
↑以下の「注意事項」の標準日程を予めご確認の上、記入ください １１１１....　　　　おおおお申込申込申込申込みみみみ者情報者情報者情報者情報（（（（必須必須必須必須）））） 〒 ビル Ｆ
おおおお申込申込申込申込みみみみ時時時時のののの注意事項注意事項注意事項注意事項（（（（※※※※必必必必ずごずごずごずご一読一読一読一読くださいくださいくださいください））））●●●●下記下記下記下記のののの標準日程標準日程標準日程標準日程はははは記入不備記入不備記入不備記入不備がないがないがないがない状態状態状態状態でのでのでのでの最短日程最短日程最短日程最短日程ですですですです。。。。手続手続手続手続きききき上上上上、、、、おおおお客様客様客様客様のののの変更希望日変更希望日変更希望日変更希望日にににに添添添添えなえなえなえないいいい場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。●●●●割当割当割当割当IPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス・・・・認証認証認証認証IDIDIDIDがががが変更変更変更変更となるとなるとなるとなる場合場合場合場合、、、、OCNOCNOCNOCN変更工事変更工事変更工事変更工事はははは変更希望日変更希望日変更希望日変更希望日のののの早朝早朝早朝早朝0000：：：：00000000～～～～5555：：：：00000000のののの間間間間にににに自動工事自動工事自動工事自動工事にてにてにてにて実施実施実施実施されますされますされますされます。。。。　　　　・・・・工事時間帯工事時間帯工事時間帯工事時間帯をををを指定指定指定指定いただくことはできませんいただくことはできませんいただくことはできませんいただくことはできません。。。。　　　　・・・・変更工事実施後変更工事実施後変更工事実施後変更工事実施後ののののキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル・・・・延期延期延期延期・・・・切切切切りりりり戻戻戻戻しにはしにはしにはしには対応対応対応対応できませんできませんできませんできません。。。。変更工事完了後変更工事完了後変更工事完了後変更工事完了後にににに元元元元のののの状態状態状態状態にににに戻戻戻戻すすすす場合場合場合場合はははは、、、、改改改改めてめてめてめて新規申込新規申込新規申込新規申込みいただくことにみいただくことにみいただくことにみいただくことに　　　　　　　　なりなりなりなり、、、、新規申込新規申込新規申込新規申込みとみとみとみと同同同同じじじじ日数日数日数日数、、、、及及及及びびびび新規申込新規申込新規申込新規申込みにみにみにみに係係係係るるるる費用費用費用費用がががが発生発生発生発生いたしますいたしますいたしますいたします。。。。　　　　・・・・変更前変更前変更前変更前メニューメニューメニューメニューとととと変更後変更後変更後変更後メニューメニューメニューメニューのののの重複利用重複利用重複利用重複利用はできませんはできませんはできませんはできません。。。。　　　　　　　　変更前変更前変更前変更前メニューメニューメニューメニューとととと変更後変更後変更後変更後メニューメニューメニューメニューのののの重複利用重複利用重複利用重複利用をごをごをごをご希望希望希望希望のののの場合場合場合場合はははは、、、、廃止申込書廃止申込書廃止申込書廃止申込書とととと新設申込書新設申込書新設申込書新設申込書にておにておにておにてお申込申込申込申込みいただきますみいただきますみいただきますみいただきます。 。 。 。 上記内容上記内容上記内容上記内容をををを承諾承諾承諾承諾のののの上上上上、、、、申込申込申込申込みますみますみますみます。。。。（チェックがない場合は本申込みを受付けることはできません）≪≪≪≪変更内容変更内容変更内容変更内容におけるにおけるにおけるにおける注意点注意点注意点注意点≫≫≫≫●●●●ごごごご利用場所利用場所利用場所利用場所のののの変更変更変更変更（（（（標準日程標準日程標準日程標準日程：：：：7777営業日営業日営業日営業日））））　　　　・新設置場所での「フレッツ・光プレミアム」を申込み済みであることが受付の条件となります。　　　　・・・・IPアドレスが変更となる場合があります。新しいIPアドレスは工事前に「ご利用内容のご案内」でお客さまへお知らせいたします。●●●●契約契約契約契約タイプタイプタイプタイプのののの変更変更変更変更（（（（標準日程標準日程標準日程標準日程：：：：7777営業日営業日営業日営業日））））　・「フレッツ・光プレミアム」の契約タイプ（ファミリータイプ、マンションタイプ、エンタープライズタイプの変更）に該当します。　・「フレッツ・光プレミアム」の新契約タイプが開通済み、もしくは申込み済みであることが受付の条件となります。　・選択いただいたNTT西日本会社の提供するフレッツ・光プレミアムの「契約タイプ」によりOCNサービスの「提供コース」を自動で決定いたします。　　相違がある場合は通信ができませんのでご注意ください。（NTT西日本会社の契約に変更が発生した場合は必ずお知らせください）　・接続に必要な認証ID（「xxx＠●●.ocn.ne.jp」の「●●」部分）・認証パスワードが変更となります。　　変更後の認証ID・認証パスワードは工事前に「ご利用内容のご案内」でお客さまへお知らせいたします。●●●●提供提供提供提供プランプランプランプランのののの変更変更変更変更（（（（標準日程標準日程標準日程標準日程：：：：7777営業日営業日営業日営業日））））　・IPアドレス個数の変更（IP1個プランへの変更）、またはフレッツforVPNサービスからIP1個プランへの変更に該当します。　・フレッツforVPNサービスからIP1個プランへの変更の場合、接続に必要な認証ID（「xxx＠●●.ocn.ne.jp」の「●●」部分）・認証パスワードが　　変更となります。変更後の認証ID・認証パスワードは工事前に「ご利用内容のご案内」でお客さまへお知らせいたします。    ●●●●アクセスアクセスアクセスアクセス回線種別回線種別回線種別回線種別のののの変更変更変更変更（（（（標準日程標準日程標準日程標準日程：：：：7777営業日営業日営業日営業日））））　・ADSL(ISDN）アクセス「フレッツ」プラン／光アクセス「Bフレッツ」プラン→光アクセス「フレッツ・光プレミアム」プランへの変更に該当します。　・NTT西日本会社の「フレッツ・光プレミアム」が開通済み、もしくは申込み済みであることが受付の条件となります。　・接続に必要な認証ID（「xxx＠●●.ocn.ne.jp」の「●●」部分）・認証パスワードが変更となります。変更後の認証ID・認証パスワードは工事前に　　「ご利用内容のご案内」でお客さまへお知らせいたします。　　（『光アクセス「Bフレッツ」プラン ニューファミリー／ファミリー100／ハイパーファミリータイプ』から『光アクセス「フレッツ・光プレミアム」プラン　　　ファミリータイプ』への変更、または『光アクセス「Bフレッツ」プラン ビル・マンションタイプ』から『光アクセス「フレッツ・光プレミアム」プラン　　　マンションタイプ』への変更、または『光アクセス「Bフレッツ」プラン ベーシックタイプ』から『光アクセス「フレッツ・光プレミアム」プラン　　　エンタープライズタイプ』への変更の場合は、認証ID・認証パスワードは変更ありません）    ●●●●ごごごご利用中利用中利用中利用中サービスサービスサービスサービスのののの変更変更変更変更－－－－OCNOCNOCNOCNメールアカウントメールアカウントメールアカウントメールアカウント／／／／PageONPageONPageONPageON引継引継引継引継ぎぎぎぎ標準日程標準日程標準日程標準日程：：：：5555営業日営業日営業日営業日））））    ●●●●ごごごご利用中利用中利用中利用中サービスサービスサービスサービスのののの変更変更変更変更－－－－付加付加付加付加サービスサービスサービスサービスのののの変更変更変更変更（（（（標準日程標準日程標準日程標準日程：：：：各付加各付加各付加各付加サービスサービスサービスサービスのののの標準日程標準日程標準日程標準日程にににに準準準準じますじますじますじます）））） １／6

事務担当者事務担当者事務担当者事務担当者＜お申込みに関するご連絡先＞ 部課名担当者名ＴＥＬ ＦＡＸE-Mail

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、下記の通り申込みます。「申込書等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。 受付ID受注案件IDサブ受注案件IDOCNOCNOCNOCNおおおお客客客客さまさまさまさま番号番号番号番号（必ず記入ください）
第第第第6666種種種種OCNOCNOCNOCNオープンコンピュータオープンコンピュータオープンコンピュータオープンコンピュータ通信網通信網通信網通信網サービスサービスサービスサービス＜＜＜＜光光光光アクセスアクセスアクセスアクセスIPIPIPIP1 1 1 1 「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・光光光光プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム」」」」プランプランプランプラン変更申込書変更申込書変更申込書変更申込書＞＞＞＞

N『光アクセス IP1 「フレッツ・光プレミアム」プラン』内の変更をご希望のお客さま、またはフレッツ固定IPサービス／フレッツforVPNサービスから『光アクセス IP1 「フレッツ・光プレミアム」プラン』への変更をご希望のお客さまは本様式にてお申込みください。お申込年月日 変更希望年月日
申込者申込者申込者申込者（（（（加入者加入者加入者加入者））））OCNにて登録されている申込者名、住所を記入ください必ず印鑑またはサインが必要になります。

フリガナご住所 市区町村都道府県 印鑑またはサインお名前 様
丁目番地大字通称名 様ビル名等字名

印



「ご利用場所の変更」「契約タイプの変更」「アクセス回線種別の変更」をご希望のお客さまは、変更後の「フレッツ・光プレミアム」申込み状況を記入ください。開通済開通済開通済開通済みみみみ 申込済申込済申込済申込済みみみみ　　　　→→→→「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・光光光光プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム」」」」開通予定日開通予定日開通予定日開通予定日 2 0 0 年 月 日「提供プランの変更」「契約タイプの変更」「アクセス回線種別の変更」をご希望のお客さまは、変更後の「フレッツ・光プレミアム」契約タイプを選択ください。① ファミリータイプ② マンションタイプ③ エンタープライズタイプ※「フレッツ・光プレミアム」契約タイプが変更となる場合は、インターネットへ接続するための認証ID・認証パスワードが変更となります。　認証認証認証認証ドメインドメインドメインドメインがががが変更変更変更変更となるとなるとなるとなる場合場合場合場合ははははNTTNTTNTTNTT西日本会社西日本会社西日本会社西日本会社のののの変更工事完了変更工事完了変更工事完了変更工事完了とともにとともにとともにとともに接続接続接続接続できないできないできないできない状態状態状態状態となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、NTTNTTNTTNTT西日本会社西日本会社西日本会社西日本会社へのへのへのへの　　　　おおおお申込申込申込申込みみみみ後後後後にににに、、、、必必必必ずずずず、、、、OCNOCNOCNOCNへへへへ変更申込変更申込変更申込変更申込みいただきますみいただきますみいただきますみいただきます。。。。
ＩＰＩＰＩＰＩＰアドレスアドレスアドレスアドレスのののの引継利用引継利用引継利用引継利用をををを希望希望希望希望しないしないしないしない

２／６

販売チャネルコード（販売代理店番号） 48100000

受付ID

お客様対応部門 wakae@int-connect.com
株式会社インターコネクト若　江

５５５５....　ＩＰ　ＩＰ　ＩＰ　ＩＰアドレスアドレスアドレスアドレス引継引継引継引継ぎぎぎぎ希望希望希望希望のののの有無有無有無有無　　　フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・光光光光プレミアムプレミアムプレミアムプレミアムのののの契約契約契約契約タイプタイプタイプタイプをををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合のみのみのみのみ、、、、ご希望により現在のIPアドレスをそのままご利用いただくことができます。IPアドレス引継ぎ希望の　　　有無を選択してください。　　　※フレッツ固定IPサービス内のIPアドレス引継可否については、OCNホームページにてご確認ください。⇒http://www.ocn.ne.jp/business/support/ipcontinue.html
【【【【販売担当者記入欄販売担当者記入欄販売担当者記入欄販売担当者記入欄】】】】

xxx@fbfm.ocn.ne.jpxxx@fbfm2.ocn.ne.jp

記事欄 06-6838-3195 06-6838-3196

提供プランの変更（IPアドレス数の変更）

申込受付部門

ＯＣＮ認証ドメインＯＣＮ提供メニューNTT西日本会社で契約の 「フレッツ・光プレミアム」契約タイプ xxx@fbnf.ocn.ne.jpxxx@fbnf2.ocn.ne.jp

お客さま区分

　OCN 光アクセス IP1「フレッツ・光プレミアム」プラン                                                            　ファミリータイプ

光アクセス IP1 「フレッツ・光プレミアム」プラン　への変更

４４４４....　　　　NTTNTTNTTNTT西日本西日本西日本西日本「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・光光光光プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム」」」」契約契約契約契約タイプタイプタイプタイプ

2222....　　　　変更内容変更内容変更内容変更内容((((必須必須必須必須））））　　　　付加サービスをご利用中で、「ご利用場所の変更」「契約タイプの変更」「提供プランの変更」「アクセス回線種別の変更」をご希望の場合は付加サービスの　変更申込みが必要となる場合があります。「8. 付加サービス情報」の注意事項を必ずご確認の上、お申込みください。変更内容 記入必須項目ご利用場所の変更 1,2,3,6,8契約タイプの変更 1,2,3,4,5,6,8
1,2,6,8

→→→→以下以下以下以下ののののホームページホームページホームページホームページにてにてにてにて制約事項制約事項制約事項制約事項をををを予予予予めごめごめごめご確認確認確認確認のののの上上上上おおおお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください。。。。　　　　　　　　httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ocnocnocnocn....nenenene....jpjpjpjp////businessbusinessbusinessbusiness////supportsupportsupportsupport////ipcontinueipcontinueipcontinueipcontinue....htmlhtmlhtmlhtml 　ＩＰ 　ＩＰ 　ＩＰ 　ＩＰアドレスアドレスアドレスアドレスのののの引継利用引継利用引継利用引継利用をををを希望希望希望希望するするするする　　　　

3333....　　　　NTTNTTNTTNTT西日本西日本西日本西日本「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ・・・・光光光光プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム」」」」申込申込申込申込みみみみ状況状況状況状況
アクセス回線種別の変更 1,2,3,4,6,8ご利用サービスの変更 OCNメールアカウント／PageON引継ぎ

　OCN 光アクセス IP1「フレッツ・光プレミアム」プラン                                                         　　エンタープライズタイプ xxx@fbfb.ocn.ne.jpxxx@fbfb2.ocn.ne.jp

1,2,6,7

　OCN 光アクセス IP1「フレッツ・光プレミアム」プラン                                                         　　マンションタイプ

1,2,4,6,8
付加サービスの変更

所属 組織区分お名前ＴＥＬ ＦＡＸe-mail ＴＥＬ ＦＡＸe-mail所属お名前

「4. NTT西日本「フレッツ・光プレミアム」契約タイプ」も必ず記入ください。※他OCN契約で利用中のOCNメールアカウント／PageONの引継ぎをご希望のお客様は選択ください。※付加サービスの申込書をあわせて送付ください。



〒 ビル Ｆ
様 様

請求書による支払い 月 年

〒 ビル Ｆ様申込者住所に同じ 現在の設置場所に同じ 請求書送付先住所に同じ（移転の場合のみ）⇒ 変更後の設置場所に同じ ３／６

受付ID

お名前 電話番号

　　　　６６６６－－－－１１１１....　　　　設置場所情報設置場所情報設置場所情報設置場所情報　　　　（「ご利用場所の変更」をご希望のお客さまは必ずご記入ください）大字通称名 字名

　　　　６６６６－－－－４４４４....　「　「　「　「ごごごご利用内容利用内容利用内容利用内容のごのごのごのご案内案内案内案内」」」」送付先送付先送付先送付先 「 「 「 「ごごごご利用内容利用内容利用内容利用内容のごのごのごのご案内案内案内案内」」」」　 　 　 　 送付先送付先送付先送付先

　　　　支払方法支払方法支払方法支払方法

 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。 フリガナ請求に関する連絡先 お名前 電話番号
字名大字通称名 様宛先丁目番地 ビル名等都道府県カード所有者名（ローマ字）　　　　請求書送付先請求書送付先請求書送付先請求書送付先 ご住所 市区町村

＜「＜「＜「＜「クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードによるおによるおによるおによるお支払支払支払支払いいいい」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方のみのみのみのみ記入記入記入記入くださいくださいくださいください＞＞＞＞
　
クレジットカード種別 選択してください※AMEXは15桁、DinersClubは14桁、OMCは16桁のもののみカード番号／有効年月（左詰で記入ください）

　　　　６６６６－－－－３３３３....　　　　おおおお支払支払支払支払いいいい情報情報情報情報（必ずご記入ください） カードによる支払い カード有効期限※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。
　　　　６６６６－－－－２２２２....　　　　ネットワークネットワークネットワークネットワーク技術担当者情報技術担当者情報技術担当者情報技術担当者情報　　　　（故障等の緊急時の連絡先として使用します。変更がない場合も必ず記入ください）

６６６６....　　　　おおおお客客客客さまさまさまさま情報情報情報情報（（（（必須必須必須必須））））　変更後変更後変更後変更後のののの　　　　設置場所住所設置場所住所設置場所住所設置場所住所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 ビル名等都道府県 市区町村
　　　　設置場所設置場所設置場所設置場所にににに関関関関するするするする　　　　連絡先連絡先連絡先連絡先
　　　　設置場所事業所名設置場所事業所名設置場所事業所名設置場所事業所名　　　　設置場所設置場所設置場所設置場所でのでのでのでの　　　　ごごごご利用電話番号利用電話番号利用電話番号利用電話番号「ご利用場所の変更」「契約タイプの変更」をご希望のお客様は必ず記入ください 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。）

丁目番地

　　　　NWNWNWNW技術担当者技術担当者技術担当者技術担当者　　　　連絡先連絡先連絡先連絡先 お名前電話番号※日中連絡先 ＦＡＸE-Mail

設置場所住所と同じ申込者住所と同じ右のとおり
右のとおり支払方法に変更なし
送付先に変更なし

申込みに関する連絡先に同じ 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）

設置場所住所に変更なし その他（以下を記入ください）申込者住所に同じ

お申込に関する連絡先に同じ その他（以下を記入ください）設置場所に関する連絡先に同じ
＜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。

※接続に必要な情報をOCNより送付いたします。　「ご利用場所の変更」でIPアドレスに変更がない場合、　「ご利用内容のご案内」は送付いたしません。　現在のIPアドレスでそのままご利用いただけます。



ＯＣＮメールアドレスの引継ぎを希望する引継元のOCNお客さま番号を記入ください 【 】 .ocn.ne.jp【 】 .ocn.ne.jp【 】 .ocn.ne.jp【 】 .ocn.ne.jp
他のＯＣＮ契約からPageON URLの引継ぎを希望する引継元のOCNお客さま番号を記入ください

４／６

受付ID

引継引継引継引継ぎをぎをぎをぎを希望希望希望希望するするするするアカウントアカウントアカウントアカウント3333　　　　７７７７－－－－２２２２....　ＰａｇｅＯＮ　ＰａｇｅＯＮ　ＰａｇｅＯＮ　ＰａｇｅＯＮ情報情報情報情報　　　※他のOCN契約でご利用中のPageON URLを本契約に引継ぎ希望されるお客さまは以下を記入ください。　　　※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）　　　※PageONの登録／変更／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。　　　　http://www.ocn.ne.jp/business/support/index.html N
引継引継引継引継ぎをぎをぎをぎを希望希望希望希望するするするするアカウントアカウントアカウントアカウント4444 （ﾌﾘｶﾞﾅ） メールサーバ名＠

メールサーバ名＠＠
N（ﾌﾘｶﾞﾅ）（ﾌﾘｶﾞﾅ） メールサーバ名引継引継引継引継ぎをぎをぎをぎを希望希望希望希望するするするするアカウントアカウントアカウントアカウント2222

　　　　７７７７－－－－１１１１....　ＯＣＮ　ＯＣＮ　ＯＣＮ　ＯＣＮメールアカウントメールアカウントメールアカウントメールアカウント情報情報情報情報　　　※他のOCN契約で利用中のOCNメールアドレスを本契約で引き続きご利用いただくことができます。引継ぎをご希望のお客さまは、以下の　　　　「OCNメールアドレスの引継ぎを希望する」をチェックのうえ、引継ぎ元のOCNお客さま番号と引継ぎを希望するメールアカウント・メールサーバ名を　　　　記入ください。　　　※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個までとなります。＜基本1個（無料）、追加3個（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。　　　※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、継続利用いただくことはできません。　　　　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。　　　※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。　　　※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
７７７７....　　　　OCNOCNOCNOCNメールアカウントメールアカウントメールアカウントメールアカウント・・・・PageONPageONPageONPageON情報情報情報情報

引継引継引継引継ぎをぎをぎをぎを希望希望希望希望するするするするアカウントアカウントアカウントアカウント1111 （ﾌﾘｶﾞﾅ） メールサーバ名＠



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ペイオンサービスペイオンサービスのののの利用利用利用利用をををを希望希望希望希望されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、、、、OCNOCNOCNOCNメールアカウントメールアカウントメールアカウントメールアカウントのののの申込申込申込申込みがみがみがみが必須必須必須必須となりますとなりますとなりますとなります。。。。
現在の契約に変更なし（未契約を含む）契約内容を変更する廃止する
現在の契約に変更なし（未契約）廃止する現在の契約に変更なし（未契約）廃止する現在の契約に変更なし（未契約）廃止する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

５／６

OCN OCN OCN OCN ＰＣＰＣＰＣＰＣパトロールパトロールパトロールパトロール
OCNOCNOCNOCN暗号暗号暗号暗号メールサービスメールサービスメールサービスメールサービス

WebWebWebWebゲートウェイサービスゲートウェイサービスゲートウェイサービスゲートウェイサービス
ＩＰｖＩＰｖＩＰｖＩＰｖ６６６６トンネルトンネルトンネルトンネル接続接続接続接続サービスサービスサービスサービス
. Phone IP Centrex. Phone IP Centrex. Phone IP Centrex. Phone IP Centrex

「OCNホットスポット 従量制プラン」は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
ローミングサービスローミングサービスローミングサービスローミングサービス 　ローミングサービスの登録／廃止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。ペイオンサービスペイオンサービスペイオンサービスペイオンサービス 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　OCN光アクセス IP1「Bフレッツ」プランとは利用可能なｻｰﾋﾞｽが異なりますので、ご注意ください。　（OCNビジネスパックVPN、IPv6トンネル接続サービス、. Phone IP Centrexサービスは利用不可）

OCN OCN OCN OCN ビジネスパックビジネスパックビジネスパックビジネスパックVPNVPNVPNVPN

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://www.ocn.ne.jp/option/roaming/OCNOCNOCNOCNホットスポットホットスポットホットスポットホットスポット
８８８８....　　　　付加付加付加付加サービスサービスサービスサービス情報情報情報情報（（（（必須必須必須必須））））１１１１／／／／２２２２ 受付ID

新規にwebゲートウェイサービスをお申込みいただく場合は、OCNホームページよりお申込みください。http://www.ocn.ne.jp/business/security/webgw/《Webゲートウェイサービスをご利用中のお客さま》・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、Webゲートウェイサービスの　変更処理が必ず必要となりますので、「Webゲートウェイサービス」の変更申込書に合わせて提出ください。※　必ず記入ください 「「「「IPvIPvIPvIPv6666トンネルトンネルトンネルトンネル接続接続接続接続サービスサービスサービスサービス申込書申込書申込書申込書」」」」をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください『OCN光アクセス IP1「フレッツ・光プレミアム」プラン』では、Ipv6トンネル接続サービスを提供しておりません。※　必ず記入ください 『OCN光アクセス IP1「フレッツ・光プレミアム」プラン』では、OCNビジネスパックVPNを提供しておりません。「「「「OCNOCNOCNOCNビジネスパックビジネスパックビジネスパックビジネスパックVPNVPNVPNVPN申込書申込書申込書申込書」」」」をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください※　必ず記入ください 『OCN光アクセス IP1「フレッツ・光プレミアム」プラン』では、.Phone IP Centrexを提供しておりません。※　必ず記入ください 「「「「....Phone IP CentrexPhone IP CentrexPhone IP CentrexPhone IP Centrex申込書申込書申込書申込書」」」」をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください「「「「OCN PCOCN PCOCN PCOCN PCパトロールパトロールパトロールパトロール申込書申込書申込書申込書」」」」をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください≪OCN PCパトロールをご利用中のお客さま≫ご利用場所の変更、またはアクセス回線種別の変更に伴い、割当IPアドレスが変更となる場合は、OCN PCパトロールについても必ず変更処理が必要となりますので、「OCN PCパトロール」の変更申込書を本申込書に合わせて提出ください。※　必ず記入ください
※　必ず記入ください 「「「「OCNOCNOCNOCN暗号暗号暗号暗号メールサービスメールサービスメールサービスメールサービス申込書申込書申込書申込書」」」」をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください

「「「「WebWebWebWebゲートウェイサービスゲートウェイサービスゲートウェイサービスゲートウェイサービス申込書申込書申込書申込書」」」」をををを合合合合わせておわせておわせておわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください



現在の契約に変更なし（未契約を含む）接続をやめる接続先接続先接続先接続先ゲートウェイゲートウェイゲートウェイゲートウェイNNNN番号番号番号番号 NNNN
接続先接続先接続先接続先VPNVPNVPNVPN番号番号番号番号 VVVV

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

６／６

各種各種各種各種GWGWGWGWサービスサービスサービスサービス（ArcstarIP-VPN IPSec接続機能／　　　VPNゲートウェイサービス）
一元故障受付一元故障受付一元故障受付一元故障受付サービスサービスサービスサービス

受付ID８８８８....　　　　付加付加付加付加サービスサービスサービスサービス情報情報情報情報（（（（必須必須必須必須）　）　）　）　２２２２／／／／２２２２　OCN光アクセス IP1「Bフレッツ」プランとは利用可能なｻｰﾋﾞｽが異なりますので、ご注意ください。　（OCNビジネスパックVPN、IPv6トンネル接続サービス、. Phone IP Centrexサービスは利用不可）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）※別途、アクセス付加料金210円（税込）がかかります。※既設VPNへの拠点追加の場合はN番号を記入ください。※上記接続形態が変更になる場合は、「VPNゲートウェイサービス変更申込書」と本サービスの　変更申込書を合わせて提出ください。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）
以下以下以下以下のののの申込書申込書申込書申込書をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください。。。。・・・・「「「「VPNVPNVPNVPNゲートウェイサービスゲートウェイサービスゲートウェイサービスゲートウェイサービス申込書申込書申込書申込書」」」」

※既設VPNへの拠点追加の場合はVPN番号を記入ください。※上記接続形態が変更になる場合は、「Arcstar IP-VPN IPSec接続機能変更申込書と本サービスの　変更申込書を合わせて提出ください。※　必ず記入ください 『OCN光アクセス IP1「フレッツ・光プレミアム」プラン』では、各種GWサービスを提供しておりません。
≪ 一元故障受付サービスをご契約中のお客さま≫ご利用場所の変更、Bフレッツタイプ変更、またはアクセス回線種別の変更をご希望の場合、一元故障受付についても必ず変更処理が必要となりますので、「一元故障受付」の変更申込書を本申込書に合わせて提出ください。「「「「一元故障受付用申込書一元故障受付用申込書一元故障受付用申込書一元故障受付用申込書」」」」をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください※※※※必必必必ずずずずメールメールメールメール添付添付添付添付でででで送付送付送付送付してくださいしてくださいしてくださいしてください※必ず記入ください

以下以下以下以下のののの申込書申込書申込書申込書をあわせておをあわせておをあわせておをあわせてお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください。。。。　　　　・・・・「「「「Arcstar IPArcstar IPArcstar IPArcstar IP----VPN IPSecVPN IPSecVPN IPSecVPN IPSec接続機能申込書接続機能申込書接続機能申込書接続機能申込書」」」」



１．２．・・・・３．
４．
５．

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。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。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。

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ＯＣＮオープンコンピュータ通信網サービス　光アクセス IP１「フレッツ・光プレミアム」プラン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。

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）

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。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


