
お客様へ 申込書は以下へ送付ください。

　＊OCNサービス内で関連性のあるお申込みがある場合は、同じOCNセンタへ合わせて送付ください。

郵送 〒920－0963
石川県金沢市出羽町4－1
金沢OCNサービスセンタ
ビジネスサービス担当行

ＦＡＸ ０１２０－０４７－８２４

申込に関する問合せ
ＴＥＬ ０１２０－１０６－１０７

申込書到着確認専用フリーダイヤル
ＴＥＬ ０１２０－０４７－８０８
※ガイダンス音声が流れた後、申込書にご記入いただいた事務担当者の電話番号を入力してください。
※到着確認が可能となるまで少々お時間をいただいております。通常、FAX送信後1時間程度で、ご確認が可能となります。

注）

ＨＰ用

I　P　通　信　網　サ　ー　ビ　ス
第 ６ 種 ホスティングサービス

「モバイルウェブ」
＜SMS配信機能変更申込書＞

NTTコミュニケーションズ株式会社

申込書送付後、2－3日（※土・日・祝日は除く）経ってもOCNセンタからのご連絡がない場合は、申込書がOCNセンタに届いていない場合があります
ので、送付したOCNセンタへご確認をお願いいたします。
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●本申込書について

●変更申込みのキャンセル不可について

●ご利用ドメインについて
・ 本サービスご利用の場合、モバイルウェブ提供ドメイン（moweb.jp/■/）でのご利用となります。（■は任意文字列です。）

・

・ 本サービスは、１契約１ドメインとなります。また、独自ドメインとモバイルウェブ提供ドメインとの併用利用はできません。（但し、一部機能除く）

・

・ 日本語等の国際化ドメインはご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

・ www.ドメイン等お申込みになれないドメインがございます。あらかじめご了承ください。
・

●オプションサービスの提供条件について
・ オプションサービスの利用開始は初月無料となります。

ただし、ＳＭＳ配信機能加算料は、SMS配信機能提供日から課金対象となります。

・ オプションサービス削除は翌月第一営業日削除となります。

・ 独自ドメイン削除を行った場合、お客さまご利用ドメインは新規申込時に払い出されたモバイルウェブ提供ドメイン（moweb.jp/■/）でのご利用となります。

●セット割引について
・

料金表

・ 割引の提供は、「モバイルウェブ　セット割引」申込書をお申込み頂き、且つ開通日を迎えた翌月からの適用となります。

■ホスティングサービスご利用上の注意事項
ホスティングサービス（以下「本サービス」といいます）については、以下の事項についてご注意の上ご利用ください。

１.ご遠慮いただく行為
本サービスのご利用に際しましては、次の行為はご遠慮下さい。
・ 他人の著作権、その他の権利（プライバシー、名誉等を含みます）を侵害する行為

・ 公序良俗に反する行為

・ 法令に違反する行為

２.上記１に掲げる行為を発見した場合の弊社の措置
上記１に掲げる行為が行われていると弊社が認めた場合は、弊社は次の措置をとることがあります。
・ 契約者（又は利用者）に対する警告

・ 上記１に掲げる行為に該当すると弊社が判断するコンテンツの全部（または一部）の表示の停止

・ 本サービスの廃止

３.弊社の免責
・

・

セット割適用料金 6,600円

弊社が上記２に掲げる措置をとった場合、弊社は損害賠償その他一切の責任を負わないものとし、契約者は弊社に対して
異議の申し立てをしないものとします。

お客さまで取得された独自ドメインを利用する場合は、別途オプション料金が発生いたします。また、独自ドメインは１ドメイン限りご利用可能です。

第６種ホスティングサービス「モバイルウェブ」 申込みに関する注意事項

第６種ホスティングサービス（以下、「本サービス」）は、弊社ＩＰ通信網サービス契約約款に基づきご提供させて頂いております。
契約約款は弊社各支店、営業窓口及びホームページで公開していますが、詳細な内容につきましては弊社販売担当者等にご確認下さい。また、各プランのサービス仕様
や詳細は、弊社ホームページ（http://www.ocn.ne.jp/hosting/) で必ずご確認下さい。

独自ドメインの代行取得を本サービスでは行っておりません。独自ドメインの取得をご要望されるお客さまはNTTドメイン登録サービス
（http://www.nttdomain.com/）又は他指定事業者にて取得、NS申請等を行ってください。

本申込書は、既にホスティングサービス（第６種ホスティングサービス「モバイルウェブ」）をご利用のお客さまが、ご利用中のプランやオプションを変更される場合に
ご利用頂く申込書です。サービスの詳細を弊社ホームページ等でご確認の上、お申込ください。また、ご記入にあたっては、必ず以下の内容をご確認ください。

プラン変更のお申込みを頂いた後、何らかの理由で変更申込みをキャンセルし、元（現用）のプランで継続してご利用されたい状況が発生した場合、弊
社での移行手続きの進捗状況によってはご対応できない場合があります。その場合、一旦変更後のプランに移行して頂いた後、再度申込み手続きが
必要となります。予めご了承下さい。

マイアドレスプラス（個人向けサービス）および第５種、第８種ホスティングサービスでご利用中の独自ドメイン（●●●.JP）やOCNサブドメイン
（***.ocn.ne.jp）を、本サービスの利用ドメインとしてお申込みいただくことはできません。ビジネスOCN、OCN 光/ADSLアクセス（IP8）等のお客さま
が利用中のOCNサブドメイン（●●●-unet.ocn.ne.jp等）も不可となります。尚、お客さま所有の独自ドメインのサブドメインにつきましては、第５レベ
ル（△△△.□□□.●●●.co.jp等）までご利用いただけます。

第５種、第８種ホスティングサービスのいずれかを既にご契約済み、または新規でご契約頂く場合で、本サービスをお申込みのお客さまは、別途「モバイルウェブ
セット割引」をお申込み頂くことにより、本サービスの基本料金が割引となります。

本サービスを利用するホーム・ページのコンテンツに関する全責任は契約者に帰属し、弊社はいかなる責任も負わないも
のとします。万一第三者から弊社に対して損害賠償その他のクレームがあった場合は、契約者が自己の責任において対
応するものとします。

月額基本料金(税込) 基本料金に含まれる内容

基本料金 11,000円 ・アクセス数：1万PV未満/月
・コマース売上：100万円未満/月
・データ件数：1,000件未満

必ずご確認下さい 
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　※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「レ点」にてチェックください。

《申込みにおける確認事項》
1.

2. 申込書の「注意事項」の内容を承諾のうえ、下記の通り申込みます。
3. 「申込書等に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。

上記「申込みにおける確認事項」に同意の上、申請致します。
※ 必ずチェックを入れて下さい。
※ チェックがないとお申込いただけません。

※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。

1．お申込み者情報（必須）

〒

２．変更内容（必須）　ご希望の変更項目をご選択の上、該当する記入項目にご記入下さい。（複数選択可能）

SMS配信機能の追加 １、２、３

配信元設定に関する変更 １、２、４－１

テレコールSMSに関する変更 １、２、４－２

【販売担当者記入欄】  ※お客さま直接のお申込みの場合は、記入不要です。

【センタ記入欄】　※お客さまのご記入は不要です。

金沢センタ

E-mail

※変更開始希望日については、お申込いただく日付から15営業日以上先の日付を指定してくださ
い。尚、配信元設定に関する変更（「配信元設定無」→「配信元名称指定」もしくは「配信元名称指
定」→「配信元設定無」）を希望される方は、お申込み翌月の月初をご指定ください。

Ｎお客さま番号

※故障等緊急時や認証ID/PW再
通知申請等、重要なお知らせ時の
連絡先として使用します。

ＦＡＸ

変更する契約の
お客さま番号をご記入下さい。

ＦＡＸ

E-mail

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

必須記入項目

事務担当者
＜お申込みに関するご連絡先＞

※すでに登録されているお申込者
名、ご住所をご記入ください。
※必ずご捺印ください。

ご住所

ビル
名等

お客さま番号

受領センタ

都道
府県

お申込み区分

部課名 担当者名

E-Mail

N

所属

名前

ＴＥＬ

オーダ登録番号

電話番号

第６種ホスティングサービス「モバイルウェブ」SMS配信機能変更申込書 （1/3）

申込者（契約者）

お申込年月日

フリガナ

お名前

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。

ご利用開始希望日
（土/日/祝日不可）

記事欄

共通顧客ID

組織区分

お
客
さ
ま
対
応
部
門

所属

申
込
受
付
部
門

名前

ＦＡＸＴＥＬ

印 

※ご利用開始をご連絡する宛先となります。必ず、携帯以外の受信可能なメールアドレスを記入下さい。 

（フリガナ）⇒ 

法人 
個人 外国公館

国・地方自治体 業務用 

所属 Com第五法人 Com第三法人 Com第四法人 Com第一法人 Com第二法人 
Com関西営業本部 Comチャネル営業本部 ComＮＢ本（ＶＡ東日本エリア） ComＮＢ本（ＶＡ西日本エリア） 
ComＮＢ本（ＶＡ以外） Com一般 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 
金沢OCNSC 名古屋OCNSC 幕張DSC その他 
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3．SMS配信機能の追加
※ 関連する項目に記入ください。（オプション機能については、申込オプションにチェックを入れて、関連項目を記入ください。）

3－1．配信元設定に関する設定（必須）

配信元設定無

本設定で1万通を超えた場合は、海外経由の配信となりますので、以下、『２　配信元名称指定』にもご記入ください。

配信元名称指定

本設定での配信は全て海外経由の配信となります。

0 1 0

3－2．テレコールＳＭＳに関する設定

利用する ※以下ご記入ください。

利用しない ※以下のご記入は不要です。

フリーダイヤル

ナビダイヤル

3－3．SMS想定配信数について

通/日

【センタ記入欄】　※お客さまのご記入は不要です。

第６種ホスティングサービス「モバイルウェブ」SMS配信機能変更申込書 （2/3）

選択メッセージを入れる（au/au以外）
利用者への自動応答時、携帯キャリアを選択するメッセージを流すかどうかを選択く
ださい。
※auはキャリア仕様によりデフォルトでURLの送信を許可していない設定となってい
るため、キャリアによりSMSメッセージを出し分けたい場合は「選択メッセージを入れ
る(au/au以外)」を選択ください。

選択メッセージを入れない

想定SMS送信数
(1日あたり)

テレコールＳＭＳの日毎の想定利用量（SMS送信数目安)を記入ください。

持込ダイヤル番号
（必須）

持込予定のダイヤル番号を記入ください。

自動応答時の携帯
キャリア選択メッセー

ジ有無
(必須）

１　配信元設定に関する項目

以下、どちらか一つをご選択ください。

２　配信元名称(必須）　※1にて配信元設定無を選択された方も、ご記入ください。

お客さま番号 N

・半角数字11文字以内でご指定ください
・キャリアに仕様より、先頭に「010」が自動付加されます

テレコールＳＭＳ（携帯端末からのコール誘導）に関する設定項目

(テレコールＳＭＳを利用される場合は、フリーダイヤルまたはナビダイヤルの持ち込みが必須となります。)

持込ダイヤル種別
（必須）

持込予定のダイヤル種別をご選択ください。
※フリーダイヤル/ナビダイヤルは別途お申し込みをお願いいたします。

以下、配信元名称（au以外）・配信元名称（au)をご記入ください

配信元名称
(au以外)

・半角英数字11文字以内でご指定ください
・先頭1字目は英字をご指定ください

配信元名称
(au)
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4．SMS配信機能に関する変更
※ 関連する項目に記入ください。

4－1．配信元設定に関する設定

変更有⇒以下に変更後の設定内容を選択ください。 変更無

配信元設定無

本設定で1万通/日を超えた場合は、海外経由の配信となりますので、以下、『２　配信元名称指定』にもご記入ください。

配信元名称指定

本設定での配信は全て海外経由の配信となります。

変更有⇒以下に変更後の名称をご記入ください。 変更無

0 1 0

4－2．テレコールＳＭＳに関する設定

利用する ※以下ご記入ください。尚、すでにご利用中の方は、変更を希望される設定内容のみご記入ください。

利用しない ※以下のご記入は不要です。

フリーダイヤル

ナビダイヤル

【センタ記入欄】　※お客さまのご記入は不要です。

第６種ホスティングサービス「モバイルウェブ」SMS配信機能変更申込書 （3/3）

テレコールＳＭＳ（携帯端末からのコール誘導）に関する設定項目

(テレコールＳＭＳを利用される場合は、フリーダイヤルまたはナビダイヤルの持ち込みが必須となります。)

持込ダイヤル種別
（必須）

持込予定のダイヤル種別をご選択ください。
※フリーダイヤル/ナビダイヤルは別途お申し込みをお願いいたします。

持込ダイヤル番号
（必須）

１　配信元設定に関する項目（必須）

　　　以下、どちらか一つをご選択ください。

２　配信元名称(必須）　※1にて配信元設定無を選択された方も、ご記入ください。

　　配信元名称（au以外）・配信元名称（au)をご記入ください

配信元名称
(au以外)

・半角英数字11文字以内でご指定ください
・先頭1字目は英字をご指定ください

配信元名称
(au)

・半角数字11文字以内でご指定ください
・キャリア仕様により、先頭に「010」が自動付加されます

お客さま番号 N

持込予定のダイヤル番号を記入ください。

自動応答時の携帯キャリア
選択メッセージ有無

(必須）

選択メッセージを入れる（au/au以外）
利用者への自動応答時、携帯キャリアを選択するメッセージを流すかどうかを選択く
ださい。
※auはキャリア仕様によりデフォルトでURLの送信を許可していない設定となってい
るため、キャリアによりSMSメッセージを出し分けたい場合は「選択メッセージを入れ
る(au/au以外)」を選択ください。

選択メッセージを入れない
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１．

２．

３．

４．

５．

６．

　
（Webによるお問い合わせ）

　　　　
（お手紙によるお問い合わせ）

〒100－8019　東京都千代田区内幸町1－1－6
　　　　　　ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社　お客さま個人情報問い合わせ窓口　宛て
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　
７．

８．

お客さまが、お客さまの個人情報の開示等をご希望される場合には、下記のお問い合わせ先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、１契約につき1,100円（税込み）※の事務手数料を申し受けます。

※特別な開示・通知手段を求められるなど、追加の費用が必要となる場合には、その費用を勘案した手数料を追加して
頂戴する場合があります。

＜個人情報保護に関するお問い合わせ先＞

URL：http://www.ntt.com/privacy/（プライバシーポリシー表示ページ）における「Web開示手続きに関す
るお問い合わせ」から問い合わせフォームに入っていただき、手続きをお願い致します。

※必要記載事項及び送付書類につきましては、上記URLにおける「開示請求に関する必要書類」を印刷したう
え記載いただくか、当社所定の必要事項を記載のうえ、必ず必要書類をあわせて上記窓口宛てお送り下さい。

※なお、電話によるお問い合わせにつきましては、平成24年3月末をもって終了させていただきました。

当社は、認定個人情報保護団体である財団法人日本データ通信協会の対象事業者です。当社の個人情報の取扱いに関す
る苦情については、同協会内に設けられている電気通信個人情報保護推進センターへ解決の申出をすることもできま
す。

当社では、お客さまの個人情報の保護を図るために、また、法令その他の規範の変更に対応するために、プライバシー
ポリシーを改定する事がございます。改定があった場合はホームページにてお知らせいたします。

・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

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。また、お客さま
との電気通信サービス等に係る契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用すること
がございます。

当社は、お客さまの個人情報を第三者に開示・提供することは致しません。但し、上記利用目的を達成するために必要
な範囲内で、業務委託先に提供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措
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。

　　

当社は、お客さまの個人情報を適正に取扱うため、社内規程およ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、改ざんおよ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。

申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて

当社はお客さまの氏名・生年月日・住所・お申し込みのサービス内容等の個人情報の保護に関し、ＣＳＯを個人情報管
理責任者として以下の取組みを実施いたしております。

当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客さまの大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
　

・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

当社は、口頭、書面、電磁的記録、録音、録画その他の方法をもってお客さまの個人情報を適正に取得します（お客さ
まから直接取得する以外に、当社がお客さま以外から間接的に取得する場合を含みます）。なお、お客さまとのお電話
での応対時において、ご注文・ご意見・ご要望内容等の正確な把握、今後のサービス向上のために、通話を録音させて
いただく場合がございます。

その他の個人情報

当社は、お客さまの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。

・お問い合わせ、ご相談にお答えすること

・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ご紹介・ご提
案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと

　　

当社サービスの契約者情報

・ご本人確認、ご利用料金の請求、およびご利用料金・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・契約解除契約者情報の通知並びにその他
当社サービスの提供に係ること

・お問い合わせ、ご相談にお答えすること

・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ご紹介・ご提
案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと
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