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注）申込書送付後、2－3日（※土・日・祝日は除く）経っても弊社からのご連絡がない場合は、
　申込書が弊社に届いていない場合がありますので、送付したセンタへご確認をお願い

　　いたします。

IP通信網サービス
オープンコンピュータ通信網サービス

第５種ホスティングサービス Bizメール&ウェブ ビジネス

ホームページ制作更新サービス「制作更新プラン・制作のみプラン」
契約申込書

NTTコミュニケーションズ株式会社

お客様へ　申込書は以下へご送付ください。

　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

　ＴＥＬ ： ０１２０－０４７－２２７
　ＦＡＸ ： ０１２０－０４７－８２４

　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。



1.

2.

3.

年 月 日

〒 －
　※必ずご捺印ください

）

- ) 　 　

）

【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。

利用しない

〒  (

ビル名等（

E-mail info@ocn.ad.jp

ホームページ制作更新サービス「制作更新プラン/制作のみプラン」　申込内容

「制作更新（基本）プラン」を申し込む
初期料金：　30,651円（税込）
月額料金：　 7,200円（税込）
※ホームページ公開月の月額無料、最低利用期間
は公開月から1年間です。

※訪問先が申込者（加入者）さまご住所と異なる場合は、訪問先ご住所をご記入ください。訪問オプション
ご利用希望

「訪問ヒアリング＆原稿作成代行オプション」の利用を希望する
※お申込いただけるエリアが限られています。以下ホームページよりご確認ください。
（http://www.ntt.com/business/services/cloud/rental-server/biz-hp/area.html）

オプション料金：　37,800円（税込）

担当者名 日比谷　次郎 部課名 総務部

電話番号
（日中連絡先） 03-0000-0000 ＦＡＸ 03-1111-1111

申込者（加入者）　【必須】

フリガナ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズカブシキガイシャ 印鑑

お名前 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

ご住所
市　区
郡

都　道
府　県

ドメイン名　【必須】 example.com

※「ご利用内容のご案内」がお手元に未着の
場合ご記入不要です。

10

123456789

ユーザID（管理者用） xxxxxxxxxx

お申込済み、「ご利用内容のご案内」受領前

MySQLインストール済み

「ご利用内容のご案内」受領済み、ご利用開始前
※ご利用開始後、Bizメール＆ウェブ ビジネス上にWebコンテンツの作成をなさらないでください。
本サービスにて制作するホームページ公開時に、ご利用いただけなくなる場合があります。
※MySQL、WordPressのインストールを行わないでください。

ご利用中

※お客さまにてBizメール＆ウェブ ビジネス上にご作成されていたWebコンテンツは、ご利用いた
だけなくなる場合があります。
※MySQLインストール済みのお客さまには制作前にヒアリングさせていただく事項がございます
ので、下記にレ点を入れてください。

ホームページ制作更新サービス「制作更新プラン・制作のみプラン」申込書

　※下記をご承諾の上、レ点を入れてください。

太線枠内全項目を黒のボールペンでお書きください。

お申込年月日　【必須】 2014 2

NTTコミュニケーションズ株式会社の定める｢ホームページ制作更新サービス 重要事項に関する説明について｣｢IP通信網サービス契約約款｣「ホーム
ページ制作更新サービス利用規約」の内容を承諾の上、下記の通り申し込みます｡

申込書の「ホームページ制作更新サービス「制作更新プラン・制作のみプラン」申し込みに関する注意事項」の内容を承諾の上、下記の通り申し込みま
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。

「制作のみプラン」を申し込む 初期料金：　46,286円（税込）

Bizメール＆ウェブ ビジネス
お申込/ご利用状況

【必須】

お客様番号 Ｈ

内幸町○丁目○-○
ビル名等（ ××××ビル1F

ホームページ制作に関する
ご連絡先

担当者名 部課名

E-mail

事務連絡担当者と同じ
※右欄はご記入不要です。

電話番号
（日中連絡先）

ＦＡＸ

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

ご希望の際は、サーバーの設定方法をご選択くだ
さい。
SSL証明書の導入設定の完了後にホームページの
制作作業を開始するため、設定状況によっては納
期が遅くなる場合があります。
選択がない場合は「希望しない」となります。

お
客
さ
ま

対
応
部
門

申
込
受
付
部
門

記事欄

httpsでの作成を希望する
  ご自身でSSL証明書を取得し、設定を実施する

希望しない

千代田東京

お申込プラン　【必須】

100 0011

事務連絡担当者　【必須】
＜お申込に関するご連絡先＞

httpsでの作成希望

httpsでの作成を希望する
  NTTComで証明書を代行取得し、設定も依頼する
　※別途SSL証明書代行取得設定（オプション）をお申込みください

記入例
必ずチェックを
入れてください。

既にBizメール&ウェブ ビジネスのご利用内容
のご案内」がお手元に届いている場合はHか
ら始まるお客さま番号をご記入ください。お客
さま番号はご利用内容のご案内に記載されて
います。Bizメール&ウェブ ビジネス の新規お
申込みと同時にホームページ制作更新サービ
スをお申込みの場合は記入は不要です。

印

既にBizメール&ウェブ ビジネスのご利用内容
のご案内」がお手元に届いている場合はコント
ロールパネルのユーザID（管理者用）欄に記
載の文字列をご記入ください。Bizメール&ウェ
ブ ビジネス の新規お申込みと同時にホーム
ページ制作更新サービスをお申込みの場合は

ご希望のプランを選
択してください。

訪問オプションをご希望
の場合はチェックを入れ
てください。

ＴＥＬ ＦＡＸ

e-mail

所属

お名前

ＴＥＬ ＦＡＸ

e-mail

所属 組織区分

お名前

事務連絡担当者欄に記載いただ
いた内容と同じ場合はチェックを

申込者（加入者）のご住所は、Bizメー
ル＆ウェブ ビジネスと同一である必要
があります。

httpsで作成を希望され
る場合は、サーバーへの
証明書導入設定方法を
ご選択ください。



1.

2.

3.

年 月 日

〒 －
　※必ずご捺印ください

）

- ) 　

）

【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。

ホームページ制作更新サービス「制作更新プラン/制作のみプラン」申込書

　※下記をご承諾の上、レ点を入れてください。

NTTコミュニケーションズ株式会社の定める｢ホームページ制作更新サービス 重要事項に関する説明について｣｢IP通信網サービス契約約款｣「ホーム
ページ制作更新サービス利用規約」の内容を承諾の上、下記の通り申し込みます｡

申込書の「ホームページ制作更新サービス「制作更新プラン・制作のみプラン」申し込みに関する注意事項」の内容を承諾の上、下記の通り申し込みま
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。

太線枠内全項目を黒のボールペンでお書きください。

お申込年月日　【必須】

Bizメール＆ウェブ ビジネス
お申込/ご利用状況

【必須】

お申込済み、「ご利用内容のご案内」受領前

「ご利用内容のご案内」受領済み、ご利用開始前
※ご利用開始後、Bizメール＆ウェブ ビジネス上にWebコンテンツの作成をなさらないでください。
本サービスにて制作するホームページ公開時に、ご利用いただけなくなる場合があります。
※MySQL、WordPressのインストールを行わないでください。

ご利用中

※お客さまにてBizメール＆ウェブ ビジネス上にご作成されていたWebコンテンツは、ご利用いた
だけなくなる場合があります。
※MySQLインストール済みのお客さまには制作前にヒアリングさせていただく事項がございます
ので、下記にレ点を入れてください。

MySQLインストール済み

お客様番号
※「ご利用内容のご案内」がお手元に未着の
場合ご記入不要です。

Ｈ

ユーザID（管理者用）

ドメイン名　【必須】

申込者（加入者）　【必須】

フリガナ 印鑑

お名前

ご住所
都　道
府　県

市　区
郡

ビル名等（

事務連絡担当者　【必須】
＜お申込に関するご連絡先＞

担当者名 部課名

電話番号
（日中連絡先）

ＦＡＸ

E-mail

ホームページ制作更新サービス「制作更新プラン/制作のみプラン」　申込内容

お申込プラン　【必須】

「制作更新（基本）プラン」を申し込む
初期料金：　30,651円（税込）
月額料金：　 7,200円（税込）
※ホームページ公開月の月額無料、最低利用期間
は公開月から1年間です。

「制作のみプラン」を申し込む 初期料金：　46,286円（税込）

「訪問ヒアリング＆原稿作成代行オプション」の利用を希望する
※お申込いただけるエリアが限られています。以下ホームページよりご確認ください。
（http://www.ntt.com/business/services/cloud/rental-server/biz-hp/area.html）

オプション料金：　37,800円（税込）※訪問先が申込者（加入者）さまご住所と異なる場合は、訪問先ご住所をご記入ください。

〒  (

ビル名等（

E-mail

利用しない

ホームページ制作に関する
ご連絡先

担当者名 部課名

訪問オプション
ご利用希望

申
込
受
付
部
門

事務連絡担当者と同じ
※右欄はご記入不要です。

電話番号
（日中連絡先）

ＦＡＸ

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

お
客
さ
ま

対
応
部
門

httpsでの作成希望

httpsでの作成を希望する
  NTTComで証明書を代行取得し、設定も依頼する
　※別途SSL証明書代行取得設定（オプション）をお申込みください

ご希望の際はSSL証明書設定方法をご選択ください。
・httpsで作成の場合、SSL証明書を別途手配してサーバーへ設
定していただく必要があります。
・SSL証明書代行取得設定は「Bizメール&ウェブ ビジネス」のオプ
ションサービスです。
・SSL証明書の導入設定完了後にホームページの制作作業を開
始します。設定状況によっては納期が遅くなる場合があります。
・選択がない場合は「希望しない」となります。

httpsでの作成を希望する
  ご自身でSSL証明書を取得し、設定を実施する

希望しない

記事欄

印

ＴＥＬ ＦＡＸ

e-mail

所属

お名前

ＴＥＬ ＦＡＸ

e-mail

所属 組織区分

お名前



JP4-SG

□

FAX : 0120 - 047 - 824

FAX送信票
※お申込書等、送付の際にご利用下さい。

送付先： 金沢OCNサービスセンタ　ビジネスサービス担当　宛

ホームページ制作更新サービス
「制作更新プラン・制作のみプラン」申込書

※上記電話番号以外でご希望連絡先
 がございましたら、ご記入下さい。

FAX：

TEL： 0120-047-227 FAX： 0120-047-824

年 日

TEL： － －

お客様名（法人名）

ご担当者名

月平成

備考
(ご要望やお気付きの
点がございましたら、

ご記入下さい。)

－ －

送信枚数 (送信票含む） 枚

送付内容

（矢印の方向にお送り下さい。）

金沢OCNサービスセンタ
ビジネスサービス担当 行

〒920－0963
石川県金沢市出羽町4－1

TEL ： 0120-047-227 / FAX ： 0120-047-824
営業時間：9:00～17:00（土日祝祭日は除く）



・基本料金

・制作時のオプション料金（両プラン共通）

・制作更新（基本）プラン　更新（改変）時のオプションサービス

・制作のみプラン　更新（改変）時のオプションサービス

プラン名 初期費用（税込） 月額利用料（税込）

第5種ホスティングサービス ホームページ制作更新サービス
「制作更新プラン・制作のみプラン」申し込みに関する注意事項（１／２）

本ご案内は、第5種ホスティングサービス　ホームページ制作更新サービスのご利用料金、サービスのご提供条件及びご利用上の注意をご案内
しております。諸条件、注意事項につきましては、本紙に記載されておりますので、お読みいただきますようお願い申し上げます。

＜料金について＞
●本サービスのご利用料金は、以下のとおりです。

■サービスについて
＜お申し込みについて＞
●本サービスをご契約いただくには、別途「Bizメール＆ウェブ ビジネス」のご契約が必要です。
●制作するホームページの推奨ブラウザは、Internet Explorer8.0以上（互換モードは除く）、FireFox16.0以上、Google Chromeです。

46,286円

1ページ 5,400円作成ページ追加

制作更新（基本）プラン 30,651円

料金（税込）

7,200円
制作のみプラン

画像掲載数追加 1個 1,080円

サービス名 単位

表（10×10まで）掲載数追加 1個 1,080円
画像編集 1個 5,400円
画像のデジタル化 1個 5,400円
表作成（11×11以上） 1個 5,400円
フォトギャラリー制作 1個 21,600円
スライドショー制作 1個 10,800円
地図画像制作 1個 16,200円
訪問ヒアリング＆原稿作成代行 1回 37,800円

サービス名 単位 料金（税込）
ページ更新回数追加 1ページ 1,080円
デザイン変更回数追加 1回 5,400円
ページ追加 1ページ 5,400円
画像掲載数追加 1個 1,080円
表（10×10まで）掲載数追加 1個 1,080円
画像編集 1個 5,400円
画像のデジタル化 1個 5,400円
表作成（11×11以上） 1個 5,400円

料金（税込）
ホームページ更新

フォトギャラリー制作 1個 21,600円
スライドショー制作 1個 10,800円

1個 5,400円

地図画像制作 1個 16,200円

5,400円
画像掲載数追加　※1 1個

サービス名 単位

スライドショー制作　※1

1,080円

1回 23,143円

1個

表作成（11×11以上）　※1

1,080円

更新ページ数追加　※1 1ページ 1,080円

（※1　ホームページ更新に追加でお
申込みいただくサービスです。単独で
お申込みいただくことはできません。）

フォトギャラリー制作　※1 1個 21,600円

表（10×10まで）掲載数追加　※1

ページ追加　※1 1ページ

1個 5,400円

●本サービスの利用料金の他、別途「Biｚメール＆ウェブ ビジネス」の利用料金が掛かります。
●制作更新（基本）プランの月額利用料は、毎月1日から月末までの期間において計算し、日割り計算は行いません。
●作成したホームページを公開した日が利用開始日となり、基本プランにおいては利用開始日を含む月の翌月から月額料金が掛かります。ま
た、解約月には月途中の解約の場合においても1ヶ月分をお支払いいただきます。
●初回制作のページ数や更新回数は最大数となります。ページを作成しない場合や更新回数が最大数に満たない場合でも、料金の返還、制作
ページ数・更新回数の繰越しはできません。
●ご利用料金は、「Bizメール＆ウェブ ビジネス」の利用料金とまとめてお支払いいただきます。
●ご利用料金について支払期日を経過してもお支払いがない場合、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、 年14.5%の割合
で計算した額を延滞利息としてお支払いいただきます(支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合を除きます)。
●ご利用料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その額(消費税相当額を除きます)の2倍に相当する額に消費税を加算した
額を割増金としてお支払いいただきます。
●当社は、ご利用料金について支払期日を経過してもなおお支払いがない場合、本サービスを解除することがあります。

1個 10,800円

画像編集　※1
画像のデジタル化　※1 1個

地図画像制作　※1 1個 16,200円

5,400円

必ずご確認下さい



第5種ホスティングサービス ホームページ制作更新サービス
「制作更新プラン・制作のみプラン」申し込みに関する注意事項（２／２）

＜ご利用上の注意事項＞
●ホームページの内容あるいはその使用態様が、直接的間接的を問わず第三者の法的権利を侵害する等の理由により生じた紛争については、お
客さまが自己の責任と負担においてこれを解決し、当社はいかなる責任や負担も負わないものとします。
●当社は、本サービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失によってサービス
を提供しなかったときは、原則としてサービスを全く利用できなかった状態にあることを当社が認識した時刻から起算して、24時間以上その状態が連
続したときに限り、お客さまの損害を賠償します。この場合、その全く利用できなかった状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算（24時
間未満の端数は切り捨て）し、その日数に対応するご利用料金に限って発生した損害とみなして賠償します。

■解約について
●本サービスを解約される場合は、ホームページ
（http://www.ntt.com/business/services/cloud/rental-server/biz/apply/download.html）から「ホームページ制作更新サービス廃止申込書」をダウ
ンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、当社所定の送付先までご送付ください。
●解約希望日以降に「廃止申込書」が当社に到着した場合、もしくは廃止希望日が未記入の場合は、当社に到着した日をもって解約日とさせていた
だきます。
●本サービス解約後のホームページの表示や動作については、サポート対象外です。

＜違約金について＞
●本サービスの制作更新プラン（基本プラン）では、利用開始月から起算して1年間を最低利用期間とします。
●最低利用期間中にサービスを解約した場合、解約のあった月を含み最低利用期間の末日までの残りの月数について月額利用料の全額を、お客
さまに一括してお支払いいただきます。

■その他の注意事項
●ホームページ制作後は、お客さまのみにご覧いただける状態で仮納品します。仮納品の連絡翌日を含む5営業日以内を修正受付期間とし、修正
受付期間内にご連絡をいただけない場合、5営業日の修正受付期間の終了をもって本納品します。
●修正受付期間の翌日を含む5営業日の修正対応期間で修正を行い、修正完了後に本納品します。
●本サービスにおいて制作又は改変等されたホームページについての著作権は、お客さまご自身が当社に提供した文章及び画像、当社がお客さ
まのために新たに作成した文章ならびに当社が本サービスにおいて編集又は改変したお客さま提供コンテンツを除き、当社に帰属するものとしま
す。
●契約者が当社へ本サービスの解約の通知を行うことなく、「Bizメール＆ウェブ ビジネス」の解約を行い、その事実を当社が知りえた場合は本サー
ビスの契約を解除します。
●お客さまが利用規約及び契約約款の第5種ホスティング契約の規定に違反したとき、当社は本契約を解除することがあります。
●本サービスの詳細は、ホームページ（http://www.ntt.com/mw-hp/）に掲載しておりますので、ご確認ください。

【制作更新プラン（基本プラン）】
●お客さまにてWordPressのバージョンアップやプラグインの追加は行わないでください。
●更新については、リニューアル（レイアウトや配色等のデザイン変更）年2回、修正年24ページまでです。
●「簡単アクセス解析レポート」は、制作更新プラン契約者のみに提供します。アクセス解析情報は計測開始から最大3年間分ご覧いただくことがで
き、3年を超えた分は過去分から月単位で削除されます。制作更新プラン解約と同時に、アクセス解析情報は消去します。
●「簡単アクセス解析レポート」閲覧時の推奨環境は、Internet Explorer 8.0、FireFox16.0、Google Chromeです。
【制作のみプラン】
●納品後のホームページの表示や動作については、サポート対象外です。
●オプションサービス「ホームページ更新」では、リニューアル（レイアウトや配色等のデザイン変更）と4ページの修正を提供します。
●オプションサービス「ホームページ更新」をご利用いただくには、初期制作時、若しくは前回の「ホームページ更新」利用時からホームページの内
容を更新されていないことが条件です。お客さまにて更新された内容によってはご利用いただけない場合があります。

■制約事項
【共通】
●本サービスは、「テンプレート」をもとに、ホームページを作成・更新します。お客さまの持ち込みデザインには対応できません。
●ホームページ制作に関する原稿は、お客さまにてご用意いただきます。※2
●ホームページ制作に関するご相談ならびにご提案は、電話とメールでのご連絡にて対応します。ただし、ディレクションに関しては、原則電話での
対応です。※2
　（※2　「訪問ヒアリング＆原稿作成代行」（オプションサービス）利用時を除く。）
●対応言語は日本語のみです。
●ホームページの携帯電話及びスマートフォンでの動作については、すべての機種での動作を保証するものではありません。
●初回制作ページ数は最大8ページまで、ページ構成は3階層までです。
●画像は1ページ20点まで、表は10×10の表を1ページ5点まで掲載可能です。また、問合せフォームは1ページ1点まで、Googleマップについては1
ページ3点まで掲載可能です。
●本サービスでは、Bizメール＆ウェブ ビジネスの機能として提供されるWordPress、PHP、MySQLを利用してホームページの制作・更新を提供しま
すので。また、WordPressのプラグインの動作については保証いたしかねます。
●お客さまご自身によるホームページの更新範囲は、テキストの編集（追加、変更、削除）のみです。管理者用アカウントを使用してテキストの編集
以外の更新をされた場合、本サービスのサポート対象外となる場合があります。
●オプションサービス「訪問ヒアリング＆原稿作成代行」については、提供可能エリアをホームページ
（http://www.ntt.com/mw-hp/data/fee.html#daikou）でご確認ください。訪問については、ご希望の日時に2時間まで（平日のみ 10:00～18:00（最終
スタート時間 16:00））対応しますが、地域によっては時間帯をご相談させていただく場合があります。ホームページに記載する原稿は、当社担当者
がヒアリングのうえ作成します。
●本サービスでは、CGIプログラムの制作は行いません。
●本サービスを申し込まれた場合、「Biｚメール＆ウェブ ビジネス」の海外IPフィルタリング機能の、ウェブ[ポート番号：80/443] の設定を解除いたし
ます。該当ポート番号の設定を有効化する必要がある場合、お客さまご自身で設定をお願いいたします。その場合、海外IPアドレスが利用される検
索エンジン（Googleなど）にインデックスされなくなる場合がありますのでご注意ください。

必ずご確認下さい
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その他の個人情報

・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

・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

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。

（1）当社は、上記利用目的を達成するために必要な範囲内でお客さまの個人情報を、業務委託先に提供することが
あります。
（2）当社は、契約約款等に基づき電気通信サービスの料金等に係る債権をＮＴＴファイナンス株式会社に譲渡する
にあたり、当該料金債権の請求及び回収に用いるため同社に対し必要なお客さまの個人情報を提供いたします。
（3）前2項の場合において、当社は、個人情報保護法、電気通信事業法、その他の法令等の規定に従い、開示・提
供先として、個人情報の保護が十分に図られていることを確認したうえ、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。
（4）法令等に基づき裁判所・警察機関等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、以下のとおり、お客さまサービスの利便性向上のため、法人のお客さまに属する社員の方の個人情報を共
同利用いたします。
（1）共同して利用される個人情報の項目
氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス等）、所属組織名（会社名・団体名等）、その他、特定の個人を識別す
ることができる情報
（2）共同して利用する者の範囲
当社および当社のグループ会社
（3）共同して利用する者の利用目的
上記3記載の利用目的
（4）共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
（5）取得方法
上記2記載の方法

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。
　　

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

・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

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。
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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。

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ご契約につき1,000 円（税込 1,080円）※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せ先>

（Webによるお問い合わせ）
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。
（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ズ株式会社
お客さま個人情報問い合わせ窓口 宛て

※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。


