］と入力します。 

 

 

 

 

 

１２．［接続］［接続］［接続］［接続］タブを選択し、手順 7 で作成した接続名が

既定になっているのを確認してください。 

［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］にチェックを入れ、［［［［LAN

の設定］の設定］の設定］の設定］をクリックします。 

 

 

１３．下記のようにすべてのチェックが外れているのを確

認し、［［［［OK］］］］をクリックします。 

 

 

１４．インターネットオプションの画面に戻りますので

［［［［OK］］］］をクリックします。 

 

 

Windows8 の設定および接続はこれで完了です。 

＊ホームページのアドレスは自由に変更して頂いて結構です。 

＊インターネットエクスプローラーを起動した時 

  初めに表示するホームページのアドレスを決定する項目です。 

＊よく閲覧されるホームページのアドレスを入力しておくと便利です。 
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■■■■    インターネット接続の切断方法インターネット接続の切断方法インターネット接続の切断方法インターネット接続の切断方法 

１．画面右下のネットワークアイコンをクリックします。 

 

 

２．画面右側に現在のネットワーク状況が表示されますの

で、切断する接続名を選択し、［切断］［切断］［切断］［切断］をクリックします。 

 

※「fiberbit」という接続名は接続設定の 

手順 7 で設定した接続名により異なります。 

 

 

■■■■    インターネットへの再接続方法インターネットへの再接続方法インターネットへの再接続方法インターネットへの再接続方法 

１．画面右下のネットワークアイコンをクリックします。 

 

 

２．画面右側に現在のネットワーク状況が表示されますの

で、利用する接続名を選択し、［接続］［接続］［接続］［接続］をクリックします。 

 

※「fiberbit」という接続名は接続設定の 

手順 7 で設定した接続名により異なります。 

※接続設定の手順 7 で「このパスワードを記憶する」に 

チェックを入れなかった場合は下記画面が表示され

ますので再度ユーザー名、パスワードを入力する必要

があります。 

 

 

 ※以下の設定を行うことで、再接続手順を踏むことなく、

Internet Explorer を開くと同時に自動でインターネッ

トへ接続することが可能です。 

 

インターネット接続が切断された状態で、デスクトッ

プの Internet Explorer アイコンをクリックすると下記

画面が表示されますので「自動的に接続する」「自動的に接続する」「自動的に接続する」「自動的に接続する」にチェ

ックを入れてから［接続］［接続］［接続］［接続］をクリックして接続します。

ホームページが表示されれば設定完了です。 

 

※「fiberbit」という接続先名は接続設定の 

手順 7 で設定した接続名により異なります。 
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■■■■    Windows7 の接続設定の接続設定の接続設定の接続設定（（（（PPPoE 接続設定）接続設定）接続設定）接続設定） 

※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。 

※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。 

 

１．［スタート］［スタート］［スタート］［スタート］から［コントロールパネル］［コントロールパネル］［コントロールパネル］［コントロールパネル］を

クリックします。 

 

 

２．［ネットワークの状態とタスクの表示］［ネットワークの状態とタスクの表示］［ネットワークの状態とタスクの表示］［ネットワークの状態とタスクの表示］をク

リックします。 

 

 

３．［新しい接続またはネットワークのセットア［新しい接続またはネットワークのセットア［新しい接続またはネットワークのセットア［新しい接続またはネットワークのセットア

ップ］ップ］ップ］ップ］をクリックします。 

 

４．［インターネットに接［インターネットに接［インターネットに接［インターネットに接続します］続します］続します］続します］を選択して

［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］クリックします。 

 

 

５．［新しい接続をセットアップします］［新しい接続をセットアップします］［新しい接続をセットアップします］［新しい接続をセットアップします］をクリ

ックします。 

 

 

６．［ブロードバンド（［ブロードバンド（［ブロードバンド（［ブロードバンド（PPPoE）］）］）］）］をクリックしま

す。 
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７． 

ユーザー名：ご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載された 

ユーザユーザユーザユーザ ID（（（（PPPOE 認証）認証）認証）認証） 

パスワード：ご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載された 

パスワード（パスワード（パスワード（パスワード（PPPOE 認証）認証）認証）認証） 

「このパスワードを記憶する」 

 → チェックを入れるチェックを入れるチェックを入れるチェックを入れる 

「他の人がこの接続を使うことを許可する」 

 → チェックを入れるチェックを入れるチェックを入れるチェックを入れる 

 

接続名：fiberbit 

 

上記のように入力し、［接続］［接続］［接続］［接続］をクリックしてく

ださい。 

 

 

 

８．「閉じる」をクリックしてください。 

 

 

 

９．デスクトップの Internet Explorer のアイコン

を右クリックし［プロパティ］［プロパティ］［プロパティ］［プロパティ］を選択します。 

 

 

１０．［全般］タブを選択し、アドレスに 

［［［［http://www.fiberbit.net/］］］］と入力します。 

 

 

お手持ちのパソコンによっては、上記のような表示に

なったり、デスクトップ上に InternetExplorer のア

イコンがない機種もございます。その場合は[[[[スタースタースタースター

トトトト]]]]→[[[[コントロールパネルコントロールパネルコントロールパネルコントロールパネル]]]]→[[[[ネットワークとインタネットワークとインタネットワークとインタネットワークとインタ

ーネットーネットーネットーネット]]]]→[[[[インターネットオプションインターネットオプションインターネットオプションインターネットオプション]]]]の順で画面

を開くことにより先の画面を呼び出すことが可能で

す。 
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１１．［接続］［接続］［接続］［接続］タブを選択し、fiberbit が既定にな

っているのを確認してください。 

［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］にチェックを入

れ、［［［［LAN の設定］の設定］の設定］の設定］をクリックします。 

 

 

１２．下記のようにすべてのチェックが外れてい

るのを確認し、［［［［OK］］］］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．インターネットオプションの画面に戻りま

すので［［［［OK］］］］をクリックします。 

 

 

１４．デスクトップの Internet Explorer のアイコ

ンをダブルクリックすると下記画面が表示され

ますので［接続］［接続］［接続］［接続］をクリックして接続します。

FiberBit のホームページが表示されれば接続成功

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows7 の設定および接続はこれで完了です。 

※ 「自動的に接続する」にチェックを入れておけば、

次回から自動的に接続されます。 

※ 電話回線を使用して接続する方式とは異なります。

電話料金は発生しませんのでご安心ください。 

※ ローカルエリア接続に「限定または接続なし」と 

表示されますが異常ではございません。 
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■■■■    WindowsVista の接続設定の接続設定の接続設定の接続設定（（（（PPPoE 接続設定）接続設定）接続設定）接続設定） 

※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。 

※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。 

 

１．［スタート］［スタート］［スタート］［スタート］から［接続先］［接続先］［接続先］［接続先］をクリックしま

す。 

 

 

 

２．［接続またはネットワークをセットアップし［接続またはネットワークをセットアップし［接続またはネットワークをセットアップし［接続またはネットワークをセットアップし

ます］ます］ます］ます］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．［インターネットに接続します］［インターネットに接続します］［インターネットに接続します］［インターネットに接続します］を選択して

［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

 

 

 

４．［ブロードバンド（［ブロードバンド（［ブロードバンド（［ブロードバンド（PPPoE）］）］）］）］をクリックしま

す。 
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５． 

ユーザー名：ご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載された 

ユーザユーザユーザユーザ ID（（（（PPPOE 認証）認証）認証）認証） 

パスワード：ご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載されたご利用開始通知書に記載された 

パスワード（パスワード（パスワード（パスワード（PPPOE 認証）認証）認証）認証） 

「このパスワードを記憶する」 

 → チェックを入れるチェックを入れるチェックを入れるチェックを入れる 

「他の人がこの接続を使うことを許可する」 

 → チェックを入れるチェックを入れるチェックを入れるチェックを入れる 

 

接続名：fiberbit 

 

上記のように入力し、［接続］［接続］［接続］［接続］をクリックしてく

ださい。 

 

 

６．「閉じる」をクリックしてください。 

 

 

 

 

７．デスクトップの Internet Explorer のアイコン

を右クリックし［プロパティ］［プロパティ］［プロパティ］［プロパティ］を選択します。 

 

 

８．［全般］タブを選択し、アドレスに 

［［［［http://www.fiberbit.net/］］］］と入力します。 

 

 

お手持ちのパソコンによっては、上記のような表示にな

ったり、デスクトップ上に InternetExplorer のアイコ

ンがない機種もございます。その場合は[[[[スタートスタートスタートスタート]]]]→[[[[ココココ

ントロールパネルントロールパネルントロールパネルントロールパネル]]]]→[[[[ネットワークとインターネットネットワークとインターネットネットワークとインターネットネットワークとインターネット]]]]

→[[[[インターネットオプションインターネットオプションインターネットオプションインターネットオプション]]]]の順で画面を開くこと

により先の画面を呼び出すことが可能です。 
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９．［接続］［接続］［接続］［接続］タブを選択し、fiberbit が既定になっ

ているのを確認してください。 

［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］にチェックを入

れ、［［［［LAN の設定］の設定］の設定］の設定］をクリックします。 

 

 

１０．下記のようにすべてのチェックが外れてい

るのを確認し、［［［［OK］］］］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．インターネットオプションの画面に戻りま

すので［［［［OK］］］］をクリックします。 

 

 

１２．デスクトップの Internet Explorer のアイコ

ンをダブルクリックすると下記画面が表示され

ますので［接続］［接続］［接続］［接続］をクリックして接続します。

FiberBit のホームページが表示されれば接続成功

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WindowsVistの設定および接続はこれで完了です。 

※ 「自動的に接続する」にチェックを入れておけ

ば、次回から自動的に接続されます。 

※ 電話回線を使用して接続する方式とは異なり

ます。電話料金は発生しませんのでご安心くだ

さい。 

※ ローカルエリア接続に「限定または接続なし」

と表示されますが異常ではございません。 
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■■■■    WindowsXP の接続設定（の接続設定（の接続設定（の接続設定（PPPoE 接続設定）接続設定）接続設定）接続設定）  

  ※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。 

※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。 

１．［スタート］［スタート］［スタート］［スタート］から［すべてのプログラム］［すべてのプログラム］［すべてのプログラム］［すべてのプログラム］→［アクセサリ］［アクセサリ］［アクセサリ］［アクセサリ］→［通信］［通信］［通信］［通信］→［新しい接続ウィザー［新しい接続ウィザー［新しい接続ウィザー［新しい接続ウィザー

ド］ド］ド］ド］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新しい接続ウィザードの開始］画面が表示されますので、［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

 

２．［インターネットに接続する］［インターネットに接続する］［インターネットに接続する］［インターネットに接続する］を選択して 

［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

 

３．［接続を手動でセットアップする］［接続を手動でセットアップする］［接続を手動でセットアップする］［接続を手動でセットアップする］を 

選択して［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

 

 

 

４．［ユーザー名とパスワード［ユーザー名とパスワード［ユーザー名とパスワード［ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接が必要な広帯域接が必要な広帯域接が必要な広帯域接

続を使用して接続する］続を使用して接続する］続を使用して接続する］続を使用して接続する］を選択して 

［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

 

 

５．ISP 名は［［［［FiberBit］］］］と入力し、［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をク

リックします。 
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６．通知書に記載された 

ユーザユーザユーザユーザ ID（（（（PPPOE 認証）認証）認証）認証）を［ユーザー名］に、

パスワード（パスワード（パスワード（パスワード（PPPOE 認証）認証）認証）認証）を［パスワード］に

入力し、［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

 

※パスワードは大文字、小文字を区別致しますのでご注

意ください。 

 

７．［完了［完了［完了［完了］］］］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．デスクトップの Internet Explorer のアイコン

を右クリックし［プロパティ］［プロパティ］［プロパティ］［プロパティ］を選択します。 

 

 

９．［全般］タブを選択し、アドレスに

［［［［http://www.fiberbit.net/］］］］と入力します。 

 

 

１０．［接続］［接続］［接続］［接続］タブを選択し、FiberBit が既定に

なっているのを確認してください。 

［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］［通常の接続でダイヤルする］にチェックを入

れ、［［［［LAN の設定］の設定］の設定］の設定］をクリックします。 
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１１．下記のようにすべてのチェックが外れてい

るのを確認し、［［［［OK］］］］をクリックします。 

インターネットオプションの画面に戻りますの

で［［［［OK］］］］をクリックします。 

 

 

１２．デスクトップの Internet Explorer のアイコ

ンをダブルクリックすると下記画面が表示され

ますので［接続］［接続］［接続］［接続］をクリックして接続します。

FiberBit のホームページが表示されれば接続成功

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WindowsXP の設定および接続はこれで完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「自動的に接続する」にチェックを入れておけ

ば、次回から自動的に接続されます。 

※ 電話回線を使用して接続する方式とは異なり

ます。電話料金は発生しませんのでご安心くだ

さい。 

※ ローカルエリア接続に「限定または接続なし」

と表示されますが異常ではございません。 
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■■■■    メールアカウントの取得方法メールアカウントの取得方法メールアカウントの取得方法メールアカウントの取得方法 

メールアカウント（メールアドレス）は弊社ホームページの会員メニューより取得して頂く事になり

ます。下記にメールアカウント（メールアドレス）の取得方法について説明させて頂きます。 

 

１．弊社ホームページの［会員メニュー］［会員メニュー］［会員メニュー］［会員メニュー］をクリックしますと個人情報保護ポリシーの画面が表示さ

れますので、お読みいただき、ご了承いただけましたら［同［同［同［同意する］意する］意する］意する］をクリックします。 

 

 

２．ユーザーログインの画面が表示されますので、「ご利用開始通知書」「ご利用開始通知書」「ご利用開始通知書」「ご利用開始通知書」を参照頂き、お客様番号と

パスワードを入力し［ログイン］［ログイン］［ログイン］［ログイン］をクリックします。 

 

 

３．［アカウント及びオプションサービス申込］［アカウント及びオプションサービス申込］［アカウント及びオプションサービス申込］［アカウント及びオプションサービス申込］をクリックします。 
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４．［アカウント追加］［アカウント追加］［アカウント追加］［アカウント追加］をクリックします。 

                

 

 

５．お客様希望のアカウントお客様希望のアカウントお客様希望のアカウントお客様希望のアカウントを入力し［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 

※ アカウント＝メールアドレスの＠より左側の部分の事を指します 

※ testmail@aaa.fiberbit.net というアドレスの場合 testmail の部分をアカウントと呼びます

 

 

 

 

 

 

ここで取得したいアカウント名アカウント名アカウント名アカウント名を入力して下さい。 

文字数は 3～32 文字です。 

 

≪使用可能文字≫ 

・半角小文字のアルファベット a から z まで 

※大文字はご利用できません※大文字はご利用できません※大文字はご利用できません※大文字はご利用できません 

・半角数字 0 から 9 まで 

・ 半角記号「-」ハイフン「_」アンダスコアのみ 

 

※一文字目はアルファベット（半角小文字）のみとな

ります。 

６．取得頂けるメールアドレスの候補が表示されますので、候補のメールアドレスから選択候補のメールアドレスから選択候補のメールアドレスから選択候補のメールアドレスから選択し 

［次へ］［次へ］［次へ］［次へ］をクリックします。 
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７．メールアドレスのパスワードを決めて頂きます。 

メールパスワードを入力して頂き枠内へ入力後［決定］［決定］［決定］［決定］をクリックします。 

 

 

 

＊ メールパスワードは半角英字大文字・小文

字・半角数字をそれぞれ一文字以上入れて

ください。 

 

＊ ８文字以上のパスワードにしてください。 

 

例 testmail → 不可 ８文字だが半角英字大文字・半角数字が含まれていない 

  Testmail → 不可 ８文字あり半角英字大文字・小文字が入っているが半角数字が含まれ

ていない 

  Test → 不可 ４文字しかない 

  Testmail555 → 可 英字大文字も小文字も含まれており、数字も含まれている 

            文字数も８文字以上ある 

 

 

８．取得予定のメールアドレスとパスワードを確認する画面が表示されます。 

問題無ければ［決定］［決定］［決定］［決定］をクリックしてください。 
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９．メールの設定に必要な情報が全て表示されます。 

この情報は非常に大事ですので画面をプリントアウトするかメモをして頂き、この情報は非常に大事ですので画面をプリントアウトするかメモをして頂き、この情報は非常に大事ですので画面をプリントアウトするかメモをして頂き、この情報は非常に大事ですので画面をプリントアウトするかメモをして頂き、 

必ず保管をお願い致します。必ず保管をお願い致します。必ず保管をお願い致します。必ず保管をお願い致します。 

 

 

 

 

【重要】【重要】【重要】【重要】 
 

左記の画面はメールソフトの設定を左記の画面はメールソフトの設定を左記の画面はメールソフトの設定を左記の画面はメールソフトの設定を 

行う際、必要な情報になります。行う際、必要な情報になります。行う際、必要な情報になります。行う際、必要な情報になります。 

 

パスワード等は紛失すると再確認するこパスワード等は紛失すると再確認するこパスワード等は紛失すると再確認するこパスワード等は紛失すると再確認するこ

とが出来ませんので必ず控えて頂き保管とが出来ませんので必ず控えて頂き保管とが出来ませんので必ず控えて頂き保管とが出来ませんので必ず控えて頂き保管

をお願い致します。をお願い致します。をお願い致します。をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

■■■■    メールソフトの設定に関してメールソフトの設定に関してメールソフトの設定に関してメールソフトの設定に関して 

取得して頂いたメールアドレスを使用する為には、メールソフトに設定を行っていただく必要がござ取得して頂いたメールアドレスを使用する為には、メールソフトに設定を行っていただく必要がござ取得して頂いたメールアドレスを使用する為には、メールソフトに設定を行っていただく必要がござ取得して頂いたメールアドレスを使用する為には、メールソフトに設定を行っていただく必要がござ

います。お使いのパソコンにより使用できるメールソフトが異なりいます。お使いのパソコンにより使用できるメールソフトが異なりいます。お使いのパソコンにより使用できるメールソフトが異なりいます。お使いのパソコンにより使用できるメールソフトが異なります。ます。ます。ます。 

 

各メールソフトの設定方法を下記各メールソフトの設定方法を下記各メールソフトの設定方法を下記各メールソフトの設定方法を下記 URL に記載させて頂いておりますので、に記載させて頂いておりますので、に記載させて頂いておりますので、に記載させて頂いておりますので、 

メールソフト毎の設定方法はホームページよりご確認下さい。メールソフト毎の設定方法はホームページよりご確認下さい。メールソフト毎の設定方法はホームページよりご確認下さい。メールソフト毎の設定方法はホームページよりご確認下さい。 

 

http://www.fiberbit.net/n_account/ 

＊弊社ホームページ＊弊社ホームページ＊弊社ホームページ＊弊社ホームページ TOP からのたどり方からのたどり方からのたどり方からのたどり方 

［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］ 

 

※※※※Windows7 / Windows8 をお使いのお客様へをお使いのお客様へをお使いのお客様へをお使いのお客様へ 

ご利用のパソコンによってはメールソフトがインストールされていない場合がございます。また、ご利用のパソコンによってはメールソフトがインストールされていない場合がございます。また、ご利用のパソコンによってはメールソフトがインストールされていない場合がございます。また、ご利用のパソコンによってはメールソフトがインストールされていない場合がございます。また、

Windows8 アプリ「メール」はアプリ「メール」はアプリ「メール」はアプリ「メール」は Exchange ActiveSync (EAS) を使っていない弊社を含めた一般的なプを使っていない弊社を含めた一般的なプを使っていない弊社を含めた一般的なプを使っていない弊社を含めた一般的なプ

ロバイダのメールアドレスは設定できません。メールソフトがインストールされていない場合、弊社ロバイダのメールアドレスは設定できません。メールソフトがインストールされていない場合、弊社ロバイダのメールアドレスは設定できません。メールソフトがインストールされていない場合、弊社ロバイダのメールアドレスは設定できません。メールソフトがインストールされていない場合、弊社

のメールアドレスをご利用になる際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフトは有料ソフのメールアドレスをご利用になる際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフトは有料ソフのメールアドレスをご利用になる際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフトは有料ソフのメールアドレスをご利用になる際は、別途メールソフトをご用意下さい。メールソフトは有料ソフ

ト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手やインストール、活用方法に関して弊社ではサポートト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手やインストール、活用方法に関して弊社ではサポートト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手やインストール、活用方法に関して弊社ではサポートト、無料ソフト様々ございます。ソフトの入手やインストール、活用方法に関して弊社ではサポート

することは出来ませんので、ご了承下さい。することは出来ませんので、ご了承下さい。することは出来ませんので、ご了承下さい。することは出来ませんので、ご了承下さい。 
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■■■■    Macintosh MacOS X の接続設定の接続設定の接続設定の接続設定（（（（PPPoE 接続設定）接続設定）接続設定）接続設定）   

※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありませ※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありませ※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありませ※ＩＰ電話をご利用の方は設定の必要はありません。ん。ん。ん。 

※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。※ブロードバンドルーターをご利用の方は設定の必要はありません。 

１．メニューバーから［システム環境設定］［システム環境設定］［システム環境設定］［システム環境設定］を選択し、システム環境設定ウィンドウから［ネットワ［ネットワ［ネットワ［ネットワ

ーク］ーク］ーク］ーク］をクリックします。 

          

 

 

２．表示された「ネットワーク」の画面で左下の［［［［++++］］］］をクリックし、現れた設定画面で 

以下のように設定し、［作成］［作成］［作成］［作成］をクリックしてください。 

 

・[インターフェイス]は［［［［PPPoEPPPoEPPPoEPPPoE］］］］を選択 

・[Ethernet]は［［［［EthernetEthernetEthernetEthernet］］］］を選択 

・[サービス名]は［［［［fiberbitfiberbitfiberbitfiberbit］］］］と入力 
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３．２で作成されたサービス名（fiberbit）が選択されていることを確認の上、 

以下のように設定し、［適用］［適用］［適用］［適用］をクリックします。 

 

(上の図は一例を示しています。表示内容はご使用のＯＳによって異なります。) 

 

・［アカウント名 :］： ご利用開始通知書のユーザユーザユーザユーザ ID（（（（PPPOE 認証）認証）認証）認証）を入力 

・［パスワード :］： ご利用開始通知書のパスワード（パスワード（パスワード（パスワード（PPPOE 認証）認証）認証）認証）を入力 

・［PPPoE サービス名 :］： 何も入力しない 

・［パスワードを保存する］： チェックするチェックするチェックするチェックする 

 

 

以上で設定は完了です。 
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■ MacOS でのメールソでのメールソでのメールソでのメールソフト設定に関してフト設定に関してフト設定に関してフト設定に関して 

＜ご注意＞＜ご注意＞＜ご注意＞＜ご注意＞ 

Macintosh はははは OS ごとにメールソフトが異なります。ごとにメールソフトが異なります。ごとにメールソフトが異なります。ごとにメールソフトが異なります。 

下記ホームページにメールソフトの設定方法を記載させて頂いておりますのでご参照お願い致し下記ホームページにメールソフトの設定方法を記載させて頂いておりますのでご参照お願い致し下記ホームページにメールソフトの設定方法を記載させて頂いておりますのでご参照お願い致し下記ホームページにメールソフトの設定方法を記載させて頂いておりますのでご参照お願い致し

ます。ます。ます。ます。 

 

http://www.fiberbit.net/n_account/ 

＊弊社ホームページ＊弊社ホームページ＊弊社ホームページ＊弊社ホームページ TOP からのたどり方からのたどり方からのたどり方からのたどり方 

［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］［会員情報］→［設定方法］→［会員メニュー・各メールソフト設定方法］ 

 

※※※※MacOS Mail、、、、Outlook Express などのメールソフトの設定を掲載しております。などのメールソフトの設定を掲載しております。などのメールソフトの設定を掲載しております。などのメールソフトの設定を掲載しております。 
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■■■■    ご加入後オンライン［会員メニュー］でおご加入後オンライン［会員メニュー］でおご加入後オンライン［会員メニュー］でおご加入後オンライン［会員メニュー］でお申し込みできる追加サービス申し込みできる追加サービス申し込みできる追加サービス申し込みできる追加サービス 

FiberBit サービスご加入後、会員メニューにログインすることで以下のサービスをご利用いただけま

す。 

会員メニュー会員メニュー会員メニュー会員メニューURL    https://manage.fiberbit.net/users/login 

（会員メニューへのログインは、弊社よりお渡しした「ご利用開始通知書」の 

お客様番号、パスワードを入力してログインしてください） 

 

■■■■ ファイバーリモートファイバーリモートファイバーリモートファイバーリモート     

ファイバーリモートとは、お客さまのパソコンをサポートスタッフがインターネットを通じて 

遠隔操作し、わからないところをお教えしたり、トラブルを直接解決するサービスです。 

インターネット接続設定をはじめ、ブラウザやメールソフトなどのソフトウェアの操作方法、ネット

ワーク機器の設定や利用方法、Web メールや映像配信サービスなど各種サービスの利用方法等に関す

るお問い合わせに幅広く対応いたします。別途有料サービス。 

・詳しくはこちら → http://www.fiberbit.net/fiber-remote/ 

 

■■■■ BIGLOBE 連携サービス連携サービス連携サービス連携サービス     

BIGLOBE のサービス（一部）がご利用いただけます。 

ダイヤルアップによる外部接続（１時間／月迄無料、越える場合は従量制）やインターネット電話（通

話相手がパソコンの場合、通話料は無料。また、通話相手が電話機の場合、通話料は有料）、BIGLOBE

のコンテンツ（一部有料）もご利用いただけます。（その他有料サービスもありますのでご注意くだ

さい） 

・詳しくはこちら → http://www.fiberbit.net/service/biglobe/ 

 

■■■■ nProtect（セキュリティサービス）（セキュリティサービス）（セキュリティサービス）（セキュリティサービス）  

nProtect Personal とは、安全な状態でパソコンをインターネットに接続していただくために、コンピ

ュータウィルスの被害やハッカーからの不正な干渉を防ぐサービスです。別途有料サービス。 

・詳しくはこちら → http://www.fiberbit.net/nprotect/ 

 

■■■■ Benefit Station 〔〔〔〔for Fiber Bit 〕〕〕〕  

通常、企業が社員への福利厚生として提供する様々なサービスを特典付きで利用できるものです。 

登録料・月額基本料が必要。 

・サービスのご利用については、サービスごとに利用料金が別途かかります。 

・詳しくはこちら → http://www.fiberbit.net/benefit_one/nyuukai.html 

 

※追加サービス内容は予告なく変更する場合があります。 

※各種サービスの解除は書類での手続きになります。 

※マンションにより BenefitStation をお申し込みいただけない場合もございます。
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■■■■    トラブルトラブルトラブルトラブルシューティングシューティングシューティングシューティング 

 

どうしても接続出来ない場合、カスタマーセンターにお電話する前に以下の点をご確認いただきます

ようにお願い申し上げます。 

 

■■■■    PPPoE 接続の仕様について接続の仕様について接続の仕様について接続の仕様について 

 

PPPoE の仕様上、パソコンがフリーズして再起動した場合など、正常な切断作業が出来なかった場

合は 10～20 分程度再接続制限を受けますのですぐに接続できない状態となります。必ず 10 分以上

時間をおいて再接続を行ってください。 

 

■■■■    配線の確認をしてみる配線の確認をしてみる配線の確認をしてみる配線の確認をしてみる 

・ケーブルが抜けかかっていないか（抜けていないか） 

・モデム、HUB、ルーター、無線 LAN をご利用の場合は電源 off/on で改善するかどうか。 

 ※同時に機器のランプ点灯状況（消灯・点滅・点灯なのか）をご確認ください。 

 ※ルーターの電源 off の際は 10 分以上時間をおいてから on にして下さい。 

・ルーター、無線 LAN をご利用の場合はルーター、無線 LAN を取り外してパソコンを直結して接続

できるかどうか。 

 

■■■■    セキュリティソフトを無効にするセキュリティソフトを無効にするセキュリティソフトを無効にするセキュリティソフトを無効にする 

セキュリティソフトの設定・仕様によっては接続できないことがあります。 

一時的に無効にして接続できるかどうか確認してみてください。 

 

■■■■    システムの復元を行システムの復元を行システムの復元を行システムの復元を行ってみる（ってみる（ってみる（ってみる（Windows7／／／／Vista／／／／XP のみ）のみ）のみ）のみ） 

ある日付まで接続できていた場合にはシステムの復元を行うことで接続できる場合があります。 

 

その他、弊社ホームページＦＡＱ（その他、弊社ホームページＦＡＱ（その他、弊社ホームページＦＡＱ（その他、弊社ホームページＦＡＱ（http://www.fiberbit.net/member/faq/）やトラブルシューティング）やトラブルシューティング）やトラブルシューティング）やトラブルシューティング

（（（（http://www.fiberbit.net/member/trouble/）でもご案内していますのでご確認ください。）でもご案内していますのでご確認ください。）でもご案内していますのでご確認ください。）でもご案内していますのでご確認ください。 

 

－－－－    ご注意願いますご注意願いますご注意願いますご注意願います    －－－－ 

 

■弊社からのご請求に対して、料金未納の場合、予告なく回線を停止する場合がありますのでご注意

願います。 

■インタ－ネットが使えない状態・うまく接続出来ない場合は、弊社ファイバービットカスタマーセ

ンターへご一報（メール・電話・ＦＡＸ）いただきますようお願いします。  

※弊社ではお客様のご利用状況は把握をいたしかねます。ご連絡がない限り接続出来ている状態とみ

なし、料金の払い戻し等には一切応じられませんのでご注意願います。 

■天変地異、メンテナンス等で止むを得ず回線・サーバーを停止することがあります。このような場

合は弊社ホ－ムペ－ジをご覧いただくか、カスタマ－センタ－へお問い合わせいただきますようお願

い申し上げます。 
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■ ご請求・お支払いについてご請求・お支払いについてご請求・お支払いについてご請求・お支払いについて 

 

料金のご請求 

ご利用いただいた料金は１ヶ月毎に弊社（カスタマーセンター料金係）よりご請求させていただきま

す。ただし、クレジットカードでのお支払いの場合は当該クレジットカードの会員規約によりクレジ

ットカード会社からのご請求になります。 

※お支払い方法がクレジットカード以外でご請求金額（税込）※お支払い方法がクレジットカード以外でご請求金額（税込）※お支払い方法がクレジットカード以外でご請求金額（税込）※お支払い方法がクレジットカード以外でご請求金額（税込）¥1,000 未満の場合は、翌月に繰り越未満の場合は、翌月に繰り越未満の場合は、翌月に繰り越未満の場合は、翌月に繰り越

し加算でご請求になります。（繰り越し最大３ヶ月）し加算でご請求になります。（繰り越し最大３ヶ月）し加算でご請求になります。（繰り越し最大３ヶ月）し加算でご請求になります。（繰り越し最大３ヶ月） 

※クレジットカード支払の場合、各クレジットカード会社からのご請求になります。弊社から※クレジットカード支払の場合、各クレジットカード会社からのご請求になります。弊社から※クレジットカード支払の場合、各クレジットカード会社からのご請求になります。弊社から※クレジットカード支払の場合、各クレジットカード会社からのご請求になります。弊社からの請の請の請の請

求書、請求明細は発行できません。求書、請求明細は発行できません。求書、請求明細は発行できません。求書、請求明細は発行できません。 

ご利用明細確認は会員メニューで確認できます。ご利用明細確認は会員メニューで確認できます。ご利用明細確認は会員メニューで確認できます。ご利用明細確認は会員メニューで確認できます。 

「「「「https://manage.fiberbit.net/users/login」」」」 

 

お支払い方法 

①預金口座振替によるお支払い 

 取扱金融機関 

 ○ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、 

  労働金庫、信用組合、農協、漁協 

  （一部ご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。） 

②お振り込みによるお支払い 

 弊社が指定する口座へご請求額をお振り込みください。 

③クレジットカードによるお支払い 

【 取り扱い可能カード】 

 ○UFJ、VISA、MasterCard、JCB、アメリカンエクスプレス、NICOS 

※但し、ハウスカード（百貨店カード等）が基本のものは利用できない場合がございます。 

※各クレジットカード会社からのご請求になり、弊社からの請求書、請求明細、領収書の発行はでき

ません。 

※※※※JPS システム導入マンション・寮等では［クレジットカード支払］を一部ご利用できない場合がごシステム導入マンション・寮等では［クレジットカード支払］を一部ご利用できない場合がごシステム導入マンション・寮等では［クレジットカード支払］を一部ご利用できない場合がごシステム導入マンション・寮等では［クレジットカード支払］を一部ご利用できない場合がご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。 

 

 

※ご注意：ＪＰＳシステム（弊社電話設備、以下同じとします）をご利用の場合はＪＰＳシステムご

利用料金と合算してお支払いください。 
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ご利用期間とお支払い日 

① ＪＰＳシステム対応マンション・寮等にご入居の場合（ＪＰＳシステムに加入されてない方も含

む） 

■ＪＰＳシステムで定めるご利用期間（料金月）とお支払い日と同様となります。 

○ ご利用期間とお支払い日はマンション・寮ごとに異なりますので詳しくはカスタマーセンター

までお問い合わせください。 

② ①以外の場合 

■ご利用期間とお支払い日はお支払い方法により以下のようになります。 

 

 （例）『月末締めのマンションの場合』 

５月分請求書（４月１日～３０日ご利用分）  

  

○ご利用期間         4 月 1 日～4 月 30 日 

 ○お支払い期限  

［預金口座振替］    5 月 22 日（もしくは 23 日） 金融機関休業日の場合は翌営業日 

   ［クレジットカード］ 各クレジットカード会社の定める日 

   ［振り込み］       5 月 20 日 金融機関休業日の場合は翌営業日 

 

 ※但し、接続開始月と退会月に限り月額基本料は日割り計算でのご請求になります。 

 ※有料オプションサービスは日割り計算を行いません。 

※一部有料オプションサービスはご利用月の翌々月のご請求になるサービスもございます。 

 

※ご利用明細確認は会員メニューで確認できます。 

https://manage.fiberbit.net/users/login 

 

 

請求書のお届けについて 

■請求書のお届けはお支払い方法により以下のようになります。 

 ○預金口座振替  ：次回の口座振替金額を請求書でお知らせいたします。 

 ○クレジットカード  ：請求書・ご利用明細はお送りいたしません。 

 ○振り込み    ：請求書をお支払い期限の１０日前までにお送りいたします。 

 

※口座振替でお申し込みいただいた場合でも、手続きの都合により、最初の１～２ヶ月は 

請求書払いでのご請求となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

※ＪＰＳシステムをご利用の場合ＪＰＳシステムご利用料金と合算してご請求させて 

いただきます。 

 ※請求書の発行が有料のマンションもございます。
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■■■■    ご利用上での予告なしの回線停止に関してご利用上での予告なしの回線停止に関してご利用上での予告なしの回線停止に関してご利用上での予告なしの回線停止に関して 

 

１）天変・地異によって回線停止する場合 

 

・弊社営業時間内で事故が発生した場合、Ｗｅｂサ－バーが稼働している条件下において、原因が判

明している場合、弊社ホームページもしくはメール等で、お知らせいたします。（メ－ルが到着・送

信不可の状態が発生しましても弊社は一切の責任を負いませんのでご了解願います） 

 

２）緊急を要し、回線停止する場合 

 

・弊社サ－バ－へ第３者の不正アクセスや危害を及ぼす場合、弊社は予告なくサ－バ－を停止いたし

ます。この場合も停止の情報を弊社ホ－ムペ－ジに掲載し、お知らせいたします。（メ－ルが到着・

送信不可の状態が発生しましても弊社は一切の責任を負いませんのでご了解願います） 

 

３）ご請求に対し、弊社へのお支払が滞った為に回線停止する場合 

 

・ご請求に関して、規定の期日中にご入金及び振替引落が確認出来なかった場合、弊社は回線を停止

させていただきます。但し、期日までにご入金いただきますと再度開通いたします。 

さらに１ヶ月間ご入金いただけない場合は強制退会となり、停止期間分の月額料金も加算し、ご請求

いたしますのでご注意願います。 

メ－ルが送受信不可の状態が発生しましても弊社は一切の責任を負いませんのでご了解願います。 

 

※入金の確認は土日祝日は行っておりませんので予めご了承願います。 

 

会員規約は FiberBit ホームページをご覧いただきますよう宜しくお願いします。 

 

http://www.fiberbit.net/ 

 

■ メールサーバーメールサーバーメールサーバーメールサーバーの仕様についての仕様についての仕様についての仕様について 

メールサーバーでのメール保存期間は 60 日となっております。60 日を過ぎたメールはサーバーから

自動削除されますので、それまでに受信頂けます様お願い致します。 

現在、他社プロバイダー回線、社内 LAN、専用線からインターネットへ接続している場合など「外部

ネットワーク」経由でのご利用の際、SMTP サーバーへ接続するときの認証方法として、弊社では、

「POP before SMTP」の方法を採用しています。 

マンション外からメールを送信する場合は送信前（30 分以内）に必ず受信作業を行っていただく事が

必要となります。 

一部のメールソフトやメール端末では、メール受信処理の後回線を自動的に切断してしまうものがあ

ります。このような仕様の場合、残念ながら外部ネットワークからのメール送信を行えません。 

個々のメールソフト／メール端末の仕様については、各ソフトウエア／ハードウエアのサポート窓口

へお問い合わせください。 
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■■■■    各種お申し込み方法・変更手続きについて各種お申し込み方法・変更手続きについて各種お申し込み方法・変更手続きについて各種お申し込み方法・変更手続きについて 

 

基本サービスの追加・追加サービスのお申し込み方法（追加・変更） 

 

１）お申し込み方法 

・郵送によるお申し込み 

カスタマーセンターまで申込書請求のご連絡をいただきますと、申込書をお送りいたしますので、そ

ちらに必要事項をご記入・ご捺印の上、ご返送ください。 

なお、資料の請求は［http://www.fiberbit.net/toiawase.html］をご利用ください。 

 

・会員メニューからのお申し込み 

会員メニューより手続き可能なサービスがございます。詳しくは会員メニューにログインしてご確認

ください。 

 

２）追加・変更手続きに関するご注意 

・料金月｛歴月の起算日（弊社が契約毎に定める毎歴月の日）から次の歴月の起算日の前日までの間

をいいます。以下同じとします。｝の初日以外の日に FiberBit の提供を開始または退会した場合、月額

基本料金をその料金月の利用日数に応じて日割するものとします。 

 

・有料オプションサービスの月額料金は日割計算しないものとします。 

 

・メール及びＦＴＰアカウント変更（削除）にともないファイバービットのサーバー等に容量を超え

て残っているデータは削除されます。なお、どの部分が削除されるかは弊社の判断によるものとしま

すのであらかじめご了承ください。 

 

３）契約時のお客様情報の変更について 

・申し込み時の契約者情報の変更につきましては、お電話番号などを除き別途書類が必要です。移室

は別途工事が発生する場合がございますので２～３週間前にはご連絡ください。 

 

４）お支払い方法の変更について 

・お支払い方法の変更や、預金口座の口座名義・口座番号の変更等につきましては、裏表紙のご利用

料金に関するお問い合わせ窓口までご連絡ください。後日、［預金口座振替書］等必要な書類をお送

りいたしますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。 

 

５）休止について 

・休止のサービスはございません。一度ご退会して再度ご加入していただく事になります。 
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■■■■    退会について退会について退会について退会について 

 

１）退会申請 

［http://www.fiberbit.net/toiawase.html］より退会申請書をご請求ください。後日退会申請書をお送り

いたしますので、届きましたら必要事項をご記入ご捺印の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※退会申請書がカスタマーセンターに到着後の退会となります。余裕をもってご請求ください。※退会申請書がカスタマーセンターに到着後の退会となります。余裕をもってご請求ください。※退会申請書がカスタマーセンターに到着後の退会となります。余裕をもってご請求ください。※退会申請書がカスタマーセンターに到着後の退会となります。余裕をもってご請求ください。 

 

● 最短で退会を希望される場合 

退会希望日を［最短］［最短］［最短］［最短］と記入し、ご返送ください。弊社にて受付した日が退会日になります。希

望退会日は空白では処理出来かねますのでご注意ください。モデムをレンタルされている場合は

ご退会日より１０日以内にご返却ください。 

 

● 希望した日に退会される場合 

退会希望日をご記入ご捺印の上、ご返送ください。モデムをレンタルされている場合は退会希望

日より１０日以内にご返却ください。 

 

基本月額使用料を日割り計算いたしますが有料オプションサービスは日割り計算いたしません。 

※インターネット接続専用モデムの送料はお客様負担での返却となっております。 

 

【書類送付先】〒780－0870 高知県高知市本町 2 丁目 2-29 畑山ビル 9 階  

ファイバービットカスタマーセンター宛 

【モデム送付先】〒601－8001 京都市南区東九条室町 23 エフビット資材課宛 

 

２）退会申請に関するご注意 

・電子メール・ＴＥＬ及びＦＡＸでの退会申請は受け付けられません。余裕を持って必ず郵送でお願

いいたします。 

 

・モデムがレンタルの場合、申請された退会日から１０日を過ぎても到着しない場合、買い取られた

と見なし費用を請求させていただきます。 

※LAN ケーブル、フィルターなどの付属品をご確認のうえ、ご返送ください。 

 

・退会処理完了後は退会の取り消しは出来ません。再度ご利用いただく場合には、再度入会申し込み

をしていただき新たにアカウントＩＤを取得していただくこととなります。その為、退会時のアカウ

ントＩＤはご使用出来ません。 

 

・退会にともないファイバービットのサーバー等に残っているデータはすべて抹消されます。また、

メールアカウント及び各有料追加サービスも停止されます。 

 

・退会後、他社 ISP の ADSL（VDSL）サービスをご利用される場合、弊社サービスの撤去工事が必

な場合がございます。詳しくは退会申請書別紙をご覧ください。 
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お問い合わせ先のご案内お問い合わせ先のご案内お問い合わせ先のご案内お問い合わせ先のご案内 

 

お問い合わせは･･･お問い合わせは･･･お問い合わせは･･･お問い合わせは･･･ 

■■■■ファイバービットカスタマーセンターファイバービットカスタマーセンターファイバービットカスタマーセンターファイバービットカスタマーセンター 

０１２０－２７５０１２０－２７５０１２０－２７５０１２０－２７５０１９０１９０１９０１９ 

［携帯電話ＯＫ！便利なフリ－ダイヤルをご利用ください携帯電話ＯＫ！便利なフリ－ダイヤルをご利用ください携帯電話ＯＫ！便利なフリ－ダイヤルをご利用ください携帯電話ＯＫ！便利なフリ－ダイヤルをご利用ください］ 

電話受付時間９：３０～２１：３０（月～金） 

９：３０～１７：００（土・日・祝）ただし、年末年始は休み 

 

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０１２０－２７５－８９４０１２０－２７５－８９４０１２０－２７５－８９４０１２０－２７５－８９４     

 

お問い合わせフォームお問い合わせフォームお問い合わせフォームお問い合わせフォーム ／／／／ 各資料の請求各資料の請求各資料の請求各資料の請求 

http://www.fiberbit.net/toiawase.html 

 

メールでのお問い合わせメールでのお問い合わせメールでのお問い合わせメールでのお問い合わせ 

support@fb1.fiberbit.net 

 

URL：：：：http://www.fiberbit.net/ 

 

お問い合わせの際にはご利用開始通知書の「お客様番号」とお名前を必ずお知らせください。 

 

ご利用料金ご利用料金ご利用料金ご利用料金に関するお問い合わせは･･･に関するお問い合わせは･･･に関するお問い合わせは･･･に関するお問い合わせは･･･ 

                             

０１２０－２５１８０００１２０－２５１８０００１２０－２５１８０００１２０－２５１８００（（（（携帯電話・携帯電話・携帯電話・携帯電話・PHSPHSPHSPHS可可可可）））） 

電話受付時間 ９：００～１２：００ １３：００～１７：３０（平日のみ。土・日・祝は休み） 

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ ０７５－６９２－２３５００７５－６９２－２３５００７５－６９２－２３５００７５－６９２－２３５０ 

 

ＢＩＧＬＯＢＥＢＩＧＬＯＢＥＢＩＧＬＯＢＥＢＩＧＬＯＢＥ連携サービスに関するお問い合わせは･･･連携サービスに関するお問い合わせは･･･連携サービスに関するお問い合わせは･･･連携サービスに関するお問い合わせは･･･ 

 

■BIGLOBE カスタマーサポートインフォメーションデスク 

０１２０－８６－０９６２０１２０－８６－０９６２０１２０－８６－０９６２０１２０－８６－０９６２ 

０３－６３８５－０９６２（携帯電話・０３－６３８５－０９６２（携帯電話・０３－６３８５－０９６２（携帯電話・０３－６３８５－０９６２（携帯電話・PHS の場合）の場合）の場合）の場合） 

info@bcs.biglobe.ne.jp 
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