
音声

050ビジネスダイヤル
様々な端末に転送可能な受付番号サービスです。
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安い、つながる、ベンリ。

050番号を企業の受付番号として安価にご利用いただけるサービスです。
現在お使いの電話回線や設備はそのままに、あらかじめ指定したケータイ・
一般電話などへ転送することができます。

受付番号サービス「050ビジネス   ダイヤル」です。
050ビジネスダイヤルとは……

050-△△△△-△△△△
お客さまもご契約者さまもどちらも少ない通話料負担で、専用の受付番号を設置できます。
建物内工事や機器の導入が不要、事業所等を移転しても050番号は変わりません。
全国複数の事業所で同一の受付番号が利用できます。

050ビジネスダイヤルは

お客さまもご契約者さまも
050IP電話ならではの少ない
通話料負担。一般加入電話
なら全国一律料金。

安い
050ビジネスダイヤルは

一般加入電話から
外出先のケータイ、IP電話
までさまざまな電話で
着信できる。

つながる
050ビジネスダイヤルは

回線数や受付時間などの
設定変更や照会が、
パソコンでカンタンにできる。
番号は全国共通。

ベンリ

＊050IP電話に着信があったとき050ビジネスダイヤル着信装置で一旦着信し、自動的に音声応答します。転送設定されているご契約者さまは、050IP電話にあった着信を、あらかじめ指定したケータイ・
一般加入電話などの転送先に転送することができます。
※1 NTT東日本・NTT西日本の一般加入電話から通話した場合の料金です。その他は発信事業者の定める050IP電話番号着の料金が適用されます。 
※2 NTTコミュニケーションズの提供する050IP電話サービスや無料通話先プロバイダ各社が提供する050IP電話サービスとの通話の場合。

 050
-△△△△
-△△△△

転
送

一般加入電話
全国一律

11.664円（税込）/3分※1

050IP電話

無料※2

ケータイ/PHS
ご利用のケータイ/PHS

会社の料金

一般加入電話
全国一律

8.64円（税込）/3分

050IP電話

無料※2

ケータイ/PHS

お客さま ご契約者さま

発信者通話料負担 ご契約者さま通話料負担

全事業者一律
ケータイ：17.28円（税込）/分
PHS：10.8円（税込）/分※

※通話ごとに10.8円（税込）加算

営業時間外・外出中に
着信先を変更 営業

事務

受付窓口
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受付番号サービス「050ビジネス   ダイヤル」です。

■快適なビジネス環境をサポートします。

受付番号を自由に設定・変更できます。

状況にあわせて回線数を変更できます。

パソコンで各種設定・照会ができます。

……………………………………………………　3

…………………………　3

…………………………………………　3

基本受付先変更

リアルタイム回線数変更サービス

カスタマコントロール カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

基本機能

■ビジネスやシーンにあわせて、さまざまなサービスを追加できます。

ケータイなど着信先を追加できます。

受付体制にあわせて回線数を追加できます。

着信を効率的に振り分けられます。

着信先を時間帯で設定・変更できます。

オリジナルの音声案内を設定できます。

回線数を時間帯で設定・変更できます。

着信側の設備に050番号を通知できます。

ご利用の050番号を相手先に通知できます。

…………………………………………………………………　4

………………………………………………………………　4

………………………………………………………　4

……………………………………　5

…………………………………………　5

……………………………………　6

………………………………　6

………………　7

着信番号追加

契約回線数追加

代表グループ

時間帯受付先変更サービス

オリジナルガイダンス

時間帯回線数変更サービス

050ビジネスダイヤル番号着信通知

050ビジネスダイヤル番号通知サービス

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

オプションサービス

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール このマークが付いている基本機能/オプションサービスは、「カスタマコントロール」をご利用いただけます。

料金 9

INDEX

番号追加

時間帯
回線数変更

時間帯
受付先変更

回線数
追加

代表グループ

気軽に受付番号を
設置したい。

ご契約者さまの通話料負担が少なく、
安価に受付番号を設置できます。

不在時でもご利用状況に応じて、ケータイや
PHSなどに着信できます。

受付状況にあわせて、臨機応変に設定の
変更や照会が可能です。

営業時間外や外出中でも電話を
取り逃したくない。

着信先を柔軟に変更し電話を
受け付けたい。

050ビジネスダイヤルはこんな方におススメ！
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基本機能

基本受付先変更

リアルタイム回線数変更サービス

カスタマコントロール

登録済みの着信先の番号、または代表グループのなかから、着信先を自由に設定・変更できます。

着信番号ごとに同時接続できる回線数を自由に変更できます。

パソコンやケータイ※を利用して、各種設定および利用状況照会ができます。 ※携帯電話・PHSのご利用にて発生するパケット通信料は、
　お客さまのご負担となります。

・着信先の変更は、カスタマコントロール（パソコン端末、携帯電話端末・PHS端末）から行うことができます。

・回線数の変更は、カスタマコントロール（パソコン端末）から行うことができます。　・設定した回線数を超えた着信があった場合は話中となります。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

■照会可能な項目 総呼数/完了呼数/接続完了率/不完了呼/話中遭遇呼/途中放棄/呼中放棄/平均通話時間
■制御可能な項目 同時接続数照会/代表グループ設定/基本受付先設定/時間帯受付先変更設定/オリジナルガイダンス設定/リアルタイム回線数変更/時間帯回線数変更設定/050ビジネスダイヤル番号通知設定

＊携帯電話・PHSからカスタマコントロールをご利用いただく場合、一部機種についてご利用になれない場合がございますのでご了承ください。
　動作検証済みの端末については、ホームページ（http://www.ntt.com/050bd/images/attention3.pdf）にてご確認ください。

・インターネットに接続可能でSSLが利用可能であることが必要です。 ・携帯電話端末・PHS端末からは基本受付先変更（代表グループへの変更は不可）のみ利用可能です。
・複数の050ビジネスダイヤル番号をご利用の場合、1つのオペレータIDで、カスタマコントロールへのログインができます。ご利用には別途お申し込みが必要です。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

夜間や休日などに、別の事務所の電話に着信を切り替えるなど、
受付体制を調整し効率的な受付業務が行えます。

着信番号ごとに同時接続のできる回線数を、リアルタイムに変更することができるので、
オペレータ数や混雑状況など、その場の変化に応じて臨機応変な対応が可能です。

各種設定や利用状況の照会がリアルタイムでカンタンにでき、通信設備や受付体制等が効率化できるので便利です。

月額利用料：無料
工事費：無料

月額利用料：無料
工事費：無料

月額利用料：無料
工事費：無料

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

ご利用メリット

ご利用メリット

ご利用メリット

お客さま ご契約者さま

一般窓口

夜間・休日窓口

 050
-△△△△
-△△△△

夜間・休日でも専用の
体制で対応できます。

夜間は着信先を
変更

お客さま

ご契約者さま

 050
-△△△△
-△△△△

混雑状況に応じて
回線数を増やせるので、
電話を逃さず受けられます。

4
回
線

4回線

例えば、同時接続の回線数を
2回線から4回線に変更

お客さま ご契約者さま

※携帯電話・PHSからは、
「基本受付先変更」のみ
ご利用できます。

営業時間外は
着信先をオフィスへ

外出中の
営業

オフィスの担当者
留守番電話対応

留守番電話

ケータイで
着信先を切替え※

ケータイ

オフィス

カスタマ
コントロール

すぐ設定や照会ができ、
効率が格段にアップします。

 050
-△△△△
-△△△△

http://www.ntt.com/050bd/images/attention3.pdf
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オプションサービス

着信番号追加

契約回線数追加

代表グループ

着信番号を最大9番号まで追加できます。（追加した着信番号1つにつき1回線分の通話が可能です。）

契約回線数を着信番号ごとに追加することができます。
着信番号すべての契約回線数の合計として30回線が上限です。

複数の着信番号をグループ化して、グループごとに振り分けて着信することができます。
振り分け方法は2つの方式からお選びいただけます。代表グループ（最大10番号/1グループ）を5つまで登録可能です。

・代表グループを構成する着信電話番号および着信順位の変更は、カスタマコントロール（パソコン端末）から行うことができます。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ケータイや別の場所の電話などを追加できるので、複数の場所で電話を受けることができます。

事業拡大によるオペレータの増加などにあわせて、同時接続可能な回線数を増やすことができます。

ひとつの着信先の回線がすべて通話中の場合でも、他の拠点や外出先で受け付けられるため、
ビジネスチャンスが広がります。

月額利用料：着信番号1つにつき108円（税込）
工事費：1工事につき1,080円（税込）

月額利用料：契約回線1つにつき108円（税込）
工事費：1工事につき1,080円（税込）

月額利用料：050ビジネスダイヤル番号1つにつき1,728円（税込）
工事費：1工事につき1,080円（税込）

カスタマ
コントロール

ご利用メリット

ご利用メリット

ご利用メリット

お客さま

ご契約者さま

着信番号追加

一般窓口

着信先 A
03-◯◯◯◯-◯◯◯◯

着信先 B
090-△△△△-△△△△

外出先
ケータイ・PHS

 050
-△△△△
-△△△△

状況に応じて、
さまざまな場所で電話を
受けられるのでベンリです。

お客さま

ご契約者さま

着信番号への
回線数追加

オペレータ

オペレータ

03-◯◯◯◯-◯◯◯◯

 050
-△△△△
-△△△△

複数の人数で、
同時に電話を受けられ、
繁忙期も安心です。

お客さま

代表グループ

ご契約者さま

 050
-△△△△
-△△△△

着信
順位

1

着信
順位

2

着信
順位

3

着信先 A
03-◯◯◯◯-◯◯◯◯

着信先 B
03-××××-××××

着信先 C
090-△△△△-△△△△

話し中がなくなり、
お客さまの電話を
取りこぼしません。

カスタマ
コントロール

このマークが付いているサービスは、カスタマコントロールに対応しています。
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ご利用メリット

ご利用メリット

オプションサービス

時間帯受付先変更サービス

オリジナルガイダンス

あらかじめ設定したスケジュールにより、着信先を自動的に変更できます。
着信先は「着信番号」または「代表グループ」、「時間外ガイダンス」の中から、自由に設定・変更ができます。
定型のガイダンス（10種類）もしくはオリジナルガイダンス※を設定できます。

時間外ガイダンスとしてご契約者さまが作成したオリジナルの音声案内を利用できます。

休日や営業時間外などの効率的な受付が可能となり、お客さまの満足度向上へとつながります。

ご利用状況に応じてご契約者さまの会社名や営業時間等の音声案内を流すことができます。

■音声ファイルの提供条件

■時間外ガイダンス（定型）一覧

月額利用料：050ビジネスダイヤル番号1つにつき1,512円（税込）
工事費：1工事につき1,080円（税込）

月額利用料：050ビジネスダイヤル番号1つにつき972円（税込）
工事費：1工事につき1,080円（税込）

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

※オリジナルガイダンスをご利用の際は、別途オプションサービス「オリジナルガイダンス」のお申し込みが必要です。

＊オリジナルガイダンスをご利用の際は、別途オプションサービス「時間帯受付先変更サービス」のお申し込みが必要です。

・着信先の変更は、カスタマコントロール（パソコン端末）から、曜日単位・カレンダー単位で設定を行うことができます。
・発信者が050ビジネスダイヤル番号に発信して「時間外ガイダンス」に接続した場合、発信通話料金（発信者負担）が発生します。
・ 時間外ガイダンスは、050ビジネスダイヤル番号1つにつき同時に30回線まで接続できます。同時に30回線を超えて接続があった場合には、話中となります。

・音声ファイルはご契約者さまにてご用意いただきます。
・オリジナルの音声ガイダンスはカスタマコントロールから最大50個までご登録することができます。
・発信者が050ビジネスダイヤル番号に発信して「オリジナルガイダンス」に接続した場合、発信通話料金（発信者負担）が発生します。
・ オリジナルガイダンスは、050ビジネスダイヤル番号1つにつき同時に30回線まで接続できます。同時に30回線を超えて接続があった場合には、話中となります。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

項目 ファイルフォーマット データフォーマット サンプリング周波数 ビット数 チャンネル ガイダンスの長さ

形式 WAVE形式（拡張子.wav） μ-law 8000Hz 8ビット 1（モノラル） 60秒以内 ＊ファイルサイズが469KB以下

お客さま

 050
-△△△△
-△△△△ 営業中

時間外ガイダンス sun mon tue wed thu fri sat

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

カレンダーで、
着信先を設定できます。

時間帯で、
着信先を設定できます。

お電話ありがとうございます。
本日の営業は終了いたしました。
またのお電話をお待ちしております。

ご契約者さま
12

6

9 3

お客さま

 050
-△△△△
-△△△△ 営業中

オリジナルガイダンス

オリジナルガイダンス例

ご契約者さまが
作成したオリジナルの
音声案内を流せます。

ご契約者さま

音声ファイルを作成して登録

はい、××電機○○店でございます。
誠に申し訳ございませんが、
ただいま臨時休業を頂いております。
○月○日より通常どおり営業いたします。
またのご利用をお待ちしております。

こちらは、○○商事でございます。
ただいま社員研修のため、
受付をお休みしております。
明日からは通常どおりの受付となりますので、
明日以降に改めてお掛け直しください。

お電話ありがとうございます。
本日はお休みを頂いております。
またのお電話をお待ちしております。

お電話ありがとうございます。
本日は定休日です。
またのお電話をお待ちしております。

お電話ありがとうございます。
土日祝日はお休みを頂いております。
またのお電話をお待ちしております。

お電話ありがとうございます。
本日の営業は終了いたしました。
またのお電話をお待ちしております。

お電話ありがとうございます。
ただ今の時間帯は営業時間外です。
またのお電話をお待ちしております。

お電話ありがとうございます。
本日の受付は終了いたしました。
またのお電話をお待ちしております。

お電話ありがとうございます。
ただ今の時間帯は受付時間外です。
またのお電話をお待ちしております。

お電話ありがとうございます。ただ今の
時間帯はお休みを頂いております。
またのお電話をお待ちしております。

Thank you for calling. We are
now closed for business. Please
call again during business hours.

お電話ありがとうございます。ただ今の時間帯はお休みを頂いております。またのお電話をお待ちしております。
Thank you for calling. We are now closed for business. Please call again during business hours.
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ご利用メリット

ご利用メリット

時間帯回線数変更サービス

050ビジネスダイヤル番号着信通知

あらかじめ設定したスケジュールにより、契約回線数の範囲内で、着信番号ごとに同時接続できる回線数を
自動的に変更できます。

お客さま（発信者）のダイヤルした050ビジネスダイヤル番号をご契約者さま設備（PBX等）に通知できます。

オペレータ数の増減に応じて、常に最適な受付体制を整えることが可能です。

複数の050ビジネスダイヤル番号をご利用の場合など、050ビジネスダイヤルの通知により
ご契約者さま設備（PBX等）で目的別に振り分けることができます。

月額利用料：無料
工事費：1工事につき1,080円（税込）

月額利用料：050ビジネスダイヤル番号1つにつき972円（税込）
工事費：1工事につき1,080円（税込）

カスタマ
コントロール

カスタマ
コントロール

このマークが付いているサービスは、カスタマコントロールに対応しています。

・回線数の変更は、カスタマコントロール（パソコン端末）から、曜日単位・カレンダー単位で設定を行うことができます。
・設定した回線数を超えた着信があった場合は話中となります。

・ご利用可能な着信番号は、以下の条件を満たしている必要があります。
■050ビジネスダイヤル番号着信通知の利用可能回線について
・NTT東日本・NTT西日本が提供するISDN ・NTTコミュニケーションズが提供する直収電話
■050ビジネスダイヤル番号着信通知の利用可能通信設備について
着信側のご契約者さま設備（PBX等）には、050から始まる11桁の電話番号を通知します。ご利用には、「ダイヤルイン」に対応した着信側のご契約者さま設備（PBX等）が必要です。
ご契約者さま設備が「ダイヤルイン」に対応しているか、販売業者または製造業者へご確認ください。なお、通知された050ビジネスダイヤル番号をご利用いただくには、
別途ご契約者さま設備（PBX等）にて設定（電話機の鳴り分け等）が必要です。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

お客さま

 050
-△△△△
-△△△△

オペレータ2人

ご契約者さま

4回線

2回線

オペレータ4人

電話が多い
時間帯

電話が少ない
時間帯

お客さま

 050
-△△△△
-△△△1

 050
-△△△△
-△△△2

ご契約者さま

お問い合せ用へ

注文受付用へ
お問い合せ

注文受付ご契約者さま
設備

（PBX等）

通知された050ビジネスダイヤル
番号を識別して振り分け
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ご利用メリット

オプションサービス

050ビジネスダイヤル番号通知サービス
ご契約者さまの050ビジネスダイヤル着信番号から相手先へ発信する際に、
050ビジネスダイヤル番号を発信者番号として通知できます。

相手先へ050ビジネスダイヤル番号を通知することができるので、安心して電話に出ていただけます。
また、着信履歴を残すことで050ビジネスダイヤル番号にコールバックしていただくことができます。

月額利用料：050ビジネスダイヤル番号1つにつき1,080円（税込）
工事費：1工事につき1,080円（税込）＊別途通話料がかかります。

カスタマ
コントロール

■発信ができない電話番号
●一部の電話への発信はできません。
・110番/119番等の緊急通話　・1XY番号サービス（104/115/117/177等）への通話　・0120/0570等ではじまる番号への通話
・衛星船舶電話等への通話　・当社と接続協定を結んでいない事業者への通話　・相手先電話番号の前に「0000（0を4回）」を付けてダイヤルした通話

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

発信元番号としてご利用可能な回線
●発信元番号としてご利用できるのは、050ビジネスダイヤルに登録している着信番号の中で、以下の条件を満たしている番号です。
・NTT東日本・NTT西日本が提供する加入電話、ISDN（ひかり電話は除く）
・NTTコミュニケーションズが提供する直収電話
・ＯＣＮドットフォン オフィス※
※一部のIP電話対応機器については、IP電話として発信できず、ご契約の加入電話を利用した発信となる場合があります。動作検証済みの端末については、
　ホームページ（http://www.ntt.com/050bd/images/050bd_attention4.pdf）にてご確認ください。

ご契約者さま

050ビジネスダイヤルの
着信先として

登録されている番号※

〈ダイヤル方法〉

をダイヤルして発信！

相手先に050ビジネスダイヤル番号が通知されます。

※ご利用いただける回線は下記「発信元番号として
　ご利用可能な回線」をご確認ください。

相手先

 050
-△△△△
-△△△△

転
送

050ビジネスダイヤル番号
（050-△△△△-△△△△）
が通知されるので安心です。

+ +0035 35 相手先
電話番号

 050-△△△△-△△△△

http://www.ntt.com/050bd/images/050bd_attention4.pdf
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050ビジネスダイヤル番号通知サービス発信通話料

050ビジネスダイヤル番号通知サービスにて発信した場合、発信元から相手先までの通話料は050ビジネスダイヤルご契約者さまのご
負担となります。なお、発信通話料は、ご利用いただく発信元サービスおよび相手先サービスによって異なります。

050ビジネスダイヤルの着信先として
登録されている番号

カスタマ
コントロール

このマークが付いているサービスは、カスタマコントロールに対応しています。

発信元サービス（ご契約者さま） 相手先サービス 料金

NTT東日本・NTT西日本の加入電話、
ISDN（ひかり電話は除く）

国内の一般加入電話 15.12円（税込）/3分

国内の携帯電話 21.6円（税込）/分

国内のPHS 15.12円（税込）/分＋通話ごとに10.8円（税込）加算

NTTコミュニケーションズの050IP電話※1 8.64円（税込）/3分

無料通話先プロバイダの050IP電話※2 8.64円（税込）/3分

有料通話先プロバイダの050IP電話※2 15.12円（税込）/3分

国際電話 国/対地ごとの通話料※3

NTTコミュニケーションズの直収電話
OCNドットフォン オフィス※4

国内の一般加入電話 8.64円（税込）/3分

国内の携帯電話 17.28円（税込）/分

国内のPHS 10.8円（税込）/分＋通話ごとに10.8円（税込）加算

NTTコミュニケーションズの050IP電話※1 無料

無料通話先プロバイダの050IP電話※2 無料

有料通話先プロバイダの050IP電話※2 8.64円（税込）/3分

国際電話 国/対地ごとの通話料※5

※1 対象サービスは、OCNドットフォン、OCNドットフォン オフィス、.Phone IP Centrex、Arcstar IP Voice、050 plus、050 plus for Biz等が該当いたします。
※2 無料通話先プロバイダ、有料通話先プロバイダの詳細はホームページ（http ://www.ntt.com/050bd/data/charge.html）にてご確認ください。
※3 詳細はホームページ（http://www.ntt.com/050bd/popup/charge2.html）にてご確認ください。
※4 OCNドットフォン オフィスはNTTコミュニケーションズが提供する050IP電話サービスです。詳細はホームページ（http ://www.ocn.ne.jp/voip/phone-office/）もしくは本サービス販売担当者にご確認ください。
※5 詳細はホームページ（http ://www.ntt.com/050bd/popup/charge1.html）にてご確認ください。

相手先 ご契約者さま（発信元）

050ビジネスダイヤル番号通知サービスの通話料として
050ビジネスダイヤルご契約者さまのご負担となります。※

050-△△△△-△△△△

050
-△△△△
-△△△△

通話料

※0035+35を付与した発信通話料は、発信元サービスからは請求されません。

http://www.ntt.com/050bd/data/charge.html
http://www.ntt.com/050bd/popup/charge2.html
http://www.ocn.ne.jp/voip/phone-office/
http://www.ntt.com/050bd/popup/charge1.html
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料金

基本サービス利用料

基本機能/オプションサービス利用料

初期費用 月々の費用

交換機等
工事費

基本サービス
月額利用料

オプションサービス
月額利用料 通話料＋ ＋

項目 月額利用料 工事費

従量制プラン
050ビジネスダイヤル番号1つにつき

1,080円（税込）※1

050ビジネスダイヤル番号1つにつき
1,080円（税込）※2

項目 月額利用料 工事費※1

基
本
機
能

基本受付先変更 － －

リアルタイム回線数変更サービス － －

カスタマコントロール － －

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス

着信番号追加 基本受付先以外に最大9番号まで
追加できます。

着信番号1つにつき
108円（税込）※2

1工事につき
1,080円（税込）

契約回線数追加
着信番号すべての契約回線数の
合計として30回線が上限と
なります。

契約回線1つにつき
108円（税込）

代表グループ 代表グループ（最大10番号/1グ
ループ）を5つまで登録できます。

050ビジネスダイヤル番号1つにつき
1,728円（税込）

時間帯受付先変更サービス
050ビジネスダイヤル番号1つにつき

1,512円（税込）

オリジナルガイダンス
050ビジネスダイヤル番号1つにつき

972円（税込）

時間帯回線数変更サービス 無料

050ビジネスダイヤル番号着信通知
050ビジネスダイヤル番号1つにつき

972円（税込）

050ビジネスダイヤル番号通知サービス
050ビジネスダイヤル番号1つにつき

1,080円（税込）
＊別途通話料がかかります。

電話帳（ハローページ・タウンページ）
掲載・104番号案内※1

普通掲載/番号案内※2 無料 －

重複掲載/番号案内
掲載1つにつき
43.2円（税込） －

※1 上記料金で、1回線分の通話が可能です。 ※2 新設時にオプションサービスを同時にお申し込みの場合は、オプションサービスの工事費を含みます。

※1 １契約で同時に複数の工事を行う場合は、１工事とみなします。050ビジネスダイヤル番号通知サービスの発信元番号の追加・変更を行う場合も１工事とみなします。
※2 上記料金で、1回線分の通話が可能です。

※1 電話帳「ハローページ」「タウンページ」ならびに「104番号案内」は、NTT東日本・NTT西日本が提供するサービスです。
※2 電話帳掲載を行わず、104番号案内のみをお申し込みの場合も含みます。

●弊社のひかりラインご利用者様向けのおトクな専用プランもございます。
　詳細は販売担当者にお問い合わせください。
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通話料

国内の一般加入電話（全国一律） 8.64円（税込）/3分

国内の携帯電話（全事業者一律） 17.28円（税込）/分

国内のPHS 10.8円（税込）/分＋通話ごとに10.8円（税込）加算

NTTコミュニケーションズの050IP電話※1 無料

無料通話先プロバイダの050IP電話※2 無料

有料通話先プロバイダの050IP電話※2 8.64円（税込）/3分

ひかりライン※3 8.64円（税込）/3分

国内の一般加入電話（全国一律） 11.664円（税込）/3分※1

国内の携帯電話 ご利用の携帯電話会社の通話料※2

国内のPHS ご利用のPHS会社の通話料※2

NTTコミュニケーションズの050IP電話※3 無料

無料通話先プロバイダの050IP電話※4 無料

有料通話先プロバイダの050IP電話※5 ご利用の電話会社の通話料※2

公衆電話 10円（税込）/18秒

国際電話※6 ご利用の電話会社の通話料※2

050ビジネスダイヤル番号通知サービス（オプションサービス）発信通話料について

050ビジネスダイヤル番号通知サービスにて発信をした場合、発信元から相手先の通話料はご契約者さまのご負担となります。
通話料金の詳細は、本パンフレット「050ビジネスダイヤル番号通知サービス」ページにてご確認ください。

※１ 対象サービスは、OCNドットフォン、OCNドットフォン オフィス、050 plus等が該当いたします。.phone IP Centrex、050 plus for Biz等の番号は着信番号として設定することはできません。
※２ 無料通話先プロバイダ、有料通話先プロバイダの詳細は、ホームページ（http://www.ntt.com/050bd/data/charge.html）にてご確認ください。
※3 ひかりラインは、NTTコミュニケーションズの提供する電話サービスです。

※１ NTT東日本・NTT西日本からの着信料金は全国一律11.664円（税込）/3分です。その他の発信事業者の定める050IP電話番号着の料金が適用されます。
※２ 発信事業者の定める050IP電話番号着の料金が適用されます。
※３ 対象サービスは、OCNドットフォン、OCNドットフォン オフィス、.Phone IP Centrex、Arcstar IP Voice、050 plus、050 plus for Biz等が該当いたします。
※４ 無料通話先プロバイダの050IP電話の詳細は、ホームページ（http://www.ntt.com/050bd/data/charge.html）にてご確認ください。一部の無料通話先プロバイダからの通話は有料となります。
※５ 有料通話先プロバイダの050IP電話の詳細は、ホームページ（http://www.ntt.com/050bd/data/charge.html）にてご確認ください。
※６ 一部の国際電話事業者からの通話は接続できない場合があります。
＊発信者が050ビジネスダイヤル番号に発信して「時間外ガイダンス」または「オリジナルガイダンス」に接続した場合、発信通話料金（発信者負担）が発生します。

発信者通話料 着信者（ご契約者さま）通話料

050
-△△△△
-△△△△

着信者（ご契約者さま）通話料

発信者通話料

http://www.ntt.com/050bd/data/charge.html
http://www.ntt.com/050bd/data/charge.html
http://www.ntt.com/050bd/data/charge.html
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050番号マーク

ご利用開始までのステップ

着信先についてのご注意事項

050ビジネスダイヤルご注意事項

「050番号マーク」は、信頼と安心の050IP電話のマークです。
名刺や封筒、ホームページや広告などお客さまへの050番号のお知らせに
050ビジネスダイヤル番号と一緒にご利用ください。

●050番号マークのダウンロードはこちらから
http://www.ocn.ne.jp/voip/050markdl/index.html

■以下の番号については050ビジネスダイヤルの着信先として設定できません。

株式会社◯◯

Website

050-XXXX-XXXX

コンサル
ティング

050番号
照会/予約 お申し込み 開通

お客さまの電話受付環境を
もとにオプションサービスを
選択。

お客さまのご希望の050番号が
ご利用可能か確認して
予約します。

050ビジネスダイヤルの
ご利用開始。

Step1 Step2 Step3 Step4

・事業者識別番号（0033など）からはじまる番号
・0120/0570などからはじまる番号
・市内局番からはじまる番号
・国際電話番号

・1XY番号（104/115/117/177等）
・010/020からはじまる番号
・#からはじまる番号

・.Phone IP Centrex、050 plus for Biz等の番号
・050ビジネスダイヤルの050番号

＊お申し込み方法等の詳細は販売担当者にお問い合わせください。

＊詳細はホームページ（http://www.ntt.com/050bd/data/attention.html）にてご確認ください。

※上記以外にも着信番号に設定できない場合があります。詳細は販売担当者までご確認ください。

●050ビジネスダイヤルはNTTコミュニケーションズが提供するサービスです。本サービスの提供にあたっては一部制約がある場合があります（お申し込みできない場合もあります）。 ●本サービスの発着信には、
本サービスお申し込み後、弊社からご案内する本サービス専用のIP電話番号（「050」ではじまる11桁の番号）をご利用いただきます。〈注〉IP電話番号（050番号）の変更はできません。 ●本サービスでFAXをご利用される
場合は、発着信端末、回線の状況によって、正常にFAXの受信が行えない場合があります。 ●本サービスは、通信環境が著しく輻輳したときには、発信者からの通話が着信番号に着信しないことがあります。また弊社の
電気通信設備の工事により、通信または各種設定を行うことができない場合があります。本サービスを利用して、連続5時間以上通信を行った場合は、その通信を切断することがあります。 ●本サービスのお申し込みに
あたっては、「050ビジネスダイヤル重要事項説明書」の記載内容について販売担当者から十分な説明を受け、ご理解いただいた上でお申し込みください。　●各サービスのご契約番号（OCN契約番号、一般加入電話番号等）ごとに
税込価格を合計した額を請求させていただきます。合計した額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて請求させていただきます。　●掲載の社名、商品・サービス名等は各社の登録商標または商標です。
●記載の情報は2014年4月現在の情報です。
【ユニバーサルサービス料について】お客さまのご利用いただく番号（050ではじまる11桁の番号）ごとに、毎月「ユニバーサルサービス料」をお支払いいただきます。〈注〉「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス
（「ユニバーサルサービス」とは電気通信事業法により「あまねく日本全国で提供が確保されるべき」と規定されているサービスです。）の提供を確保するためにご負担いただく料金のことです。番号あたりの単価（月額）は、
ユニバーサルサービス支援機関が6ヵ月ごとに算定し、ホームページ（http://www.tca.or.jp/universalservice/）で公表されています。

http://www.ocn.ne.jp/voip/050markdl/index.html
http://www.ntt.com/050bd/data/attention.html
http://www.tca.or.jp/universalservice/
http://www.ntt.com/050bd/

	表紙
	P.1
	P.2
	P.3
	P.4
	P.5
	P.6
	P.7
	P.8
	P.9
	P.10
	裏表紙



