
● お申込にあたっては、以下の点についてご了承いただきます。 ・・・ 本申込書で帰属先となるOCN契約回線の新規加入、変更、廃止手続きを承る事はできません、　　　　回線回線回線回線サービスサービスサービスサービスをををを本付加機能本付加機能本付加機能本付加機能サービスサービスサービスサービスのののの帰属先帰属先帰属先帰属先としておとしておとしておとしてお客様番号客様番号客様番号客様番号をををを指定指定指定指定くださいくださいくださいください。（。（。（。（申込書申込書申込書申込書におにおにおにお客様番号客様番号客様番号客様番号をををを記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））＜帰属先回線としてご利用いただけるサービスメニュー・ご利用料金については、こちらをご覧ください。http://www.ocn.v6.ntt.net/＞　＊スーパーOCN、ハウジング用接続サービスについては、メニュー、品目によりご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。ハウジング用接続サービス第3種：ビジネスOCN（メガデータネッツアクセス・イーサアクセス含む） 第6種：OCN ADSLアクセス IP1/IP8/IP16「フレッツ」プラン第3種：スーパーOCN・スーパーOCNライト 第6種：OCN ADSLサービス IP1/IP8/IP16（F）第8種：スーパーOCN・スーパーOCNライト 第6種：OCN 光アクセス IP1/IP8/IP16/IP32/IP64「Bフレッツ」プラン第6種：スーパーOCN DSLアクセス（VDパック含む） 第6種：OCN 光アクセス IP8「フレッツ・光プレミアム」プラン第6種：OCN ISDNアクセス IP1/IP8「フレッツ」プラン 第6種：OCN 光サービス IP1/IP8/IP16/IP32/IP64（F）第6種：OCN ADSLサービス IP1(e) 第6種：OCN 光アクセス IP1/IP8/IP16「フレッツ光ネクスト」プラン
・● 標準開通日程（ﾄﾞﾒｲﾝ取得申請等のIPv4ｻｰﾋﾞｽに特化したお申込みを含まず）・ 既に回線契約がある場合（IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続サービスのみの追加）→約１０営業日・ 回線契約と同時にIPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽを申し込む場合→回線契約側のご利用開始に合わせます。・ IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽご利用開始後にIPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽに関するｻｰﾋﾞｽ内容を変更する場合→約７営業日● IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽのｻｰﾋﾞｽ仕様・ OCNパケットﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ、OCNﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｸVPNを同時に利用することは、できませんのでご注意ください。（使用ﾄﾞﾒｲﾝ名について）・（ｾｶﾝﾀﾞﾘDNSｻｰﾋﾞｽ等の利用は不可となります）・ 帰属先回線で利用中の独自ﾄﾞﾒｲﾝ名を使用していただきます。・ OCNｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝの利用はできません。（DNSｻｰﾊﾞについて）・ 割当てするIPv6ｱﾄﾞﾚｽを管理する逆引き用DNSｻｰﾊﾞはお客さまでご用意いただきます。・ 帰属先回線契約で弊社のﾌﾟﾗｲﾏﾘDNS機能をご利用のお客さまにつきましては、IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽをお申込みいただく事はできません。（例：ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ及びｽｸｰﾙﾊﾟｯｸのﾌﾟﾗｲﾏﾘDNS機能を利用）（ｾｶﾝﾀﾞﾘDNSｻｰﾋﾞｽについて）・（ﾄﾞﾒｲﾝ名代行取得申請について）・ ＮＴＴ代行取得申請を希望されるお客さまは、別途、ﾄﾞﾒｲﾝ名取得申請書を提出願います。・ IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽ契約申込みと同時にﾄﾞﾒｲﾝ名代行取得申を希望される場合、帰属先回線側の申込書により代行取得申請を可能とします。（ﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙ）・ お客様との経路制御は、「ｽﾀﾃｨｯｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞ」のみでの提供となります。・● IPｱﾄﾞﾚｽ割り当てについて・ /48のｱﾄﾞﾚｽﾌﾞﾛｯｸの割り当てとなります。追加割り当てはできません。・ 網掛けの部分をすべて記入いただく必要があります。未記入箇所がある場合はお申込みを受付する事ができません。・ IPv6ｱﾄﾞﾚｽ登録組織は、契約者名義と同一とします。（個人での契約の場合は、その個人名での申請となります）・ 管理者連絡窓口、および技術連絡担当者については、JPNICのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ上に公開されることを予めご了承ください。

OCN ADSLｱｸｾｽ IP1「ﾌﾚｯﾂ」ﾌﾟﾗﾝ、OCN 光ｱｸｾｽ IP1「Bﾌﾚｯﾂ」ﾌﾟﾗﾝ、OCN ADSLｻｰﾋﾞｽ IP1(e)、OCN ISDNｱｸｾｽ IP1「ﾌﾚｯﾂ」ﾌﾟﾗﾝを帰属先回線としてご利用の場合は、独自ﾄﾞﾒｲﾝによる通信ではなくIPv6ｱﾄﾞﾚｽによるｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨのみでの提供となりますので「２．IPv6 DNS情報」の記入は不要です。
IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽのDNSに関するｻｰﾋﾞｽでは、「ｾｶﾝﾀﾞﾘDNS（逆引きのみ）」の提供となります。ｾｶﾝﾀﾞﾘDNS（正引き）につきましては、帰属先OCN回線にて提供可能です。
本ｻｰﾋﾞｽと同時に帰属先回線契約の新設、または割り当てIPｱﾄﾞﾚｽが変更になるような変更申込みがある場合はﾄﾝﾈﾙ先となるお客さまﾄﾝﾈﾘﾝｸﾞ終端機能に設定いただくIPｱﾄﾞﾚｽをOCNが指定いたします。

ご記入に際して必ずお読みくださいIPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽは、回線ｻｰﾋﾞｽの付加機能としてご利用いただく関係で、帰属先となる回線をご契約いただいていることがお申込みの条件となります。IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽを単独で契約いただく事はできません。帰属先契約回線の割り当てIPｱﾄﾞﾚｽ変更に伴い本IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽ内容に変更が発生する場合、帰属先となるOCN回線契約の契約種別・契約ﾌﾟﾗﾝが変更になる場合には、帰属先契約回線の加入申込書、または変更申込書に本申込書を添付して申し込みください。

IPv6用のﾙｰﾀは、お客さまにてご準備いただく必要があります。ご用意いただくﾙｰﾀの機能によっては、IPv4用と兼用も可能です。ﾙｰﾀの機能に関する詳しい情報は、ご購入先へお問い合わせください。

本サービスは帯域シェアド型サービスであり、IPv6の帯域は保証しておりません。予めご了承ください。

トンネリング終端機能お客様収容ﾙｰﾀ お客様IPv4ﾙｰﾀDSU等DSU等OCN網内 IPv６区間IPv４区間（IPv６　over　IPv４　トンネリング区間）IPv６区間 お客様ネットワークトンネル用終端ﾙｰﾀIPv6インターネットへIPv4インターネットへ 帰属先回線＜NW構成イメージ図＞
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＊設置場所移転、帰属先OCN回線契約変更の場合は、必ず、記入ください。太線枠内太線枠内太線枠内太線枠内はははは必必必必ずずずず、、、、ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外でもごでもごでもごでもご記入記入記入記入いただけるいただけるいただけるいただける内容内容内容内容はすべてごはすべてごはすべてごはすべてご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。＊帰属先となる回線契約を同時にお申込みの場合は、回線契約側申込書に本申込書を添付してお申込みください。太線枠内全項目を黒のボールペンで記入ください。該当する□項目に「レレレレ点」にてチェックください。

1111----1111．　．　．　．　申込内容申込内容申込内容申込内容 １．基本情報OCN契約回線の新規申込みと同時にIPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽを申込む。 ２．IPv6　DNS情報３．IPv6　トンネル設定情報※本申込書をOCN回線加入申込書に添付してお申込みください。 ４．IPv6　IPアドレス割当申請書１．基本情報既に契約済みのOCN契約回線でIPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽを利用する。 ２．IPv6　DNS情報３．IPv6　トンネル設定情報４．IPv6　IPアドレス割当申請書１．基本情報帰属先となるOCN契約回線の設置場所移転 ２．IPv6　DNS情報３．IPv6　トンネル設定情報IPv6　DNS情報の変更 １．基本情報２．IPv6　DNS情報お客さまﾄﾝﾈﾘﾝｸﾞ終端機能のIPｱﾄﾞﾚｽ変更 １．基本情報３．IPv6　トンネル設定情報お客さま情報の変更 １．基本情報IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽの廃止 １．基本情報５．IPv6　IPアドレス返却申請書帰属先となるOCN契約回線の変更 １．基本情報２．IPv6　DNS情報３．IPv6　トンネル設定情報４．IPv6　IPアドレス割当申請書５．IPv6　IPアドレス返却申請書１．基本情報IPv6アドレス追加申請／返却申請 ４．IPv6　IPアドレス割当申請書５．IPv6　IPアドレス返却申請書[ご注意]＊帰属先OCN回線契約変更の場合は、契約の廃止／新設となるため、割り当てIPv6アドレスは返却いただき再割り当てとなります事を予めご了承いただきます。

サブ受注案件ID
※Rから始まる番号でのお申込は出来かねます。お間違えの無いようご記入ください。

帰属先OCN契約の契約変更、プラン変更 変更後の帰属先OCN回線契約のお客さま番号を記入ください。 NNNN※帰属先契約回線の廃止を希望する場合は帰属先契約回線側で準備している「廃止申込書」にて申込みください。
※帰属先契約回線の移転、品目変更時に割当てIPｱﾄﾞﾚｽが変更となる事がありますが、この場合、お客さまﾄﾝﾈﾘﾝｸﾞ終端機能のIPｱﾄﾞﾚｽを変更していただく必要があります。※帰属先契約回線の移転、品目変更を希望する場合は帰属先契約回線側で準備している「変更申込書」を合わせて申込みください。※IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽの内容に変更がなく、お支払い方法、技術連絡担当者のみを変更する場合は帰属先契約回線側で準備している「簡易変更申込書」にて申込みください。

IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽ新規加入

IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽ廃止

受注案件ID

IPv6ｱﾄﾞﾚｽﾌﾞﾛｯｸ追加／返却

帰属先回線サービスの種類 本本本本サービスサービスサービスサービスはははは帯域帯域帯域帯域シェアドシェアドシェアドシェアド型型型型サービスサービスサービスサービスでありでありでありであり、、、、IPvIPvIPvIPv6666のののの帯域帯域帯域帯域はははは保証保証保証保証しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。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。。。。
※帰属先契約回線のｻｰﾋﾞｽ内容に変更がある場合は帰属先契約回線側で準備している「変更申込書」を合わせて申込みください。

申込書必須項目申込申込申込申込みみみみ内容内容内容内容をををを記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。　帰属先OCN契約回線についてｻｰﾋﾞｽ内容を変更或いは廃止する場合は別途契約回線の申込みが必要となります。

IPv6ﾄﾝﾈﾙ接続ｻｰﾋﾞｽ契約内容の変更

NNNNご利用開始希望日/変更希望日/廃止希望日

IPIPIPIP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  ＩＰＩＰＩＰＩＰvvvv６６６６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」に基づき、下記のとおり申込みます。「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。1111．．．．IPvIPvIPvIPv6666　　　　基本情報基本情報基本情報基本情報
お申込年月日

受付ID
既にご契約がある場合は記入ください。帰属先OCN回線契約を変更される場合には現在のお客さま番号を記入ください。お客さま番号 スーパーOCNスーパーOCN（ライト）スーパーOCN　DSLアクセスOCN ADSLサービス　IP１　(e)OCN ADSLアクセス IP1／IP8／IP16「フレッツ」プラン OCN 光アクセス IP1／IP8／IP16／IP32／IP64「Bフレッツ」プランOCN 光アクセス IP8/16「フレッツ・光プレミアム」プランOCN ISDNアクセス IP1／IP8「フレッツ」プランOCN ADSLサービス IP1／IP8／IP16（Ｆ） OCN 光アクセス IP1／IP8／IP16「フレッツ光ネクスト」プラン

使用ドメイン名変更（帰属先契約回線で使用するドメイン名と同一である事）お客さまDNSサーバ名の変更お客さまDNSサーバIPアドレスの変更（OCNセカンダリDNSサービス利用時のみ）OCNセカンダリDNSサービスの登録・変更・削除

ビジネスOCN（ﾒｶﾞﾃﾞｰﾀﾈｯﾂｱｸｾｽ・ｲｰｻｱｸｾｽ含む） OCN 光サービス IP1／IP8／IP16／IP32／IP64（Ｆ）
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ipv6-01_tunnel090909.xls1111----2222．　．　．　．　おおおお客客客客さまさまさまさま情報情報情報情報
〒 -

IPv6トンネル接続サービスを利用するための回線契約を新規に申し込む。→回線側申込書に記載の連絡先とします。 IPv6トンネル接続サービスを利用するための回線契約を新規に申し込む。→回線側申込書に記載の連絡先とします。 1111----3333　「　「　「　「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」」」」情報情報情報情報 前ページにご記入頂いた「お客さま番号」の送付先に同じ。IPv6トンネル接続サービスを利用するための回線契約を新規に申し込む。→回線側申込書に記載の連絡先とします。 ※現在のご利用案内送付先が変更となる場合は、下記よりご選択ください。その場合、帰属先回線側の送付先も合わせて変更となりますのでご注意ください。

受付ID

「ご利用内容のご案内」送付先
E-Mail ＦＡＸ

ＴＥＬ

【【【【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】】】】販売チャネルコード（販売代理店番号） ４８１０００００ お客さま区分

ＴＥＬ＜故障等に関するご連絡先＞ネットワーク技術担当者 部門名 お名前 ＦＡＸE-Mail＜お申込に関するご連絡先＞

お客様対応部門 株式会社インターコネクト
wakae@int-connect.com若江　信宏06-6838-3195 06-6838-3196 申込受付部門

共通顧客ＩＤ記事欄

※※※※必必必必ずごずごずごずご捺印捺印捺印捺印くださいくださいくださいください。。。。 お名前部門名ビル名等区町村 都道府県ご住所
1111．．．．IPvIPvIPvIPv6666　　　　基本情報基本情報基本情報基本情報申込者（契約者）※必ず前頁お客さま番号で指定した回線のご利用者と同一である必要があります。相違がある場合、受付できません。 お名前フリガナ 市区郡

　１．契約者住所と同じ 　２．設置場所住所と同じ 　３．請求書の送付先住所と同じ

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

印印印印
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ipv6-01_tunnel090909.xlsIPvIPvIPvIPv6666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変更申込変更申込変更申込変更申込みにみにみにみに関関関関するするするする注意点注意点注意点注意点　　　　※※※※必必必必ずおずおずおずお読読読読みください みください みください みください ・・・2222----1111．．．．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用用用用DNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバ情報情報情報情報
DNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバ名名名名　【　【　【　【 】】】】DNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバ名名名名　【　【　【　【 】】】】DNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバ名名名名　【　【　【　【 】】】】希望希望希望希望するするするする　　　　　　　　→→→→　 　 　 　 逆引逆引逆引逆引ききききゾーンゾーンゾーンゾーンをををを管理管理管理管理するおするおするおするお客様客様客様客様プライマリプライマリプライマリプライマリDNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバののののIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスについておについておについておについてお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。同時に新設する契約回線に同じ ※お客さまのDNSサーバのIPアドレスはOCNが指定いたします。（IPv4アドレスで指定します）  ※お客さまのDNSサーバのIPアドレスはOCNが指定いたします。（IPv4アドレスで指定します） 現在、ご利用のDNSサーバのIPアドレスを必ず記入下さい。（IPv4アドレスで指定願います） （ ． ． ． ）現在、ご利用中のDNSサーバのIPアドレスを変更する。変更後のDNSサーバのIPアドレスを必ず記入下さい。（IPv4アドレスで指定願います）（ ． ． ． ）希望希望希望希望しないしないしないしない　　　　→→→→　　　　おおおお客客客客さまでさまでさまでさまでセカンダリセカンダリセカンダリセカンダリDNSDNSDNSDNS機能機能機能機能をごをごをごをご用意用意用意用意くださいくださいくださいください。。。。

注意： OCN側セカンダリDNSサービス用のサーバは、回線サービスで提供しているものとは、別サーバになります。また、お客さまがDNSサーバを立ち上げられたことを知らせていただいてからゾーン転送を開始いたします。IPv6アドレス等の詳細につきましては、ご利用開始前に郵送させていただきます「ご利用内容の案内」をご確認ください。既に利用中の帰属先契約回線上でDNSサーバを利用するが、その帰属先契約回線については、移転、品目変更、或いは割当てIPアドレス個数変更申込みにより利用中のIPアドレスが変更となる。

記入していただくお客様DNSホスト名にはIPv4のアドレスが必要です。割当てるIPv6アドレスの名前解決はお客様で解決願います。（弊社DNSでは権限委譲先の設定のみです）※一度ご登録されましたDNSサーバ名を変更された場合、別途、工事料が必要となります。
OCNのDNSサーバにIPv6用逆引きの権限委譲登録（NSレコードを設定）するお客さまDNSサーバを１つ以上ご記入ください。最大３つまでの権限委譲先の登録とさせていただきます。但し、次項のセカンダリDNSサービスを希望されるお客さまは、OCNのDNSサーバを１つ登録するため、記入いただけるのは、２つまでとなります。

既に利用中の帰属先契約回線上または、他プロバイダの契約回線上にあるDNSサーバを利用する。
IPvIPvIPvIPv6666アドレスアドレスアドレスアドレスをををを管理管理管理管理するするするするDNSDNSDNSDNSののののセカンダリセカンダリセカンダリセカンダリ情報情報情報情報弊社セカンダリサービス希望の有無についてお知らせください。※一度ご登録されましたセカンダリ情報を変更される場合、別途、工事料が必要となります。

・帰属先回線契約でOCNサブドメインをご利用の場合やOCNホスティングサービス及びスクールパックご利用で弊社DNSをご利用のお客さまは、 IPv6トンネル接続サービスをお申込みいただく事はできません。
IPvIPvIPvIPv6666アドレスアドレスアドレスアドレスをををを管理管理管理管理するするするするDNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバ名名名名（（（（権限委譲先権限委譲先権限委譲先権限委譲先DNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバ））））＊ＩＰ＊ＩＰ＊ＩＰ＊ＩＰ1111個個個個プランプランプランプランをををを帰属先回線契約帰属先回線契約帰属先回線契約帰属先回線契約とされるおとされるおとされるおとされるお客客客客さまはさまはさまはさまは、、、、記入不要記入不要記入不要記入不要ですですですです。。。。＊＊＊＊現在現在現在現在ののののサービスサービスサービスサービス内容内容内容内容のののの変更変更変更変更をををを希望希望希望希望するするするする場合場合場合場合はははは、、、、変更後変更後変更後変更後のののの情報情報情報情報をををを記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。IPv6トンネル接続サービスのDNSに関する付加サービスでは、「逆引きの権限委譲先」の設定と「セカンダリDNS（逆引きのみ）」の提供となります。セカンダリDNS（正引き）につきましては、帰属先OCN回線にて提供致します。

【【【【IPvIPvIPvIPv6666サービスサービスサービスサービス用用用用のののの逆引逆引逆引逆引きをきをきをきを管理管理管理管理するおするおするおするお客客客客さまさまさまさまDNSDNSDNSDNSサーバサーバサーバサーバ名名名名をををを「「「「FQDNFQDNFQDNFQDN（ （ （ （ ホストホストホストホスト名名名名＋＋＋＋ドメインドメインドメインドメイン名名名名（（（（サブドサブドサブドサブドメインメインメインメイン名名名名もももも含含含含むむむむ））」））」））」））」でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。】。】。】。】
 IP1プラン（ADSLアクセスＩＰ1「フレッツ」プラン、光アクセスIP1「Ｂフレッツ」プラン等）を帰属先回線としてご利用の場合は、 「２．IPv6　DNS情報」の記入は不要です。
2222．．．．IPvIPvIPvIPv6666　　　　DNSDNSDNSDNS情報情報情報情報 受付ID
既に利用中の回線のDNS情報に変更が必要な場合、別途、変更申込書の提出が必要です。・帰属先となる回線サービスで使用している独自ドメインをご利用いただきます。
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ipv6-01_tunnel090909.xls3333----1111．　．　．　．　IPvIPvIPvIPv6 6 6 6 トンネルトンネルトンネルトンネル設定情報設定情報設定情報設定情報（    スーパーＯＣＮ　ＤＳＬアクセスサービス（VDパック含む）以外をご利用のお客様記入欄）　トンネル設定用 １１１１．．．．同時同時同時同時にににに帰属先帰属先帰属先帰属先ののののOCNOCNOCNOCN回線回線回線回線をををを申込申込申込申込むむむむ　IPアドレス情報
３３３３．．．．既既既既にににに利用中利用中利用中利用中のののの帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線にににに割当割当割当割当てたてたてたてたIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスのののの中中中中でおでおでおでお客様客様客様客様がががが指定指定指定指定するするするする（ ． ． ． ）3333----2222．　．　．　．　IPvIPvIPvIPv6 6 6 6 トンネルトンネルトンネルトンネル設定情報設定情報設定情報設定情報（（（（※※※※スーパースーパースーパースーパーＯＣＮ　ＤＳＬＯＣＮ　ＤＳＬＯＣＮ　ＤＳＬＯＣＮ　ＤＳＬアクセスサービスアクセスサービスアクセスサービスアクセスサービス（（（（VDVDVDVDパックパックパックパック含含含含むむむむ））））をごをごをごをご利用利用利用利用のおのおのおのお客様記入欄客様記入欄客様記入欄客様記入欄））））・・・・おおおお客様客様客様客様トンネリングトンネリングトンネリングトンネリング終端機能終端機能終端機能終端機能ののののIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス指定方法指定方法指定方法指定方法をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。 。 。 。 １１１１．．．．同時同時同時同時にににに帰属先帰属先帰属先帰属先ののののOCNOCNOCNOCN回線回線回線回線をををを申込申込申込申込むむむむ

※お客さまトンネリング終端機能のIPアドレスはOCNが指定します。
 ３３３３．．．．既既既既にににに利用中利用中利用中利用中のののの帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線にににに割当割当割当割当てたてたてたてたIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスのののの中中中中でおでおでおでお客様客様客様客様がががが指定指定指定指定するするするする（ ． ． ． ）図図図図ⅠⅠⅠⅠ．．．．ルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデム配下配下配下配下ををををサブネットサブネットサブネットサブネット化化化化しないしないしないしない

図図図図ⅡⅡⅡⅡ．．．．ルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデム配下配下配下配下ををををサブネットサブネットサブネットサブネット化化化化するするするする

　　　　①①①①図図図図ⅠⅠⅠⅠののののルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデム配下配下配下配下におにおにおにお客客客客さまさまさまさまトンネリングトンネリングトンネリングトンネリング終端機能終端機能終端機能終端機能をををを設置設置設置設置するするするする。。。。　　　　②②②②図図図図ⅡⅡⅡⅡののののサブネットワークサブネットワークサブネットワークサブネットワーク１１１１におにおにおにお客客客客さまさまさまさまトンネリングトンネリングトンネリングトンネリング終端機能終端機能終端機能終端機能をををを設置設置設置設置するするするする。。。。　　　　③③③③図図図図ⅡⅡⅡⅡのののの「「「「○○○○」」」」にににに指定指定指定指定するするするするIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスにおにおにおにお客客客客さまさまさまさまトンネリングトンネリングトンネリングトンネリング終端機能終端機能終端機能終端機能をををを設置設置設置設置するするするする。。。。　　　　④④④④図図図図ⅡⅡⅡⅡののののサブネットワークサブネットワークサブネットワークサブネットワーク２２２２におにおにおにお客客客客さまさまさまさまトンネリングトンネリングトンネリングトンネリング終端機能終端機能終端機能終端機能をををを設置設置設置設置するするするする。。。。

受付ID3333．．．．IPvIPvIPvIPv6666　　　　トンネルトンネルトンネルトンネル設定情報設定情報設定情報設定情報
OCNより新規に割当てるIPアドレスの「NWアドレス＋１」をお客様トンネリング終端機能のIPアドレスに指定します。（ OCN　ADSLアクセス　IP１「フレッツ」プラン／ OCN光アクセス　IP１「Bフレッツ」プラン／ OCN　ADSLサービス　IP1　(e) 、OCN　ISDNアクセス　IP１「フレッツ」プランは「NWアドレス」となります）なお、指定内容を変更される場合は、別途、お知らせください。２２２２．．．．既既既既にににに利用中利用中利用中利用中のののの帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線はははは存在存在存在存在するがするがするがするが、、、、そのそのそのその帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線についてはについてはについてはについては、、、、移転移転移転移転、、、、品目変更品目変更品目変更品目変更、、、、或或或或いはいはいはいは割当割当割当割当ててててIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス個数変更申込個数変更申込個数変更申込個数変更申込みによりみによりみによりみにより利用中利用中利用中利用中ののののIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスがががが変更変更変更変更となるとなるとなるとなる。。。。　　（　　（　　（　　（帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線のののの変更申込書変更申込書変更申込書変更申込書にににに本申込書本申込書本申込書本申込書をををを添付添付添付添付してしてしてして申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください））））※お客さまトンネリング終端機能のIPアドレスはOCNが指定します。　その際のIPアドレス指定方法については、上記、同様となります。※お客さまトンネリング終端機能のIPアドレスは、帰属先OCN契約回線のIPアドレスからお客様でご指定ください。IPアドレスはIPv6アドレスではなく、IPv4アドレスを指定いただきます。

  ３-１、３-２ともにトンネルを設定  するためのお客さま終端装置の  IPアドレス情報となります。  選択項目の１．２．の場合は  OCNがそのIPアドレスを指定  いたします。  OCN ADSLアクセス　IP１「フレッツ」  プラン／OCN光アクセス IP１「Bフレ  ッツ」プラン／OCN ADSLサービス  IP1 1.5M／8M(e)／OCN ISDN  アクセスIP１「フレッツ」プランを  ご利用のお客さまは、１．２．の中  から選択ください。

・・・・上記上記上記上記、、、、１１１１．．．．２２２２．．．．のずれかをのずれかをのずれかをのずれかを選択選択選択選択のおのおのおのお客客客客さまはさまはさまはさまは、、、、ルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデムルータタイプモデム配下配下配下配下ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク構成構成構成構成をををを①①①①～～～～④④④④よりよりよりより、、、、指定指定指定指定くださいくださいくださいください。。。。　　　　おおおお客様客様客様客様トンネリングトンネリングトンネリングトンネリング終端機能終端機能終端機能終端機能のののの設置構成設置構成設置構成設置構成をもとにをもとにをもとにをもとにIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスをををを指定指定指定指定しますしますしますします。。。。

※選択いただいたパターンに基づき、お客さまトンネリング終端機能に設定するIPアドレスを指定します。　指定したIPアドレスについては、その他設定情報とともに「ご利用内容の案内」にて郵送いたします。

OCNより新規に割当てるIPアドレスの「NWアドレス＋１」をお客様トンネリング終端装置のIPアドレスに指定します。なお、指定内容を変更される場合は、別途、お知らせください。２２２２．．．．既既既既にににに利用中利用中利用中利用中のののの帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線はははは存在存在存在存在するがするがするがするが、、、、そのそのそのその帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線についてはについてはについてはについては、、、、　　　　　　　　移転移転移転移転、、、、品目変更品目変更品目変更品目変更、、、、或或或或いはいはいはいは割当割当割当割当ててててIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス個数変更申込個数変更申込個数変更申込個数変更申込みによりみによりみによりみにより利用中利用中利用中利用中ののののIPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスがががが変更変更変更変更となるとなるとなるとなる。。。。　　（　　（　　（　　（帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線帰属先契約回線のののの変更申込書変更申込書変更申込書変更申込書にににに本申込書本申込書本申込書本申込書をををを添付添付添付添付してしてしてして申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください））））※お客さまトンネリング終端機能のIPアドレスは、帰属先OCN契約回線のIPアドレスからお客様でご指定ください。IPアドレスはIPv6アドレスではなく、IPv4アドレスを指定いただきます。
ネットワーク ①①①①ルータタイプモデムOCN網 お客様パソコン等
サブネットワーク１

④④④④
ルータタイプモデムOCN網 ファイアーウォール等を接続外部公開用サブネットサブネットワーク２ ③③③③②②②②
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ipv6-01_tunnel090909.xls
本申請書本申請書本申請書本申請書にごにごにごにご記入記入記入記入いただくいただくいただくいただく情報情報情報情報のののの利用目的等利用目的等利用目的等利用目的等についてについてについてについて(1) 情報の利用目的について(2) ＷＨＯＩＳ登録情報の正確性・最新性の確保についてのお願い(3) 単一のエンドサイトへの複数・追加の/48アドレスブロックの割り当て審議について(4)登録内容の確認
■ ■ ■ ■ ＩＰｖＩＰｖＩＰｖＩＰｖ６６６６アドレスアドレスアドレスアドレスのののの利用区分利用区分利用区分利用区分のののの選択選択選択選択
■ ■ ■ ■ ＩＰｖＩＰｖＩＰｖＩＰｖ６６６６アドレスアドレスアドレスアドレス申請者情報申請者情報申請者情報申請者情報【ＩＰｖ【ＩＰｖ【ＩＰｖ【ＩＰｖ６６６６　　　　ネットワークネットワークネットワークネットワーク名名名名】】】】　※英大文字・数字・－（ハイフン）を使用して12文字以内でご記入ください（－（ハイフン）は先頭と末尾に使用できません）【ＩＰｖ【ＩＰｖ【ＩＰｖ【ＩＰｖ６６６６　　　　アドレスアドレスアドレスアドレス　　　　登録組織登録組織登録組織登録組織】】】】

〒 -
■ IP■ IP■ IP■ IPアドレスリナンバアドレスリナンバアドレスリナンバアドレスリナンバ手続手続手続手続きききき（（（（OCNOCNOCNOCN内内内内リナンバリナンバリナンバリナンバ））））のののの有無有無有無有無

OCNOCNOCNOCN内内内内リナンバリナンバリナンバリナンバ申請申請申請申請なしなしなしなし OCNOCNOCNOCN内内内内リナンバリナンバリナンバリナンバ申請申請申請申請ありありありあり（（（（上記注意事項上記注意事項上記注意事項上記注意事項をごをごをごをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください））））

受付IDＩＰＩＰＩＰＩＰvvvv６６６６アドレスアドレスアドレスアドレス割割割割りりりり当当当当てててて／／／／割当割当割当割当てててて申請書申請書申請書申請書（（（（1111////2222））））4444．．．．IPvIPvIPvIPv6666　　　　IPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス申請情報申請情報申請情報申請情報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。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。単一のエンドサイトが追加の/48アドレスブロックを必要とする場合や複数割り当て請求があった時には、その要求の妥当性を示す審議資料を提出しAPNIC/JPNICレベルで審議・検討(つまり妥当性の判断)が行われます。この場合、別途審議申請の手続き及び必要な情報をいただくことになります。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※ ＩＰｖ６アドレスのＷＨＯＩＳ登録管理は、２００５年８月１０日よりＪＰＮＩＣへ変更となります。　　詳細は、以下のＵＲＬでご確認ください。　　http://www.ocn.ne.jp/business/info/v6-address.htmlＩＰｖ６アドレスには、自組織が利用することを目的とする割当てと、エンドユーザに再割当てが可能な割振りＩＰｖ６アドレスがあります。以下の「割当て希望」「割振り希望」のいずれかを選択してください。レ 区分 説明※割振りは、帰属先回線契約が以下のサービスのみお申込み可能です。　ｽｰﾊﾟｰOCN（ﾗｲﾄ、DSLｱｸｾｽ除く）、ﾋﾞｼﾞﾈｽOCN ﾒｶﾞﾃﾞｰﾀﾈｯﾂｱｸｾｽ、ﾋﾞｼﾞﾈｽOCN ｲｰｻｱｸｾｽ、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ接続用ｻｰﾋﾞｽ（STMﾗｲﾄ／ATMﾗｲﾄ除く）割り当て希望 割当てられたＩＰｖ６アドレスは自組織のために利用する。
〈フリガナ〉　　組織名　　組 織 名 英 文　　(Organization)　　ご住所 〈フリガナ〉

・返却するIPｖ6アドレスと新たに割当てるIPｖ6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。・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アドレス割り当てに関する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IPｖ6アドレスより新たに割り当てるIPｖ6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・担当者情報／担当者グループが変更となる場合　　→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”とは、既存のOCN回線からの移行（切り替え）などで割当IPｖ6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IPｖ6アドレスの返却と移行後のOCN契約で利用するIPｖ6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。ビル名等 区町村都道府県 市区郡
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ipv6-01_tunnel090909.xls
■■■■担当者情報担当者情報担当者情報担当者情報／／／／担当担当担当担当グループグループグループグループ情報情報情報情報
【【【【管理者連絡窓口管理者連絡窓口管理者連絡窓口管理者連絡窓口】】】】※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

〒 -
英文
【【【【技術連絡担当者技術連絡担当者技術連絡担当者技術連絡担当者】】】】 全全全全てててて管理者連絡窓口管理者連絡窓口管理者連絡窓口管理者連絡窓口とととと同同同同じじじじ（（（（以下以下以下以下はははは記入不要記入不要記入不要記入不要ですですですです））））「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

〒 -
英文組織名（Organization)部署／所属（Division) 肩書（Title)
Ｅ－Ｍａｉｌご氏名（Last,First）/ ｸﾞﾙｰﾌﾟ名（Group Name）ＴＥＬ　　＊2 ＦＡＸ　　＊2部署／所属 肩書
組織名ご住所　　＊1 〈フリガナ〉 市区郡 区町村
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
部署／所属（Division) 肩書（Title)
Ｅ－Ｍａｉｌ組織名（Organization)ご氏名（Last,First）/ ｸﾞﾙｰﾌﾟ名（Group Name）
組織名

ビル名等ご住所　　＊1 〈フリガナ〉 区町村

受付IDＩＰＩＰＩＰＩＰvvvv６６６６アドレスアドレスアドレスアドレス割割割割りりりり当当当当てててて／／／／割割割割りりりり当当当当てててて申請書申請書申請書申請書（（（（2222////2222））））4444．．．．IPvIPvIPvIPv6666　　　　IPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス申請情報申請情報申請情報申請情報

都道府県 市区郡

ビル名等 都道府県

※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/whois_gw≪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。
ご氏名/ｸﾞﾙｰﾌﾟ名JPNICﾊﾝﾄﾞﾙ/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ

　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。
*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。

部署／所属 ＦＡＸ　　＊2ＴＥＬ　　＊2 肩書

6/7



ipv6-01_tunnel090909.xls
■■■■ＩＰｖＩＰｖＩＰｖＩＰｖ6666アドレスアドレスアドレスアドレス返却申請返却申請返却申請返却申請のののの注意事項注意事項注意事項注意事項【【【【既存既存既存既存OCNOCNOCNOCN契約契約契約契約のおのおのおのお客客客客さまさまさまさま番号番号番号番号】】】】 ※ＩＰｖ６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。【ＩＰｖ【ＩＰｖ【ＩＰｖ【ＩＰｖ6666アドレスアドレスアドレスアドレス登録組織登録組織登録組織登録組織】】】】和文

【【【【返却 返却 返却 返却 ＩＰＩＰＩＰＩＰvvvv6666アドレスアドレスアドレスアドレス】】】】（1）返却するＩＰｖ6アドレスをご記入ください。 
／ 48（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。 
／ 48
／ 48
／ 48
／ 48
／ 48
／ 48

既存OCN契約のお客さま番号 NNNN

ネットワークアドレス
組　織　名 ＜フリガナ＞

5555．．．．IPvIPvIPvIPv6666　　　　IPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス返却情報返却情報返却情報返却情報※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/whois_gw◆他のＩＰ指定事業者が管理するＩＰｖ６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。◆割当てしたＩＰｖ６アドレスを返却する場合は、そのブロック内の割り当てＩＰｖ６アドレスを全て返却申請処理を実施します。◆返却するＩＰｖ６アドレスブロックが複数ある場合は、【返却 ＩＰｖ６アドレス】の（2）へご記入ください。
ＩＰＩＰＩＰＩＰvvvv６６６６アドレスアドレスアドレスアドレス返却申請書返却申請書返却申請書返却申請書 受付ID

ネットワークアドレスネットワークアドレスネットワークアドレスネットワークアドレスネットワークアドレスネットワークアドレス
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１．２．・・・・３．
４．
５．

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オープンコンピュータ通信網サービス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。


