
IP通信網サービス契約
第6種オープンコンピュータ通信網サービス
OCN　ADSLサービス　IP1（A） 12M/26M

加入申込書

NTTコミュニケーションズ株式会社

＜申込・SOに関する問い合わせ先＞

お問い合わせ:   0120 – 435 – 233

FAX送信先 :   0120 – 435 - 230

注）申込書送付後、2－3日（※土・日・祝日は除く）経ってもOCNセンタからのご連絡がない場合は、申込書がOCNセンタに
　　届いていない場合がありますので、送付したOCNセンタへご確認をお願いいたします。
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●第6種オープンコンピュータ通信網サービス（「OCN　ADSLサービス　IP1（A）12M/26M」プラン）について
　「ADSLサービス IP1(A) 12M/26M」のサービス詳細については、　http://www.ocn.ne.jp/business/dsl/acca_ip1/index.html　をご覧ください。

　・本サービスは、株式会社アッカ・ネットワークスの提供する「ADSLサービス」を利用して、お客さまに対して（静的に）割り当てられた1個の固定的な

　　グローバルＩＰアドレスを使用して、インターネットへ接続するサービスです。

　・ご契約の単位としては、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」、株式会社アッカ・ネットワークスの定める
　　「NTTコミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスに関する契約約款」及びNTT東西会社の定める「DSL等接続専用サービス契約約款」に基づき
　　本サービスを提供する事となります。尚、申込み受付はNTTコミュニケーションズが一括で受付ける事とし、各社への申込みを代行させていただく事を

　　予めご了承ください。
　　（注：別に提供している第2種OCN契約の「OCN　ADSLセット」とは異なるサービスですので、サービス内容をご確認のうえお申込みください）

　

●お申込みに際して

●ご契約形態

　・最低利用期間は1ヶ月です。（ご利用開始月、および廃止月の定額利用料につきましては、該当月のご利用日数に合せて計算・請求させていただきます）
　・お客さまへ割当てる固定IPアドレス、インターネット接続用のID、パスワードは、ご利用開始前に送付する「ご利用内容のご案内」資料にて通知いたします。
　・利用料金については、NTT東日本・西日本の提供する「DSL等接続専用サービス」に係る工事費用についてはOCNとは別に請求を行います。
　　　- NTT東日本・西日本に関する請求金額等のお問合せについては、請求元であるNTT東日本・西日本へお問合せください。
　　　- OCN初期費用、株式会社アッカ・ネットワークス初期費用については、OCN請求書にて合わせて請求いたします。
　・お客様へ割当てるIPアドレスは、設置場所の移転等で変更となる場合がありますが、お客さま都合での変更はできかねますことを了承いただきます。
　　　-お客さまが、都道府県を跨る移転をされた場合、割当てられているIPアドレスが変更となる場合があります（その際は、別途工事料が必要となります）。
　・本サービスでは、OCNでのDNSの設定及びドメイン名の登録、代行申請は行いません。

　本サービスの申込みに際しては、必ず OCN ホームページへ掲載されている「IP通信網サービス契約約款」、および各種利用規約を　

　必ず事前にお読みいただき承諾された上でお申込みください。
　申込みに際して、ご注意いただく事項、制約事項等について以降の説明書きをご一読ください。
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固定IPアドレス払出し

お客さま宅
NTT東日本
NTT西日本 NTT コミュニケーションズ

＊NTTコミュニケーションズで提供する
　第6種「OCN　ADSLサービス　IP1（A）12M/26M」
＊OCNで各社への申込み手続きを行います。

＊NTT東日本/西日本で提供する
「DSL等接続専用サービス」

提供エリア
直線（線路）距離確認

サービス提供エリア内であってもADSL信号の減衰があるため、NTT収容局から設置場所までの
線長距離は7km（直線距離4km）を目安とします。しかし、線長距離が4km（直線距離2km）以上

離れてしまうとほとんど速度がでない状況です。
26Mサービスでは、線長距離で2.3km（直線距離1.4km）を超える場合には、
12Mサービスの速度＋約8％程度のリンク速度アップ（目安）で12Mサービスと実行速度がほとんど
変わらないため、線長距離で2.3kmを超える場合は、12Mサービスでのお申込みをお勧めします。

必ず、提供エリア、直線（線長）距離をご確認のうえ、お申込みください。

　　◆提供可否/直線距離確認サイト　http://www.ocn.ne.jp/business/dsl/acca_ip1/index.html

NTT コミュニケーションズの「OCN　ADSLセット　ACCAプラン」サービスをお勧めします。
　＊OCNホームページ　http://www.ocn.ne.jp/

ご利用形態で
※固定IPアドレスが
必要ですか？

開通までに必要な日数、ご利用開始に関する注意事項等を十分にご理解していただき、
ご了承のうえ本申込書にてお申し込みください。

NO

OK

NO

YES

※固定ＩＰアドレス：お客様が接続されるたびに同一のアドレスを割当てます。

NTTビル

株式会社アッカ・
ネットワークス

＊NTTコミュニケーションズ
株式会社経由DSLサービス

＊お客さま宅に設置するモデムに
ついてはレンタルのみでの提供と
なります。

＊電話共用タイプをご希望の場合、ISDN回線での共用は申込みいただけません。
＊現在、他のADSLサービスを電話共用タイプでご利用中の場合、1の加入電話で複数のADSLサービスを

　お申込みいただくことはできませんのでご注意ください。
＊お申込み前に注意事項、制約事項がございますので、内容について、必ずご了承の上お申込みください。

←　線長距離７km（目安）　→

スタート
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●ADSLサービスについて
　・本申込書にてお申込いただいても、お客さま宅までの回線がADSLに適さないときは、サービスを提供することができない場合があります。

　　その際は、申込み後に別途ご連絡します。
　・事前に提供エリアの確認がとれた場合であっても、ADSL信号の減衰があるため、 NTT収容局から設置場所までの線長距離は7km（直線距離4km）を
　　目安とします。しかし、線長距離が4km（直線距離2km）以上離れてしまうとほとんど速度がでない状況です。
　　26Mサービスでは、線長距離で2.3km（直線距離1.4km）を超える場合には、12Mサービスの速度＋約8％程度のリンク速度アップ（目安）で12Mサービス
　　と実行速度がほとんど変わらないため、線長距離で2.3kmを超える場合は、12Mサービスでのお申込みをお勧めします。

　　予め提供エリア、直線（線長）距離をご確認のうえ、お申込みください。（本サービスはベストエフォートサービスとなります。提供速度を保証するものでは
　　ありません。）
　・提供エリアは、ACCA ADSLサービスの提供エリア全域となります。詳しいエリア情報は、OCNホームページにてご確認ください。
　　　◆提供可否/直線距離確認サイト　http://www.ocn.ne.jp/business/dsl/acca_ip1/index.html

●お申込みについて
　・ 株式会社アッカ・ネットワークスが提供するモデム
　　　- 12Mプラン：商品名「Flash Wave2040M1（富士通製）」
　　　- 26Mプラン：商品名「Flash Wave2040M2（富士通製）」
　　 「OCN　ADSLセット」等のアッカ社のDSLを利用したOCNサービスで利用中のモデムはファームウェアの相違等から本契約でご利用いただく事は

　　できません。
　・お申込み内容について記載漏れや記入不備があった場合には、ご利用開始が大幅に遅れることがあります。
　　タイプ１（加入電話と共用）でお申込みの場合、必ず、加入電話名義と同じ氏名を「加入電話名義」欄に正確に記入ください。
　・お申込み者のE-Mailアドレス、NW技術連絡担当者のE-Mailアドレスは、各種連絡用として使用しますので必ず記入ください。
　　特にご利用開始後のNW工事等によるサービス停止の連絡はNW技術連絡担当者のE-Mailアドレス宛てにのみ行い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。
　・ 第２種OCN契約「OCN　ADSLセット」等のアッカ社のDSLを利用したOCNサービスからの変更を希望されるお客さまは、廃止・新設処理で

　　取り扱いますので、改めて工事手配をすることになります。予めご了承ください。
　　アッカ社のDSLを利用したOCNサービスからの変更の場合、本加入申込書で廃止処理も一元的に承ります。p.6・p.７の注意事項をご一読の上、

　　お申込みください。
　・お申込み後にお申し出内容に変更が発生した場合は、必ず、お知らせください。また、廃止申込み後のキャンセル・延期申し出等の申込み内容の変更に
　　ついては、NTT工事日の4営業日前の弊社窓口の営業時間中まで受付けることができます。期日までに連絡いただけない場合は、キャンセル・延期手配

　　できませんので予めご了承ください。
　・タイプ2（加入電話と非共用）でお申込みの場合で、設置場所で利用される電話番号の名義とお申込み名義に相違がある時、設置場所にNTT東日本・

　　西日本の加入電話が未設置の時は、お客さまの本人性が確認できる資料（公的機関が発行するもの）の写しを申込書に添付のうえお申込みいただく
　　必要があります。
　　　　（個人）運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書等
　　　　（法人）登記簿謄（抄）本、資格証明書、現在事項全部証明書、地縁団体台帳等

　ADSL回線に関する詳細は、アッカ社 ホームページ（http://www.acca.ne.jp/）でご確認ください。

　モデムに関する情報等、その他注意事項について、最新情報をアッカ社ホームページに掲載しております。

●ご利用開始について
お客さまからのお申し込みを多数いただいた場合や設備上の都合により、開通まで数ヶ月程度お待ちいただく場合があります。

　・本サービスの課金開始は、アッカ社提供のモデムについて、お客さまにて取付けいただく場合（DIY）はＮＴＴ工事日の７日後、派遣工事の場合は

　　モデム派遣工事の翌日からとなります。

　　特にDIYの場合は必ずその7日の期間内に接続確認を行っていただき、「接続できない」「速度が出ない」といった場合には、モデム同封のフリーダイヤル

　　へお問い合わせください。７日を過ぎてのご申告の場合、キャンセルの扱いとはならず、初期費用・７日目からの定額利用料金の日割り料金を申し受け

　　ます。　

　　また、全てのキャンセルの場合につきましては、NTT工事日の４営業日前までにご連絡をお願いします。４営業日を過ぎてからの申し出の場合は、

　　工事に関する費用がNTT東日本・西日本会社より請求が発生します。NＴＴ東西会社から直接請求される工事費用は弊社からの請求ではないため

　　料金免除できかねますのでご了承ください。

　　（NTT東西会社から直接請求される工事費の例：タイプ１の場合のNTT初期費用　3,202.5円（税込））　　

　　　＊NTT東日本・西日本会社における工事料金については、NTT東日本・西日本会社へお問い合わせください。

　上記の点について、ご了解の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。

　また、お申し込み、ご提供にあたっての注意事項を以降に記載しますので必ずお読みいただきますようお願いいたします。

●料金について
・株式会社アッカ・ネットワークスの契約約款に定める、アッカ社の提供するモデムのレンタル代金及びアッカ社及びＮＴＴ東日本・西日本会社の一部の

　工事費等については、本契約の請求にてＮＴＴコミュニケーションズが回収代行するものとします。

　NTT東日本・西日本会社における設置場所配線工事等にかかる費用については、 NTT東日本・西日本会社より直接請求いたします。

・お客さま宅内及び交換所内の工事後であっても、ＡＤＳＬサービスの提供ができない場合がありますが、その場合も工事費はお客さま負担となります。

・ご利用開始時または開始後に、回線調整などで生じた費用は、実際に通信環境の改善効果が見られない場合でも請求されます。

　回線調整は、ご利用開始を前提としているため、ご利用開始前であってもご利用開始に必要な初期費用を必ずお支払いいただきます。

・モデム設置について、派遣工事をご希望の場合は派遣に係る費用が別途必要となります。（OCNから請求）

＊DIYの料金起算日はＮＴＴ工事日より７日となりますが、料金起算日の前日までに派遣工事を依頼された場合の料金起算日は、派遣工事日の翌日と

　させていただきます。
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●提供できない場合、提供に制限がある場合

　・ＮＴＴの電話付加サービス等、下記のサービスをご利用の回線では、タイプ１（加入電話と共用タイプ）はお申し込みいただけません。

　　［着信用電話、ダイヤルイン追加番号、信号監視通信サービス、オフトーク通信サービス、遠隔検針（ノーリンギングサービス）、一部の警備保障、

　　　一部の回線自動選択装置］

　　お客さまがどのようなサービスを利用しているか等については、ＮＴＴ東西会社（116）へお問い合わせください。

　・ご利用の回線がISDNの場合は、タイプ1でのご利用には、アナログ回線への変更が必要です。別途、工事費用が必要となり、「INSネット64・ライト」から

　　アナログ回線（「加入電話・ライトプラン」を除く）に変更の場合は、あわせて施設設置負担金が必要となります。なお、事前にアナログ回線へ変更されても

　　本サービスが必ずしも提供できるというものではありません。NTT適合性確認後にアッカ社よりお客さまへご連絡いたしますので、この連絡を受けてから

　　最寄の「116」へアナログ回線への変更をお申込みください。

　・NTT交換所からお客さま宅までの回線に光ファイバーが使用されている場合は、本サービスの提供はできません。

　・既にADSLサービスをご利用になられている場合は、以下に注意ください。

　　タイプ1で他社のADSLサービスをご利用、またはお申し込みいただいているお客さまで、共用している電話番号を変更せずに本お申込みでも電話共用を

　　ご希望の場合は、同一の電話番号で複数のADSL（電話共用）をお申込みいただけません。予めご解約手続きのうえ、本サービスのお申込みをお願いし

　　ます。

●接続に関する障害の代表的要因

　実際の電話回線距離が長い（線長で7Km以上）場合、ＮＴＴ交換所からお客さま宅までの電話回線の経路上にノイズ発生がある場合（工場、放送局、鉄道、

　幹線道路大規模店舗等）、回線分岐、専用線やISDNの影響を受ける場合、ＮＴＴ交換所からお客さま宅までの芯線が細い場合、インターホン・ドアホンなど

　と電話回線の配線が共用されている場合、お客さま宅内の回線に分岐があり、スプリッタを介さずに接続している機器がある場合、お客さま宅に設置され

　ている保安器機種が6ＰＴ（折り返し機能付き）の場合等がありますが、詳細及び最新情報につきましては、アッカ社ホームページに掲載しておりますので

　ご確認をお願いします。　　◆アッカ社ホームページ　　http://www.acca.ne.jp/
　※NTT保安器機種「６ＰＴ（折り返し機能付き）」の取替えには別途費用が必要です（NTT東日本・西日本の請求です）。

●お客さま宅内事前工事について

　お客さま宅内にモジュラージャックが複数存在する場合、事前に分岐の元になる部分にスプリッタ設置ができるよう、配線変更をＮＴＴ東日本西日本会社

　（116）へご依頼ください。屋内配線の延長や新たな分岐設置についても同様です（工事費は別途お客様負担となります）。

●サービス開始後の速度低下等
　料金起算日以降にお客さま宅内またはPC環境、お客さま宅までのＮＴＴ配線設備の環境などにより、通信速度が低下する場合がありますが、その場合

　には初期費用及びご利用いただいた月額使用料の返還、ＮＴＴ東西会社工事費の返還には応じかねますので予めご了承ください。また、ＮＴＴ工事完了後、

　当社の定める課金基準日（DIY：NTT工事日＋7日、派遣工事：派遣工事日＋１日）を経過した時点で接続完了の扱いとさせていただき、接続完了以降の

　キャンセルは正規の廃止申込みにてお申込みいただきますが、初期費用及びキャンセルされるまでの利用料金につきましては申し受けますので注意

　ください。

　

●モデムのお取り扱いについて

　・スプリッタ配下に接続するモデムは、アッカ社からの提供となります。

　・アッカ社提供のモデム配下に個別にお客さまご自身でルータをご用意される場合には、必ずアッカ社推奨または認定の機器をご用意ください。推奨品

　　以外のルータをご利用の場合には、接続についてのサポートができない場合がございます。また、ルータの購入については、本サービスお申し込み後

　　「NTT工事予定」のご連絡を受けてから行うようお願いいたします。なお、ご利用開始時に満足な速度が得られない等の理由によりサービス提供不可と

　　なった場合においても、弊社では準備いただいた機器の費用に関する保証をいたしかねます事を予めご了承いただきます。

　＊ 第2種OCN契約「OCN　ADSLセット」、第6種OCN契約「OCN　ADSLサービス　IP1（A）1.5M/8M」等の既存アッカ社DSLを利用した

　　　OCNサービスでご利用中のアッカ社提供モデムは、本サービスで継続利用いただく事はできません。

●モデム設置の派遣工事について

　・DIYによる配送だけではなく、派遣工事によるモデム設置も承ります。（派遣工事費用が必要）

　・モデム設定に関するお問合せ先は、モデム配送時に同封される資料に記載のDIYサポートセンタ（フリーダイヤル）となります。

●お申込み後、お送りする接続用ID、パスワードの扱いについて
　本お申込受付後、ADSLの開通に合わせて、インターネット接続用のＩＤ、パスワードを「設置場所住所」にお送りしますので、ご利用開始するまでの間、

　ダイヤルアップ接続用としてご利用いただく事ができます。尚、ADSL開通前に使用した場合、アクセスポイントまでの電話料金が別途必要となります。

　コミ・デ・プラン、フレッツISDN、フレッツADSL専用のアクセスポイントはご利用になれません。

　本サービスにおけるNTT工事完了後は、速やかにパソコン等の設定変更をお願いいたします。そのまま、ダイヤルアップ接続をお使いいただきますと、

　思わぬ電話料金の請求が発生する場合がありますのでご注意ください。万一、回線都合等によりサービスの提供ができなかった（＝本サービスの課金が

　開始されなかった）場合で、お申し込みをキャンセルされる場合につきましては、本IDによるOCN利用料金、本申込みに関する初期費用の請求はいたし

　ません（別途電話料金は必要です）が、NTT工事費用につきましては、申し受けますのでご注意ください。
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●お申込書記入に際しての留意事項（1／2）
　・お申込者名、お申込者住所（タイプ1、タイプ2とも記入要）

　　お申込者名・住所は、本サービスをご契約になる方の氏名・住所（住民票・登記簿上の住所）の記入をお願いいたします。

　　住所につきましては、ビル・フロア名まで正確にご記入ください。連絡先については、日中ご連絡がとれる連絡先（勤務先、携帯電話等）を記入ください。

　・お申込みに関する連絡先（タイプ1、タイプ2とも記入要）

　　お申し込みに関する問い合わせ、確認の連絡等をさせていただきますので、必ずご記入をお願いします。

　　原則として、ご連絡はメールアドレス宛のみとなります。ご連絡先のメールアドレスには、iモード等の携帯電話でご利用のものを指定いただく事は

　　できません。

　・ADSL品目（タイプ1、タイプ2とも記入要）

　　12M品目、26M品目を選択いただきます。

　　26Mサービスでは、線長距離で2.3km（直線距離1.4km）を超える場合には、12Mサービスの速度＋約8％程度のリンク速度アップ（目安）で12Mサービス

　　と実行速度がほとんど変わらないため、線長距離で2.3kmを超える場合は、12Mサービスでのお申込みをお勧めします。

　　必ず、直線（線長）距離をご確認のうえ、お申込みください。

　・ADSLタイプ（タイプ1、タイプ2とも記入要）

　　NTT東西会社の提供する「ISDN」（総合ディジタル通信サービス）をご利用中の場合、本サービスの「タイプ１（加入電話サービスとの共用）での提供が

　　できません。また、事前に加入電話（アナログ回線）へ変更されても本サービスの提供が必ずしも行えるというものではありませんので、事前に本申込書

　　で変更についての確認事項を承諾いただき、お申し込みください。本申込をもって、本サービス提供の可否調査をいたします。（提供可否調査では、収容

　　設備などの状況を確認するものであって、ご利用開始後の提供速度を保証するものではありません。）

　 加入電話サービスでのNTT適合性確認後に、アッカ社より連絡が届きます。この連絡を受けてから最寄りの「116」へISDNから加入電話への変更を

　　お申込みいただきます。

　＊加入電話（アナログ回線）への変更に際して、ＮＴＴ東西会社の定める工事費、及び 「INSネット64・ライト」からアナログ回線（「加入電話・ライトプラン」を

　　　除く）に変更の場合は施設設置負担金が別途必要です。
　　タイプ2でのお申込みの場合で、設置場所で利用される電話番号の名義とお申込み名義に相違がある時、設置場所にNTT東日本・西日本の加入電話が

　　未設置の時は、ご本人性を確認させていただく資料（個人の場合：免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書等、公的機関が発行する証明書、
　　法人の場合：登記簿謄（抄）本、資格証明書、現在事項全部証明書等、公的機関が発行する証明書の写し）を申込書に添付のうえお申込みいただく必要
　　があります。

　・設置場所住所（タイプ1、タイプ2とも記入要）

　　ADSLモデムを設置する住所をご記入ください。タイプ2でお申し込みの場合は、本住所が回線新設住所となります。

　　設置場所住所宛てにモデムを送付させていただきます。

　　本契約に割当てるインターネットへの接続用の認証ID・パスワード等の「ご利用内容のご案内」、NTT東日本・西日本会社の請求書についても記載の

　　設置場所住所に送付いたします。

　・NW技術担当者連絡先（タイプ1、タイプ2とも記入要）

　　記入いただいたE-Mailに故障発生時等のサービス停止情報をお知らせします。必ずご記入をお願いします。

　　ご連絡先のメールアドレスには、iモード等の携帯電話でご利用のものを指定いただく事はできません。

　・請求書送付先、請求に関するご担当者、支払方法（タイプ1、タイプ2とも記入要）

　　工事費用（NTT東日本・西日本会社の工事費用除く）及び毎月の利用料については、本項目へ記入された「支払方法」にて請求を行います。

　　また、請求書以外での支払を選択された場合にも、「請求書の送付先」については必ず記入ください。

　・モデム情報（タイプ1、タイプ2ともに選択不可）

　　アッカ社提供のモデムをご利用いただきます。スプリッタに接続するモデムは、お客さまで用意いただくことはできません。

　　また、第2種OCN契約「OCN ADSLセット」、第6種OCN契約「ADSLサービス　IP1（A）1.5M/8M」等の既存アッカ社DSLを利用したOCNサービスで

　　ご利用中のモデムは、ファームウェアの相違等から本契約でご利用いただく事はできません。

　　モデムの取付について派遣工事を希望する場合、ルータモード・ブリッジモードのいずれかを選択いただきます。カスタマイズはお客さまにて実施

　　いただきます。

　　ブリッジモードで利用いただく事により配下にブロードバンドルータ等を接続いただく事もできますが、ブロードバンドルータについてはお客さまで

　　ご用意いただきます。DIYサポートセンタ等による設定に関するサポート内容には、お客さま用意のブロードバンドルータの設定は含まれません。

　　ご購入の販売店、またはメーカーにお問合せください。

　　本サービスで提供するモデムの配下にブロードバンドルータをご購入の際は、本サービスお申込み後アッカ社から「適合性確認」の結果の連絡を受けて

　　から行うようお願いいたします。尚、ご利用開始時に満足な速度が得られない等の理由によりサービス提供不可となった場合においても、弊社では準備

　　いただいた機器の費用に関する保証をいたしかねます事を予めご了承いただきます。

　　LANカード（１０Base-T／100Base-TX）のインストール作業、LANケーブルの用意はいずれの場合も、お客さま自身でお願いします。（イーサネットポート

が標準装備のパソコンの場合、ＬＡＮカードのセットアップは不要です）

　　モデム設置について、派遣工事希望の有無を選択ください。

　　アッカ社提供のモデムについてはUSBタイプの提供はできません。

　　アッカ社提供のモデムはレンタルのみとなります。

　　　12Mプラン：商品名「Flash Wave2040M1（富士通製）」　　 26Mプラン：商品名「Flash Wave2040M2（富士通製）」

　　モデム情報　　http://www.acca.ne.jp/modem/acca.html

　　通信プロトコルについて

　　　　・本サービスはPPPoE（PPPover Ether）の通信プロトコルを利用します。
　　　　・IPアドレスについては、1契約につき、1個のグローバルアドレスをADSLモデムに静的に割り当てます。

申込みに関する注意事項（お申込みに際して必ずお読みください） 4／9
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申込みに関する注意事項（お申込みに際して必ずお読みください） 5／9

●お申込書記入に際しての留意事項（2／2）

　・設置場所配線工事情報（タイプ2のみ記入要）

　　ADSLサービスタイプで「タイプ2」を選択された場合、NTT東西会社の引き込み工事においてどの区間まで行うのかを選択いただきます。

　　記入された内容に従い、NTT東西会社での提供区分が異なるとともに、お客さまでの設備の所有区分が異なります。また、工事内容によっては、

　　NTT東日本・西日本会社から、別途工事費が請求されることを了承いただきます。

　　　-　MDF（保安器）荷札まで　:　お客さま宅のビルのMDFまたは保安器の引込線工事まで行います。MDFジャンパ及びMDF下部の配線工事は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お客さまで工事手配をお願いします。
　　　-　MDFジャンパまで　　　　　:　MDFのジャンパまでNTT東西会社工事を行います。MDF下部の配線工事はお客さまで工事手配をお願いします。

　　　-　IDF荷札まで　　　　　　　　:　ビルの各階または各フロア等のIDFまでNTT東西会社工事を行います。IDFから端末（モジュラー等）までの工事は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お客さまで工事手配をお願いします。

　　　　　　※ 上記の工事区分を選択された場合、屋内配線等の手配についてはモデムの配送までにご準備いただきます。

　　　　　　　　配線の準備ができない場合はご利用開始が遅れることとなりますが、弊社におきましてはご利用開始遅延に対して一切の責任を負うものでは

　　　　　　　　ありません。

　　　-　端末直前まで　　　　　　　:　端末の設置場所までNTTで工事します。屋内配線の所有区分は、お客さまによるお買上げとなります。

　・メールアカウント情報（任意）
　　本サービスでは、1つのメールアドレスについては無料で提供します。

　　本申込書により利用を希望される希望アカウント名については、必ず第3希望まで記入ください。記入されたアカウント名がOCN内で既に別のお客さまで

　　利用中の場合は、再度ご希望されるアカウント名をご連絡いただきます。
　　2個以上の利用を希望される場合は、有料にて１契約につき最大4個まで提供できますので、本サービス開始後、OCNホームページよりお申し込み

　　ください。

　
　　-　メールアカウントご利用可能文字、記号

＜NTTが行う工事区分＞

ケースA　　
保安器引込の場合

ケースB　
ビル引込（MDF)の場合

NTT交換ﾋﾞﾙ NTT回線

引込柱

NTT回線

保安器まで

保安器

お客さま事業所等

モデム
端末機器

MJ

MDF荷札まで

MDFジャンパ

IDF荷札

IDF
MJ

モデム
端末機器

２F

アッカネットワークス社工事
（派遣工事依頼の場合）

端末機器

端末直前まで

アッカネットワークス社
で工事
（別途派遣工事依頼の場合）

NTT東西会社または
お客さまで工事（手配）

NTT東西会社で工事を実施

a     b     c     d     e     f     g    h    ｉ j     k     l    m    n    o    p    q     r        

s     t      u     v    w     x    y     z 0    1     2    3    4   5    6    7    8    9 

-(ハイフン)          .（ピリオド）　_（アンダーバー）

※英小文字には、必ずフリガナを振ってご記入ください。
※先頭文字は英小文字のみ、最後の文字は英小文字、数字のみとなります。
※必ず3文字以上でご記入ください
※「ocn」等で始まるアカウント、「-t」で終わるアカウントはご利用いただけません。
※必ず第3希望まで記入ください。
※「,（カンマ）」、「/（スラッシュ）」等の記号及び、「　」ブランクはご利用いただけません。

※「－　－（ハイフン　ハイフン）」のように記号を連続で使用できません。



●既存アッカ社●既存アッカ社DSLDSLを利用したを利用したOCNOCNサービスから変更（切り替え）をご希望のお客さま（１サービスから変更（切り替え）をご希望のお客さま（１//２）２）
　アッカ社DSLを利用したOCNサービスから本サービスへ変更（切り替え）をご希望のお客さまは必ず以下の注意事項等をご一読ください。

　１．アッカ社　１．アッカ社DSLDSLを利用したを利用したOCNOCNサービス一覧サービス一覧

　　　

　２．変更（切り替え）内容確認　２．変更（切り替え）内容確認

　　次ページ、「６．変更（切り替え）時の注意事項」をご一読ください。

　３．受付窓口　３．受付窓口
　　変更前サービスと変更後サービス（本サービス）の受付窓口が異なる場合があります。申込み後に申し出内容に変更が発生した場合は、
　　本加入申込みに対する手続きと合わせて、変更前サービスに関する申し出内容の変更についても必ずご連絡いただきます。
　　連絡遅れ、漏れ等を起因として発生したサービス停止については一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

　４．　４．OCNOCNサービスメニュー変更時の課金の扱いサービスメニュー変更時の課金の扱い
　　本サービスの課金開始日は、通常、DIYの場合「NTT工事日+7日」、モデム派遣工事の場合「派遣工事日+1日」となりますが、
　　アッカ社DSL利用のOCNサービスからの変更の場合は扱いが異なります。

　　本サービスの課金開始日、変更元サービスの課金停止日の扱いについては、下表にてご確認ください。

　　　*1：モデムレンタル料については日割対象外のため、廃止月までの料金が発生します。

　５．第　５．第22種種OCNOCN契約「契約「OCN ADSLOCN ADSLセット」からの変更をご希望のお客さまセット」からの変更をご希望のお客さま
　　OCN .Phone（OCNドットフォン）、OCN .Phone Office（OCNドットフォンオフィス）、無線LANサービスをご契約中のお客さまは、

　　本サービスで継続利用いただくことはできませんのでご注意ください。

契約種別 サービス名 契約種別 サービス名

OCN ADSLセット 第6種OCN契約

第6種OCN契約

第6種OCN契約

OCN ADSLサービス IPv6デュアル（A）

OCN ADSLサービス IP1（A） 12M/26M

SecureOCN ADSLアクセス（A）

OCN ADSLサービス IP1（A）1.5M/8M スーパーOCN DSLアクセス

第2種OCN契約

試験サービス

第6種OCN契約

≪変更前サービス≫
・OCN ADSLセット

・ADSLサービス IPv6デュアル(A)
・ADSLサービス IP1(A) 1.5M/8M
・SecureOCN ADSLアクセス(A)
・スーパーOCN DSLアクセス

今回お申込みの
ADSLタイプは？

電話重畳型（タイプ１）

変更前サービスの
ADSLタイプは？

変更パターン１の
注意事項をご確認ください

電話重畳型（タイプ１）

電話非重畳型（タイプ２）

電話非重畳型（タイプ２）

今回お申込みの
ADSLタイプは？

電話重畳型（タイプ１） 電話非重畳型（タイプ２）

変更パターン２の注意事項をご確認ください

変更後サービスの課金開始日 変更前サービスの課金停止日

DIYの場合 変更パターン1の場合

派遣の場合 変更パターン2の場合

変更パターン1の場合

変更パターン2の場合

DIYの場合

派遣の場合 派遣工事日＋1日 廃止希望日*1

NTT工事日＋1日 課金開始日と同日「SecureOCN ADSLアクセス(A)」、
「スーパーOCN DSLアクセス」からの変更 派遣工事日＋1日 廃止希望日

NTT工事日＋7日 新設側のNTT工事日*1
上記以外のサービスからの変更

申込みに関する注意事項（お申込みに際して必ずお読みください） 6／9
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申込みに関する注意事項（お申込みに際して必ずお読みください） 7／9

●既存アッカ社●既存アッカ社DSLDSLを利用したを利用したOCNOCNサービスから変更（切り替え）をご希望のお客さま（２サービスから変更（切り替え）をご希望のお客さま（２//２）２）
　アッカ社DSLを利用したOCNサービスから本サービスへ変更（切り替え）をご希望のお客さまは必ず以下の注意事項等をご一読ください。

　　６６．変更（切り替え）時の注意事項．変更（切り替え）時の注意事項

○変更パターン１○変更パターン１

7/16

変更前サービスの

廃止申込書提出要否

廃止申込書の提出は不要　（本サービス開通確認後に廃止申込書を提出することも可能）廃止申込書の提出は不要　（本サービス開通確認後に廃止申込書を提出することも可能）

ただし、本加入申込書のp.11に変更前サービスのOCNお客さま番号等の情報を記入いただきます。

記入がない場合は、変更前サービスの廃止処理を承ることができませんのでご注意ください。

受付処理、工事方法は共に廃止／新設の扱いとなりますので、今回お申込みのサービスのご利用開始日以降で廃止日を指定

いただく事をお勧めします。

本申込書で変更元サービスの廃止申込みが可能ですが、本サービスが開通したことを確認してから、廃止申込みをいただく事も

できます。その場合はお申込みのサービスのご利用開始を確認してから、変更元サービスの廃止申込書を別途提出ください。

廃止申込書には、必ず「ADSLサービス IP1 (A)12M（26M）へ変更」とお書き添えください。

廃止廃止//新設処理新設処理

OCNお客さま番号、認証IDは変更となります。

「ADSLサービス IP1 (A) 1.5M/8M」から本サービスへ変更の場合はOCNお客さま番号・認証ID・IPアドレスは継続利用可能です。

＊お申込み後にお申し出内容に変更が発生した場合は、必ず、お知らせください。また、廃止申込み後のキャンセル・延期申し出

　等の申込み内容の変更については、NTT工事日の4営業日前の弊社窓口の営業時間中まで受付けることができます。

　期日までに連絡いただけない場合は、キャンセル・延期手配ができませんので予めご了承ください。キャンセル・延期の申し出

　が間に合わなかった場合、変更元サービスへの切り戻しや回線新設に係る工事費用、ご利用いただいた各種定額利用料金に

　ついて申し受ける事となります。また、切り戻しについては、改めて新規申込みいただくことにより対応しますので、お知らせ済

　みの認証ID等の情報は変更となりますことを予めご了承ください。

工事について 廃止廃止//新設処理（新旧のサービスを二重設置で切替えます）新設処理（新旧のサービスを二重設置で切替えます）

NTT工事日当日は9：00から17：00の間で所内・所外工事を実施します。工事時間を指定することはできません。工事事前連絡・

事後連絡もできません。

現在ご利用中のUSBタイプ／ルータタイプモデムについては、その機種及び仕様の相違から本サービスでご利用いただけませ

ん。NTT工事終了後、すみやかにお客さまにてモデムの接続確認を実施ください。

モデム派遣工事の場合はNTT工事日の翌営業日以降がモデム取付工事日となります。工事方法については廃止／新設工事と

なり、所内・所外の新設工事を実施します。そして、ご利用開始いただいてから、数日後に廃止工事を実施いたします。

※現在ご利用中のモデムがレンタルモデムの場合は、別途アッカ社より送付いたします「モデム回収キット」を利用してご返納

　ください。（「モデム回収キット」については、お申込みいただいてから数日後に送付いたします）

受付処理

変更前サービスの

廃止申込書提出要否

廃止申込書の提出は不要廃止申込書の提出は不要

ただし、本加入申込書のp.11に変更前サービスのOCNお客さま番号等の情報を記入いただきます。

記入がない場合は、申込処理ができず、ご利用開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。

※現在ご利用中のサービスのご契約者名義と今回のお申込者名義は同一である必要があります。名義が異なる場合は、

　名義変更（改称/承継or譲渡）の処理完了後にOCNサービス変更処理を実施いたします。

　本申込書とは別に名義変更に関する申込書等の提出が必要となりますのでご注意ください。

廃止廃止//新設処理新設処理

OCNお客さま番号、認証IDは変更となります。

「ADSLサービス IP1 (A) 1.5M/8M」から本サービスへ変更の場合はOCNお客さま番号・認証ID・IPアドレスは継続利用可能です。

＊ADSLタイプでタイプ１（電話重畳）からタイプ１（電話重畳）への変更で、重畳する電話番号に変更が発生しない場合は、

　新旧のサービスを重複で利用することはできません。NTT所内での切替えによる工事で対応します。

＊お申込み後にお申し出内容に変更が発生した場合は、必ず、お知らせください。また、廃止申込み後のキャンセル・延期申し出

　等の申込み内容の変更については、NTT工事日の4営業日前の弊社窓口の営業時間中まで受付けることができます。

　期日までに連絡いただけない場合は、キャンセル・延期手配ができませんので予めご了承ください。キャンセル・延期の申し出

　が間に合わなかった場合、変更元サービスへの切り戻しや回線新設に係る工事費用、ご利用いただいた各種定額利用料金に

　ついて申し受ける事となります。また、切り戻しについては、改めて新規申込みいただくことにより対応しますので、お知らせ済

　みの認証ID等の情報は変更となりますことを予めご了承ください。

工事について 切替処理（切替処理（NTTNTTビル内における所内工事で切替えます）ビル内における所内工事で切替えます）

NTT工事日当日は9：00から17：00の間で切替処理を実施します。切替時間を指定することはできません。工事事前連絡・

事後連絡もできません。

現在ご利用中のUSBタイプ／ルータタイプモデムについては、その機種及び仕様の相違から本サービスでご利用いただけませ

ん。NTT工事終了後、すみやかにお客さまにてモデムの接続確認を実施ください。

モデム設置がDIYの場合は切替日当日はサービスが停止することをご了承ください。

モデム派遣工事の場合はNTT工事日当日にモデム取付までを実施しますので、モデム取付完了までの間はサービスが停止

することをご了承ください。

※現在ご利用中のモデムがレンタルモデムの場合は、別途アッカ社より送付いたします「モデム回収キット」を利用してご返納

　ください。（「モデム回収キット」については、お申込みいただいてから数日後に送付いたします）

受付処理

○変更パターン２○変更パターン２
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●第6種オープンコンピュータ通信網サービス　OCN　ADSLサービス　IP1（A）12M／26Mのサービス紹介

　第2種OCN契約「OCN ADSLセット」、第6種OCN契約「OCN ADSLサービス IP1（A） 1.5M／8M」とは異なるサービスです。

　ご利用いただける付加サービスに相違がありますので、以下をご確認の上、お申込みください。

＜ご利用可能付加サービス＞

IPアドレス割当個数（申請料無料） １個

電子メール（複数メールアドレス／有料） *1 ４個（基本１個／有料３個）

ネットニュースの購読、投稿 ○（手続き不要）

OCNサブドメインの利用 -

独自ドメインの利用 -

セカンダリDNSサービス -

ドメイン名代行取得申請（有料） -

ウィルス対策用各種サービス（有料）　*1 ○

OCNセキュリティWEB（一部有料） ○

ローミングサービス（有料）　*1 ○

パーソナルファイアウォールサービス（無料） -

PageON（有料）　*1 ○

マイホスティング（有料） -

MailON（無料）　*1 ○

OCN IPv6トンネル接続サービス（有料）　*2 ○（別申込み）

MOVE（RALS）（有料） -

OCNホスティングサービス（有料）　*2 ○（別契約）

. Phone IP Centrex（有料） -

GW（IP-VPN、VPN-GW）への接続（有料） *2 ○（別申込み） *VPN-GWのみ

OCNビジネスパックVPN（レンタルルータ）（有料） *2 ○（別申込み）

OCNウイルスチェックゲートウェイサービス（有料） -

セカンダリメールサーバサービス（有料） -

DNSサービス（有料） -

Webゲートウェイサービス（有料）  *2 ○（別申込み）

OCN PCパトロール（有料） *2 ○（別申込み）

OCNホームパック（割引サービス） -

OCNシャベリッチ（割引サービス） -

マイラインセット（割引サービス） -

PCパック（有料） -

ビデオフォン（有料） -

Vポータル（無料）  *1 ○

Pay ON（有料） ○

OCNセーフティパス（有料） -

OCN . Phone（OCNドットフォン）（有料） -

OCNホットスポット（有料） ○

OCNモバイルコントロール（有料） -

ADSLサービス　IP1（A）12M/26M
付加サービス

サービス

＊1：メールアカウント追加／変更／削除、ウィルスチェックサービス登録／削除等のお申込みについては、OCNホームページより

　　　お申込みいただきます。以下のホームページでサービス内容、申込み方法についてプラン毎にご案内しております。

　　　　　　　http://www.ocn.ne.jp/business/support/index.html
＊2：別途、申込書の提出が必要となります。同時にお申込みを希望される場合は、必ず、本申込書に合わせてお申込みください。

※ご登録内容の確認、お支払方法／請求送付先の変更、各種パスワード変更に関する手続きについても以下のホームページで

　ご案内しております。　　http://www.ocn.ne.jp/business/support/index.html
※「OCN　ADSLセット」等の第2種ダイヤルアクセスから移行を希望される場合でPCパック等のサービスを利用中の場合は、

　廃止/新設となりますので、所定の違約金を申し受ける場合があります。
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●ご利用料金

　　-　利用料金（記載金額には、別途、消費税が必要となります）　　

　　　　・定額利用料（1契約毎の月額）

9,500円（税込 9,975円）26M品目　タイプ1（重畳タイプ）

11,200円（税込 11,760円）26M品目　タイプ2（非重畳タイプ）

500円（税込 525円）

11,000円（税込 11,550円）

9,300円（税込 9,765円）

料金額

12M品目　タイプ2（非重畳タイプ）

ACCA社提供モデム。OCNからの回収代行となりますモデム・スプリッタ　レンタル料

12M品目　タイプ1（重畳タイプ）

備考区分

　　　　　　※上記料金には、NTT東日本･西日本会社の回線使用料が含まれます。

区分 単位 工事費の額 備考

契約料 1の契約ごとに 800円（税込 840円）

基本工事費 1の工事ごとに 1,000円（税込 1,050円）

交換機工事費 1の契約ごとに 1,000円（税込 1,050円） 各サーバ設定に係る工事

　　-　初期費用（記載金額には、別途、消費税が必要となります）　　

　　　　・OCN初期費用

区分 単位 工事費の額 備考

NTT DSL回線申込手続費 1の契約ごとに 800円（税込 840円）
NTT契約料をACCA社が料金設定し、

アクセスチャージとして支払う費用

6,000円（税込 6,300円）

18,500円（税込 19,425円）

15,500円（税込 16,275円）

ルータタイプ

ブリッジタイプ

SO開通調整費 1の工事ごとに

モデム派遣工事費

（※モデム派遣工事時）

1の工事ごとに

　　　　・ACCA　ADSLに関する費用　

　　　　　※既存アッカ社DSLを利用したOCNサービスから本サービスへ変更する場合も、上記料金を適用します。

　　　　・NTT東日本･西日本会社約款に基づく工事費（請求はOCN請求書とは別となります）

　　　　　　契約料　840円（税込）（「DSL回線設置手続費」については、OCNより請求いたします）

　　　　　　重畳タイプ　3,202.5円（税込）（基本工事費、交換機等工事費）

　　　　　　非重畳タイプ　2,310円（税込）（基本工事費、交換機等工事費）

　　　　　　※非重畳タイプで屋内配線工事を伴う場合は　9,975円（税込）（標準的な場合）

　　　　・机上調査NGにより芯線収容替えなどを行う場合の回線調整費用（お客さま負担）
　　　　　　基本工事費　10,395円（税込）
　　　　　　収容替え工事費　7,980円（税込）
　　　　　　ブリッジタップ外し　9,135円（税込）
　　　　　　保安器取替え工事費　8,715円（税込）

　　-　OCN付加機能ご利用料金

　　　　・電子メールサービス（月額）

450円（税込 472.5円）

350円（税込 367.5円）

250円（税込 262.5円）

料金額（ｾｯﾄ割引料金）

基本メールアドレス（無料）に加えて、3つ追加メールアドレスをご利用の場合

基本メールアドレス（無料）に加えて、2つ追加メールアドレスをご利用の場合

基本メールアドレス（無料）に加えて、1つ追加メールアドレスをご利用の場合

備考

複数ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ4

複数ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ3

複数ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ2

料金プラン

電子メールの

利用

区分

　　　　　　※メールアドレス追加利用分に適用します。（基本メールアドレス1個は無料にてご利用可能）

　　　　　　※月途中のご加入、ご解約は日割り計算にてご請求いたします。

　　　　・ウイルスチェックサービス（月額）

200円（税込 210円）ウイルスチェックの利用

料金額区分

その他の付加機能サービスの料金については、
OCNホームページにてご確認ください。　
　◆OCNホームページ：http://www.ocn.ne.jp　　　　　　※ウィルスチェックサービスをお申込みされたメールアドレスごとに適用します。

　　　　　　※月途中のご加入、ご解約は日割り計算にてご請求いたします。
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第6種オープンコンピュータ通信網サービス　OCN ADSLサービスIP1（A）12M/26M　加入申込書
　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」、株式会社アッカ・ネットワークスの定める「NTTコミュニケーションズ株式会社
経由DSLサービスに関する契約約款」及びNTT東西会社の定める「DSL等接続専用サービス契約約款」に基づき、下記の通り申し込みます。

「本申込書にご記入いただく個人情報の取扱いについて」の内容を承諾します。

＊以下の制約事項をご了承いただく事がお申込みの条件となります。ご一読の上、申込み者名欄にご署名をお願いいたします。

【制約事項等：了承のうえお申込みください】
　・提供速度については、あくまでも規格上の速度であり、NTT収容ビルからの距離及び回線の状態や同一ケーブルに収容されているISDN回線の影響に

　　より安定して規格通りの速度が出ない場合があります。
　・お申込いただいても、お客さま宅までの回線がADSLに適さないときはサービスを提供することができない場合があります。

　　回線の状態によっては、ご利用開始後に適さない事が判明する事もあります。
　・本サービスは、第２種OCN契約の「OCN　ADSLセット」とは異なるサービスです。提供料金を含めてサービス内容を十分にご理解のうえお申込み

　　ください。
　・ご利用開始までに必要な日数として、お申込みいただいた日付から20営業日程度いただきます。収容設備の空き状況等によりご利用開始までに数ヶ月

　　必要となる場合があります。
　　NTT東日本・西日本会社の工事予定日についてはお客様へ「ご利用内容のご案内」にお知らせします。工事予定日については、「ご利用内容のご案内」

　　にてご確認ください。
　・申込み後に電話番号名義と申込み者名義に相違があることが判明した場合など、申込み内容に不備がある場合は受付処理を中断させていただきます。
　　その場合、受付け処理再開時より再度20営業日程度の日数が必要となります。
　・本サービスの課金開始は、DIYでNTT東日本・西日本会社の工事日の７日後から、モデム派遣工事の場合は派遣工事翌日からとなります。
　　DIYの場合は、この期間が接続確認期間となりますので「接続できない」「速度がでない」といった場合には、モデム同封の連絡先へお問合せください。

　　接続確認期間を過ぎてのお申し出の場合、キャンセル扱いとならず、初期費用、お申し出までの定額利用料金を申し受けます事を了承いただきます。
　　なお、NTT東日本・西日本会社工事完了後のキャンセルの場合は、工事費用についてNTT東日本・西日本会社より請求が必ず発生します。

　・ご利用開始月の定額利用料は、ご利用いただいた日数（日割り計算）での請求となります。
　・現在ADSLサービスをご利用中のお客さまは、1の加入電話番号で複数のADSLサービス共用をお申込みできません。予め、廃止手続きのうえお申込み

　　いただきます。

【第2種OCN契約「OCN ADSLセット」、第6種OCN契約「ADSLサービス IP1（A） 1.5M/8M」等のアッカ社DSLを利用したOCNサービス
から本サービスへ変更する場合の制約事項等（該当のお客さまは、必ずご一読ください）】
　・アッカ社DSLサービスを利用したOCNサービスから本サービスへの変更をご希望のお客さまは、p.6・p.7の注意事項を予めご確認のうえお申込みいただ
　　きます。p.11にサービスの変更内容を記入のうえ、印鑑またはサインをお願いいたします。
　・アッカ社DSLサービス利用のOCNサービスから変更の場合の工事内容の詳細については、p.6・p.7をご確認ください。

　・お申込み後にお申し出内容に変更が発生した場合は、必ずお知らせください。
　・廃止申込み後のキャンセル・延期申し出を承ることができない場合がありますので、予めご了承ください。その場合には、改めて加入申込みをいただく
　　必要がありますが、その場合インターネットに接続するための認証ID等は引継ぎできず、すべて変更になります事を予めご了承いただきます。（新規加入

　　費用が必要）
　・現在ご利用の付加機能サービスを継続利用いただけない場合があります。本サービスでご利用可能な付加サービスについては、p.8をご確認ください。

　　廃止に伴い所定の違約金が必要となる場合もありますので、予めご了承のうえお申込みください。

１．基本情報１／３※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。

・NTT工事希望日は申込み年月日から20営業日以降の日付を記入いただきます。

・記入いただく日付でのご利用開始をお約束するものではありません。
・希望日で対応できない場合は、アッカ社が最短で日程調整した工事予定日を「ご利用内容の
　ご案内」にてお知らせします。事前に希望日で工事実施できない旨の通知はいたしませんので
　ご注意ください。
・課金開始日は、DIYの場合「NTT工事日+7日」、モデム派遣工事の場合「派遣工事日+1日」と
　なります。ただし、アッカ社DSL利用のOCNサービスからの変更の場合は扱いが異なります。

申込
年月日

２ ０
年 月 日

NTT工事
希望日 ２ ０

年 月 日

フリガナ

申込者住所

※ビル名　部屋号数　様方等まで記入ください

〒 都道
府県

市区
郡

区町
村

ビル･マンション名：

フリガナ

個人:戸籍上のお名前

を記入ください。
法人:登記簿上の正式

名称を記入ください。

　日中連絡先電話番号
（携帯、PHS番号記入可）

E-Mail

部署名 担当者名

@

個人:住民票等の住所

　　を記入ください。
法人:登記簿上の住所

　　を記入ください。

（　　　　　-　　　　　-　　　　　　）

連絡先FAX番号 （　　　　　-　　　　　-　　　　　　）

＜お申込に関する
　　　　　連絡先＞

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。

印または
サイン

申込者名
（加入者名）

●お申込み時の注意事項、上記、制約事項を承諾のうえ申込みます。

※iモード等の携帯電話用のメールアドレスは記入いただけません（必ず記入ください）。

様式：ADSLサービス IP1(A) 12M/26M 加入申込書2005.06.06
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１．基本情報２／３　【既存アッカ社DSLを利用したOCNサービスから変更（切替え）を希望する場合に必ず記入ください】
　　第２種OCN契約「OCN　ADSLセット」 等のアッカ社DSLを利用したOCNサービス以外（第６種OCNADSLアクセスIP１「フレッツ」プラン等）の
　　OCNサービスから変更を希望される場合、変更元サービス専用の廃止申込書にて廃止申込みいただきます。廃止申込み後の延期、キャンセル手続き

　　ができない場合がありますので、本サービスの工事予定日確定後に廃止申込みいただくことをお勧めします。

アッカ社DSLを利用したOCNサービスからの変更を希望する
　「OCN ADSLセット」、「ADSLサービス IP1(A) 1.5M/8M」、「スーパーOCN DSLアクセス」、「SecureOCN ADSLアクセス(A)」
　「ADSLサービス IPv6デュアル(A)」から本サービスへ変更する場合はチェックのうえ、サービスの変更内容等を以下の1～3に記入ください。

[サービスの変更内容を選択いただきます]　※アッカ社DSLを利用したOCNサービスから変更する場合は、以下の情報を必ず記入ください。

N

p.6、p.7の注意事項を予めご確認の上お申込みいただきます。

ご確認いただいた場合は以下にチェック願います。
（チェックがない場合はお申込みを受付けることができません）

p.6、p.7の注意事項確認済み

1．変更元サービスのOCNお客さま番号
　　廃止するサービスのOCNお客さま番号を記入ください。（OCNお客さま番号は請求書に記載されております）

2．変更内容のご確認（ADSLタイプ）　（ADSLタイプの変更内容について、以下を選択ください）

ADSLタイプ「タイプ1（電話重畳）・タイプ2（非重畳）」に変更なし

ADSLタイプ「タイプ1（電話重畳）・タイプ2（非重畳）」に変更あり　→3－②を記入ください

ADSLタイプは「タイプ1（電話重畳）」で、共用する電話番号に変更なし　→3－①をご確認ください

上記以外　→3－②を記入ください

廃止希望日はお客さまで指定する（廃止希望日を記入ください→）

3．廃止意思確認および注意事項　（p.6、p.7の注意事項を予めご確認のうえ、記入ください）

①本申込みのご利用開始に合わせて廃止処理を実施します。（廃止日を指定いただくことはできません）

②お客さまにて廃止希望日を指定いただきます。（以下を記入ください）

本サービスのご利用開始に合わせて廃止する

本サービスの開通確認後に廃止する（廃止申込書は後日提出する）

2 0
年 月 日

＊切替え工事方法は二重設置による工事となります。（収容設備に空きがない場合は、この限りではありません）
＊廃止側サービスの廃止日はお客様で指定いただきます。
＊廃止申込書の提出は不要です。（廃止希望日をもって、廃止側サービスのご利用料金を計算/請求いたします.）

　　上記処理内容について、記入内容を確認のうえ、印鑑またはサインをお願いいたします。
　　印鑑またはサインがない場合は、廃止申込みを受付けることはできません。

　　　　　p.6・p.7の注意事項を確認のうえ、上記内容にてお申込みします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑、またはサインをお願いいたします→）

印または
サイン

＊本加入申込書で廃止処理を承ることはできません。本サービスの開通確認後に廃止申込書を提出いただきます。
　 廃止申込書提出時には「ADSLサービス IP1(A) 12M（26M）へ変更」と必ずお書き添えください。

＊本申込みのご利用開始に合わせて廃止処理を実施します。NTTビル内における工事のみの対応となります。
＊NTTビル内の工事は工事予定日の9：00から17：00の間で実施します。（時間指定は不可、事前・事後連絡も実施いたしません）

＊廃止申込書の提出は不要です。

※本サービスのご利用開始希望日以降の
　余裕のある廃止日を指定ください。

ADSL品目
＊26Mサービスでは、線長距離で2.3km（直線距離1.4km）を超える場合には、12Mサービスと実行速度が
　ほとんど変わらないため、線長距離で2.3kmを超える場合は、12Mサービスでのお申込みをお勧めします。

　必ず、提供エリア、直線（線長）距離をご確認のうえ、お申込みください。

　　◆提供可否/直線距離確認サイト　http://www.ocn.ne.jp/business/dsl/acca_ip1/index.html26M品目

＊設置場所でご利用のNTT東日本・西日本の加入電話契約がない場合は、お客さまの本人性が確認できる資料（免許証、住民票等

　お名前と住所が確認できる公的機関が発行するもの）の写しを提出いただきます。

ADSLタイプ

タイプ１（NTT加入電話との共用　利用電話番号：　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　）

タイプ２（ADSL回線新設）　設置場所で使用している電話番号：（　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　）

12M品目

＊NTT東日本・西日本の加入電話と共用利用する場合は、アナログ回線である必要があります。ISDNからアナログ回線に変更する場合は、
　別途、工事費が必要となります。また、「INSネット64・ライト」からアナログ回線（「加入電話・ライトプラン」を除く）に変更する場合には、施設

　設置負担金も必要となりますことをご了承ください。

　　116で確認のうえ正確に記入ください　→　加入電話名義（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）様

[以下は、共用する電話番号がＩＳＤＮ契約（総合ディジタル通信サービス約款）である場合に記入ください]

ご利用タイプ INSネット64 INSネット64ライト

◆現在ご利用のISDNを加入電話（電話サービス約款）に変更する必要があります（116へ手続き要す）。
　同一電話番号での変更が可能となっております。詳しくは、NTTI東日本・西日本へお申込みの際にお尋ねください。
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１．基本情報３／３　

●設置場所住所　（ビル名、フロア、部屋号数、様方等まで記入ください）

お申込者情報で記入した内容に同じ（内容に相違のある項目は、必ず記入ください）

〒 都道
府県

市区
郡

区町
村

ビル･マンション名：

設置場所事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

↑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。

＜設置場所に関する連絡先＞

お申込みに関する連絡先に同じ（異なる場合は、必ず記入ください）

連絡先電話番号　（　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　　　）
担当者名

連絡先FAX番号 　（　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　　　）

●NW技術担当者連絡先
　※故障等発生時のサービス停止情報をお知らせします。記入なき場合は工事通知等の重要な情報をお知らせできない場合があります。必ず記入ください。
　　iモード等の携帯電話用のメールアドレスは記入いただけません。

お申込みに関する連絡先に同じ（異なる場合は、必ず記入ください）

担当者名

E-Mail（必須）

連絡先
電話番号

連絡先
FAX番号

●請求書送付先　（ビル名、フロア、部屋号数、様方等まで記入ください）
　※NTT東西会社の工事費用は別請求となり、請求書は設置場所へ送付されます。

申込者住所に同じ 設置場所住所に同じ 下記宛先へ送付

〒 都道
府県

市区
郡

区町
村

ビル･マンション名：

宛先

フリガナ

※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。

＜請求に関するご担当者＞ 　（お支払いに関する問合せ先となります）

担当者名
連絡先電話番号　（　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　　　）

クレジットカードによるお支払い●支払方法 請求書によるお支払い

※口座振替をご希望のお客さまは、「請求書によるお支払い」にチェックください。
　手続きにつきましては、開通前に送付いたします「ご利用内容のご案内」に同封されている「口座振替用紙」に必要箇事項をご記入のうえ、
　直接ご指定の金融機関へ提出してください。
※ご指定の支払い方法に関わらず、手続きの日程上、初回請求は請求書でお支払いいただくことがあります。また、ご指定の支払方法により弊社が
　引き落としできなかった場合は、請求書によるお支払いとなります。

＜「クレジットカードによるお支払い」を選択された方のみ記入ください＞

カード種類 月

カード番号／有効年月
（左詰で記入ください） 年

カード所有者名
ローマ字下表の「クレジットカード種別」

に記載されている番号で記入
ください。

クレジットカード種別（2004年3月現在の利用可能なクレジットカード）

番号 クレジットカード名 番号 クレジットカード名 番号 クレジットカード名 番号 クレジットカード名

1 　NTTグループカード 6 　UC A 　SAISON F 　Orico

2 　VISA 7 　DC B 　CF G 　ライフ

3 　MasterCard 8 　UFJ Card C 　BC H 　イオンクレジット

4 　JCB 9 　Diners Club（14桁） D 　OMC（16桁のもののみ）

5 　AMEX（15桁） 0 　NICOS E 　KC

●「ご利用内容のご案内」送付先　（接続に必要な情報をOCNより送付いたします。）

※宛先の指定について
　 郵送物の内容には、インターネットへ接続するための認証用ID、パスワード等の重要情報が記載されております。
　 送付先住所については、モデム配送先同様に設置場所住所以外を指定いただくことはできません。
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モデム情報
　注意：モデムをブリッジモードでご希望の場合、配下のブロードバンドルータについてはお客さまで用意いただきます。
　　　　　ブロードバンドルータの設定方法等のお問合せに関するサポート範疇外となります。ご購入の販売店・メーカーにお問合せください。

設置場所配線工事情報（タイプ２のお客さまのみ記入いただきます）

２．設置場所工事情報１／１　

＜NTT東日本・西日本会社が行う配線工事区分＞

電柱

ケースA　:　保安器引込の場合

ケースB　:　ビル引込（MDF)の場合

NTT回線

NTT回線

MDF

IDF
MJ

　・MDF荷札まで

　・MDFジャンパ

　・IDF荷札

２F

MJ

お客さま事業所等

　・保安器まで

　　　・モデム直前まで

モデム

NTT
交換ﾋﾞﾙ 保安器

モデム

１F

配線工事区分

　（NTT東日本・
　　　西日本工事）

□　MDF荷札（保安器）まで　　

□　MDFジャンパまで　　

□　IDF荷札まで

□　モデム直前まで（以下をご一読ください）

お客さまにて屋内配線の工事手配をお願いします

※設置場所建物が一戸建ての場合は、NTT東日本・西日本会社による「モデム直前まで」の配線工事とさせていただきます。
※設置場所建物がビル等（集合住宅）の場合でモジュラージャックまでの配線工事をお客様で手配される場合、NTT工事当日までに
　必ずご準備ください。
　尚、設置場所建物内の構内配線用設備が自営設備（ビル管理会社等の所有）である場合には、NTTによるビル内配線工事が可能で
　あることを予め確認いただいている事が配線工事の条件となります。
　ビル管理人または、ビル管理会社へ事前にお問い合わせお問合せください。

12M/26Mモデム

PPP　over　Etherで
使用いただきます。

・モデムについては、お客さまでご自由に設定いただきます。
・お客さまにてご用意いただくもの　
　　　LANカード（10Base-T ／100Base-TX対応 ）
　　　LANケーブル（ACCA社より提供するモデムにはケーブルは添付されていません）

＊第2種OCN契約「OCN ADSLセット」等、OCN　ADSLサービスでご利用中のモデムは、その機種、及びファーム

　ウェアの相違から本契約でご利用いただく事はできません。現在ご利用中のモデムがアッカ社提供のレンタルモデ
　
　ムの場合は、別途アッカ社より送付いたします「モデム回収キット」を利用してご返納ください。（「モデム回収キット」
　については、お申込みいただいてから数日後にアッカ社より送付いたします）
＊「OCN　ADSLセット」等のOCNダイヤルアクセスサービスより移行されるお客さまについては、廃止／新設
　処理となり、OCNお客さま番号（Nから始まる10桁）・認証ID/パスワードが変更となりますことを予めご了承ください。

ご利用中のアッカ社ADSL
サービスから移行をご希望の
お客さまへ

モデムはレンタル（月額525円（税込））のみでの提供となります（お買上げ不可）

＊ビジネスパックVPN利用時には、必ず「ブリッジモード」でお申込みいただきます。

＊本サービスで提供するモデムの配下にブロードバンドルータをご準備いただく際は、本サービスをお申込み後
　アッカ社から「適合性確認」の結果の連絡を受けてから行うようお願いいたします。
　尚、ご利用開始時に満足な速度が得られない等の理由によりサービス提供不可となった場合においても、弊社
　ではご準備いただいた機器代金等の費用に関する費用については保証をいたしかねますので予めご了承ください。

モデム設置区分
モデム派遣工事を希望する　（モデムの取付けは標準でNTT工事日の翌営業日となります）

モデム派遣工事は希望しない　（モデムは工事日に合わせて設置場所住所に送付します）

ブリッジモード

ルータモード

（お客さまでブロードバンドルータの準備が必要となります）

　＊ビジネスパックVPNをお申込みで「オンサイト設置」をご希望のお客さまは、モデムについても派遣工事となります。

　　必ず「モデム派遣工事を希望する」を選択ください。

（ACCA社によるデフォルトルート設定での納品となります。カスタマイズはお客さまに

　おいて実施いただきます。）
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３．アカウント情報１／１　希望メールアカウント
　　　　　　※アカウント引継ぎを希望されるお客さまは、次項の「既契約回線引継ぎメールアカウント」
　　　　　　　を記入いただきます。本希望メールアカウント欄に記入いただく事はできません。
　　　　　　※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4個（基本:1個＜無料＞　追加:3個＜有料＞）までとなります。

　　　　　　※本申込書では、基本料金内で利用いただける１個のアカウントをお申込みいただくことができます。
　　　　　　　ご利用開始後にメールアドレスの追加／変更／削除を希望される場合には、OCNホームページからお申込みください。
　　　　　　　　　http://www.ocn.ne.jp/business/support/index.html
　　　　　　　本申込みと同時に複数メールアドレスを申込みご希望の場合は、「オプション申込書」を合わせてご提出ください。
　　　　　　　（下記のオプション申込みの有無を必ずご選択ください）

【アカウント使用文字制限等】
　※必ず3文字以上２０文字以内で左詰めでご記入ください。必ず第3希望まで記入ください。
　※アルファベットは小文字で記入いただきます。必ずフリガナを振ってご記入ください。
　※先頭文字は英小文字のみ、最後の文字は英小文字、数字のみとなります。
　※「ocn」等で始まるアカウント、「-t」で終わるアカウントはご利用いただけません。
　※「,（カンマ）」、「/（スラッシュ）」等の記号及び、「　」ブランクはご利用いただけません。上記記号は、連続して使用する事はできません。

【＠???.ocn.ne.jpの選定】
＠以下のメールサーバ名及び
メールパスワードについては、
OCNが自動選定します。
ご利用開始後にアカウント追加／
変更をお申込みの場合も同様に
＠以下のメールサーバ名をお客さ
まで指定いただく事はできません。
メールアドレス毎に＠以下が異なる
場合もあります事を、予めご了承い
ただきます。

フリガナ

第1希望

フリガナ

第２希望

フリガナ

第３希望

ウィルスチェックサービスを申込む（ １メールアドレス毎に210円（税込）/月）

オプション（メールアドレス追加）同時申込み有り（オプション申込書を合わせてご提出ください）

既契約回線引継ぎメールアカウント（本項目には、新たに追加を希望される「追加アカウント」は記入いただけません）

※他のOCNお客さま番号でご利用中のOCNメールアカウントを廃止して本契約に引継ぎを希望されるお客様は記入ください。
　　OCNメールアカウントの引継ぎ利用のご希望がないお客さまは「希望しない」を選択ください。
　　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。
※本サービスのご利用開始に合わせてアカウント引継ぎ作業を実施させていただきます。

OCNメールアカウントの引継ぎ利用を希望する OCNメールアカウントの引継ぎ利用を希望しない

別のOCN契約よりOCNメールアドレスを引継ぐ

お客さまは引継ぎ元メールアドレスを利用している
OCNお客さま番号を記入ください。

N

フリガナ

引継ぎを希望する
アカウント２

メールサーバ名

@ ocn.ne.jp

フリガナ

引継ぎを希望する
アカウント３

メールサーバ名

@ ocn.ne.jp

フリガナ

引継ぎを希望する
アカウント４

メールサーバ名

@ ocn.ne.jp

フリガナ

引継ぎを希望する
アカウント１

メールサーバ名

ocn.ne.jp

※ご利用開始後にメールアドレスの追加／変更／削除、ウィルスチェックサービスご利用開始後の追加／変更／削除を希望される場合には、
　OCNホームページからお申込みください。
　　 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、ペイオン、PlaceONサービスについては、継続利用いただく事は

　できません。改めてお申込みいただく事によりご利用が可能となります。

既存契約回線引継ぎ Page ON URL

※契約の移行に伴い、ご利用いただいていたPageONサービス本契約にて引継ぎ利用を希望されるお客さまは記入ください。

PageONの引継ぎ利用を希望する PageONの引継ぎ利用を希望しない

※ご利用開始後の登録／変更／削除はOCNホームページからお申込みください。 http://page-on.ocn.ne.jp/
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●付加機能サービス　※必ず記入ください

４．付加機能サービス１／１　

OCNOCNセキュリティチェックセキュリティチェック

サービスサービス

利用しない

利用する

IPv6IPv6トンネル接続サービストンネル接続サービス
※ビジネスパックVPNとの併用は

　できませんのでご注意ください。
≪他OCN契約でIPv6トンネル接続サービスをご利用中のお客さまへ≫
他OCN契約から本サービスへの変更でIPv6トンネル接続サービスを継続利用される場合、IPv6トンネル接続
サービスについては“廃止・新設処理”となり、必ず設定変更が伴います。「IPv6トンネル接続サービス」の廃止・

新設申込書の提出が必要となりますので、必ず本申込書に合わせて提出ください。
※本サービスでご利用いただくIPv6トンネル接続サービスについては、新たなIPv6アドレスを割当てます。

「IPv6トンネル接続サービス申込書」を合わせてお申込みください

OCN OCN ビジネスパックビジネスパックVPNVPN
※IPv6トンネル接続サービスとの

　併用はできませんのでご注意
　ください。

≪他OCN契約でビジネスパックVPNをご利用中のお客さまへ≫
他の第6種OCN契約（『ADSLアクセス IP1「フレッツ」プラン』等）から本サービスへの移行で、ビジネスパックVPN
を継続利用される場合はビジネスパックVPNについては“変更”にて取り扱います。（「接続回線サービスの変更」）
認証ID・パスワード、割当IPアドレス等が変更となるため、必ずビジネスパックVPNの設定変更が発生します。
「ビジネスパックVPN」の変更申込書の提出が必要となりますので、必ず本申込書に合わせて提出ください。
ただし、ビジネスパックVPNの利用機種を変更する場合、またはご契約名義が変更となる場合は、ビジネスパック
VPNについては“廃止・新設”で取り扱うため、「ビジネスパックVPN」の廃止・新設申込書でお申込みください。

セキュリティ調査をご希望のお客さまは、開通後にOCNホームページよりお申込みください。
OCN回線契約のご利用開始日より１週間程度でお申込みいただくことができます。

サービス詳細につきましても、下記ホームページにてご確認ください。

https://www.security.ocn.ne.jp/

利用しない

利用する
ペイオンサービスペイオンサービス

個別の申込書は不要です。
本項目のお申込み確認により申し出を承ります。
以下のホームページにてサービスの内容をご確認ください。
　http://com-payon.ocn.ne.jp/portal/cgi-bin/ptl_ocnshoptop

＊ペイオンサービスの利用を希望される場合は、OCNメールアカウントの申込みが必須となります。

利用しない

利用する

「OCN ビジネスパックVPN申込書」を合わせてお申込みください

　設定調書はメール添付にて下記へ送付いただきます。
　　OCNビジネスパックVPN受付センタ
　　E-Mail：vpn-apply@ocn-kiki.jp　TEL：0120-624-501

ローミングサービス／ローミングサービス／
WebWebゲートウェイサービスゲートウェイサービス

ローミングサービス・Webゲートウェイサービスをご希望のお客さまは、OCNホームページよりお申込みください。
OCN回線契約のご利用開始日より1週間程度でお申込みいただくことができます。

以下のホームページにてサービスの内容をご確認ください。
　（ローミングサービス）　http://www.ocn.ne.jp/option/roaming/
　（Webゲートウェイサービス）　http://www.ocn.ne.jp/business/security/webgw/

※現在ダイヤルアクセス契約等で上記サービスをご利用中のお客さまで、本サービスでも引き続きご利用をご希望の
　場合は、改めてOCNホームページからお申込みいただく必要がありますのでご注意ください。

OCNOCNホットスポットホットスポット

「OCNホットスポット 従量制プラン」のセット提供となります。ホットスポットご利用の意思に関わらず、無線LANの
設定に必要な情報（ESS-ID、WEPキー）を後日郵送にて送付する「ご利用内容のご案内」にて通知させていただきます。

サービス内容、「OCNホットスポット 定額制プラン」への変更手続きに関しては、以下のホームページにて

ご確認ください。
　http://www.ocn.ne.jp/option/hotspot/index.html

OCN PCOCN PCパトロールパトロール

利用しない

利用する 「OCN PCパトロールサービス申込書」を合わせてお申込みください

【販売担当者記入欄】

記事欄

＜販売事業所コード＞

＜イベントコード＞

法人 個人 外国公館等 国･地方自治体

□窓口　 □通営　 □NW営業　 □116　　□テレマ直営　 □テレマ委託　
□販売パートナー　 □法人営業　　□法営本　　□代理店 □その他

*販売事業所コード（代理店コード含む）は必ず記入願います。

お客さま区分

販売区分

販売部門 部課名
　販売店名　

FAX

担当者名

E-Mail

TEL

契約ID

枝番 －

8 　3 　 9 　 0  　0　 0　 0 　0
NTT Communications Value Partner Produce Inc.

Tel  0120-435-233 
Fax 0120-435-230



申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて

　当社は、お客様が当社の提供する第6種オープンコンピュータ通信網サービス　OCN ADSLサービ
スIP1（A）12M/26M　のお申込みの際にご記入いただきました、お客様の個人情報を、以下の通りお
取り扱いいたします。
　なお、下記に同意の上個人情報をご提供頂けない場合には、通信サービス等を提供させていただ
くことができませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

当社はお客様からご提供いただいた個人情報の保護に関し、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及びその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に
　　万全を尽くします。

２．当社は、ご提供いただいた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、及びご利用料金・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・契約解除の通知並びにその他当社サービスの提供に係ること

・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販売推奨・アンケート調査及
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

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を定める場合があります。

３．当社は、ご提供いただいた個人情報を適正に取扱うため、社内規程及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、改ざん及び漏洩等
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。

４．当社は、ご提供いただいた個人情報については、上記利用目的を達成するため、業務委託先又
は提携先に預託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処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。

５．お客様が、お客様の個人情報の開示等をご希望される場合には、下記の当社窓口までご連絡
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、個人情報の開示等のご要望に対し
ては、１ご契約番号につき所定の事務取扱手数料を申し受けます。
　＜個人情報保護に関するお問い合せ先＞
　　　個人情報お問合せ窓口　電話番号　０１２０－５０６―００９　（平日　９：００～１７：００）


