OCN 固定IP 申込書

申込書送付先

FAX番号 0120-788-622
本件に関するお問い合わせ先 0120-881-444
（携帯電話などからのお問い合わせ 050-3540-0788）
＜ 営業時間 ＞ 平日9:00〜18:00
NTTコミュニケーションズバリューパートナー 株式会社エヌ・ディ・エステレコム

●サービス名称の変更について（重要）
・2012年9月30日をもって、第６種OCNフレッツ光サービスプランの名称を変更いたしました。変更内容については、下表をご確認く
ださい。
・本契約申込書では、一部旧サービス名称で記載されております。下記の対応表にしたがって読み替えを行ってください。
・サービス名称の変更に伴う契約約款の変更はございません。

2012年9月30日以前のサービス名称

2012年10月1日以降のサービス名称

OCN 光「フレッツ」 IP8 ファミリー・エクスプレスタイプ

OCN 光「フレッツ」 IP8 ファミリータイプ

OCN 光「フレッツ」 IP8 マンション・エクスプレスタイプ

OCN 光「フレッツ」 IP8 マンションタイプ

OCN 光「フレッツ」 IP16 ファミリー・エクスプレスタイプ

OCN 光「フレッツ」 IP16 ファミリータイプ

・2012年9月30日をもって、NTT西日本の提供するフレッツ 光ネクストの「契約タイプ」が変更されます。変更内容については、下表
をご確認ください。

2012年9月30日以前のＮＴＴ西日本タイプ名称

2012年10月1日以降のＮＴＴ西日本タイプ名称

フレッツ 光ネクスト ファミリー・エクスプレスタイプ

フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼

フレッツ 光ネクスト マンション・エクスプレスタイプ

フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼

お客さまがNTT東西会社へお申込みされたアクセスラインとＯＣＮ契約タイプが不一致な場合、以下の表のようにお客さまで一部
設定変更が必要になります。「(1)OCN契約タイプとアクセスラインの相性による通信可否一覧」で△表記がある場合が対象となり
ますので、該当する場合「(2)認証IDのドメイン部分の変更」の内容に従って設定変更をお願いいたします。
(1)OCN契約タイプとアクセスラインの相性による通信可否一覧
Ｂフレッツ
Ｂフレッツ
○
お客さまがお申込みされた
フレッツ光プレミアム
○
東西会社のアクセスライン
フレッツ光ネクスト
○
（○通信可/△お客様で設定変更が必要）
(2)認証IDのドメイン部分の変更
OCN契約タイプとアクセスライン契約
タイプ不一致の場合の対応
OCN契約タイプがフレッツ光ネクストだが、
アクセスラインがBフレッツ/フレッツ光プレミアム
だった場合
OCN契約タイプがフレッツ光ネクストだが、
アクセスラインがBフレッツであった場合

タイプ

弊社にお申込みいただいたＯＣＮ契約タイプ
フレッツ光プレミアム
フレッツ光ネクスト
○
△
○
△
○
○

固定
動的
固定
動的

【変更前】
認証IDの@以下の
部分
bizf.ocn.ne.jp
bizd.ocn.ne.jp
bizf.ocn.ne.jp
bizd.ocn.ne.jp

【変更後】
認証IDの@以下の
部分
fbnf.ocn.ne.jp
dbnf.ocn.ne.jp
fbfm.ocn.ne.jp
dbfm.ocn.ne.jp

固定

bizf.ocn.ne.jp

fbfh.ocn.ne.jp

IP種別

ファミリー
マンション
ビジネス
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第６種オープンコンピューター通信網サービス ＜ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP8/IP16 契約申込書＞
アクセスライン：「フレッツ 光ネクスト」対応
受付ID

NTTコミュニケーションズ株式会社の定める「IP通信網サービス契約約款」、各種利用規約、及び「重要事項
に関する説明」の内容を承諾の上、下記の通り申し込みます。
「個人情報取扱い」の内容を承諾します。

受注案件ID

※太線枠内全項目を黒のボールペンで記入するとともに、該当項目に「レ」にてチェックください。

お申込年月日

サブ受注案件ID

ご利用開始希望日
↑申込みいただく日付から2週間目以降の土日祝日を除く日付を記入いただきます。
手続き上、お客さまのご利用開始希望日に添えない場合があります。

１. NTT東日本/西日本「フレッツ 光ネクスト」申込状況（必須）
東日本/西日本における工事予定日が確定していない場合、お申込みがお済みでない場合は受付できませんので予めご了承ください。

開通済み

申込済み →「フレッツ 光ネクスト」開通予定日
何れかにチェックされていることが、本サービスの提供条件となることを了承ください。

２. NTT東日本/西日本「フレッツ 光ネクスト」契約タイプ（必須）
※以下で選択いただいたNTT東日本/西日本の提供するフレッツ 光ネクストの「契約タイプ」によりOCNの提供メニューを決定いたします。

※必要IPアドレス数は後述「IPアドレス割当申請書」へ記入された「ネットワークプラン」サーバ等の台数に応じて割当を実施します。本項目で選択された個数と「IPアドレス
割当申請書」に記入された内容が相違している場合は、選択されたプランでの提供ができない場合がありますのでご注意ください。
※平成24年10月1日より「OCN
「OCN 光「フレッツ」 IP8/16 ファミリー・エクスプレスタイプ」「ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP8 マンション・エクスプレスタイプ」は「ＯＣＮ
マンション・エクスプレスタイプ」 「ＯＣＮ 光「フレッツ」
IP8/16 ファミリータイプ」「OCN 光「フレッツ」 IP8 マンションタイプ」に変更になります。
マンションタイプ」
※平成24年10月1日よりNTT西日本の提供するフレッツ 光ネクスト契約タイプの「ファミリー・エクスプレスタイプ/マンション・エクスプレスタイプ」
「ファミリー・エクスプレスタイプ/マンション・エクスプレスタイプ」は「ファミリー・スーパーハ
「ファミリー・エクスプレスタイプ/マンション・エクスプレスタイプ」 「ファミリー・スーパーハ
イスピードタイプ 隼/マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼」に変更になります。
隼」
NTT東日本/西日本で契約の
ご利用IP
ご利用ドメイン
ＯＣＮ提供メニュー
OCN認証ドメイン
「フレッツ 光ネクスト」契約タイプ
アドレス数
（いずれかを選択ください。）

IP8

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP8
ファミリータイプ

ＯＣＮサブドメインご利用
（xxx-unet.ocn.ne.jp）
お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）

IP16

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP16
ファミリータイプ

お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）

IP8

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP8
ファミリータイプ

ＯＣＮサブドメインご利用
（xxx-unet.ocn.ne.jp）
お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）

IP16

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP16
ファミリータイプ

お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）

マンションタイプ
（ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日本）
マンション・ハイスピードタイプ
（ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日本）

IP8

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP8
マンションタイプ

マンション・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（NTT西日本）

IP8

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP8
マンションタイプ

IP8

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP8
ビジネスタイプ

IP16

ＯＣＮ 光「フレッツ」 IP16
ビジネスタイプ

ファミリータイプ
（ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日本）
ファミリー・ハイスピードタイプ
（ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日本）

ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（NTT西日本）

ＯＣＮサブドメインご利用
（xxx-unet.ocn.ne.jp）
お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）
ＯＣＮサブドメインご利用
（xxx-unet.ocn.ne.jp）
お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）
ＯＣＮサブドメインご利用
（xxx-unet.ocn.ne.jp）
お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）

ビジネスタイプ

xxx@bizf.ocn.ne.jp

お客さま独自ドメインご利用
（xxx.co.jp/xxx.jp/xxx.com等）

３. お申込み者情報（必須）
フリガナ

申込者（契約者）
※個人の場合は戸籍上のお名前
ご住所、法人の場合は登記簿上
の正式名称および住所にてご記
入ください。
※必ずご捺印ください。

印

お名前
ご住所

〒

都道
府県

大字
通称名

市区
町村
字名

丁目
番地

ビル
名等

部課名

事務担当者
＜お申込みに関するご連絡先＞

担当者名
電話番号

ご契約に関する連絡用として、既
存のメールアドレスを記入くださ
い。

A16267411110

ＦＡＸ

E-Mail
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受付ID

４. お客さま情報（必須）
４－１. 設置場所情報
申込者住所に同じ

設置場所住所
NTT東日本／西日本会社の提供
するフレッツサービスを設置され
る住所を記入ください。

ご住所

その他（以下を記入ください）

市区
町村

都道
府県

〒

大字
通称名

字名
ビル
名等

丁目
番地
※設置場所の会社名（ご名義）がお申込者名と相違がある場合は、必ず記入ください。

設置場所事業所名
お客さま収容設備を本電話番号（NTT東西会社の加入電話）で決定
しますので、必ず記入ください。未記入の場合は受付できませんので、
ご注意ください。（携帯電話、PHS番号は記入いただけません。）

設置場所での
ご利用電話番号
申込みに関する連絡先に同じ

設置場所に関する
連絡先

設置場所でのご利用電話番号に同じ（以下の「担当者名」のみ記入ください）
その他（以下を記入ください）

お名前

電話番号

４－２. ネットワーク技術担当者情報
お申込に関する連絡先と同じ

NW技術担当者連絡先

設置場所に関する連絡先と同じ

その他（以下を記入ください）

お名前
電話番号

ＦＡＸ

※故障等緊急時や認証ID／PW再通 ※日中連絡先
知申請等重要なお知らせ時の連絡先
として使用します。

E-Mail

４－３. お支払に関する情報
請求書によるお支払

毎月の利用料の請求先をご記入ください。

既契約のお支払情報と同一にする

引き継ぎを希望する契約のお客さま番号をご記入ください。

【口座振替及びクレジットカードでのお支払】をご希望のお客さま
※ 「請求書によるお支払」をご選択いただき、松山料金センタ（TEL：0120-047128）までご連絡下さい。
弊社より口座振替によるお支払をご希望のお客さまは「口座振替依頼書」、クレジットカードでのお支払をご希望の
お客さまは「クレジットカード払い申込書」を送付いたします。
※ 初回のご請求は「請求書によるお支払」になる場合があります。

【既契約のお支払情報と同一にする】をご希望のお客さま

お支払方法

※
※
※
※
※

OCN利用料をフレッツ光利用料と合わせて、お支払いただいているお客さまはご利用いただけません。
現在、ご利用中のサービスのお支払情報と同一にします。（但し、ご契約者名義・ご契約者住所が同一の場合のみ）
複数の請求を一枚にまとめている場合もお支払情報を同一にします。
お支払情報に関するお知らせの送付先は既契約と同一になります。
初回のご請求は「請求書によるお支払」になる場合があります。

＜「既契約のお支払情報と同一にする」を選択された方のみ記入ください。＞

N
H
※HまたはNで始まるお客さま番号をご記入ください。
引き継ぎを希望する契約のお客さま番号

毎月の利用料の請求先
申込者住所と同じ
設置場所住所と同じ
右のとおり
宛先に記入いただいた内容は、その
まま請求書に印刷されます。
会社名・部署名・氏名等を20文字以
内で記入ください。

請求に関する連絡先

A16267411110

ご住所

〒

都道
府県

大字
通称名

市区
町村
字名

丁目
番地

ビル
名等

フリガナ
宛先
（２０文字以内）

お名前

電話番号
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４－４. 「ご利用内容のご案内」に関する情報

（接続に必要な情報をOCNより送付します。）

※「ご利用内容のご案内」メールは、「customer@info.ocn.ne.jp」から届きますので、メール受信設定いただきますようお願いいたします。
※「ご利用内容のご案内」は、メールにて送信されるURLから専用サイトへアクセスし、確認パスワードを入力することで、閲覧/保存出来ます。
※メールにてお届けできない場合の送付先に関しても必ずご記入下さい。
※送信したメールが届かなかった場合は、郵送にてお送りいたしますが、開通日に間に合わない場合がありますので、ご注意願います。

フリガナ

送付先
メールアドレス
英大文字チェック※5

「ご利用内容のご案内」
送信先
(必須）

【送付先メールアドレスに関する注意事項】
※1 半角英数６４桁まで
※2 携帯電話のメールアドレスは指定できません。
※3 メールアドレスをお持ちでない場合は、記入不要です。
※4 複数のメールアドレスを指定することはできません。
※5 アルファベット大文字を記入される際は、該当のアルファベット下の英大文字チェック欄に「●」をご記入くださ
い。

フリガナ
英小文字
英大文字
数字
確認
パスワード
【確認パスワードに関する注意事項】
半角英数８桁～１０桁まで（英大文字、英小文字、数字からそれぞれ1文字以上使用してください）
※英字は大文字小文字を判別します。英小文字/英大文字/数字をチェックしてください。
※「ご利用内容のご案内」専用サイトにログインする際に本パスワードが必要となりますので、ご案内のメールが届くまで必ず保管
願います。
※メールアドレスをお持ちでない場合は、記入不要です。

メールにてお届けできない
場合の送付先
（必須）

A16267411110

申込者住所と同じ

設置場所と同じ
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受付ID

５. 付加サービス情報 －１／２（必須）
現在の契約に変更なし（未契約を含む）
新たに申込む／契約内容を変更する
廃止する

OCNホスティングサービス
（単独契約）

OCNホスティングサービス申込書をあわせてお申込みください。

既にご利用中の場合は、ホスティングサービスの
お客さま番号を必ず記入ください。

H

≪OCNホスティングサービスをご契約中のお客さま≫
・割当IPアドレス個数の変更やご利用場所の変更に伴い割当IPアドレスが変更となる場合、OCNホスティングサービス
の
DNS情報（OCN回線情報）の変更申込みが必要となる場合があります。ホスティングサービスの契約内容の変更は、
「ホスティングサービス変更申込書」にてお申込みいただきます。
・OCNホスティングサービスを廃止する場合は、「ホスティングサービス廃止申込書」にて廃止処理を承ります。

現在の契約に変更なし（未契約を含む）
新たに申込む／契約内容を変更する
廃止する

本書で申込みの回線契約を主契約とする
本書で申込みの回線契約以外を主契約とする

ＤＮＳサービスは、回線契約の付加機能サービスとなりますので、主契約となる
回線サービスを必ず決定していただく必要があります。
ご利用中で主契約回線を変更する場合などを含め、ＤＮＳサービスの内容を追
加・変更・削除する場合には、専用の「ＤＮＳサービス申込書」でのみ承ることが
できます。
ＤＮＳサービス申込書をあわせてお申込みください。

DNSサービス

既にご利用中の場合は、帰属先（主契約）となる
回線契約のお客さま番号を必ず記入ください。

Ｎ

≪ＤＮＳサービスをお申込みのお客さまは、以下を了承いただきます≫
・回線申込みとは別に申込みいただくと、主契約の特定ができないため受付け処理ができません。必ず回線申込書に
添付してお申込みください。
・回線申込みは、必ず独自ドメイン利用である必要があります。（OCNサブドメインでのご利用は不可）
・上記「OCNホスティングサービス」と併用される場合、“アウトソーシングプラン”においては、DNSサービスで提供する
DNSサーバ（プライマリDNS、セカンダリDNS）をご利用いただきます。
・DNSサービスでお申込みのドメイン名を使用したOCN回線契約が既に存在する場合は、該当のOCN回線契約の
変更申込書を提出いただきます。（DNSサーバ名の変更、セカンダリDNS情報の変更などが必要となります）
・割当IPアドレス個数が変更、またはご利用場所の変更に伴い割当IPアドレスが変更となる場合、DNSサービスの
変更申込みが必要となる場合があります。DNSサービスの契約内容の変更は「DNSサービス」の申込書にて
お申込みいただきます。
・帰属先（主契約）となる回線契約のOCNお客さま番号が変更となる場合は、「DNSサービス」の申込書にて
帰属先OCNお客さま番号の変更処理を承ります。
・DNSサービスを廃止する場合は、「DNSサービス廃止申込書」にて廃止処理を承ります。帰属先（主契約）となる
回線契約を廃止する場合は、回線契約の廃止申込書とあわせて、「DNSサービス」の廃止申込書を提出ください。

利用しない

OCNメールゲートウェイサービス

OCN セキュリティGW
※IPv6トンネル接続サービスとの
併用不可。

利用する

「OCNメールゲートウェイサービス申込書」をあわせてお申込みください。

≪OCNメールゲートウェイサービス【回線付加契約用】をお申込みのお客さまは、以下を了承いただきます≫
・回線申込みと別に申込みいただくと、主契約の特定ができないため受付け処理ができません。
必ずOCN回線申込書と同時にお申込みください。
・帰属先（主契約）となる回線契約のOCNお客さま番号が変更となる場合は、「OCNメールゲートウェイサービス
契約・変更・廃止申込書」にて帰属先OCNお客さま番号の変更処理を承ります。
・回線申込みは、必ず独自ドメイン利用である必要があります。（OCNサブドメインでのご利用は不可）
・同一ドメイン利用のOCNホスティングサービスとの併用利用はできません。
・OCNメールゲートウェイサービスを廃止する場合は、「OCNメールゲートウェイサービス
契約・変更・廃止申込書」にて廃止処理を承ります。帰属先（主契約）となる回線契約を廃止する場合は、
回線契約の廃止申込書とあわせて、「OCNメールゲートウェイサービス 契約・変更・廃止申込書」にて
廃止申込をしていただきます。

利用しない

利用する

「OCNセキュリティGW申込書」をあわせてお申込みください。

≪OCN セキュリティGWをご利用中のお客さま≫
・既に契約済みのOCN回線から本サービスへ移行する場合は、セキュリティGWの廃止・新設申込書を提出いただきま
す。

利用しない
利用する
ウイルスバスター
ビジネスセキュリティ

「ウイルスバスタービジネスセキュリティ申込書」をあわせてお申込みください。

《ウイルスバスタービジネスセキュリティをご利用中のお客さまは、以下を了承いただきます》
・既に契約済みのOCN回線から本サービスへ移行する場合は、ウイルスバスタービジネスセキュリティの廃止、新設の
申込書を提出いただきます。
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５. 付加サービス情報 ２／２（必須）
ＩＰv６トンネル接続サービス

利用しない

利用する

「ＩＰｖ６トンネル接続サービス申込書」をあわせてお申込みください。

≪ＩＰｖ６トンネル接続サービスをご利用中のお客さまは、以下を了承いただきます≫
※OCNサブドメインをご利用のお客さまは
お申込み頂けません。

一元故障受付サービス
OCN ビジネスパックVPN

・既に契約済みのOCN回線から本サービスへ移行する場合は、ＩＰｖ６トンネル接続サービスの廃止・新設申込書を
提出いただきます。
・契約済み回線の廃止希望年月日をもって、ご利用中のＩＰｖ６トンネル接続サービスは停止します。

利用しない

利用する

「一元故障受付用申込書」をあわせてお申込みください。

利用しない

利用する

「OCNビジネスパックVPN申込書」をあわせてお申込みください。

≪OCNビジネスパックVPNをご希望のお客さま≫
※IPv6トンネル接続サービスとの
併用不可。

※既に契約済みのOCN回線から本サービスへ移行（継続利用）を希望される場合は以下をご了承いただきます。
・ビジネスパックVPN変更申込書を提出いただきます。ただし、契約者名義に変更が発生する場合、または、
ビジネスパックVPNの機種を変更する場合は、すべて新設、廃止申込書でお申込みいただきます。

利用しない

. Phone IP Centrex

利用する

「.Phone IP Centrex申込書」をあわせてお申込みください。

※既に契約済みのOCN回線から本サービスへ移行（継続利用）を希望される場合は。以下をご了承いただきます。
・移行に伴い、割り当てＩＰアドレスに変更が発生する場合は、. Phone IP Centrexの変更申込みが必要となります。
. Phone IP Centrexの契約内容の変更は、必ず、 . Phone IP Centrex の申込書にてお申込みいただきます。

現在の契約に変更なし（未契約を含む）
接続をやめる
VPNゲートウェイサービス（クローズドIPネットワークタイプ）
VPNゲートウェイサービス（OCNタイプ）

各種GWサービス
（ArcstarIP-VPN IPSec接続機能／
VPNゲートウェイサービス）

Arcstar IP-VPN IP Sec接続機能（共有GW型）
Arcstar IP-VPN IP Sec接続機能（占有GW型）

「VPNゲートウェイサービス申込書」をあわせてお申
込みください。
「Arcstar IP-VPN IPSec接続機能申込書」をあわせ
てお申込みください。

≪各GWサービスに接続してご利用中のお客さま≫
・本サービスでは現在、各GWサービスをご利用頂くことは出来ません。

【販売担当者記入欄】
販売チャネルコード
（販売代理店番号）
お
客
さ
ま
対
応
部
門

所属

㈱エヌ・ディ・エステレコム

77J00000
組織区分

所属

お名前
ＴＥＬ

0120-881-444

e-mail

お客さま区分

ＦＡＸ

0120-788-622

申
込
受
付
部
門

ｔｒｙ
記事欄

共通顧客ID
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ＴＥＬ
e-mail
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受付ID

６. お客さまDNS設定情報－１／２
６－１. お客さまドメイン設定情報（独自ドメイン名）

※ □項目にチェックまたは必要事項を記入ください。

新たに申請する（OCNによる代行申請を希望）

＊ 代行取得申請を希望するドメインの種類毎に「取得申請書」を準備し
ておりますので、営業担当者の方はご注意ください。

属性型ＪＰドメイン

使用するドメイン名
について

汎用・都道府県型JPドメイン

取得希望のドメイン名を下記に記入下さい。

ｇＴＬＤドメイン
新たに申請する（お客さまにて申請）

取得申請中、または取得予定のドメイン名を下記に記入下さい。

既得のドメイン名を利用する

使用するドメイン名を下記に記入ください。

※サブドメイン名で使用される場合は、サブドメイン名から記入ください。英大文字で記入ください。

使用ドメイン名
※必ず、ご記入ください。

以下のURLの指定事業者変更よりご利用のドメイン種別を選択いただき、カスタマサポートデスクよりお申込みを行っ
てください。
URL：http://www.ocn.ne.jp/business/domain/apply/index.html

指定事業者の変更
について

なお、新規ご契約と合わせて指定事業者変更をお申込みいただく場合は、書面でのお申込となりますので予めご了承
下さい。
以下のURLから申請書をダウンロードしメール・郵送にてお申込下さい。
URL：http://www.ocn.ne.jp/business/ni/apply/download.html
指定事業者がOCN以外の場合、お客さまからOCNへ「ネームサーバ登録」「レジストリデータベース情報」の登録、変
更を依頼されましても対応できませんことを了承願います。
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６. お客さまDNS設定情報－２／２
６－２. ＤＮＳ利用形態 ※ＤＮＳ利用形態を選択してください
ＯＣＮホステイングサービス“PowerMail”のＤＮＳホスティング機能を利用する
前項の「使用ドメイン名」でのOCNホスティングサービス（PowerMailのDNSホスティング機能利用）の利用がある場合、選択ください。OCNホスティング
サービスのお申込みについては専用に準備する「OCNホスティングサービス申込書」を使用いただきます。
既にご利用中の場合は、ホスティングサービス
のお客さま番号を必ず記入ください。

H

※前項の「使用ドメイン」でメール＆ウェブを利用の場合は以下をご確認ください。
メール＆ウェブのDNS機能をご利用の場合、回線サービスは独自ドメイン利用の形態でお申込みいただくことはできません。
お客さまでDNSサーバをご用意いただく必要があります。
（メール＆ウェブのDNS機能に本契約回線の接続に関する情報を管理、設定する機能がありません）
お客さまでDNSサーバをご用意いただく場合は、「お客さまにてDNSを用意いただく」にチェックをし、プライマリDNSサーバ名等の情報を以下に
ご記入ください。

ＤＮＳサービス ＤＮＳアウトソーシングプランを利用する
前項の「使用ドメイン名」での弊社DNSサービスの利用がある場合に選択ください。
DNSサービスのお申込みについては専用に準備する「DNSサービス申込書」を使用いただきます。

お客さまにてＤＮＳを用意いただく （以下のプライマリＤＮＳサーバ名等の情報を必ず記入ください）

６－３. お客さまＤＮＳ設定情報
※「６－２．」で「お客さまにてDNSを用意いただく」を選択いただいた場合のみ記入ください。

プライマリDNSサーバ名

◆お客さまでプライマリDNSサーバを用意される場合は、お客さまプライマリDNSサーバ名を必ず記入ください。
【DNSサーバ名は「FQDN（ ホスト名＋ドメイン名（サブドメイン名も含む））」で記入ください。】

１台のプライマリDNSサーバにて
複数のOCN回線をご契約のお客
さまは、契約回線の登録内容に変
更の必要があれば、回線毎に変
更申込書の提出が必要となります
のでご注意ください。
お申込みの際には、前項で記入
いただいたドメインによる複数回
線契約、ホスティング契約 の有無
を必ずご確認ください。

正引き、逆引き共に以下のプライマリDNSサーバにて管理する

プライマリDNSサーバ
ＩＰアドレス

※ OCN回線サービスのセカンダリDNSを希望される場合は、お客さまのDNSサーバのIPアドレスはOCNが指定します。
OCNでのドメイン代行取得申請を承っていないお客さまで、NICへのドメイン情報登録が必要な場合はお客さまにて
登録申請手続き願います。切り替えに必要なお客さま作業（標準的な作業）については、ご利用開始の数日前に郵送する
「ご利用内容の案内」をご一読ください。

ＤＮＳサーバ名【

】

正引き、逆引きをそれぞれ以下のプライマリDNSサーバに分けて管理する
正引き用ＤＮＳサーバ名【

】

逆引き用ＤＮＳサーバ名【

】

本OCN回線にプライマリDNSサーバを設置する。 （DNSサーバのIPアドレスはOCNが自動選定します。）

お客さまでプライマリDNSサーバ
を用意される場合は、必ず記入く
ださい。

本OCN回線以外にDNSサーバを設置する。 （他のOCN契約回線、他ISP回線を含む）
お客さまでご用意いただくプライマリDNSサーバのIPアドレスを必ず記入下さい。

正引き＆逆引き兼用DNSサーバIPアドレス →

（

．

．

．

）

正引き用DNSサーバIPアドレス →

（

．

．

．

）

逆引き用DNSサーバIPアドレス →

（

．

．

．

）

◆お客さまでプライマリDNSサーバを用意されるお客さまは、必ず選択ください。

セカンダリDNSサービス
お客さまでプライマリDNSサーバを用
意される場合のみ記入いただけます。

※１のドメインに限りセカンダリDNSサービスをご利用いただくことができます（工事費は他のサービス同様有料・定額利用料無料）
※複数個目のドメインでセカンダリDNSサービスのご希望がある場合、DNSサービスのセカンダリDNSプラン
DNSサービスのセカンダリDNSプランを
DNSサービスのセカンダリDNSプラン
お申込みください。（工事費・定額利用料共に有料・別申込み）

希望する

正引き＆逆引き

正引きのみ

逆引きのみ

※セカンダリサービスを利用いただくためには、お客さまがDNSサーバを立ち上げられたことをお知らせいただく必要があります。
IPアドレス等の設定に関する情報は、ご利用開始の数日前に郵送する「ご利用内容の案内」資料をご覧ください。

希望しない

逆引き権限委譲追加
他DNSサーバ名

→お客さまでセカンダリDNSをご用意ください

上記「DNSサーバ名」で記載いただいたDNSサーバ以外に逆引き用DNSサーバを２つまで追加登録いただけます。
OCNセカンダリDNSサービスを希望されるお客さまは、１つのみ追加いただく事ができます。
ClassC未満のアドレス割当の場合、OCNのDNSに逆引きの権限委譲の登録が必要となりますので、複数のDNSサーバを
お持ちであれば全てのDNSサーバ名をホスト名から最上位ドメイン名（JP等）までご記入ください。

ＤＮＳサーバ名１
※希望がなければ記入不要です。

【

】

【

】

ＤＮＳサーバ名２
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７. OCNサブドメイン情報 １／２
７－１. OCNサブドメイン名
OCNのサブドメインをご利用いただく場合は、必ずOCNのDNSサーバに設定が必要ですので、漏れなく記入ください。
他のお客さまと重複する場合がありますので、第1～第3希望まで記入ください。

第１希望

-unet.ocn.ne.jp

第２希望

-unet.ocn.ne.jp

第３希望

-unet.ocn.ne.jp
2～35文字で設定して下さい。
＊ご利用できるのは英小文字・数字・”－（ハイフン）”です。（ただし、先頭は英小文字を使用してください）

７－２. ホスト情報 （記入された情報にてOCNのDNSを設定します。）
IPアドレス

お客さま記入欄
※ホスト名が未記入時は、上段から順次“pc1”～“pc6”で設定します

ホストNo

1
（ルータ、ＧＷ等）
若
番
順
に
ア
ド
レ
ス
設
定
し
ま
す

2

3

4

5

6

ホスト名

（

）

ＣＮＡＭＥ

（

，

ホスト名

（

）

ＣＮＡＭＥ

（

，

ホスト名

（

）

ＣＮＡＭＥ

（

，

ホスト名

（

）

ＣＮＡＭＥ

（

，

ホスト名

（

）

ＣＮＡＭＥ

（

，

ホスト名

（

）

ＣＮＡＭＥ

（

，

，

）

，

）

，

）

，

）

，

）

，

）

７－３. メールアドレス体系
メールサーバは設置しない（ OCNのメールアドレスも使用しない）
お客さまネットワークに
メールサーバを設置する

１台設置

「アカウント@ホスト名.サブドメイン名.ocn.ne.jp」の形式で設定する
xxxx@ホスト名.○○○○-unet（サブドメイン名）.ocn.ne.jp
上記ホスト情報よりメールサーバに使用するホストNoを記入ください。

（本回線に割当てるIPアドレスを
使用してメールサーバを設置する）

→（NO.

）

「アカウント@サブドメイン名.ocn.ne.jp」（ホスト名省略）の形式で設定する
xxxx@○○○○-unet（サブドメイン名）.ocn.ne.jp
上記ホスト情報よりメールサーバに使用するホストNoを記入ください。
→（NO.

複数台設置

）

「アカウント@ホスト名.サブドメイン名.ocn.ne.jp」の形式で設定する
xxxx@ホスト名.○○○○-unet（サブドメイン名）.ocn.ne.jp
上記ホスト情報よりメールサーバに使用するホストNoを記入ください。
→（NO.

）

→（優先順位：

）

→（NO.

）

→（優先順位：

）

→（NO.

）

→（優先順位：

）

「アカウント@サブドメイン名.ocn.ne.jp」（ホスト名省略）の形式で設定する
xxxx@○○○○-unet（サブドメイン名）.ocn.ne.jp
上記ホスト情報よりメールサーバに使用するホストNoを記入ください。
→（NO.

）

→（優先順位：

）

→（NO.

）

→（優先順位：

）

→（NO.

）

→（優先順位：

）

※複数台のメールサーバを設置される場合、MXﾚｺｰﾄﾞの設定が必要となりますので、
優先順位を必ず記入ください。

OCNのメールアドレスの利用を希望する → 廃止するOCN契約回線よりメールアドレスを引き継ぐ場合は次ページを記入ください。
＊新規利用を希望のお客さまは、ご利用開始後にhttp://www.ocn.ne.jp/business/support/index.html より申込みください。
＊メールアドレスのご利用可能個数は1契約につき30個までとなります。
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７. OCNサブドメイン情報 ２／２
７－４. 引継ぎメールアカウント情報
ご注意ください
・他のOCN契約でご利用中のOCNメールアドレスを本契約で引継ぎ希望されるお客さまのみ記入ください。
・本サービスの「プラン2（IP8個）」で「OCNサブドメイン利用」を選択された場合に限ります。
（「プラン3（IP16個）」を選択のお客さまは記入いただけません）
・ご契約者が同一の場合のみ継続利用（引継ぎ）いただく事ができます。（ご契約が第3者からの引継ぎはできません）
・本サービスで提供するメールアカウント数は1契約につき、最大30個までとなります。（有料）
・ウイルスチェックサービス、メールパスワードについては、現在のご契約内容をそのまま引継ぎます。
・メールアドレスの追加／変更／削除、ウイルスチェックサービスの登録／廃止を希望される場合は、OCNホームページからお申込みください。
【OCNホームページURL】 http://www.ocn.ne.jp/business/support/index.html
・OCNダイヤルアクセス契約等を廃止して本サービスに移行される場合は、ペイオン、PageONについては、継続利用いただくことはできません。
本サービスではご利用対象外のサービスとなっております。
・本サービスにおいてOCNダイヤルアクセス等の「迷惑メールブロックサービス」はご利用頂けません。また、「隔離ボックス」中のメールは閲覧が
出来なくなりますので、必要に応じ、事前に保存・転送等のご対応をお願い致します。
・OCNホームページよりメールアドレスの追加／変更をされる場合、＠以下のメールサーバ名をお客さまで指定いただくことはできません。
メールアドレス毎に＠以下のメールサーバ名が異なる場合がありますことを、予めご了承いただきます。

引継ぎ元メールアカウントを利用している
OCNお客さま番号を記入ください。

引継ぎ元
OCNお客さま番号

N

引継ぎアカウント記入欄
※アカウントは左詰めで、メールサーバ名まで必ず記入ください。
※英小文字には、必ずフリガナを振って記入ください。

引継ぎを希望する
アカウント1
引継ぎを希望する
アカウント2
引継ぎを希望する
アカウント3
引継ぎを希望する
アカウント4
引継ぎを希望する
アカウント５
引継ぎを希望する
アカウント６
引継ぎを希望する
アカウント７
引継ぎを希望する
アカウント８
引継ぎを希望する
アカウント９
引継ぎを希望する
アカウント１０

メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 .ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

10個を超える個数を希望する場合には本様式をコピーして記入ください。

A16267411110
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ＩＰアドレス割り当て申請書（１／２）
受付ID
本申請書にご記入いただく情報の利用目的等について
(1) 情報の利用目的について
本書にご記入いただいた内容は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以下、JPNIC）へIPアドレス割り当て管理業務上必要な情報として提供し、
同社が運用するＷＨＯＩＳデータベースに登録されます。その情報は、 「ＪＰＮＩＣのＩＰアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」
第4条（登録情報等の利用目的）http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00998.html に定める目的のために利用致します。
この利用目的について、同意していただける場合は、本書にご記入ください。同意していただけ無い場合は、サービスのお申し込みはお受けできません。
(2) ＷＨＯＩＳ登録情報の正確性・最新性の確保についてのお願い
本書にご記入いただいた内容がＷＨＯＩＳデータベースに登録された後で、その変更があった場合は、遅滞無くＯＣＮサービスセンタへ変更内容をご連絡いただき、
登録内容の変更手続きをお取りください。その際、変更に関わる手数料をいただきます。
(3)登録内容の確認
本書に記載された内容が、JPNICデータベース上に公開されることをご了承ください。JPNIC登録内容は以下のホームページより確認いただけます。
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw

■ＩＰアドレス割当申請情報
【ネットワーク名】 ※英大文字・数字・－（ハイフン）を使用して12文字以内で記入ください。先頭と末尾に－（ハイフン）を使用いただく事はできません。
ネットワーク名

【ＩＰアドレス割当申請者（組織）】
フリガナ
組織名
組織名英文
(Organization)
フリガナ
都道府県

〒

区町村

市区郡

ご住所
ビルマンション名等

【ネットワークプラン】

※このプランを基に割当アドレス数を決定しますので正確にご記入ください。

・サブネット数とサブネット毎のホスト数の合計を「現在値／６ヶ月後の予測値／１年後の予測値」として必ず記入ください。
・各サブネット毎に「使用組織」「使用目的」を必ず記入ください。
*( )内数字は、機器等への利用可能数
割当必要数：
８個（６個）*
１６個※（１４個）* ※16個はファミリータイプのみ
サブネットＮｏ.

ホスト数

現在値

６ヵ月後

１年後

使用組織・部署

使用目的

1
サブネット毎の
ホスト数

2
3
4

合計

【割当済ＩＰアドレス】

※既にＯＣＮでご利用されているＩＰアドレスがある場合は、必ず記入ください。

・サブネット数とサブネット毎のホスト数の合計を「現在値／６ヶ月後の予測値／１年後の予測値」として必ず記入ください。
・各サブネット毎に「使用組織」「使用目的」を必ず記入ください。
サブネットNo.

ネットワークアドレス／
プレフィックス値

現在/6ヶ月後/1年後
のホスト数

使用組織・部署

使用目的

（記入例）

10.222.111.0/29

3/3/4

営業部門

社内LAN

１
２
３
４
５
※サブネットNoが上記の表を超える場合は,本様式を複写し、別に添付して記入いただくようお願いします。
※ＩＰアドレスの返却を行うサブネットについては、記入不要です。

【ＩＰアドレスリナンバ手続き（ＯＣＮ内リナンバ）の有無】
“OCN内リナンバ”とは、既存のOCN回線からの移行（切り替え）をお申し込みのお客さま、またはご利用場所の変更などで割当IPアドレスが変更となるお客さまに対して、
既存OCN契約でご利用のIPアドレスの返却と移行後のOCN契約で利用するIPアドレスの登録を同時に実施することを言います。
OCN内リナンバ申請の有無を選択ください。
※返却するIPアドレスと新たに割当てるIPアドレスの組織名が同一の場合に限り、OCN内リナンバ申請が可能です。
※他ISPから割当てられたIPアドレスを返却するＩＰアドレスとして申請するＩＰアドレスリナンバ申請は、JPNICへのIPアドレスリナンバ申請が廃止されたためOCNから
JPNICへ返却することができません。このＩＰアドレスのJPNICへの返却手続きについては、割り当てされたプロバイダにお問合わせください。
※本申込みと廃止申込書を同時に提出いただく場合のみOCN内リナンバ申請が可能です。本申込書と廃止申込書を別々に送付される場合は、OCN内リナンバ申請を
実施することができません。
※以下に該当するお客さまは、IPアドレス割当てに関するIPアドレス登録料／IPアドレス変更料が必要となります。
・返却するIPアドレスより新たに割当てるIPアドレスの個数が増加する場合
→IPアドレス登録料として5,500円（税込5,940円）が必要
・OCN内リナンバ申請と同時に、ネットワーク名・組織情報・管理者連絡窓口・技術連絡担当者情報等が変更となる場合
→IPアドレス変更料として1,000円（税込1,080円）が必要

ＯＣＮ内リナンバ申請なし

A16267411110
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ＩＰアドレス割り当て申請書（２／２）
受付ID
※網掛け部分は必ずご記入ください。
※本書へ記載された内容が、ＪＰＮＩＣのデータベース上に公開されることをご了承ください。
※ＪＰＮＩＣ登録内容は以下のホームページより確認いただけます。
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw

■担当者情報／担当グループ情報
ネットワーク情報（IPアドレス割り当てに関する情報）の管理者連絡窓口・技術連絡担当者として、「担当者情報」「担当グループ情報」のいずれかを登録します。
「担当者情報」「担当グループ情報」のいずれかを選択のうえ、必要な情報を記入ください。
※個人の情報を掲載したくないお客さまは、「担当グループ情報」にて組織やグループの情報を登録することが可能です。
≪JPNICハンドル／グループハンドルについて≫
既にJPNICハンドル（「担当者情報」として登録する場合）／グループハンドル（「担当グループ情報」として登録する場合）をお持ちの方のみ記入ください。
JPNICハンドル／グループハンドルを記入いただく際には、JPNIC-DBにて登録内容を予めご確認の上、ご記入ください。 http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
※JPNIC-DBの登録内容に一箇所でも変更がある場合、またはJPNIC-DBの[電子メイル]項目が未登録の場合は、JPNICハンドル／グループハンドルにあわせて記入必
須項目をすべて記入ください。弊社から登録内容を更新いたします。この場合、別途、IPアドレス変更料をいただきます。
*1：Whoisでは非公開となります。
*2：管理者連絡窓口としてのみ登録されている場合は、Whoisでは非公開となります。

【管理者連絡窓口】※管理者連絡窓口の組織名には申請組織以外の方を指定する事はできません。
「担当者情報」での登録を希望する →「ご氏名/ｸﾞﾙｰﾌﾟ名」には、組織に属する担当者のお名前を記入ください。
「担当グループ情報」での登録を希望する →「ご氏名/ｸﾞﾙｰﾌﾟ名」には、担当名などｸﾞﾙｰﾌﾟの名称を記入ください。「肩書」は記入不要です。
和文
JPNICﾊﾝﾄﾞﾙ/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ
ご氏名/ｸﾞﾙｰﾌﾟ名
組織名
フリガナ
〒
ご住所

市区郡

都道府県

区町村

＊1

ビルマンション名等
部署／所属

肩書

ＴＥＬ

ＦＡＸ

＊2

＊2

Ｅ－Ｍａｉｌ
英文
ご氏名（Last,First）/
ｸﾞﾙｰﾌﾟ名（Group Name）
組織名（Organization)
部署／所属（Division)

肩書（Title)

【技術連絡担当者】

全て管理者連絡窓口と同じ（以下は記入不要です。）

「担当者情報」での登録を希望する →「ご氏名/ｸﾞﾙｰﾌﾟ名」には、組織に属する担当者のお名前を記入ください。
「担当グループ情報」での登録を希望する →「ご氏名/ｸﾞﾙｰﾌﾟ名」には、担当名などｸﾞﾙｰﾌﾟの名称を記入ください。「肩書」は記入不要です。
和文
JPNICﾊﾝﾄﾞﾙ/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ
ご氏名/ｸﾞﾙｰﾌﾟ名
組織名
フリガナ
〒
ご住所

都道府県

市区郡

＊1

ビルマンション名等
部署／所属

肩書

ＴＥＬ

ＦＡＸ

＊2

＊2

Ｅ－Ｍａｉｌ
英文
ご氏名（Last,First）/
ｸﾞﾙｰﾌﾟ名（Group Name）
組織名（Organization)
部署／所属（Division)

A16267411110
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ＩＰアドレス返却申請書
受付ID
※網掛け部分は必ずご記入ください。
※ＪＰＮＩＣ登録内容は以下のホームページより確認いただけます。
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw

■ＩＰアドレス返却申請の注意事項
他のＩＰ指定事業者が管理するＩＰアドレスブロックは、ＯＣＮからは返却申請が出来ません。管理元のＩＰ指定事業者にご相談ください。
返却するＩＰアドレスブロックが複数ある場合は、【返却 ＩＰアドレス】の（２）へご記入ください。

【既存OCN契約のお客さま番号】
既存OCN契約の
お客さま番号

※IPアドレスの返却を希望する既存OCN契約のお客さま番号を記入ください。

Ｎ

【ＩＰアドレス割り当て申請者】
和文
フリガナ

組織名

【返却ＩＰアドレス】
（1）返却するＩＰアドレスをご記入ください。

ネットワークアドレス
サブネットマスク

255 . 255 . 255 . （

）

（2）返却するアドレスが複数ブロックがある場合は、こちらにご記入ください。

ネットワークアドレス
サブネットマスク

255 . 255 . 255 . （

）

255 . 255 . 255 . （

）

255 . 255 . 255 . （

）

255 . 255 . 255 . （

）

255 . 255 . 255 . （

）

ネットワークアドレス
サブネットマスク
ネットワークアドレス
サブネットマスク
ネットワークアドレス
サブネットマスク
ネットワークアドレス
サブネットマスク

A16267411110
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当社はお客さまの氏名・生年月日・住所・お申し込みのサービス内容等の個人情報の保護に関し、ＣＳＯを個人情報管
理責任者として以下の取組みを実施いたしております。

１．当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客さまの大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
２．当社は、口頭、書面、電磁的記録、録音、録画その他の方法をもってお客さまの個人情報を適正に取得します（お客さ
まから直接取得する以外に、当社がお客さま以外から間接的に取得する場合を含みます）。なお、お客さまとのお電話
での応対時において、ご注文・ご意見・ご要望内容等の正確な把握、今後のサービス向上のために、通話を録音させて
いただく場合がございます。
３．当社は、お客さまの個人情報については、下記の目的の範囲内で適正に取り扱いさせていただきます。
・ご本人確認、ご利用料金の請求、およびご利用料金・ご利用サービス提供条件の変
更、工事日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除契約者情報の通知並びにその他
当社サービスの提供に係ること
当社サービスの契約者情報

・電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関するご紹介・ご提
案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと
・当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと
・お問い合わせ、ご相談にお答えすること
・当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと

その他の個人情報

・お問い合わせ、ご相談にお答えすること
・電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関するご紹介・ご提
案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと

なお、上記利用目的の他、サービス・アンケート等により個別に利用目的等を定める場合があります。また、お客さま
との電気通信サービス等に係る契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用すること
がございます。

４．当社は、お客さまの個人情報を適正に取扱うため、社内規程および社内管理体制の整備、従業員の教育、並びに、個人
情報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直
しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めてまいります。
５．当社は、お客さまの個人情報を第三者に開示・提供することは致しません。但し、上記利用目的を達成するために必要
な範囲内で、業務委託先に提供する場合がございます。
その場合は、個人情報の保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等必要かつ適切な措
置を実施いたします。なお、法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合について
は、当該公的機関に提供することがございます。

６．お客さまが、お客さまの個人情報の開示等をご希望される場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡いただければ合
理的な範囲で速やかに対応いたします。なお、１契約につき1,000円（税込1,080円）※の事務手数料を申し受けます。
※特別な開示・通知手段を求められるなど、追加の費用が必要となる場合には、その費用を勘案した手数料を追加して
頂戴する場合があります。
＜個人情報保護に関するお問い合わせ先＞
（Webによるお問い合わせ）
URL：http://www.ntt.com/privacy/（プライバシーポリシー表示ページ）における「Web開示手続きに関す
るお問い合わせ」から問い合わせフォームに入っていただき、手続きをお願い致します。
（お手紙によるお問い合わせ）
〒100－8019 東京都千代田区内幸町1－1－6
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 お客さま個人情報問い合わせ窓口 宛て
※必要記載事項及び送付書類につきましては、上記URLにおける「開示請求に関する必要書類」を印刷したう
え記載いただくか、当社所定の必要事項を記載のうえ、必ず必要書類をあわせて
必ず必要書類をあわせて上記窓口宛てお送り下さい。
必ず必要書類をあわせて
※なお、電話によるお問い合わせにつきましては、平成24年3月末をもって終了させていただきました。

７．当社は、認定個人情報保護団体である財団法人日本データ通信協会の対象事業者です。当社の個人情報の取扱いに関す
る苦情については、同協会内に設けられている電気通信個人情報保護推進センターへ解決の申出をすることもできま
す。
８．当社では、お客さまの個人情報の保護を図るために、また、法令その他の規範の変更に対応するために、プライバシー
ポリシーを改定する事がございます。改定があった場合はホームページにてお知らせいたします。
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