
＊ 上記以外のサービスの廃止をご希望の場合は、各々のサービスの廃止申込書にてお申込ください。

＊

お客さまへ 申込書は以下へ送付ください。

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）

ＯＣＮ　光「フレッツ」　forVPN　アクセスライン：「Ｂフレッツ」

NTTコミュニケーションズ株式会社 

ビジネスパックＶＰＮ等の付加機能サービスをご利用中の場合は、本申込書で廃止処理を承ることができま
せん。付加機能サービスの廃止申込書を合わせて送付ください。

ＨＰ用

オープンコンピュータ通信網サービス

廃止申込書

ＯＣＮ　光「フレッツ」　ＩP1/IP8/IP16/IP32/IP64 　アクセスライン：「フレッツ　光ネクスト」

OCN　ADSLアクセス「フレッツ」プラン　for　VPN

ＯＣＮ　光「フレッツ」　IP1/IP8/IP16　アクセスライン：「フレッツ・光プレミアム」

OCN　ISDNアクセス　IP1/IP8 「フレッツ」プラン

ＯＣＮ　光「フレッツ」　forVPN　アクセスライン：「フレッツ・光プレミアム」

ＯＣＮ　光「フレッツ」　IP1/IP8/IP16/IP32/IP64　アクセスライン：「Ｂフレッツ」

OCN　ADSLアクセス　IP1/IP8/IP16 「フレッツ」プラン

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。

OCN　ISDNアクセス「フレッツ」プラン　for　VPN
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＜ご注意ください＞

＊ 廃止希望年月日の扱いについて

・ 廃止に際しては、廃止希望日の５営業日前までのお申込みが必要となります。過去の日付は受付できません。 
・ ご指定いただく廃止希望年月日にて通信が停止しますので、OCNメールアドレスをご利用のお客さまはすべてのメールを受信してください。
・

＊ NTT東日本・NTT西日本が提供するフレッツサービスの廃止についてはNTT東日本・NTT西日本へ直接お申込みください。
＊ 本契約回線にて独自ドメインを利用されていたお客さまは、【ドメイン情報】にてOCN契約廃止後のドメインの扱いをお知らせください。
＊ 本契約回線で、ご利用されていたIPアドレスは、廃止希望日をもって弊社からJPNICへ返却申請処理を行います。
＊ 最低利用期間は１ヶ月です。ご利用開始から１ヶ月未満での廃止をお申込みの場合は、定額利用料に関して１ヶ月分を申し受けます。
＊

＊

※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。 

1.

2.
3.

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。

廃止する契約のお客さま番号をご記入下さい。

※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。

＊「有」の場合、関連契約の変更申込みが必要となる場合があります。関連契約の変更申込書は
　契約毎に提出いただきます。
 ＊関連契約の廃止を希望される場合は、別途、廃止申込書の提出が必要となります。関連契約の
　廃止申込書は契約毎に提出いただきます。 

＊ビジネスパックＶＰＮ等の付加機能サービスをご利用中の場合は、本申込書で廃止処理を承ることができません。 

　付加機能サービスの廃止申込書を合わせて送付ください。 

他のＯＣＮサービスへ移行する ）

）

ＯＣＮ以外のサービスへ移行する

） ）

）

当面利用予定なし

）

その他（ ）

アンケートにご協力いただきまして誠にありがとうございました。

廃止アンケート

サービス名（

《申込みにおける確認事項》
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。
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。
「プライバシーポリシー(https://www.ntt.com/privacy/)」の内容を承諾します。

廃止理由（

※OCN廃止後のご予定と廃止理
由をお聞かせください。

（該当するものにチェックをお願い
します）

⇒サービス名（

移行理由（

会社名（

移行理由（

オープンコンピュータ通信網サービス　廃止申込書 ＜第６種フレッツサービス＞対応

　廃止希望年月日

廃止希望年月日を過ぎると、お申込みの取消しができませんのでご注意ください。（改めて申込みいただく事となりますので、ご利用いただいていたOCN
メールアドレスを継続してご利用いただく事はできません）

長期継続利用割引サービスの期間満了前に廃止をお申込みの場合は、残余期間に応じた違約金を申し受けます。 また、長期継続利用割引サービスご利用
の場合で、最低利用期間内に解約された場合、長期継続利用割引サービスの違約金と最低利用期間の違約金を比較し、高額の方を適用いたします。
NTTコミュニケーションズでは、お客さまから「OCNについてご不満に思われたこと」をお聞かせいただき、今後のサービス改善に役立てるため、廃止アンケート
を実施しております。何卒、ご協力の程お願い申し上げます。なお、ご記入いただきました内容は、今後のサービス向上の参考とさせていただくものであり、他
の目的での使用は一切いたしません。

　お申込年月日

廃止する
お客さま番号

関連する契約
の有無確認

N

◆廃止する契約とは別に同一のﾄﾞﾒｲﾝ名で利用中のOCN契約回線、
　或いは、OCNﾎｽﾃｨﾝｸﾞ契約の有無をご記入ください。

有

無

＜ご注意＞ 必ず、次ページへもご記入いただき、あわせてご提出ください。 
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【お客さま情報】

〒

〒

【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。

法人 国・地方自治体 業務用

個人 外国公館等
Com第一法人 Com第二法人 Com第三法人 Com第四法人 Com第五法人
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

ご住所
市区
町村

都道
府県

フリガナ

宛先
（20文字以内）

丁目
番地

ビル
名等

字名

字名

ビル
名等

E-Mail

※必ずご捺印ください。

ＦＡＸ

フリガナ

お名前

市区
町村

申込者（契約者）

＜お申込みに関するご連絡先＞

事務担当者

所属

※OCNにて登録されているお申
込者名、ご住所をご記入くださ
い。

電話番号

担当者名

部課名

丁目
番地

大字
通称名

名前

ご住所
都道
府県

大字
通称名

記事欄

ＦＡＸＴＥＬ ＦＡＸ ＴＥＬ

E-mail E-mail

請求書送付先に変更なし
右のとおり

請求書送付先

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

組織区分

お
客
さ
ま
対
応
部
門

本申込書で口座振替等のお支払
い方法についての変更はできま
せん。

申
込
受
付
部
門

所属

名前

独自ドメインをご利用のお客さまは、【ドメイン情報】についても記入いただき、あわせてご提出ください。 
（『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、独自ドメイン以外を利用のお客さまは不要です。） 

印 
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【ドメイン情報】
独自ドメインをご利用のお客さまは廃止後のドメインの扱いについて記入ください。
（『ADSLｱｸｾｽIP1「ﾌﾚｯﾂ」ﾌﾟﾗﾝ』、『光ｱｸｾｽIP1「Bﾌﾚｯﾂ」ﾌﾟﾗﾝ』等、独自ﾄﾞﾒｲﾝ以外を利用のお客さまは記入不要です）
廃止される本契約回線でご利用(接続)されていたドメイン(複数ある場合は、その全てのドメインについて)の今後の取り扱いについて、
ドメイン毎に下表へ記入ください。

■ＯＣＮで管理しているドメインの注意事項

　・ＯＣＮではドメインの維持管理のみのサービスは行なっておりません。
　・今回、廃止されるご契約にて管理している全てのドメインにつきまして、以下のいずれかの手続きが必要となります。
　・手続き期間中にドメインの有効期限を迎えた場合には、ドメイン更新料を請求させていただきますので、お早めにお手続きをお願い致します。
　　ドメイン更新料   JPドメイン：3,780円（税込）    .com/.net/.orgドメイン：5,292円（税込）
　・本契約廃止日から一定期間経過してもお手続きが行われない場合には、IP通信網サービス契約約款、またはOCN.comドメイン登録サービス利用規約に
　　基づき、OCNから該当ドメインの廃止処理を実施させていただきます。
　　ドメインの廃止に伴い発生した紛争、損害について、一切の責任を負いませんので、予めご了承下さい。

カスタマサポートデスクは、現在ＯＣＮサービスご利用中のお客さま向けとなります。
廃止されるドメインを運用されていたＯＣＮサービスを既に解約いただいている場合は、書面でのお手続きになることを予めご了承ください。
下記ＵＲＬより各種書式をダウンロードいただき、必要事項のご記入・ご捺印の上、郵送にて下記住所までお送りください。
なお、必要書式や書式記載方法等についてご不明な点がございましたら、下記OCNサービスセンタにお問い合わせください。

書式ダウンロードＵＲＬ：http://www.ocn.ne.jp/business/ni/download.html

※ドメイン種別によって、書式が異なりますのでご注意ください。

本契約廃止後の
ドメインの取扱い

下記「本契約廃止後のドメインの取扱い」
の記載方法

注意事項・必要な手続き

廃止する 「該当のドメインを廃止する」を選択

■本契約廃止日以降に該当のドメインが廃止される事。及び下記注意事項
に承諾していただきます。

【注意事項】
(1)本契約の契約名義とドメイン登録名義が異なる場合にはドメイン登録者と
同意の上、お申込み下さい。
(2)OCNからのドメイン廃止に伴い、発生した紛争、損害等に関してOCNは一
切の責任を負いません。
(3)ドメイン廃止後の復活には対応いたしません。
(4)ドメイン廃止完了までに有効期限を迎えた場合、ドメイン更新料をお支払
いいただきます。

他の指定事業者へ
変更する

「他の指定事業者へ変更する」を選択

指定事業者変更（OCN→他社指定事業者）

該当ドメインを他の事業者へ移管される場合には、早急に移行先の事業者
へお手続きを行ってください。移行先事業者からドメイン移管の連絡が届き
次第、移管の承認をいたします。

※gTLDドメイン
(.com/.net/.org)の場合
でNTTコミュニケーショ
ンズドメイン登録サービ
ス」に移管する場合も

含む

.com/.net/.orgドメインの継続利用
弊社で代行登録した.com/.net/.orgドメインのみ、「NTTコミュニケーションズ
ドメイン登録サービス」に移行することが可能です。

http://www.ocn.ne.jp/business/ni/download.html
上記URLから「.com/.net/.org継続利用申込書」をダウンロードしていただき、
必要事項を記入、押印のうえ原本をご郵送ください。
※郵送先については、上記URLの「申請書式送付先」をご確認ください。

他のＯＣＮ契約回線へ
ドメイン管理を移行する

「他の弊社サービスへドメイン管理を移行する」
を選択 移行先お客さま番号を記入

[参考URL]
http://www.ocn.ne.jp/business/ni/download.html#13
上記URLから「ドメイン管理ＯＣＮ契約変更申請書」をダウンロードしていただ
き、必要事項を記入のうえ、メール添付またはFAXにてご送付ください。
※送付先につきましては、上記URLの「申請書式送付先」をご確認ください。

【ご注意】
１．独自ドメインをご利用できるサービス以外への移行や既にご利用の第5種
メール&ウェブビジネスには移行できません。
第5種メール&ウェブビジネスを新規でお申込みいただき、該当のドメインをご
利用される場合は移行可能です。
２．他のOCNサービスへ移行されるにあたり、ドメインを他の名義にされる場
合は、OCNセンタへご相談ください

4/5



（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

ご利用ドメインが ４個を超える方は、このシートを複写しご記入ください。

　

 他の指定事業者へ
 変更する

本OCN契約廃止後のドメインの扱い（いずれかに「レ」にてチェックください）

　　　　　移行先お客さま番号

他のＯＣＮ契約回線へ
ドメイン管理を移行する。

 該当のドメインを
 廃止する

他のＯＣＮ契約回線へ
ドメイン管理を移行する。

 他の指定事業者へ
 変更する

 該当のドメインを
 廃止する

 該当のドメインを
 廃止する

他のＯＣＮ契約回線へ
ドメイン管理を移行する。

　　　　　移行先お客さま番号

　　　　　移行先お客さま番号
 該当のドメインを
 廃止する

他のＯＣＮ契約回線へ
ドメイン管理を移行する。

2
 他の指定事業者へ
 変更する

記
入
例

 他の指定事業者へ
 変更する

 該当のドメインを
 廃止する 　　　　　移行先お客さま番号

1

本OCN契約で
ご利用中のドメイン名

example.co.jp

ＦＡＸ

郵送先

〒920-0963
石川県金沢市出羽町4-1 4F

NTTコミュニケーションズ株式会社
金沢OCNサービスセンタ

ビジネスサービス担当 NIグループ行

０１２０－０４７－８２４

　各種書式送付先

他のＯＣＮ契約回線へ
ドメイン管理を移行する。

　　　　　移行先お客さま番号

4
 他の指定事業者へ
 変更する

3

レ 
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