第6種OCNオープンコンピュータ通信網サービス＜ISDNアクセス IP8「フレッツ」プラン変更申込書＞
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。

受注案件ID
サブ受注案件ID

『ISDNアクセス IP8「フレッツ」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
『ISDNアクセス IP8「フレッツ」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。

OCNお客さま番号
（必ず記入ください）

N

お申込年月日

変更希望年月日
↑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

１.

お申込み者情報（必須）
フリガナ

申込者（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。

印鑑またはサイン

お名前
ご住所

印

様
〒

都道
府県

市区
町村

大字
通称名

字名

丁目
番地

ビル
名等

ビ
ル

Ｆ

部課名
事務担当者
＜お申込みに関する
ご連絡先＞
必ず記入ください

様

担当者名
ＴＥＬ

ＦＡＸ

E-Mail

お申込み時の注意事項（※必ずご一読ください）
●下記の標準日程は記入不備がない状態での最短日程です。手続き上、お客様の変更希望日に添えない場合がありますので、予めご了承ください。
●認証IDが変更となる場合、OCN変更工事は変更希望日の早朝0：00〜5：00の間に自動工事にて実施されます。割当IPアドレスが変更となる
場合は、変更希望日の日中帯（9：00〜17：00）に実施いたします。
・工事時間帯を指定いただくことはできません。
・変更工事実施後のキャンセル・延期・切り戻しには対応できません。切替工事完了後に元の状態に戻す場合は、改めて新規申込みいただくことに
なり、新規申込みと同じ日数、及び新規申込みに係る費用が発生いたします。
・変更前メニューと変更後メニューの重複利用はできません。変更前メニューと変更後メニューの重複利用をご希望の場合は、廃止申込書と新設
申込書にてお申込みいただきます。

上記内容を承諾の上、申し込みます。

（チェックがない場合は本申込みを受け付けることはできません）

≪変更内容における注意点≫
●ご利用場所の変更（標準日程：10営業日）
・新設置場所での「フレッツISDN」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。
・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送付する「ご利用内容のご案内」でお客さまへお知らせいたします。
●提供プランの変更（標準日程：10営業日）
・IPアドレス個数の変更（IP8個プランへの変更）、またはフレッツforVPNサービスからIP8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IP8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送付する「ご利用内容のご案内」でお客さまへお知らせいたします。
●アクセス回線種別の変更（標準日程：10営業日）
・ADSLアクセス／光アクセス→ISDNアクセスへの変更に該当します。
・NTT東日本／西日本会社の「フレッツISDN」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東日本／西日本会社の提供するフレッツISDN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東日本／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）
・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送付する「ご利用内容のご案内」でお客さまへお知らせいたします。
●ご利用ドメイン形態の変更（標準日程：8営業日 ※ドメイン取得申請が伴う場合は、取得に必要な日数が加算されます）
・「OCNサブドメイン利用（xxx-unet.ocn.ne.jp）」⇔「独自ドメイン利用（xxx.co.jp／xxx.jp／xxx.com等）」の変更に該当します。
●ご利用中サービスの変更
- 付加サービスの変更以外（標準日程：5営業日 ※ドメイン取得申請が伴う場合は、取得に必要な日数が加算されます）
- 付加サービスの変更（標準日程：各付加サービスの標準日程に準じます）
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2.

変更内容(必須）

付加サービスをご利用中で、「ご利用場所の変更」「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。「5. 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。

お申込区分

記入必須項目（※）

ご利用場所の変更
提供プランの変更

1,2,3,4,5

ISDNアクセス IP8 「フレッツ」プラン

への変更

1,2,4,5

（ＩＰアドレス数の変更）

OCNサブドメイン利用

6もしくは7

アクセス回線種別の変更

独自ドメイン利用

1,2,3,4,5
6もしくは7

ＯＣＮサブドメイン利用への変更（xxx-unet.ocn.ne.jp）

1,2,4

独自ドメイン利用への変更（xxx.co.jp/xxx.com等）

6もしくは7

ご利用中サービスの変更

ご利用ドメインの変更

1,2,4,6

独自ﾄﾞﾒｲﾝ利用のお客さま

プライマリＤＮＳサーバ情報の変更（プライマリDNSサーバ名・プライマリDNSサーバIPアドレス変更）

ご利用ドメイン形態の
変更

ＯＣＮセカンダリＤＮＳサーバ情報の変更（OCNセカンダリDNS登録／削除）
逆引き権限委譲先ＤＮＳサーバの追加／削除
OCNｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝ利用のお客さま

ＤＮＳ情報の変更（ホスト情報の変更、メールサーバ情報の変更）

1,2,4,7

ＯＣＮメールアカウント引継ぎ
付加サービスの変更（IPv6トンネル接続サービス、ビジネスパックVPN等）

1,2,4,5

※付加サービスの申込書をあわせて送付ください。

※割当IPアドレスが変更となる場合は、「IPアドレス割当申請書」「IPアドレス返却申請書」が別途必要となります。

3.

NTT東日本／西日本「フレッツISDN」申込み状況

（※「ご利用場所の変更」「アクセス回線種別の変更」をご希望のお客さま）
「ご利用場所の変更」「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ISDN」申込み状況を記入ください。

開通済み

申込済み → 「フレッツISDN」開通予定日

2 0 0

年

月

日

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

お客さま区分
組織区分

お名前

ＴＥＬ
e-mail

ＦＡＸ

所属

申
込
受
付
部
門

お名前

ＴＥＬ

ＦＡＸ

e-mail

記事欄

２／１３
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４. お客さま情報（必須）
４−１. 設置場所情報
変更後の
設置場所住所
NTT東日本／西日本会社
の提供する「フレッツISDN」
を設置される住所を記入
ください。

設置場所住所に変更なし
ご住所

申込者住所に同じ

その他（以下をご記入下さい）

都道
府県

〒

市区
町村

大字
通称名

字名

丁目
番地

ビル
名等

ビ
ル

Ｆ

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
設置場所での
ご利用電話番号

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。）

「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

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

申込みに関する連絡先に同じ

設置場所に関する
連絡先

その他（以下を記入ください）

お名前

４−２.

様

ネットワーク技術担当者情報

電話番号

（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）

お申込に関する連絡先に同じ

設置場所に関する連絡先に同じ

その他（以下を記入ください）

お名前

ネットワーク技術担当者

様

電話番号

ＦＡＸ

※日中連絡先

E-Mail

４−３.

お支払い情報
カードによる支払い

請求書による支払い

支払方法
支払方法に変更なし

月

年

※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＞

選択してください

クレジットカード種別

右のとおり

カード有効期限

※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）

カード所有者名（ローマ字）

請求書送付先
送付先に変更なし
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

４−４.

ご住所

都道
府県

〒

市区
町村

大字
通称名

字名

丁目
番地

ビル
名等

ビ
ル

Ｆ

フリガナ
宛先

様

お名前

様

電話番号

「ご利用内容のご案内」送付先（必須）

「ご利用内容のご案内」
送付先

申込者住所に同じ
（移転の場合のみ）⇒

現在の設置場所に同じ
変更後の設置場所に同じ

請求書送付先住所に同じ

※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。
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受付ID

５.

付加サービス情報

1／2（必須）

OCNセキュリティチェック
サービス（無料）
※希望しない方のみ選択してください

変更内容において、「ご利用場所の変更」「提供ﾌﾟﾗﾝの変更」「ｱｸｾｽ回線種別の変更」を選択いただいたお客さま、または
IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽを「新たに申込む／契約内容を変更する」「廃止する」を選択いただいたお客さまを対象に、
ｾｷｭﾘﾃｨﾁｪｯｸを実施します。（セキュリティチェックを「利用する」として扱います）
セキュリティチェックの実施を希望しないお客さまは以下をチェックしてください。

希望しない（不要な方のみチェックしてください）
OCNホームページからお申込みいただくことも可能です。
ｻｰﾋﾞｽ詳細につきましては、https://www.security.ocn.ne.jp/をご覧ください。本申込みでは、「ﾚﾍﾞﾙ1」での提供となります。
※ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPNとの併用はできません。ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPNのご希望がある場合には、必ず「希望しない」をﾁｪｯｸしてください。

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
OCNホスティングサービス
（単独契約）
※必ず記入ください

「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

廃止する

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ｱﾄﾞﾚｽ個数の変更やご利用場所の変更に伴い割当IPｱﾄﾞﾚｽが変更となる場合、OCNﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの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ので、「ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ変更申込書」をあわせて提出して
ください。
・OCNﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを廃止する場合は、「ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」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

本書で申込みの回線契約を主契約とする

廃止する

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
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
※必ず、記入ください

≪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、必ず独自ﾄﾞﾒｲﾝ利用である必要があります。（OCNｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝでのご利用は不可）
・「OCNﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ」と併用される場合、“ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ”においては、DNSｻｰﾋﾞｽで提供する
DNSｻｰﾊﾞ（ﾌﾟﾗｲﾏﾘDNS、ｾｶﾝﾀﾞﾘDNS）をご利用いただきます。
“ｾｶﾝﾀﾞﾘDNSﾌﾟﾗﾝ”は、お申込みいただけません。
・DNSｻｰﾋﾞｽでお申込みのﾄﾞ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ｻｰﾊﾞ名の変更、ｾｶﾝﾀﾞﾘDNS情報の変更などが必要となります。）
・割当IPｱﾄﾞﾚｽ個数が変更、またはご利用場所の変更に伴い割当IPｱﾄﾞﾚｽが変更となる場合、DNSｻｰﾋﾞｽの
変更申込みが必要となる場合があります。DNSｻｰﾋﾞｽの契約内容の変更は「DNSｻｰﾋﾞｽ申込書」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ｻｰﾋﾞｽ申込書」にて帰属先
OCNお客さま番号の変更処理を承ります。
・DNSｻｰﾋﾞｽを廃止する場合は、「DNSｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」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合わせて、「DNSｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」を提出ください。

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
メールゲートウェイサービス
迷惑メールフィルタリング
サービス
※必ず、記入ください

「迷惑メールフィルタリングサービス申込書」をあわせて
お申込みください

≪迷惑メールフィルタリング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。
・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、「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ申込書」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、必ず独自ﾄﾞﾒｲﾝ利用である必要があります。（OCNｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝでのご利用は不可）
・同一ﾄﾞﾒｲﾝ利用のOCNﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽとの併用利用はできません。
・迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを廃止する場合は、「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」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合わせて、「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」を提出ください。

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
メールゲートウェイサービス
ウイルスチェックゲートウェイ
サービス
※必ず、記入ください。

「ウィルスチェック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

≪ウイルスチェックゲートウェイ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。
・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、「ｳｲﾙｽﾁｪｯｸｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽ申込書」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、必ず独自ﾄﾞﾒｲﾝ利用である必要があります。（OCNｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝでのご利用は不可）
・同一ﾄﾞﾒｲﾝ利用のOCNﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽとの併用利用はできません。
・ｳｲﾙｽﾁｪｯｸｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽを廃止する場合は、「ｳｲﾙｽﾁｪｯｸｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」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合わせて、「ｳｲﾙｽﾁｪｯｸｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽ
廃止申込書」を提出ください。
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２／2（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

メールゲートウェイサービス
セカンダリメールサーバ
サービス
※必ず、記入ください

「セカンダリメールサーバサービス申込書」を
あわせてお申込みください

≪セカンダリメールサーバ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。
・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、「ｾｶﾝﾀﾞﾘﾒｰﾙｻｰﾊﾞｻｰﾋﾞｽ」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、必ず独自ﾄﾞﾒｲﾝ利用である必要があります。（OCNｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝでのご利用は不可）
・同一ﾄﾞﾒｲﾝ利用のOCNﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽとの併用利用はできません。
・ｾｶﾝﾀﾞﾘﾒｰﾙｻｰﾊﾞｻｰﾋﾞｽを廃止する場合は、「ｾｶﾝﾀﾞﾘﾒｰﾙｻｰﾊﾞｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」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合わせて、「ｾｶﾝﾀﾞﾘﾒｰﾙｻｰﾊﾞｻｰﾋﾞｽ」の廃止申込書を提出ください。

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
Webゲートウェイサービス
※必ず、記入ください

廃止する

「Web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
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お申込みのお客さまは、以下を了承いただきます≫
・割当IPｱﾄﾞ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ｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽの変更処理が必ず
必要となりますので、「Webｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽ変更申込書」を本申込書にあわせて提出ください。
・Webｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽを廃止する場合は、「Webｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽ廃止申込書」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合わせて、「Webｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾋﾞｽ」の廃止申込書を提出ください。

現在の契約に変更なし（未契約を含む）
ＩＰv６トンネル接続サービス
※必ず、記入ください
※ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPNとの併用は
できませんのでご注意ください。

新たに申込む／契約内容を変更する
廃止する

「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≫
割当IPｱﾄﾞﾚｽが変更となる場合はIPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽについても必ず変更処理が必要となります。
「IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽ」の変更申込書を本申込書に合わせて提出ください。

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
OCNビジネスパックVPN
※必ず、記入ください
※.IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽとの併用は
できませんのでご注意ください。

廃止する

「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をご利用中のお客さま≫
・変更内容で、「ご利用場所の変更」、「提供プランの変更」「アクセス回線種別の変更」を選択の場合は
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPNについても必ず変更処理が必要となりますので、「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPN」の変更申込書を本申込書にあわせて
提出ください。
・上記の変更に伴い、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPNの機種が変更となる場合は、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPNについては“廃止・新設”で取り扱うため、
「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPN」の廃止申込書と新設申込書でお申込みください。
・SecureOCNサービスからの変更をご希望の場合、ビジネスパックVPN申込書の提出が必要となります。本申込書に
あわせて提出ください。

現在の契約に変更なし（未契約を含む）
. Phone IP Centrex
※必ず、記入ください。

廃止する

「. Phone IP Centrex申込書」をあわせてお申込みください

『OCN ISDNアクセス IP8プラン』では、. Phone IP Centrexを提供しておりません。

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
OCN PCパトロール
※必ず、記入ください

OCN 暗号メールサービス

廃止する

≪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。

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

※必ず、記入ください

「OCN PCパトロール申込書」をあわせてお申込みください

廃止する

「OCN 暗号メールサービス申込書」をあわせてお申込みください

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
一元故障受付サービス
※必ず、記入ください

廃止する

「一元故障受付用申込書」をあわせてお申込みください

≪ 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、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。
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６−１.

1／2

お客さまドメイン設定情報（独自ドメイン名）

※

□項目に「レ」にて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）
地域・属性型ＪＰドメイン
汎用ＪＰドメイン

使用するドメイン名
について

＊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。

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

変更後の使用
ドメイン名
※必ず記入ください

指定事業者の変更について

上記、「使用ドメイン名」の指定事業者が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。
指定事業者の変更については、http://www.ocn.ne.jp/business/domain/index.html を参照の上、
別にお申込みが必要となります。
OCNでのドメイン代行取得申請を承っていないお客様で、NICへのドメイン情報登録申請（ドメインを
管理するDNSサーバの追加・変更など）が必要な場合は、お客様にて登録申請手続き願います。
詳細は、お客さまドメインの指定事業者、或いはドメイン登録業者にお問合せのうえお申込みください。
切り替えに必要なお客様作業（標準的な作業）ついては、ご利用開始の数日前に郵送する「ご利用内容の
ご案内」をご一読ください。

◆ドメインを管理するDNSサーバ情報に変更がある場合の注意点
＜同一ドメインで複数のOCN契約がある場合＞
・１つのドメインを複数の契約で利用いただいている場合、お客様のDNS設定情報に対して変更の必要があれば、契約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、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。
回線サービスで管理されているDNS情報は以下の通りです。
設定（管理）項目
解説
ドメイン名
申込書上の「使用ドメイン名」
「独自ドメイン利用」の形態をお申込みのお客さまは、回線契約毎に独自ドメイン名を管理しています。
また、OCNセカンダリDNSサービスをご利用の場合は、正引きのセカンダリゾーンとして管理しています。
お客さまプライマリDNSサーバ名
逆引き権限委譲の追加

申込書上の「プライマリDNSサーバ名」「逆引き権限委譲先DNSサーバ名」
OCNより割当てるCクラス未満の割当IPアドレスブロック毎に逆引き権限委譲設定（逆引きの問合せ先と
なるべきお客さまのプライマリDNSサーバ名、セカンダリDNSサーバ名を指定）を実施しています。
設定できるDNSサーバは最大3つまで（OCNのセカンダリDNSサーバを含む）

セカンダリDNS情報

申込書上の「プライマリDNSサーバIPアドレス」「セカンダリDNSサービス」
OCNセカンダリDNSサービス。（OCN DNSサービスとは異なります） ドメイン名、割当IPアドレス
ブロック、及びお客さまのプライマリDNSサーバのIPアドレスを管理しています。

＜DNS利用形態の変更＞
・OCNホスティング契約、DNSサービスの各プランでは、OCNで準備するDNSサーバをご利用いただきますので、ご利用のドメイン及び割当IPアドレスを
管理するプライマリDNSサーバ、或いはセカンダリDNSサーバが変更となります。
・プライマリDNSサーバをお客さまで用意される場合には、以下の項目の記入は必須となります。
①プライマリDNSサーバ名（OCNの契約以外で他ISPへのDNSアウトソーシングを含む）
②セカンダリDNSサービスの希望がある条件でプライマリDNSサーバのIPアドレス
＜お客さまで用意したプライマリDNSを利用中で発生するDNS情報の変更＞
・プライマリDNSサーバ名の変更（OCNの契約以外で他ISPへのDNSアウトソーシングを含む）
・プライマリDNSサーバのIPアドレス変更
・回線サービスで提供のセカンダリDNSサービスの登録・変更・削除
・逆引き権限委譲の追加・変更・削除
＜NICへの届出＞
・お客さまドメインを管理するDNSサーバの情報（プライマリDNSサーバ名、プライマリDNSサーバのIPアドレス、セカンダリDNSサーバ名）に変更が
発生する場合、NICへのドメイン情報の登録申請が必要となりますが、お客さまにて登録申請に関する手続きをお願いいたします。
詳細は、お客様のドメインを管理するドメイン指定事業者或いはドメイン登録業者にお問合せください。
切り替えに必要なお客様作業（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」を参照いただきます。
OCNが指定事業者の場合は、以下のURLをご確認の上、登録申請に関する手続きをお願いいたします。
http://www.ocn.ne.jp/business/domain/jp/spec02.html
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６−２.

ＤＮＳ利用形態

２／2

※変更後のＤＮＳ利用形態を選択してください

変更後は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。
お客様でDNSサーバをご用意いただくか、OCNサブドメイン利用として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）
お客様でDNSサーバをご用意いただく場合は、「お客様にて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。お客様でDNSサーバを用意いただけない場合は、次項「OCNサブドメイン情報」をご記入ください。

変更後は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。

お客様にてＤＮＳを用意いただく （「6−3．」を必ず記入ください）
DNS利用形態に変更がない場合においても、お客様でDNS用意いただいている場合で現在の登録内容に変更があれば必ず記入ください。

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」を選択いただいたお客さまのみ記入ください。

◆お客様でプライマリDNSサーバを用意される場合は、お客様プライマリDNSサーバ名を必ず記入ください。

変更後の
プライマリDNSサーバ名

【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】
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
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
現在の契約内容に変更なし
（右記は記入不要です）

変更後の
セカンダリDNS情報
※申込む、或いは登録内容を変更す
る場合は、プライマリDNSのサーバ
IPアドレスについても必ず記入いた
だきます。

現在の契約内容に変更なし
（右記は記入不要です）

正引き用ＤＮＳサーバ名【

】

逆引き用ＤＮＳサーバ名【

】

◆上記のDNS利用形態において「お客様にてDNSを用意いただく」を選択されたお客さまで、
セカンダリDNS登録内容に変更が発生するお客さまは、必ず記入ください。
※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（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プランを
お申込みください。（工事費・定額利用料共に有料・別申込み）

申込む（初めて申込む／登録内容を変更する）
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、お客様が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いたします「ご利用内容の案内」に同封する資料を
ご覧ください。

希望しない（申込まない／登録内容を削除する）

→お客さまでセカンダリDNSをご用意ください

OCNより新たに割当てるIPアドレスより自動選定する。（移転、品目変更、割当てIPアドレス個数変更）

変更後の
プライマリDNSサーバ
ＩＰアドレス
※前項のセカンダリDNS情報の申込
み、登録内容の変更に関係なく、移
転などによりお客さまのプライマリ
DNSサーバIPアドレスに変更が発生
する場合にも記入ください。

（OCNがプライマリDNSサーバのIPアドレスを指定します）
※IPアドレス割当個数の変更、OCN収容エリアに変更が発生する設置場所移転等の場合は、OCNから新たに割当てるアドレス
ブロックの中から、お客様のプライマリDNSサーバのIPアドレスを指定いたします。

本OCN回線にプライマリDNSサーバを設置する。（移転、品目変更、DNSのIPアドレス変更）
（お客様側でプライマリDNSサーバのIPアドレスを指定ください）
本回線に割当て済みのIPアドレスより選択いただいて記入ください。

正引き用若しくは正引き、逆引き兼用
逆引き専用

→

→

（

．

．

．

）

（

．

．

．

）

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）
（お客様側でプライマリDNSサーバのIPアドレスを通知ください）
プライマリDNSサーバのIPアドレスを記入ください。

現在の契約内容に変更なし
（右記は記入不要です）

正引き用若しくは正引き、逆引き兼用
逆引き専用

変更後の逆引き権限委譲
の追加・削除
※追加、もしくは削除を希望する
DNSサーバ名を記入ください。追
加、削除の希望がなければ記入不要
です

→

→

（

．

．

．

）

（

．

．

．

）

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

追加

削除

【
ＤＮＳサーバ名２
【

】
追加

削除

】

７／１３

受付ID

７.

OCNサブドメイン情報

７−１.

1／３

変更後のサブドメイン名

OCNのサブドメイン利用の形態をお申込み（サブドメイン名変更含む）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
-unet.ocn.ne.jp

第３希望

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.

変更後のホスト情報（新たにOCNサブドメイン利用となる場合で、本項目が未記入の時は、ホスト名はpc1〜pc6と設定いたします）

現在のAレコード、CNAME情報に変更無し（下記は記入不要です）

Aレコード／CNAME情報
【注意事項】
＊現在のホスト名／IPアドレス／CNAMEに変更がない場合は「変更なし」を選択ください。
＊設定内容の変更を希望される場合は、変更対象となる「A：現在のホスト名」を記入の上、変更を希望する情報について、その変更後の内容
ホストNo. 「B：変更後のホスト名、C：CNAME情報、D：変更後のIPアドレス」を記入ください。
（アドレ ＊県外へのご利用場所移転、割当てIPアドレス個数の変更、提供品目/細目の変更の場合は、上段よりホストNo順（１〜６に若番順に対応）に
ス順）
新しいIPアドレスが設定されますので変更後のIPアドレスは記入不要です。
＊変更後のB：ホスト名は１つ、C：CNAMEは３つ、D：IPアドレスは１つまで記入いただけます。

↓現在のホスト名（設定変更対象のホスト名）

1
（ﾙｰﾀ、GW
等）

＊A,B,C,D項目が未記入の場合は、現在のホスト名／CNAME／
IPアドレス情報に変更なしとして扱います。現在の登録内容が
不明な場合は、B,C,Dを記入いただくことで、その情報を反映
させていただきます。
A：現在のホスト名（

）

↓変更後のホスト名／CNAME／ホストのIPアドレス
B：変更後のホスト名（

）

、

C：変更後のCNAME（

、

）

D：変更後のIPアドレス
（

．

．

．

）

＊移転等で割当てIPアドレスが変更となる注文の場合はIPアドレスは記入不要です。

2

＊A,B,C,D項目が未記入の場合は、現在のホスト名／CNAME／
IPアドレス情報に変更なしとして扱います。現在の登録内容が
不明な場合は、B,C,Dを記入いただくことで、その情報を反映
させていただきます。
A：現在のホスト名（

）

B：変更後のホスト名（

）

、

C：変更後のCNAME（

、

）

D：変更後のIPアドレス
（

．

．

．

）

＊移転等で割当てIPアドレスが変更となる注文の場合はIPアドレスは記入不要です。

3

＊A,B,C,D項目が未記入の場合は、現在のホスト名／CNAME／
IPアドレス情報に変更なしとして扱います。現在の登録内容が
不明な場合は、B,C,Dを記入いただくことで、その情報を反映
させていただきます。
A：現在のホスト名（

）

B：変更後のホスト名（

）

、

C：変更後のCNAME（

、

）

D：変更後のIPアドレス
（

．

．

．

）

＊移転等で割当てIPアドレスが変更となる注文の場合はIPアドレスは記入不要です。

4

＊A,B,C,D項目が未記入の場合は、現在のホスト名／CNAME／
IPアドレス情報に変更なしとして扱います。現在の登録内容が
不明な場合は、B,C,Dを記入いただくことで、その情報を反映
させていただきます。
A：現在のホスト名（

）

B：変更後のホスト名（

）

、

C：変更後のCNAME（

、

）

D：変更後のIPアドレス
（

．

．

．

）

＊移転等で割当てIPアドレスが変更となる注文の場合はIPアドレスは記入不要です。

5

＊A,B,C,D項目が未記入の場合は、現在のホスト名／CNAME／
IPアドレス情報に変更なしとして扱います。現在の登録内容が
不明な場合は、B,C,Dを記入いただくことで、その情報を反映
させていただきます。
A：現在のホスト名（

）

B：変更後のホスト名（

）

、

C：変更後のCNAME（

、

）

D：変更後のIPアドレス
（

．

．

．

）

＊移転等で割当てIPアドレスが変更となる注文の場合はIPアドレスは記入不要です。

6

＊A,B,C,D項目が未記入の場合は、現在のホスト名／CNAME／
IPアドレス情報に変更なしとして扱います。現在の登録内容が
不明な場合は、B,C,Dを記入いただくことで、その情報を反映
させていただきます。
A：現在のホスト名（

）

B：変更後のホスト名（

）

、

C：変更後のCNAME（

、

）

D：変更後のIPアドレス
（

．

．

．

）

＊移転等で割当てIPアドレスが変更となる注文の場合はIPアドレスは記入不要です。

８／１３

受付ID

７.

OCNサブドメイン情報

７−３.

２／３

変更後のメールサーバ情報

現在のメールサーバ情報に変更無し（下記は記入不要です）
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

（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）

「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
メールサーバに使用するホストを指定ください。
→

複数台設置

Aレコードで設定のホスト名（

)

「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

「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
メールサーバに使用するホストを指定ください。
→

Aレコードで設定のホスト名（

） →（優先順位：

）

→

Aレコードで設定のホスト名（

） →（優先順位：

）

→

Aレコードで設定のホスト名（

） →（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。
※MXレコードを設定するホスト名については、DNSのAレコードに設定するホスト名を記入ください。

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

ｐ.１0を記入ください。

＊新規利用を希望のお客さまは、OCNホームページ＜http://www.ocn.ne.jp/business/support/index.html＞ よりお申込みください。
＊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。

９／１３

受付ID

７.

OCNサブドメイン情報

７−４.

３／３

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）
・引継ぎ元OCN契約を廃止する場合、廃止申込書を別に送付いただくと、アカウントの引継ぎができない場合がございますので、必ず本申込書に
廃止申込書を添付の上お申込みください。
・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、またはフレッツ固定IP1サービスから固定IP8サービスへ変更する場合は、
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。（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）

＠ 【

】 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）

＠ 【

】 ocn.ne.jp
メールサーバ名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

＠ 【

】 ocn.ne.jp

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。

１０／１３

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/whois̲gw

■ＩＰアドレス割り当て申請情報
【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アドレス割り当て申請者（組織）】
フリガナ
組織名
組織名英文
(Organization)
フリガナ

-

〒

都道府県

市区郡

区町村

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

割当必要数：

８個（６個）*
ホスト数

サブネットＮｏ.

現在値

１６個（１４個）*
６ヵ月後

*( )内数字は、機器等への利用可能数

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5,775円（税込）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1,050円（税込）が必要

ＯＣＮ内リナンバ申請なし

ＯＣＮ内リナンバ申請あり
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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。
※現在の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/whois̲gw

■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/whois̲gw
※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

都道府県

市区郡

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

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)
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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。
※現在の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/whois̲gw

■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

１３／１３

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 ISDNアクセス IP8
「フレッツ」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。
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）

