
インターネット接続

受付時間 9:30～17:00

法人のお客さまお問い合わせ窓口 ［法人コンタクトセンター］

0120-106107
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。土・日・祝日・年末年始は休業とさせていただきます。

●複数の商品、サービスをご利用される場合には、お手元で計算され
た額と実際の請求額が異なる場合があります。  ●このパンフレットの
記載内容は2019年6月現在のものです。  ●OCNのサービス内容お
よび条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。  ●OCN
はNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。  ●記載されている
会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。  ●フリーダイ
ヤルのサービス名称とロゴマーク7はNTTコミュニケーションズの
登録商標です。
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Copyright © 2019 NTT Communications2019.064204600624ホームページ www.ntt.com/ocn-business/

法人向け OCNインターネットサービスに関するお問い合わせ先
お近くのNTTコミュニケーションズ販売代理店
または法人コンタクトセンターへ

おすすめする3つの理由
法人向け OCNインターネットサービス

Internet for
Business

お客さまのニーズに
ワンストップでお応え

トータルソリューション

最先端の技術と新たな
付加価値の提供

幅広い運用・
セキュリティサポート

国際的に
高く評価された

充実のサポート

「HDIサポートセンタ
国際認定」取得

24時間体制の
故障受付

国内最大級の
IPバックボーンに支えられた

高品質サービス

全伝送路・設備の
徹底した二重化

24時間体制の
ネットワーク監視

High quality
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国内最大級のIPバックボーンに支えられた高速・高品質のネットワーク環境を提供。
固定IPアドレス（IPv4/IPv6）を利用したインターネット接続、VPN、ウイルス・迷惑メール対策などのセキュリティ 対策をはじめとした各種ソリューションをワンストップで提供しています。

ビジネスに最適なインターネット接続、「まかせて安心OCN」なら見つかります。

光サービス 帯域確保型サービス

ビジネスの幅広いニーズに合わせて選択できる インターネット接続サービスをラインナップ

OCNでは国内最大級の IPバックボーンを運用しています。IP
バックボーン内の全伝送路・設備は徹底した二重化を実現。さら
に24時間体制でネットワークを監視し、つねに安定したスルー
プットのインターネット環境を提供します。

ヘルプデスク協会の「HDIサポートセンタ国際認定」を、インター
ネットサービスプロバイダーのサポートセンタとして世界で初め
て取得した「OCNサービスセンタ」が、24時間体制での電話や
メールによる故障受付など、充実のサポートを提供します。

OCNではつねに最先端の技術を取り込み、新たな付加価値をお
客さまに提供します。迷惑メールやウイルスなどのセキュリティ
対策や、DNSサーバーの運用など、お客さまのさまざまな課題
に、OCNがワンストップでお応えします。

中小企業から大企業まで、OCNではビジネスの幅広いニーズに
お応えできるインターネット接続サービスをラインナップ。
いち早くIPv6接続に対応し、サービスを拡充するなど、使いやす
さに配慮した最先端のインターネット環境をお届けしています。

IPバックボーンに支えられた
高品質サービス

国際的に高く評価された
充実のサポート

高い技術力を活かした
トータルソリューション

お客さまのニーズに応える
最先端のラインナップ

OCN 光 OCN光 「フレッツ」 スーパー OCN
イーサアクセス

スーパー OCN
バーストイーサアクセス

オプションサービス

インターネット
IPv4 IPv6

固定IPアドレスは
最大64個まで割り当て可能

サーバー設置による
メールやWeb利用に最適

メールサーバー Webサーバー

お客さま本社

OCN
OCN

(バックボーン完全二重化)

光回線光回線

インターネット
IPv4 IPv6

回線終端装置

ルーター
ルーター

お客さま本社

100Mbps/1Gbps/10Gbps/100Gbps

SLA適用によるすぐれた信頼性

●セキュリティサービス 　●VPNサービス 　●サーバー関連サービス   

ビジネス向けインターネット接続 国内最大級のOCNバックボーンに直結した高品質サービス

OCNが選ばれている理由は、ビジネスで安心して使える品質と 信頼性の高さ
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承認された固定IPアドレスからの
接続のみを許可することで、セ
キュアなインターネット接続を実
現できます。

アクセス制限を実施
メールサーバーやWebサーバー
など、インターネット上にサー
バーを構築するのに必要な固定
IPアドレスが最大64個まで払い
出しが可能です。

サーバー構築（IP8以上） インターネットVPNの構築

高速光回線による
ブロードバンド接続を一元的にご提供します
提供速度が上下対称で最大1Gbps高速光回線をOCNが一元的に提供。
画像や音声といった大容量データのやりとりなど、あらゆる用途でリーズナブルに使えます。

PC
ルーター 回線終端装置

OCNOCN 光
光回線

インターネット
IPv4 IPv6

OCNが光回線を一元提供
光回線まで一元的に提供するため、
手間なくご利用いただけます。

OCN 光

お客さまのニーズに応じたブロードバンドインターネット接続が
お選びいただけます

フレッツ
光ネクスト

マンション

ファミリー

プライオ/
ビジネス

NTT東日本・NTT西日本が提供する光回線を利用。提供速度が上下対称で最大1Gbpsのため、
画像や音声といった大容量データのやりとりをはじめ、あらゆる用途で使えます。

◆サービス提供イメージ

提供速度 IPアドレス数※1

最大
1Gbps/200Mbps/100Mbps 1/8/16個

区分

マンション

ファミリー

◆サービス提供イメージ

こんな用途に 

Ipsecによる暗号化技術を利用することで、高品質
な拠点間通信を実現。インターネット上でセキュア
なアクセス環境が構築できます。

◆セキュアな拠点間通信の構築◆固定IPアドレスを利用

区分

ギガマンション・スマートタイプ/
マンション・ギガラインタイプ

マンション・
スーパーハイスピード 隼

ギガファミリー・スマートタイプ/
ファミリー・ギガラインタイプ

ファミリー・
スーパーハイスピード 隼

プライオ1 プライオ10

マンション/マンション・ハイスピード

ファミリー/ファミリー・ハイスピード

ビジネス

N T T東日本 N T T西日本

OCN
インターネットインターネット

インターネットインターネット

OCN

＊回線終端装置はOCNからのレンタルとなり、「OCN 光」利用料に含まれます。
ルーターなどは別途お客さまでご用意いただくか、OCNのレンタルオプションをご利用ください。

OCN

PC ルーター※2 回線終端装置

OCN光ネクスト インターネット
IPv4 IPv6

OCN 光 OCN光 「フレッツ」

提供速度 IPアドレス数※１

最大
1Gbps/

200Mbps/
100Mbps

1/8/
16/32/
64個

月額定額利用料
ファミリーIP1（2年割コース）の場合 13,700円（税抜）

光ネクスト利用料 定額利用料

＊NTT東日本・NTT西日本の光ネクスト利用料、回線終端装置利用料などが必要となります。
＊月額定額利用料の他に初期費用が必要です。詳しくは弊社営業担当者にご確認ください。

※2)ルーターは別途お客さまでご用意ください。

※１）動的にIPアドレスを割り当てる「for VPN」プランもあります。

固定IPアドレス払い出し（for VPN除く）

固定IPアドレス払い出し（for VPN除く）

＊OCN 光の固定IPメニュー（IP1/IP8/IP16）を対象とします。  ＊24カ月単位での継続利用をお約束いただくことにより、ご契約中の月額利用料金か
らファミリーは1,000円（税抜）、マンションは650円（税抜）を減額します。  ＊解約のお申し出がない限り、24カ月ごとの自動更新となります。  ＊当
割引サービスをご利用いただくには、お申し込みが必要となります。(本サービスに係る料金は発生しません)   ＊利用開始日は以下のとおりとしま
す。  ●光回線と同時申し込み：回線の利用開始日より減額  ●単独申し込み：2年割適用開始日より減額  ＊契約満了翌月と翌々月の2カ月間を契
約内容見直し期間とします。それ以外の期間において解約される場合、違約金が発生します。  ＊違約金は残余期間に関係なく、一定額を請求させ
ていただきます。（ファミリー10,000円（不課税）/マンション6,500円（不課税））  ＊2年割コースのプラン間で変更を行う場合、違約金は発生しませ
ん。この場合、起算日は引き継ぎます。

2年割コース（2年自動更新型割引）長期ご契約のお客さまにおトクな料金でご利用いただけるコースを準備しています。
＊月額定額利用料のほかに初期費用が必要です。詳しくは弊社営業担当者にご確認ください。  

※１）動的にIPアドレスを割り当てる「for VPN」プランもあります。

月額定額利用料
ファミリーIP1の場合 9,800円（税抜）
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VPNサービス

OCN回線サービス
対応回線およびご利用料金に
つきましてはホームページ
（www.ntt.com/ocn-business/）
でご確認ください。 

OCNビジネスパックVPN VPN機器 レンタル 

導入工事 （機器設定・工事） 

保守 サポート 

専用線と同等のセキュリティを確保したプライベート
ネットワークを、経済的に構築できるインターネット
VPNサービスです。VPN機器の導入から保守サポート
までをワンストップで提供します。

高品質なインターネット接続を実現する
帯域確保型サービス

スーパー OCN
イーサアクセス

国内最大級のOCNバックボーンに直結。帯域確保され安定した高
品質サービスを、従量料金方式のイーサネットで利用可能です。
100Mbps、1Gbps、10Gbps、100Gbpsの4つのメニューから
選択でき、通常期の通信コストを抑えつつ、一時的なバーストトラ
フィックにも柔軟に対応したいお客さまのニーズにお応えします。  

ネットワーク混雑時でも一定以上の帯域を確保しつつ、スーパー
OCN イーサアクセスと比べて非常に経済的な定額料金を実現。
中小企業はもちろん、官公庁、地方自治体、大学、大企業のイントラ
ネット/エクストラネットの構築まで、あらゆるシーンにおいて高速で
信頼性の高いインターネット接続環境を提供します。

スーパー OCN 
バーストイーサアクセス

100Mbps、1Gbps、10Gbps、100Gbps

スタティック/BGP

専用ヘルプデスクの設置

提供メニュー

アクセスタイプ

サポート

課金方式

提供エリア

スーパーOCN イーサアクセス

回線終端装置

お客さまデータセンターなど

ルーター

OCN

イーサアクセス
最大100Gbps

(帯域確保)

OCNバックボーン
直結の

高スループット

SLA適用による
すぐれた
信頼性

OCN収容
ルーター

スーパーOCN バーストイーサアクセス

回線終端装置

社内LANシステムなど

ルーター

イーサアクセス
最大1Gbps

（100Mbps帯域確保）

OCN収容
ルーター

オプションサービス 
セキュリティサービス 総合的なインターネットのセキュリティ対策を実現

設備の保有・準備も不要で、運用・管理を含めてすべてOCNへアウトソーシング可能

サーバー関連サービス 

OCNセキュリティゲートウェイ 

レンタルで提供するUTM機器で不正侵入検知・遮断、ウイルス対策、迷惑メール対策、
有害サイト対策などお客さまのニーズに合わせたセキュリティ対策を実施。 

ウイルスメール対策 Webウイルスチェック URLフィルタリング

URLフィルタリング

不正アクセス検知

ウイルス対策 スパイウェア対策 

迷惑メール対策

ウイルスバスタービジネスセキュリティ（月額版） 

トレンドマイクロ社の「ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス」による
統合管理型エンドポイントウイルス対策を提供。 

OCN IWSaaSサービス 

OCN DDoS対策サービス 

クラウド上にあるトレンドマイクロ社のサーバー
設備を利用し、セキュアなWebアクセスを可能に。  

ウイルス対策（Web） URLフィルタリング

※1）Unified Threat Management:複数のセキュリティ機能を統合した機器

専用WEBポータルによる
一元管理が可能

OCNバックボーン上にDDoS対策装置を設置し、
インターネットからの各種攻撃を制限。 

DNSサーバーの運用をアウトソーシング

DNSサービス 

 不正サイト接続ブロック

DDoS検知機能・
通知機能

DDoS
緩和機能

パケット
フィルタリング機能

レポーティング
機能

＊月額定額利用料のほかに初期費用が必要です。
詳しくは弊社営業担当者にご確認ください。

全国 (詳細は弊社営業担当者まで
お問い合わせください。)

IPv4/IPv6
お客さまのネットワークプランに応じ割当 
（JPNICに準拠、非CIDRアドレス持ち込み可）

95％タイル  
詳しくはホームページをご覧ください。

ルーティング
プロトコル

IPアドレス
割当数

NTT Comタイプ、
NTT東日本・NTT西日本ワイドタイプ、
電力系タイプ、ハウジングタイプ

100Mbps、1Gbps

IPｖ4：最大256個　IPv6：/48　280個

スタティック

専用ヘルプデスクの設置

全国 (詳細は弊社営業担当者まで
お問い合わせください。)

100Mbpsプラン：10Mbps
1Gbpsプラン：100Mbps

提供メニュー

確保帯域

サポート

提供エリア

IPアドレス
割当数

ルーティング
プロトコル

最新の
セキュリティ対策を
安価に提供

クラウド型
ゲートウェイ
セキュリティ
サービス

UTM※1による
総合的な

セキュリティ対策

光やADSLのアクセス回線とVPN機器のレンタル・保守サポートをワンストップで提供

DNSサーバー（プライマリDNS、セカンダリDNS）の運用・管理をOCNにアウトソーシングが可能。

クラウドサービスで
安価・簡単にスタート

マルチデバイス対応 

インターネット
IPv4 IPv6


