重要事項に関する説明について
■IP通信網サービスのご利用にあたっては、電気通信事業法第26条（提供条件の説明）を鑑みた、この
「重要事項に関する説明について」の内容を十分にご理解の上お申込みください。

【第6種オープンコンピュータ通信網サービス一覧表① 】

コース1

プラン1

SMSあり

［スタンダード ｄ 3G］

［IP1個］

SMSなし

タイプ５

コース1の２

プラン1

SMSあり

［OCNモバイル］

［M2M 100k d 3G］

［IP1個］

SMSなし

コース3

プラン1

SMSあり

［スタンダード d LTE］

［IP1個］

SMSなし

１GBコース

3G／LTE

プラン

カテゴリー1

SMSあり
SMSなし

（固定IP)

3GBコース

3G／LTE

プラン

SMSあり
SMSなし

７GBコース

タイプ6
［OCNモバイルONE

3G／LTE

プラン

for Business］

SMSあり
SMSなし

200kbpsコース

3G／LTE

プラン

SMSあり
SMSなし

30MBプラス
コース

3G／LTE

プラン

SMSあり
SMSなし

※固定IPアドレスの数は１つです。
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重要事項に関する説明について
【第6種オープンコンピュータ通信網サービス一覧表 ②】
コース1 ［スタンダード d 3G］

SMSあり
SMSなし

コース1-2 ［M2M 100k d 3G］

SMSあり
SMSなし

タイプ５ ［OCNモバイル］

コース２ ［スタンダード 共通ID d 3G］
[M2M １０万パケット d 3G]
[M2M ２０万パケット d 3G]
[M2M ３０万パケット d 3G]
[M2M 100k 共通ID d 3G]
コース3 ［スタンダード d LTE］

SMSあり
SMSなし

SMSあり
SMSなし

コース４ ［スタンダード 共通ID d LTE］
[M2M １０万パケット d LTE]
[M2M ２０万パケット d LTE]
[M2M ３０万パケット d LTE]

ゼロ

コース

共通認証

SMSあり
SMSなし

SMSあり
SMSなし

カテゴリー3

スタンバイ
コース

（動的IP)

共通認証

SMSあり
SMSなし

１GB

コース

個別認証／共通認証

SMSあり
SMSなし

3GB

コース

個別認証／共通認証

SMSあり
SMSなし

タイプ6

７GB

コース

個別認証／共通認証

［OCNモバイルONE for Business］

SMSあり
SMSなし

200kbps コース

個別認証／共通認証

SMSあり
SMSなし

30MBプラス
コース

個別認証／共通認証

SMSあり
SMSなし

３ＧBテレワーク
スタートパック
（１年）コース

共通認証

７ＧBテレワーク
スタートパック
（１年）コース

共通認証

SMSあり

SMSあり
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重要事項に関する説明について
事業者の名称
登録番号（電気通信事業者）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
第235号

■品質
第６種オープンコンピュータ通信網サービス一覧に定めるタイプ毎に以下に規定します。
株式会社ＮＴＴドコモの提供するＦＯＭＡ／Ｘｉネットワークをご利用の場合
・本サービスではアクセスラインに株式会社ＮＴＴドコモの提供する「ＦＯＭＡ／Ｘｉネットワー
ク」を使用しているため、表示速度については「ＦＯＭＡ／Ｘｉネットワーク」規格上の最高速
度であり、またネットワークを複数のお客様で共有するサービスであることから品質については
ネットワークの混雑状況や電波状況により低下する場合があります。
・ネットワーク工事等により通信が切断されることがあり、インターネットへの接続を常時保証・確
保するサービスではありません。
・ネットワークの混雑状況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。
また、特にご利用の多いお客様（当日を含む直近３日間のデータ通信料が約１GB以上）は、
それ以外のお客様と比べて通信が遅くなることがあります。
テレワーク･スタートパックをご利用の場合
・本サービスで提供しているWebフィルタリング機能はシマンテック コーポレーションの提供する
「Symantec Web Security Service」を使用し、当社が定めるフィルタリングポリシーにより特定の
Webサイトへのアクセス制限等を行います。
・Webフィルタリング機能はメンテナンス等によりその機能を提供できない場合があり、インターネット
への接続やその品質を保証するものではありません。
また、輸出規制国及び米国等による経済制裁対象国、地域からのアクセスが制限される場合があります。
・一部アンチウィルスソフトの影響でWSSが正常に動作しない場合があります。
■高額利用割引について
・適用の対象は、次のとおりとします。
「第２種オープンコンピュータ通信網サービス」・「第３種オープンコンピュータ通信網サービス」・
「第５種オープンコンピュータ通信網サービス」・「第６種オープンコンピュータ通信網サービス」及
び当社の他の電気通信サービスに係る契約により構成されるものとし、契約約款 料金表（高額利用割
引）において、当社が別に定めるものを除きます。
・高額利用割引は、割引対象サービスのご利用料金が１契約で月額１００万円（税込１１０万円）を超える
場合は自動的に適用され、新たなお申し込みは不要です。
・同一名義で複数の割引対象サービスのご利用料金金額が月額１００万円（税込１１０万円）を超える場合
は別途お客様からのお申し込みをもって適用いたします。
・高額利用割引のご利用に際してご契約名義は同一名義に限定いたします。また「付加機能利用料」「工
事費」「申請手数料」「ドメイン維持管理料」・「機器使用料」は割引対象外です。
・「長期継続利用割引」及び「プレミアプラン」と高額利用割引の併用は出来ません。
■最低利用期間
・テレワーク･スタートパックについてはサービスを提供した日から起算して１年間となります。
最低利用期間内に本サービスを解除された場合には、違約金として1,000円を、当社が定める期日まで
に一括してお支払い頂きます。
■利用停止
当社は、契約者が料金その他の債務をお支払い頂けないとき、契約者の義務規定に違反したとき等、
約款の規定に反する行為があった場合に当社が定める期間、ＩＰ通信網サービスの一部又は全部の利用
を中止することがあります。
■利用中止
・当社は次の場合には、ＩＰ通信網サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。この場合、
あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
-当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
-契約約款第26条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき
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重要事項に関する説明について
■契約の成立
・契約約款に基づく契約の成立は、お客様からお申込を頂いた日をもって成立するものとさせていただき
ます。ただし、そのお申込に不備がある場合や契約約款に定める「当社が承諾しない場合」に該当する
場合はお承り出来ないことがございます。
・お承りのご連絡は、ご利用開始日前に郵送する『ご利用内容のご案内』をもって代えさせていただきます。
■契約の解除
・契約者が次のいずれかに該当する場合、当社は契約を解除することがあります。
-料金その他の債務について、支払期限を経過してもなおお支払いいただけないとき
-次項に定める契約者の義務の規定に違反したとき
■契約者の義務
・契約者には次のことを守っていただきます。なお、契約者がこれらの規定に違反して電気通信設備を亡
失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用
を契約者に負担していただきます。
-故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わな
いこと
-当社がＩＰ通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がＩＰ通
信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
-当社がＩＰ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
-アクセス回線二重化を行う場合において、２の加入者回線等又は契約者回線を同時に使用する通
信を行わないこと
-他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害
する態様でＩＰ通信網サービスを利用しないこと
・なお、次項に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみな
します。
■ＩＰ通信網サービスにおける禁止事項
・契約者はＩＰ通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
-他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害する行
為または侵害するおそれのある行為
-他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
-他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
-（詐欺、業務妨害等の）犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
-わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
-無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為
-ＩＰ通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
-他人になりすましてＩＰ通信網サービスを利用する行為（偽装するためにメールヘッダ等の部分
に細工を行う行為を含みます。）
-有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
-本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信
する行為及びボイスモードに係る通信をする行為
-本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行
為及びボイスモードに係る通信をする行為
-当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
-その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
-その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
■譲渡
・利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。利用権の譲渡の承認を受けよう
とするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりＩＰ通信網サービス取扱所にご請求下さい。
・利用権の譲渡があったときは、譲受人は契約者（譲渡人）の有していた一切の権利及び義務を承継します。
・譲渡手続に関する料金として１の契約ごとに800円(税込8８０円)をお支払いいただきます。
■承継・改称
・相続または法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続
する法人若しくは合併により設立された法人または分割により設立された法人は、当社所定の書面に
これを証明する書類を添えて所属ＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
・ 契約者の地位の承継が二人以上になる場合等は所属ＩＰ通信網サービス取扱所にお問合せ下さい。

4

重要事項に関する説明について
■料金の請求、支払方法及び支払期限
・契約者は料金及び工事に関する費用を、当社が定める期日までに、当社が指定するＩＰ通信網サービ
ス取扱所または金融機関等でお支払い下さい。
・料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順にお支払い下さい。
■月額料金の日割計算
・IP通信網サービスについて、料金月の初日以外の日に利用開始、品目等の変更及び契約の解除があった
場合は、月額で定める利用料金及び使用料を日割します。ただし、次に掲げる月額料金は日割しません。
-モバイルアクセスの利用の場合の定額利用料の加算額
-テレワーク･スタートパックの定額利用料
・その他、料金の請求についての詳細は所属ＩＰ通信網サービス取扱所にお問合せ下さい。
■損害賠償
・当社は、当社の原因により本サービスを提供しなかった場合は、当社が知っ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、契約者の損害を賠償します。
・また、当社が、当社の提供区間及び特定事業者の提供区間を合わせて料金設定を設定している場合
で、その特定事業者の原因によりサービスを提供しなかった場合も同様とします。ただし、特定協
定事業者が自社の契約約款及びその料金表によりその損害を賠償する場合は、この限りではありま
せん。
・損害賠償の額は、サービスが利用できなかった状態を当社が知った時刻以降２４時間ごとに日数を計
算し、その日数に対応する本サービスの料金の合計額に限って損害を賠償します（詳しくはＩＰ通信
網サービス契約約款 共通編第38条・別冊第98条を参照ください。）。
・ただし、国際ローミングサービスの国際パケット通信料、およびSMS通信料（本邦から外国の電気通信
事業者の提供する電気通信サービスの提供区域に送信するもの、又は国際ローミング事業者の提供する
電気通信サービスの提供区域から送信するものに限ります。）については対象外となりす。
（詳しくはＩＰ通信網サービス契約約款 別冊第98条を参照ください）
■免責
・当社は、本サービス提供に係わる設備、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事において、契
約者に関する土地、建物、工作物等に損害を与えた場合で、やむをえない理由があった場合は、その損
害の賠償を行ないません。
・当社は、本サービス約款の変更により、自営端末設備（契約者が設置する端末設備）を変更する場合で
あってもその改造等に要する費用は負担しません。
・契約者は、本サービスの解除をする際、ドメイン代理申請に係わる附帯サービスを利用している場合は、
あらかじめ当社に指定事業者の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きをしていただきます。
・申請手続きをされていない場合、本サービス解除後、当社はそのドメイン名の廃止を行います。この当
社が行うドメイン名の廃止に伴い契約者に損害が生じたとしても、当社はいかなる責任も負わないもの
とします。また、当社によるドメイン名の廃止申請手続き中にドメイン名の年間更新日を越えた場合、
契約者は年間更新料の支払を要します。
■契約約款
・ＩＰ通信網サービス契約約款及び契約約款の改訂に関するお知らせは、当社のホームページに掲載します。
ＵＲＬ：http://www.ntt.com/tariff/
■契約者申し出による契約の変更・解除について
・契約者が当社へ契約変更及び解除申込を実施する場合、別に記載する当社連絡先へご連絡下さい。その
際、以下の情報が必要となりますのでご用意下さい。
【契約変更の場合】：契約者情報、お客様番号、変更内容に関わる情報等
【契約解除の場合】：契約者情報、お客様番号等
・なお、変更・解除に伴い、当社へ申込書を提出していただく事となります。また、廃止に際しては廃止
希望日の７営業日前までのお申し込みが必要になります。
・テレワーク・スタートパックの契約お申込みを行った場合、以下のいずれかに該当する場合は、
お申し込みの取消し、売買契約の解除ができません。
- 申込日の翌営業日から起算して６営業日後の日以後
- 提供開始予定日の前営業日から起算して20営業日前の日以後
■認証IDおよびパスワードについて
お客様は、Comから割り当てられたID・パスワードを管理する責任を負うものとし、その内容を
みだりに第三者に知らせてはなりません。
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重要事項に関する説明について
■事業者の連絡先
サービスに関する問い合わせ（ご契約前）

電話
： 0120-106-107
対応時間 ： 9:30～17:00（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール
： info@ocn.ad.jp

サービスの利用方法や設定内容に関する
問い合わせ（ご契約後）

電話

ネットワーク故障に関する問い合わせ

電話

端末操作方法、端末故障に関する問い合
わせ
（OCNモバイルサービスご契約の場合）

電話
： 0120-561-749
対応時間 ： 9:00～20:00 （土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

テレワーク･スタートパックの故障に関する
問い合わせ

電話
： 0120-063-731
対応時間 ： 10:00～18:00 （土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

料金に関する問い合わせ

電話
： 0120-047-128
対応時間 ： 9:00～17:00 （土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール
： bill@ntt.com

サービスの変更・解除の申込み

電話
： 0120-106-107
対応時間 ： 9:30～17:00（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

： 0120-047-644
*ガイダンス後に“2“を選択
対応時間 ： 9:00～18:00 （土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール
： tech-support@ocn.ad.jp

： 0120-047-644
*ガイダンス後“1“を選択、次に“2“を選択
対応時間 ： 24時間
メール
： trouble-biz@ocn.ad.jp
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重要事項に関する説明について
■ ご利用上の諸注意点
（１）提供エリアについて
電波を利用しているため、トンネル、地下、建物の中など障害物により電波の届かないところや、電波の弱い
ところおよびサービスエリア外では、ご利用いただけません。また、高層ビルなどの高層階で見晴らしの良い
場所であってもご利用いただけない場合があります。また、利用中に電波状態の悪いところへ移動する場合は、
通信が切れる場合があります。なお、電波が強い場合で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合
があります。
（２）ご契約内容の変更時について
料金プランの変更ができないパターンは以下のとおりです。
・タイプ間の変更
〈例〉ＳＭＳプランからＳＭＳが利用できないプランへの変更（逆もできません）
〈例〉個々に認証IDを持つプランから共通の認証IDを持つプランへの変更（逆もできません）
〈例〉７GBテレワーク･スタートパック１年コースから３GB１年コースへの変更
・カテゴリー間の変更
〈例〉３ＧアクセスからＬＴＥアクセスへの変更（逆もできません。）
・タイプ内の変更
〈例〉200kbpsコースから他のコース（逆もできません。）
〈例〉３０MBプラスコースから他のコース（逆もできません。）
また、料金プランの変更は、変更の承諾日を含む料金月の翌料金月1日から適用になります。
（３）端末紛失時の緊急利用停止について
利用停止期間中も月額料金が発生します。
（４）SIMカードについて
SIMカードの紛失または故障による再発行には、2週間程度かかります。
その際の料金返還・減免は行いません。
また、所定の手数料をいただきます。解約時には、SIMカードを返却いただきます。
（５）料金明細サービスについて
料金明細の金額と請求書等の金額が一致しない場合があります。
当社は、料金明細内訳の閲覧及び利用にともない発生する損害については一切の責任を負いません。
（６）ショートメッセージサービス（SMS)の分割送信
70文字（半角英数字のみの場合は160文字）を超えるSMSを送信する場合、お使いの端末によっては
エラーとはならずに、メッセージが分割して送信されます。
この場合、分割して送信した数によってSMS利用料が課金されます。
（７）従量課金コースについて
故障等お客様が予期しない通信についても従量課金の課金対象となります。
（８）ゼロコースについて
本コースは、ビジネスポータル（https://b-portal.ntt.com/）からのお申し込みに限ります。
また、本コースの廃止は受付けておりません。
必ず他のコース（スタンバイコースの除く）に変更いただきます。
（９）スタンバイコースについて
本コースはお客様からのお申し込みを受付けておりません。
（ゼロコースの回線について、一定期間経過した場合、自動的に本コースが適用となります。）
また、本コースの廃止は受付けておりません。
必ず他のコース（ゼロコースの除く）に変更いただきます。

7

重要事項に関する説明について
■ ご利用上の諸注意点
（１０）総量規制／速度規制について
プラン名

総量規制／速度規制

OCNモバイルONE for Business
7GB

①当月ご利用のデータ量が7GBを超えた場合
⇒当月末まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。なお、上限
値については変更となる場合があります。
②当日ご利用のデータ量が0.5GBを超えた場合
⇒翌日0時まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。
なお、上限値については変更となる場合があります。

OCNモバイルONE for Business
3GB

①当月ご利用のデータ量が3GBを超えた場合
⇒当月末まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。なお、上限
値については変更となる場合があります。
②当日ご利用のデータ量が0.5GBを超えた場合
⇒翌日0時まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。
なお、上限値については変更となる場合があります。

OCNモバイルONE for Business
１GB

①当月ご利用のデータ量が１GBを超えた場合
⇒当月末まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。なお、上限
値については変更となる場合があります。
②当日ご利用のデータ量が0.5GBを超えた場合
⇒翌日0時まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。
なお、上限値については変更となる場合があります。

OCN モバイル ONE for Business
200kbps

①当日ご利用のデータ量が0.5GBを超えた場合
⇒翌日0時まで通信速度が送受信時最大100kbpsになります。なお、上
限値については変更となる場合があります。
②当月ご利用のデータ量が0.5GBを超過した場合、そのモバイルアクセ
スサービスの利用を停止することがあります。

OCNモバイルONE for Business
30MBプラス

定額内通信量：30MB/月
超過時、従量料金を適用

OCNモバイルONE for Business
ゼロ

当社からSIMカードを貸与されるのみであり、通信を行うことができな
い料金プランです。

OCNモバイルONE for Business
スタンバイ

接続確認及び疎通確認の実施に必要かつ十分と当社が認める通信量の範
囲内で通信可能な料金プランです。

３GBテレワーク･スタートパック１年

①当月ご利用のデータ量が3GBを超えた場合
⇒当月末まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。なお、上限
値については変更となる場合があります。

7GBテレワーク･スタートパック１年

①当月ご利用のデータ量が7GBを超えた場合
⇒当月末まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。なお、上限
値については変更となる場合があります。
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重要事項に関する説明について
2014年1月1日より、「OCNモバイル スタンダードd/M2M d」をご利用中のお客様において、
2013年12月24日（火）より提供を開始する「OCN モバイル ONE for Business」の提供開始
に伴って、ご契約中のサービス仕様を以下のとおり変更いたしました。
プラン名

2013年12月31日までの
総量規制／速度規制

2014年1月1日からの
総量規制／速度規制

OCN モバイル スタンダードd LTE

•月間総量規制：5GB/月
超過時、300kbpsへ制限
•連続する3日間で450MBを
超える場合、速度規制

「OCN モバイル ONE for
Business」7GBコースと同等

OCN モバイル M2M 10万パケット
３G／LTE

•定額内通信量：10万パケット/月
（10万パケット＝約12.2MB）
超過時、従量料金を適用

「OCN モバイル ONE for
Business」30Mプラスコースと
同等

OCN モバイル M2M 100kbps

•最大通信速度：100kbps
•総量規制150万パケット/月
※150万パケット=約183MB

「OCN モバイル ONE for
Business 200kbps」と同等
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重要事項に関する説明について
■ ご利用上の諸注意点
（１１）お客様持ち込み端末の扱いについて
当社からの購入以外の端末（wirelessWAN搭載PCやルータ等）を利用される場合は、お客様にてメーカー
へご確認いただき、ご利用ください。
（１２）データ通信端末について
・製品の保証期間は、本サービスの開通日より１年間とします。
・端末が納入されたときは、初期不良がないか、すみやかにご確認ください。初期不良があった場合は、当社ま
でご連絡ください。無償にて代替品を発送いたします。なお、上記の対応は製品の保証期間内にご連絡いただ
いた場合に限ります。また、端末代金の返金には、対応いたしかねます。
・証期間内に製品が故障した場合、お客様は、無償保証の適用を受けることができます。
但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
-修理をご依頼される際に、端末識別番号等の必要情報をご提示いただけない場合。
-端末に表示される端末識別番号等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
-お客様が端末をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因
して故障または破損した場合。
-お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、当社が指定するもの以外の機器
との接続により故障または破損した場合。
-火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障
または破損した場合。
-消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り替える場合。
-前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
・端末の販売については、当社事情により販売を終了(EOS)する場合があります。
・修理の際、取り外したハードディスクやメモリ等の記憶媒体に記録されていた内容は、データ消去処理または
破壊処理を行い、データ消去されます。
（１３）月を跨る通信の請求について
原則、その通信を終了した月の利用分としての請求となります。
（１４）認証IDおよびパスワードについて
お客さまは、Comから割り当てられたID・パスワードを管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに
第三者に知らせてはなりません。管理には十分お気を付けください。
（１５）課金の開始日
新規に利用を開始する際、基本額は開通日から課金開始されます。ただし従量プラン、国際ローミング等は、
開通日以前に通信を行った場合、そのパケット通信利用分から課金対象となります。SMS通信料に
ついても同様です。なお、開通月の前月に利用を開始し、終了時刻が前月内の場合は課金対象となりません。
（１６）解約の場合の課金
解約した場合は、基本額は解約日の前日まで課金されます。ただし従量プラン、国際ローミング等は、解約日
以降に通信を行った場合、そのパケット通信利用分は課金対象となります。 SMS通信料についても同様です。
（１７）解約時の対応
解約した場合は、以下の住所へSIMを郵送してください。
送料などの返却費用についてはお客様にてご負担願います。なお、SIMを返却頂かなかったことによる請求等
はありません。
なお、テレワーク･スタートパックの解約時にはWebフィルタリング機能のパソコンからアンインストールを
実施してください。（アンインストールしない場合にはインターネット接続ができません）。

SIMの郵送先
〒261-7106
千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
WBGマリブウエスト６階N側
NTTコミュニケーションズ㈱
モバイル担当 宛
電話番号：043-213-8710

アンインストール方法
［対象パソコン］
設定 → アプリ → アプリと機能
「Unified Agent」を選択
⇒「アンインストール」をクリック
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重要事項に関する説明について
■ 「OCNモバイルONE for Business」の国際ローミングオプションについて
○ご利用にあたり
お客様は、本サービスで提供するアプリケーション及びアプリケーションに使用されている技術
(以下、アプリケーション等)を、直接的であれ間接的であれ、海外に輸出若しくは持ち出す場合
又は日本国の非居住者に譲渡、貸与若しくは提供する場合は、外為法等及び米国輸出管理規則を
遵守するものとし、適正な政府の許可を取得する等の適切な手続を行うものとします。
お客様は、アプリケーション等を、外為法等に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器等の開発、
製造、使用のために利用しないものとします。
・国際ローミングサービスのご利用には、回線毎にお申し込みが必要です。
・国際ローミングサービス利用時のIPアドレスはすべて動的IPとなります。固定IP1のサービスで
国際ローミングオプションをお申し込みの場合、国内通信は固定IP、国際ローミングは動的IPとなります。
・国際ローミングご利用時は、端末の設定でＰＤＰタイプをＩＰにする必要があります。
ＩＰ接続ではクライアント（ＤＴＥ）認証タイプをＰＡＰにあわせる必要があります。認証タイプが
アンマッチの場合は接続拒否となりますのでご注意ください。
・お客様持ち込み端末でご利用の場合、機種により国際ローミングの対応可否が異なりますので、
あらかじめご確認ください。
・お客様が日本国内でご利用されているSIMにPINコードを設定している場合は、渡航先で端末をご利用
される際 にもPINコードの入力が必要です。
・ドコモが提供するSMSによる各種通知が届くことがあります。通知される内容、連絡先等については、
異なる場合があります。
・LTE通信の国際ローミングはできません。変更方法は、「接続ガイド」を参照ください。
・国際ローミング事業者は、以下当社のＨＰをご確認ください。
国際ローミング事業者一覧
ＵＲＬ： http://www.ntt.com/vpn/mobile/pdf/operator.pdf
○ご利用いただくことができる地域等について
サービス対応エリアは、株式会社NTTドコモの国際ローミングサービス：WORLD WING に準じている
ため下記をご確認ください。
NTTドコモ MVNOサービスをご利用される方へ
ＵＲＬ：http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/index.html
→「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」
渡航先の国および地域により、ご利用可能な端末が異なります。以下当社のＨＰをご確認ください。
国際ローミング対応端末一覧
ＵＲＬ：http://www.ntt.com/vpn/mobile/pdf/enabled_device_list.pdf
渡航先の通信事業者のサービスエリア内であっても電波の届かない場所、その他ネットワーク障害などの
通信事業者の通信事情等により、本サービスをご利用できない場合があります。この場合であっても、
当社は一切の責任を負いません。
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重要事項に関する説明について
■ 「OCNモバイルONE for Business」の国際ローミングオプションについて
○定額対象事業者（国際ローミング定額を利用したパケット通信を行う場合）について
国際ローミング定額の対象国・地域であれば全ての通信事業者が適用対象となります。
定額対象事業者は、下記をご確認ください。
NTTドコモ MVNOサービスをご利用される方へ
ＵＲＬ：http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/index.html
→「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索
→「海外パケ・ホーダイ」
→「対象国・地域」
対象事業者は予告なく変更される場合があります。
国境付近等では、隣接する国・地域の通信事業者に接続されることがあり、接続先の通信事業者が
国際ローミング定額適用対象の国・地域の通信事業者でない場合、ご利用されるパケット通信が
国際ローミング定額の適用を受けず、料金が高額となる可能性があります。
国際ローミング定額適用対象外の国・地域との国境付近に滞在する場合は、国際ローミング定額
対象の国・地域 の通信事業者を「手動（マニュアル）」で設定されることをおすすめします。
定額対象事業者の場合、ご利用端末の接続ソフトのネットワークの設定画面上に表示される
定額対象事業者名は、機種や現地の事情により、同一事業者でも異なる名称や、5桁あるいは6桁の
事業者コードで表示されます。
定額対象事業者以外の事業者についても、機種や現地事業者の事情により5桁あるいは6桁の事業者
コードで表示される場合があります。
定額対象事業者のPC等画面上に表示される事業者名（事業者コード）は、下記をご確認ください。
NTTドコモ MVNOサービスをご利用される方へ
ＵＲＬ：http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mvno/user/index.html
→「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」
→「サービス一覧」
→「データ通信」 「データ通信へ」
→「データ通信のパケット通信料（iモード以外）」 「データ通信のパケット通信料はこちら」
→「特定の海外事業者を利用したパケット通信について」
「特定事業者を利用したパケット通信料へ」
＋を押してデータ通信の特定事業者の一覧の「ご利用のケータイでの表示名」をご確認ください。
全ての定額対象事業者のPC画面上での事業者名は掲載されておりません。
ご利用の機種や現地の事情により、一覧に無い名称で表示される場合があります。
渡航先で「手動（マニュアル）」で海外通信事業者の設定を行った場合、その事業者のサービス提供
エリア外では通信ができなくなります。日本へ帰国した場合は、必ず通信事業者の設定を「自動（オート）」
に切り替えてください。
渡航先の通信事情等により、対象事業者を利用できない場合があります。
ネットワークの混雑状況によって通信が遅くなることや接続しづらくなることがあります。
特にご利用の多いお客様は、それ以外のお客様と比べて通信が遅くなることや接続しづらくなることが
あります。一定時間内に著しく大量な通信があった場合、または接続時間が長時間にわたる通信があった
場合は、その通信が中断されたり、それ以降、一定時間接続できなくなることがあります。
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重要事項に関する説明について
■ 「OCNモバイルONE for Business」の国際ローミングオプションについて
○通信料について
・国際ローミング中のデータ通信料は月額利用料金には含まれず従量制となります。
・通信料が非常に高額になる場合がありますので、ご利用にあたっては十分ご注意ください。
・一部の渡航先の通信事業者によっては、通信事情などにより、発信時に相手につながらない場合であっても通
信料が発生することがあります。
・一部の国および地域については、当該国および地域の通信事業者以外の通信事業者を通じて本サービスをご利
用いただくことができる場合があります。この場合、お客様の端末のネットワーク設定が「自動（オート）」
に設定されている場合には、ネットワーク側で自動的に選択された通信事業者のネットワークをご利用いただ
くこととなり、本サービスのご利用による通信と認識され、ご利用になった通信事業者向けに設定された本
サービスの通信料が適用されます。 特定の通信事業者をご利用になりたい場合には、ネットワーク設定を「手
動（マニュアル）」でご利用になりたい事業者に変更してください。
・一部の日本沿岸地域または海上などでは、当社以外の通信事業者のネットワークを通じて本サービスをご利用
いただくことが可能な場合があります。この場合、お客様の端末のネットワーク設定が「自動（オート）」に
設定されている場合には、ネットワーク側で自動的に選択された通信事業者を利用した通信と認識され、ご利
用になった通信事業者向けに設定された本サービスの通信料が適用されます。特定の通信事業者をご利用にな
りたい場合には、ネットワーク設定を「手動（マニュアル）」でご利用になりたい事業者に変更してください。
・SIMを紛失した場合速やかに利用中断の手続きをとってください。第3者の不正利用による高額請求被害が
発生しています。その際の通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
○利用停止目安額について
国際ローミングサービスでは、月間利用額の累積額が一定以上になったときに利用を停止する目安になる額（利
用停止目安額）を、回線毎にお申し込みの際に指定いただきます。パケット通信開始から1時間毎に料金算定を
行い、利用停止目安額へ反映いたします。反映時に利用停止目安額を超えていた場合は通信中であっても切断さ
せていただく場合がありますので、ご注意ください。
・お客様の月間利用累積額が利用停止目安額を超えたことを確認したときは、当該月の末日まで本サービスのご
利用を停止します。この場合、その利用停止の解除が月末を過ぎることがあります。
・利用停止目安額は渡航前に余裕を見込んだ金額の設定をお願いします。渡航中に利用停止目安額に達しご利
用出来なくなった場合、利用停止目安額の変更を当社モバイルカードCSC でも受け付けておりますが、
数営業日～最大10営業日かかる場合がございます。
・お客様の月間利用累積額が利用停止目安額を超えた場合であっても、お客様には利用限度額を超えた部分を含
めた月間利用累積額全額を、お支払いいただきます。
・利用停止目安額の設定は、お客様のご利用を一定額内で停止することを目的として利用することはできません。
・高額利用に関する情報に基づき本サービスの利用を停止した場合は、お客様からのお申し出により、当社にて
お客様ご本人の利用であることを確認したときに限り、利用停止目安額の変更を行うことで本サービスの利用
停止を解除します。
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重要事項に関する説明について
■ 「OCNモバイルONE for Business」の容量シェア・容量追加購入オプションについて
○ご利用にあたり
・本サービスは、ビジネスポータル（https://b-portal.ntt.com/）からのお申し込みに限ります。

○容量シェアオプションについて
ご利用中の複数の料金プランを複数のSIMで容量をシェアできる機能です。（無料）
同一契約番号内の回線
１GB
全体で
5GB

１GB

3GB
・対象の回線を容量シェアのグループへ設定（追加／削除）する場合、当月中にビジネスポータルにて
お申し込みください。
・お申し込みは、当月末日0時を締め切りとし、翌月1日のAM9時より適用します。
・グループ設定は１のお客さま番号（モバイル代表契約）につき１グループのみです。
・月次容量コース（１GB、3GB、7GB）のみが対象です。
・規格（３G／LTE）、動的IP／固定IPの区別、またはSIM種別を問わず、同一グループへ設定いただけます。
・グルーピングできる最大回線数は5,000回線までです。
・日次規制は各回線ごと適用されます。
・月次規制は容量シェアのグループに含まれている容量の合計値を超過した際に、グルーピングした全回線に
適用されます。
※日次規制・月次規制の条件については本書「■ご利用上の諸注意点（６）総量規制／速度規制について」
をご参照ください。
・グループに組み込まれている回線を廃止した場合は、その翌日にグループからの削除いたします。この場合、
その月のグループの容量の合計は、廃止した回線の容量を除いたものとなります。ただし、その廃止した回線の
通信量は、その月のグループの通信量として扱います。

○容量追加購入オプションについて
ご利用中の回線に容量を0.5GB単位で追加購入いただけるオプションです。（有料）
同一契約番号内の回線
080-XXXX-XXXX

3GB

080-YYYY-YYYY

3GB

080-ZZZZ-ZZZZ

3GB

発信番号に
対して容量追加
＋

1GB

・単回線ごとに容量を追加できます。ただし、該当の回線が容量シェアしている回線の場合、容量シェア
のグループ全体に対して容量が追加されます。
・月次容量コース（１GB、3GB、7GB）のみが対象です。
・追加した量は当月内のみ有効です。翌月には通常の月次容量に戻ります。
・0.5GB単位で容量追加可能です。0.5GBあたりのご利用料金は500円（税込5５０円）です。
・1回線あたりの追加可能な容量は10GBまでです。
・容量をご購入後、承りメールを送付します。ご到着を以て、追加容量をご利用いただけます。
・容量の追加しても日次の規制は適用されます。
・お申し込みのキャンセルは原則承っておりません。
・ご購入いただいた容量はお客様番号（モバイル代表契約）にて翌々月にご請求させていただきます。
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重要事項に関する説明について
■料金に関して

OCNモバイルONE for Business
※その他、回線契約毎にユニバーサルサービス料が必要となります。

（１）初期費用
初期費用

備考

3,000円（税込3,300円）

１の回線ごと

（２）月額利用料
■定額プラン（ＳＭＳなし）
プラン名

3G/LTE

OCN モバイル ONE for Business IP1 1GB

9,500円（税込10,450円）

OCN モバイル ONE for Business IP1 3GB

11,000円（税込12,100円）

OCN モバイル ONE for Business IP1 7GB

13,000円（税込14,300円）

OCN モバイル ONE for Business IP1 200kbps
OCN モバイル ONE for Business ゼロ
OCN モバイル ONE for Business スタンバイ
3G/LTE

月額利用料

8,300円（税込9,130円）
150円（税込165円）

OCN モバイル ONE for Business 1GB

2,000円（税込2,200円）

OCN モバイル ONE for Business 3GB

3,500円（税込3,850円）

OCN モバイル ONE for Business 7GB

5,500円（税込6,050円）

OCN モバイル ONE for Business 200kbps

■従量プラン（ＳＭＳなし）

800円（税込880円）

1パケット＝128byte
プラン名

月額利用料

OCN モバイル ONE for Business IP1 30MBプラス

30MBまで8,000円（税込8,800円）
超過0.01円（税込0.011円）/パケット

OCN モバイル ONE for Business 30MBプラス

30MBまで500円（税込550円）
超過0.01円（税込0.011円）/パケット

３G/LTE
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重要事項に関する説明について
■料金に関して

OCNモバイルONE for Business
※その他、回線契約毎にユニバーサルサービス料が必要となります。

（３）月額利用料
■従量料金（ＳＭＳあり）

※以下の月額利用料に加えて、ＳＭＳ通信料が発生します。

プラン名

3G/LTE

月額利用料

OCN モバイル ONE for Business IP1 1GB

9,600円（税込10,560円）

OCN モバイル ONE for Business IP1 3GB

11,100円（税込12,210円）

OCN モバイル ONE for Business IP1 7GB

13,100円（税込14,410円）

OCN モバイル ONE for Business IP1 200kbps

8,400円（税込9,240円）

OCN モバイル ONE for Business ゼロ

-

OCN モバイル ONE for Business スタンバイ
３G/LTE

250円（税込275円）

OCN モバイル ONE for Business 1GB

2,１00円（税込2,310円）

OCN モバイル ONE for Business 3GB

3,600円（税込3,960円）

OCN モバイル ONE for Business 7GB

5,600円（税込6,160円）

OCN モバイル ONE for Business 200kbps

900円（税込990円）

テレワーク･ ３GBテレワーク･スタートパック １年
スタートパック ７GBテレワーク･スタートパック １年

■従量プラン（ＳＭＳあり）

3,500円（税込3,850円）
4,300円（税込4,730円）

※以下の月額利用料に加えて、ＳＭＳ通信料が発生します。
1パケット＝128byte
プラン名

月額利用料

OCN モバイル ONE for Business IP1 30MBプラス

30MBまで8,100円（税込8,910円）
超過0.01円（税込0.011円）/パケット

OCN モバイル ONE for Business 30MBプラス

30MBまで600円（税込660円）
超過0.01円（税込0.011円）/パケット

3G/LTE

（４）ＳＭＳ通信料
プラン

月額利用料

備考

3円（税込3.3円）

１の送信ごとに

本邦から外国の電気通信事業者の提供する電気通信
サービスの提供区域に送信するもの

50円（非課税）

１の送信ごとに

国際ローミング事業者の提供する電気通信サービスの
提供区域から送信するもの

100円（非課税）

１の送信ごとに

下記以外のもの
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重要事項に関する説明について
■料金に関して

OCNモバイル スタンダードd 3G/LTE 、OCNモバイル M2M d 3G/LTE
※その他、回線契約毎にユニバーサルサービス料が必要となります。

（１）初期費用
プラン
3G/LTE
3G

3G/LTE
３G/LTE
３G

初期費用

備考

OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞd
OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M 100k d
OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M 100k IP1d
OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M
10万・20万・30万ﾊﾟｹｯﾄ d

１の契約毎
3,000円
（税込3,300円）
1の契約者カード毎

OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ共通ID d
OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M 100k 共通ID d
OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞIP1d
OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M 100k IP1 d

6,000円
（税込6,600円）

１の工事毎
１の工事毎

（２）月額利用料
■定額プラン（ＳＭＳなし）
プラン

4,743円(税込5,217.3円)

OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IP1d

12,000円(税込13,200円)

OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M 100k IP1d

1,900円(税込2,090円)

OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M 100k d
OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M 100k 共通ID d

800円(税込880円)

OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞd
OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ共通ID d

5,500円(税込6,050円)

OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IP1d

13,000円(税込14,300円)

３G

LTE

月額利用料

OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞd
OCNﾓﾊﾞｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ共通ID d

■従量プラン（ＳＭＳなし）
プラン

３G/LTE

月額利用料
OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M
10万ﾊﾟｹｯﾄ d

245,760ﾊﾟｹｯﾄまで500円(税込550円)
超過0.01円(税込0.011円)/ﾊﾟｹｯﾄ

OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M
20万ﾊﾟｹｯﾄ d

491,520ﾊﾟｹｯﾄまで900円(税込990円)
超過0.01円(税込0.011円)/ﾊﾟｹｯﾄ

OCNﾓﾊﾞｲﾙ M2M
30万ﾊﾟｹｯﾄ d

737,280ﾊﾟｹｯﾄまで 1200円(税込1,320円)
超過0.01円(税込0.011円)/ﾊﾟｹｯﾄ
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