■OCN ID（メールアドレス）でログインする機能の利用規約
第１条（本規約の適用）
OCN ID（メールアドレス）でログインする機能の利用規約（以下、
「本規約」といいます）
はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下、「当社」といいます）が提供
する「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の利用に関し、お客様と当社との
間に適用されます。
第２条（定義）
本規約における用語を以下のとおり定義します。
（１）
「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」とは、OCN のメールアドレスと
そのメールアドレスのパスワード、または OCN 以外のメールアドレスとそのメールアドレ
スのパスワード、或いは移行登録済のマスターID と登録されたメールアドレスのパスワー
ド、を用いて Web サイトにログインできる機能のことをいいます。
（２）「パスワード」とは、ログインに使うために登録したメールアドレスのパスワードを
いいます。
（３）
「お客様」とは、第３条の規定に従って利用契約を締結し、
「OCN ID（メールアドレ
ス）でログインする機能」の利用資格を有する個人をいいます。
（４）
「登録情報」とは、
「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」をご利用いた
だくために、ご提供いただく、お名前・メールアドレス及びその他の個人情報をいいます。
（５）
「対象サービス」とは、
「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」で利用が
できる当社が任意で指定したサイトに対応するサービスをいいます。
（６）
「移行登録済マスターID」とは、当社が２０１０年３月１１日までにご提供した「マ
スターID」を、
「マスターID」の利用者が当社の用意した所定の移行手続きを経て、移行登
録させた「マスターID」のことをいいます。
第３条（本利用契約の成立）
１．
「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」を利用したいお客様（以下、
「申込
者」といいます）は、本規約の内容にご同意いただき、当社が定める手続きによって利用を
申し込むこととします。
２．本利用契約は、申込者が本規約に同意し、当社が申込者による「OCN ID（メールアド
レス）でログインする機能」の利用を承認し、当該サービスのサイトにログインをした時
点で、本規約の内容とおりに成立するものとします。

３．当社は、「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の利用申込みがあった場
合でも、任意の判断により「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の利用をお
断りする場合があります。この場合、申込者と当社の間に利用契約は成立しないものとし、
申込者は当社に対して、異議申し立て、拒否理由の開示等、その他請求を行えないものとし
ます。
第４条（本利用規約の変更）
１．当社は、「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の内容及び本規約の変更
を行うことがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及びその効力発
生時期を、当社の Web サイト上(https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html)への
掲載または本規約第 12 条に定める方法により、お客様に対して変更する旨及びその変更内
容をお知らせするものとします。
２．本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、「OCN ID（メール
アドレス）でログインする機能」を利用したとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾し
たものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り
提供条件は変更後の規約によります。
第５条（対象サービス）
当社は、お客様が「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」を用いて利用できる
対象サービスの種類・内容を、当社が適当と判断する方法でお知らせするものとします。ま
た、対象サービスは当社の判断により追加・廃止されるものとします。この場合当社ホーム
ページでお知らせするものとします。なお、本条は当社の通知義務を定めたものではなく、
一部の対象サービスについてお客様へお知らせをしないことがあります。
第６条（「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の提供の停止）
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、お客様に事前に通知し、又は緊急やむを得
ない場合は事前に通知せずに、「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の全部
又は一部の提供を停止できるものとします。
（１）「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」を提供するために必要なシステ
ム、設備の保守又は工事上必要なとき。
（２）「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」を提供するために必要なシステ
ム、設備に障害が発生したとき。
（３）当社以外の第三者の行為に起因する事由により、「OCN ID（メールアドレス）でロ

グインする機能」の提供を行うことが困難になったとき。
（４）「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」を提供するために必要なシステ
ム、設備を不正アクセス行為から防御するため必要なとき。
（５）その他、当社の都合、または「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の
全部又は一部の提供の停止をやむを得ないものと認める相当の事由があるとき。
第７条（契約の解除）
１．当社は、お客様が第 10 条に定める禁止行為を行っている、又は行っているおそれのあ
るときは、お客様に事前に通知し、又は緊急やむを得ない場合は事前に通知せずに、第３条
に定める利用契約を解除できるものとします。
２．お客様が第３条に定める利用契約の解除を希望される場合は、当社が定める手続きによ
って申し込むものとします。
３．お客様が「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の対象サービスを全て解
約された場合でも、本利用契約の解除のお申し出が必要となります。
第８条（OCN ID（メールアドレス）でログインする機能に使用するメールアドレス、パス
ワード等の利用・管理）
１．お客様は「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の利用にあたり、ログイ
ンに使用する「メールアドレスおよびそのパスワード」
「移行登録済マスターID」について
全面的な管理責任を負うものとします。
２．お客様は、対象サービスの提供において必要な認証を受ける目的以外に「OCN ID（メ
ールアドレス）でログインする機能」を使用してはならないものとします。
３．お客様は、ログインに使う「メールアドレスおよびそのパスワード」「移行登録済マス
ターID」を第三者に貸与、譲渡、売買等しないものとします。
４．お客様は、「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」に利用する「メールア
ドレスとそのパスワードの組み合わせ情報」または「移行登録済マスターID」の開示・漏洩
があった場合、第三者がお客様になりすまし対象サービスを使用するおそれがあることを
ご理解いただくものとし、利用されたことによる損害全てを負担することとします。この場
合、当社はその責任を負わないものとします。
５．お客様は、「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」に利用する「メールア
ドレスとそのパスワードの組み合わせ情報」または「移行登録済マスターID」の開示・漏洩
があった場合又は第三者に窃用されている可能性がある場合には、ただちに当社にその旨
をご連絡いただくとともに、当社からの要請がある場合にはこれに従っていただくものと
します。

第９条（OCN ID（メールアドレス）でログインする機能に使うメールアドレス、パスワ
ード等の変更、廃止）
１．「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」で OCN メールアドレスとそのパ
スワードを設定登録された場合で、当社ホームページ上、もしくは当社コールセンタ等への
お申込みで、そのメールアドレス或いはそのパスワードの変更、廃止手続きをされた場合は、
「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」に設定登録されたメールアドレス或い
はそのパスワードは、連動して変更、廃止になります。「OCN ID（メールアドレス）でロ
グインする機能」に設定登録されたメールアドレスが廃止になった場合、「OCN マイペー
ジ」等、一部ログインができなくなるサービスがあります。
２．「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」で OCN メールアドレス以外のメ
ールアドレスとパスワードを設定登録された場合は、その設定登録されたメールアドレス
は変更ができません。
第１０条（禁止行為）
お客様は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
（１）虚偽の登録情報を登録する行為
（２）当社を含む第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのあ
る行為
（３）当社を含む第三者の利益を不法に侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
（４）当社を含む第三者の名誉、信頼を侵害・毀損する行為及び侵害・毀損するおそれのあ
る行為
（５）その他法令又は公序良俗に反する行為又は反するおそれのある行為
（６）自己または第三者の「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」に利用する
「メールアドレスとそのパスワード」または「移行登録済マスターID」を不正に利用する行
為
（７）当社または対象サービスの業務の遂行に支障を及ぼす行為及び支障を及ぼすおそれ
のある行為
（８）その他、当社が不適切と判断する行為
第１１条（お客様登録情報・利用情報）
１．当社はお客様の利用情報を記録させていただく場合があります。
２．「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」をご利用されるにあたり、お客様
情報を登録いただく必要があります。
３．当社は登録情報及び利用情報を、当社が必要と判断する期間、厳重な管理体制のもとで

保持し、第三者が登録情報及び利用情報に触れることがないようにセキュリティの強化に
努めます。
４．当社は、登録情報及び利用情報を以下の目的のために使用します。ただし、お客様の同
意がある場合は、この限りではありません。
（１）お客様に「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」を提供するため
（２）お客様に「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」に関するお知らせ等を
お送りするため
（３）「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」をより使いやすい充実したサー
ビスにするため
（４）セキュリティ確保のため
（５）お客様からの「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」に関する問合せへ
の対応のため
（６）電話、電子メール、郵送、Web サイト等各種媒体により、当社または提携先の提供
するサービスに関する情報提供、販売推奨、アンケート調査および景品等の送付あるいは提
供を行うため
（７）データ分析等、お客様個人を特定できない方法、形式による統計資料の作成を行うた
めなお、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等を定める場合
があります。
５．当社は、以下の各号に定める場合、第三者に登録情報及び利用情報を開示することがあ
ることに同意いただくものとします。
（１）官公庁等の公的機関から法的義務を伴う開示要請を受けた場合
（２）当社及び第三者の人命、身体、財産、自由、名誉、権利を保護するために必要がある
と当社が判断した場合
（３）本件目的に必要な業務を委託する第三者に対して登録情報、利用情報を開示する必要
があると当社が判断する場合
（４）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当
該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第１２条（お客様へのお知らせ）
当社からお客様へのお知らせは、当社ホームページ又は電子メール、電話、郵送、のいずれ
かにより行うこととします。電子メールで行う場合は、登録情報に含まれるメールアドレス
への送信をもってお客様に告知されるものとします。
第１３条（免責）

１．当社は、お客様が「OCN ID（メールアドレス）でログインする機能」の利用、ならび
に対象サービス及びそれに付随するサービスを利用されることによって発生した、または
「OCNID（メールアドレス）でログインする機能」、対象サービスをご利用になれなかった
ことによって発生した、損害損失、不利益等に対し、責任を負わないものとします。ただし、
当社の故意重過失による場合はこの限りではありません。
２．本条に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的
に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠
法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法にて許容され
る最大限の範囲にて当社は免責されます。
第１４条（準拠法）
本規約及び利用契約は、日本法によって解釈され、日本法を準拠法とします。
第１５条（管轄裁判所）
訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁
判所とします。
以上

附則（平成 21 年 11 月 24 日）この改定規約は、平成 21 年 11 月 24 日から実施します。
附則（平成 25 年 11 月 20 日ＣＬ第 302404 号）この改定規約は、平成 25 年 11 月 25 日か
ら実施します。
附則（平成 27 年 6 月 18 日ＡＣサ 500314）この改定規約は、平成 27 年 7 月 1 日から実施
します。
附則（令和 2 年 3 月 23 日ＡＣサ 00614444）この改定規約は、令和 2 年 3 月 31 日から実施
します。

