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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 行

ＯＣＮドットフォン オフィス オプションサービス申込書
＜転送・留守番サービス、番号非通知拒否サービス、国際電話利用休止＞

お申込日 ２０ 年 月 日

申込種別 050IP電話番号 ご利用のオプションサービス

□新規・追加

□廃止 050- -
□転送・留守番サービス

□番号非通知拒否サービス

□国際電話利用休止※2

□新規・追加

□廃止 050- -
□転送・留守番サービス

□番号非通知拒否サービス

□国際電話利用休止※2

□新規・追加

□廃止 050- -
□転送・留守番サービス

□番号非通知拒否サービス

□国際電話利用休止※2

□新規・追加

□廃止 050- -
□転送・留守番サービス

□番号非通知拒否サービス

□国際電話利用休止※2

●お申込内容

FAX到着確認用TEL

０１２０－５６２－２４０

ＦＡＸ ０１２０－５６１－５６９

【ご注意】
◆本申込書は、OCNドットフォンオフィス1契約ごとに1枚ご記入ください。
◆オプションサービスは、050IP電話番号ごとにご利用いただけます。
（「一般加入電話番号によるIP-IP着信」でご利用の一般加入電話番号ではご利用いただけません）

◆転送・留守番サービス・番号非通知拒否サービスは、ダイヤルインサービス（一般加入電話番号）とは同時にご利用いただけません。
◆転送・留守番サービス・国際電話利用休止は、050ダイヤルイン追加番号・050複数番号のみでもご利用いただけます。
◆番号非通知拒否サービスは、050ダイヤルイン追加番号・050複数番号のみではご利用いただけません。
必ず050IP電話基本契約番号と050ダイヤルイン追加番号・050複数番号との組合せでご利用いただくか、050IP電話基本契約番号のみでご利用いただくこととなります。

※1 お申し込み内容により開通案内書を発行させていただく場合がございます。開通案内書は現在ご登録のご契約者住所へお送りいたします。
※2 国際電話を利用される場合、ご利用される全ての050IP電話番号に国際電話利用休止の廃止をお申し込みください。

本申込書送付先：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
FAX番号： ０１２０－５６１－５６９ 受付時間：２４時間３６５日

FAX到着確認番号： ０１２０－５６２－２４０ 受付時間：９：００～１７：００（土・日・祝日・年末年始は除く）

枚目／ 枚中

●月額利用料

転送・留守番サービス 月額330円（税込）/1番号

番号非通知拒否サービス 月額330円（税込）/1基本契約番号 月額110円（税込）/1追加番号

国際電話利用休止※2 無料

●現在ご契約のお客様情報

OCNお客様番号 申込書管理番号 050IP電話基本契約番号

N - - 050 - -
※上記3項目の内、お分かりになるものは、全てご記入ください。（１つでも可）

※申込書管理番号とは『OCNドットフォン オフィス新規加入申込書』の下段中央に記載されている、英字から始まる番号です。

ご契約者名

フリガナ

ご契約者住所

※1

〒 －

お申込内容に関する
ご連絡先

※必ずご記入ください

部課名 ご担当者名 ご利用電話番号

TEL ： FAX ：

都道
府県

市郡
区

印

お申込者印
またはサイン

変更希望日時 ２０ 年 月 日 時

■ご注意
＜転送・留守番サービス、番号非通知拒否サービス＞
変更希望日時及びオフィス廃止希望日時は、弊社に本申込書が到着した日を起点に５営業日以降（到着日を含む）でご記入ください。
希望日時での変更・廃止ができない場合は弊社よりご連絡させていただきます。
希望時間は、９：００～１７：００の間でご記入ください。分の指定はできません。 変更は希望の時間帯での処理となりますのでご注意ください。
（例えば、１６時をご希望の場合、１６：００～１７：００の間で変更処理を行います。）

＜国際電話利用休止 ＞

本申込書の受付後、最短で処理
いたします。（変更希望日時をご
記入いただく必要はありません）

●販売担当者記入欄

代理店名

代理店コード

支店拠点コード
部課名・担当者名

代理店連絡先 ＴＥＬ （ ） － ＦＡＸ （ ） －
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記入例

① お申込日と申込書の枚数をご記入ください。

②

お客さま情報をご記入ください。

・OCNドットフォンオフィス新規お申し込みと同時にオプションサービスを新規申込いただく

場合は、申込書管理番号をご記入ください。

・OCNドットフォンオフィスご利用中にオプションサービスを新規・追加・変更申込いただく

場合は、OCNお客様番号と050IP電話基本契約番号をご記入ください。

③ 050番号ごとの申込内容をご記入ください。

④ 販売代理店情報をご記入ください。

・基本契約番号 ：050-****-1234に転送・留守番サービスと番号非通知拒否サービス
・050追加番号1：050-****-2345に転送・留守番サービスと番号非通知拒否サービス
・050追加番号2：050-****-3456に転送・留守番サービスと国際電話利用休止 以上を申込む場合

①

③

②

④
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転送・留守番サービス 『重要事項』のご案内

■ご提供条件等について
● 050番号1つにつき、本オプションサービスを1つご契約いただけます。
● 本オプションサービスをご利用いただくには、インターネットに接続し、ホームページを閲覧できる環境が必要となります。
● ダイヤルインサービス（一般加入電話番号）と同時にご利用いただくことはできません。

■料金について
● 本オプションサービスの月額利用料は、300円(税込330円)です。

＊ご契約いただいた月の月額利用料は無料です。
＊月途中に解約された場合、その月の月額利用料を全額お支払いいただきます。（日割は行いません）
＊ご契約いただいた月と同一月内に解約された場合は、その月の月額利用料を全額お支払いいただきます。

● 本オプションサービスの工事料は、050番号1つにつき500円（税込550円）です。
＊オプションサービスを契約する050番号において複数の工事（OCNドットフォン オフィスの新規又は変更、及びオプションサービスの契約）を同時に
行う場合、工事料は、050番号毎に、同時に行う工事（本オプションサービスの工事を含みます。）の工事料のうち最も高い工事料のみを適用します。

● 発信者から本オプションサービスをご契約の050番号までの通話料は発信者の負担、転送元（ご契約の050番号）から転送先までの通話料は転送元の負担と
なります。

■ご利用上の注意
＜転送・留守番共通＞

● 本オプションサービスのご利用にあたり、サービス設定用ホームページ及び本オプションサービスご契約の050電話番号から利用設定をしていただく必要が
あります。

● リモートコントロール（リモコン）機能を利用開始後、90日間以上ご利用がなかった時は、自動的にリモコン機能が停止となる場合があります。
● 本オプションサービスについての操作を電話機等から行う場合には、PB信号が送出できる機能が必要です。
● 電話機から行うカスタマコントロール（カスコン）機能は、本オプションサービスをご契約の050番号から利用設定をしていただく必要があります。

＜転送機能＞
● 転送先には発信者の電話番号が通知されます。
● 転送中にさらに着信があった場合は、本オプションサービスに係るOCNドットフォン オフィスの契約チャネルの範囲で転送します。
● 転送先の電話番号は正確に登録してください。転送先から申告があったときは、当社はその転送設定を解除する場合があります。
● 以下の番号は、転送先の電話番号として登録できません。

・事業者識別番号（0033など）からはじまる番号 ・1XY番号（104/115/117/177など）
・0120/0570などからはじまる番号 ・010/020/060からはじまる番号
・市内局番からはじまる番号 ・#からはじまる番号

● 転送先が一部の050IP電話対応機器をご利用の場合、正しく転送されないことがあります。詳しくは、本サービス販売担当者へお問い合わせください。
＜留守番機能＞

● メッセージの録音は、1件あたり180秒（3分）までです。
● メッセージセンタでお預かりできるメッセージ数は20件です。20件を超えるメッセージは録音されません。
● メッセージの録音から168時間（7日）経過した場合、メッセージは自動的に削除されます。

番号非通知拒否サービス 『重要事項』のご案内

■ご提供条件等について
● 050番号1つにつき、本オプションサービスを1つご契約いただけます。
● 050追加番号でご利用の場合は、本オプションサービスを利用する050追加番号での契約に加え、基本契約番号にも本オプションサービスのご契約が必要です。
● 本オプションサービスの設定を行うために、インターネットに接続し、ホームページを閲覧できる環境が必要となります。
● ダイヤルインサービス（一般加入電話番号）と同時にご利用いただくことはできません。

■料金について
● 本オプションサービスの月額利用料は、以下の通りです。

・基本契約番号：300円（税込330円）
・050追加番号 ：100円（税込110円）

＊ご契約いただいた月の月額利用料は無料です。
＊月途中に解約された場合、その月の月額利用料を全額お支払いいただきます。（日割は行いません）
＊ご契約いただいた月と同一月内に解約された場合は、その月の月額利用料を全額お支払いいただきます。

● 本サービスの工事料は、050番号1つにつき500円（税込550円）です。
＊オプションサービスを契約する050番号において他の工事（OCNドットフォン オフィスの新規又は変更、及び他のオプションサービスの契約）を同時に
行う場合、工事料は、050番号毎に、同時に行う工事（本オプションサービスの工事を含みます。）の工事料のうち最も高い工事料のみを適用します。

■ご利用上の注意
＜サービス共通のご利用上の注意＞

● 着信拒否できるのはご契約の050番号への着信に限ります。一般加入電話回線への着信については、本オプションサービスでは着信拒否できません。
● 公衆電話、国際電話からの着信は対象外です。
● 指定番号着信拒否機能で登録可能な電話番号数は30番号までです。
● 代表番号のみに本オプションサービスをご契約の場合、代表番号以外の050番号への着信は拒否されません。着信を拒否したい050番号毎に本オプション

サービスのご契約が必要です。
● 「一般加入電話番号によるIP-IP着信」をご利用の場合、一般加入電話番号にIP着信したときは、基本契約番号（050番号）の設定に基づいて、着信が

拒否されます。

国際電話利用休止 『重要事項』のご案内

■ご提供条件等について
● 050番号1つにつき、本オプションサービスを１つご契約いただけます。
● 050追加番号でご利用の場合は、当該050番号でのご契約が必要です。

■ご利用上の注意
● 国別、地域別での規制はできません。国際電話への発信を一律規制します。
● 国際電話からの着信については規制できません。
● 一般加入電話回線からの発信となる場合、本オプションサービス対象外です。
● 050追加番号等毎にご利用いただく場合、お客さまの宅内機器（IP電話対応機器/ビジネスホン/PBX等）から、050追加番号等を発信者番号として通知する

設定が必要です。
● ダイヤルインサービス（一般加入電話番号）をご利用の場合、ダイヤルイン追加番号（一般加入電話番号）からの国際電話への発信を一律に規制します。
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【重要事項 必ずお読み下さい】本申込書にご記入いただく個人情報の取り扱いについて

制定 2005年4月1日
最終改定 2019年10月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 庄司 哲也

当社は、クラウド、ネットワーク、セキュリティ、コンサルティング等のサービスを通じて、グローバル規模で社会の新たな価値創造や社会的課題解決に取り組んで
おります。このような企業活動における様々な場面で取扱う個人情報について、当社が適切に保護し取扱うことは、企業としての社会的責務であると考えております。
そのためお客さまの氏名・生年月日・住所・お申し込みのサービス内容など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り組みを実施してお
ります。

1. 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。

2. 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・ご要望内容などの正確な把握、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。

3. 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。

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など
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。

4. 当社は、お客さまの個人情報を適正に取り扱い、目的外利用を防止するため、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、改ざんおよび漏洩など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。

5. （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、契約約款などに基づき電気通信サービスの料金などに係る債権を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および回収

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、その他の法令などの規定に従い、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など必要かつ適切な措置を実施します。
（4）法令などに基づき裁判所・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。

6. 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・メールアドレスなど）、所属組織名（会社名・団体名など）、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または名称

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

7. お客さまが、お客さまの個人情報の開示、苦情および相談など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
対応します。なお、１ご契約につき1,000 円（税込 1,100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/about-us/hp/privacy.html（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、手続きをお願いします。

（お手紙によるお問い合わせ）
〒100-8019 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
お客さま個人情報お問い合わせ窓口 宛て

※必要記載事項およ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、必ず必要書類を合わせて上記窓口宛てお送りください。

※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。

8. 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。

9. 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ことがございます。
改定があった場合はWebサイトにてお知らせします。

当社は個人情報の取扱いを適切に行う企業として
プライバシーマークの使用を認められた認定事業者です。

お客さまのご利用いただく番号（050IP電話番号）ごとに、毎月「ユニバーサルサービス料」※をお支払いいただきます。

※「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス（ 「ユニバーサルサービス」とは電気通信事業法により「あまねく日本全国で提供が確保されるべ
き」と規定されているサービスです。）の提供を確保するためにご負担いただく料金のことです。
番号あたりの単価（月額）は、ユニバーサルサービス支援機関が6ヶ月ごとに算定し、ホームページ（http://www.tca.or.jp/universalservice/）で公表されて
います。

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・契約解除の通
知並びにそのほか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などの
送付を行うこと

・当社のサービスの改善また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

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


