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法人向けひかり電話サービス
ご利用ガイド

ひかりでオフィスの電話がかわる

（いずれもIP電話サービス）

お申し込み・お問い合わせは
販売担当者へ

NTT西日本では、お客さまに安心してご利用いただけるよう、
光ブロードバンドサービスの品質向上に取り組んでいます。

サービスの工事・故障についての情報を下記ホームページでお知らせしております。 
■工事・故障についてのお知らせ 

http://www.info-construction.ntt-west.co.jp/

ひかり電話オフィスタイプ・オフィスA（エース）ご利用ガイド

【故障に関するお問い合わせ】
ひかり電話オフィスA（エース）（IP電話サービス）

【故障・設定に関するお問い合わせ】
ひかり電話オフィスタイプ（IP電話サービス）

ひかり電話オフィスタイプ故障時のお問い合わせ先は、以下のとおりです。

〈土曜・日曜・祝日・年末年始も受付しております〉
★NTT西日本エリア（北陸・東海・関西・中国・四国・九州地区）以外からはご利用になれません。

携帯電話・PHSからも
ご利用になれます0I20-248995

0I20-355422

［受付時間］
24時間

故障に関するお問い合わせ

午前9時～午後5時
設定に関するお問い合わせ

ひかり電話オフィスA（エース）故障時のお問い合わせ先は、以下のとおりです。
ご利用の地域によりお問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。

［受付時間］ 24時間 〈土曜・日曜・祝日・年末年始も受付しております〉

※一部時間帯は録音受付による応対と
なります。
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ご利用ガイド
ひかりでオフィスの電話がかわる

ひかり電話オフィスタイひかり電話オフィスタイプの
サービス概要サービス概要

ひかり電話オフィスひかり電話オフィスA（エース（エース）の
サービス概要サービス概要

ひかり電話オフィスタイプの
サービス概要

ひかり電話オフィスA（エース）の
サービス概要

法人向けひかり電話サービスのご利用方法
P.27

P.19

P.5

本ご利用ガイド 表記について

●アイコンについて

●『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」
「ひかり電話オフィスA（エース）」を指します。

「ひかり電話オフィスタイプ」をご契約の
お客さまのみお読みいただきたい事項です。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

「ひかり電話オフィスA（エース）」をご契約の
お客さまのみお読みいただきたい事項です。

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

http://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/

契約約款については、下記ホームページの「音声利用IP通
信網サービス契約約款」をご覧ください。

■ チャネルとメディアストリームについて
■ メディア変更について
■ 課金方法について

243

244

245

のご利用にあたって 242

参考情報

テレビ電話
データコネクト

高音質電話

よくあるお問い合わせ 257

■ コールセレクトとは
■ ご利用上の注意事項

■ コールセレクトの発着信制御が
　 行われるようになるまでの流れ

■ 他のオプションサービス等と合わせて
　 ご利用いただく場合の留意事項

■ コールセレクトの設定

コールセレクト 208

209

210

211

211

212

★ひかり電話オフィスA（エース）のお客さまのみご利用いただけます。

【180630】審査　１７ー４５８－１
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ひかり電話オフィスタイプとは

ひかり電話オフィスタイプのひかり電話オフィスタイプの
サービス概要

ひかり電話オフィスタイプの
サービス概要

以上のアクセス回線を利用することにより、加入電話・携帯電話等へ低廉な通話料金での発信、およ
び従来の加入電話等と同じ電話番号での発着信を可能とする光IP電話サービスです。基本サービス
として1契約ごとに3チャネル※2と、それに対応した1電話番号※3がご利用いただけます。

※1 コラボ光とは、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスをいいます。詳しくは
[http://flets-w.com/collabo/]をご確認ください。

※2 チャネルとは、加入電話等の通信回線に相当するものです。「複数チャネル（オプション）」を申し
込むことで、5チャネルまで追加可能となり、最大8通話まで同時にご利用が可能となります。

※3 「追加番号（オプション）」を申し込むことで、31番号まで追加可能となり、最大32電話番号
をご利用いただけます。

●停電時は利用できません。

・「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」
・「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」
・「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼」
・「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」

・「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」
・「フレッツ・光マイタウン ファミリータイプ」
・「フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ」
・一部の「コラボ光」※1

ひかり電話オフィスタイプの特長

（電話サービス）（IP電話サービス）

（いずれもFTTHアクセスサービス）

今、お使いの電話番号※2や電話機※3を変更せずにご利用いただけます。

ご利用中の電話番号・電話機がそのまま利用できる！

※2 現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用の場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する
必要があります。この場合、ひかり電話オフィスタイプの工事費［基本工事費1,000円（税
抜）〈フレッツ光と同時工事の場合は無料〉、交換機等工事費1,000円（税抜）］に加え、1番
号ごとに同番移行工事費2,000円（税抜）、加入電話等の休止に関する基本工事費1,000
円（税抜）（フレッツ光と同時工事の場合は無料）、交換機等工事費1,000円（税抜）が必要で
す。現在ご利用中の電話番号が引き続き利用できない場合があります。なお、ひかり電話／ひかり電
話オフィスA（エース）にてご利用の電話番号をひかり電話オフィスタイプにメニュー変更しそのまま利用する場合や、ひかり電話サー
ビスでご利用中のアクセスサービスのみ変更する場合については、同番移行工事費は必要ありません。

　　　 「コラボ光」で「コラボ光ひかり電話」をご利用の場合、「フレッツ光」および他の光コラボレーション事業者が提供する「コラボ光」に変
更される場合には、原則、新たに工事等を実施する必要があるほか、「コラボ光ひかり電話」の電話番号を変更する必要が生じます。

※3　ISDN対応機器、G4FAXなど、一部の電話機等は利用できません。

全国一律8円/3分（税抜）の通話料金でご利用いただけます。※1

おトクな通話料金

※1 NTT東西の加入電話・INSネット・ひかり電話サービスおよびコラボ光ひかり電話〈テレビ電
話・データコネクト（データ通信）・データコネクト通信中の音声通話は除く〉、他社加入電話、
他社IP電話（050番号への通話を除く）へ発信の場合。携帯電話等への通話料金は異なり
ます。

ひかり電話オフィスタイプを音声のみでご利用の場合

※4　0039等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない電話番号があります。

緊急通報（110番・118番・119番）およびフリーアクセス/フリーアクセス・ひかり
ワイド/フリーダイヤル（いずれもオプション）への通話が可能です。※4

緊急通報等への発信が可能！

音声パケットを優先して扱うため加入電話並みの音声品質を確保します。

加入電話並みの音声品質

※5　他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは機能が一部制約される場合があります。

加入電話のオプションサービス※5に相当する機能もご用意しております。

便利なオプションサービスも利用できる！

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。 【180630】審査　１７ー４５８－１

5 6



フレッツ 光ネクスト（FTTHアクセスサービス）でご契約のお客さまが「ひかり電話オフィスタイプ（IP
電話サービス）」をご利用の場合は、以下の3つのサービスが基本サービスとしてご利用いただけます。

基本サービス

フレッツ 光ネクストならテレビクラ
ス（アナログ放送）相当の高画質
「テレビ電話」が利用できます。

高画質の
テレビ電話が実現！

＊他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合
があります。
＊詳しくは、テレビ電話についてはP.43、高音質電話についてはP.47、データコネクトについては
P.51をご確認ください。

ある一定量の帯域を確保してデータ通信を行
うデータコネクト（データ通信）を利用するこ
とができます。

電話番号を利用した
データ通信！

対応機器により、広帯域を利用した
高音質な通話が可能です。

高音質での通話が可能！

フレッツ 光ネクストでご契約の場合 サービスイメージ

※フレッツ・光プレミアム未提供エリアで一部提供しておりますフレッツ 光マイタウン ファミリータイプを含みます。
★ISDN専用電話機、G4FAX、通報機能を備えた情報機器等はご利用いただけません。G3FAX、モデム通信についてご利用は
可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。FAXのご利用について、通信相手側の設定によって
は、FAXがご利用できない場合があります。
★上図内のCTUは「加入者網終端装置（CTU）」、VoIPアダプターは「ひかり電話オフィスタイプ対応VoIPアダプター」を指します。

【フレッツ 光ネクスト／フレッツ・光プレミアムご利用上の注意】
○サービス提供エリアであっても、ご利用いただけない場合がございます。エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、
http://flets-w.com/にてご確認ください。○インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとの契約・料金が必要です。

をご利用のお客さまフレッツ 光ネクスト

をご利用のお客さまフレッツ・光プレミアム

■ お客さま事務所

※フレッツ 光ネクスト未提供エリアで一部提供しておりますフレッツ 光マイタウン ネクストファミリータイプを含みます。
★ISDN専用電話機、G4FAX、通報機能を備えた情報機器等はご利用いただけません。G3FAX、モデム通信についてご利用は
可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。FAXのご利用について、通信相手側の設定によって
は、FAXがご利用できない場合があります。
★上図内のOGWは「ひかり電話オフィスタイプ対応オフィスゲートウェイ」を指します。

ビジネス
フォン

回線
終端装置 OGW

HUB

加入者網
光ファイバー
区間

インターネット

プロバイダー

NGN

■ お客さま事務所
※

※

回線
終端装置加入者網

光ファイバー
区間

インターネット

プロバイダー

地域IP網 CTU

VoIP
アダプター

ビジネス
フォン

★「ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター」とは『ひかり電話オフィスタイプ対応オフィスゲートウェイ（フレッツ 光ネクスト
ご契約の場合）』、『ひかり電話オフィスタイプ対応VoIPアダプター（フレッツ・光プレミアムご契約の場合）』のことです。

（FTTH
アクセスサービス）

（FTTH
アクセスサービス）
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ひかり電話オフィスタイプ（IP電話サービス）の料金

月額利用料

オプションサービス

［ひかり電話オフィスタイプ対応機器利用料］（レンタルの場合／1装置ごと）

4チャネル対応ひかり電話
オフィスタイプ対応アダプター利用料※2 1,000円（税抜）

基本料金 1,300円（税抜）／3チャネル1電話番号を含む

5,400円（税抜）※1月額利用料 フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼の場合

8チャネル対応ひかり電話
オフィスタイプ対応アダプター利用料※2 1,500円（税抜）

※1 インターネットのご利用には、フレッツ光等に対応したプロバイダーとの契約・料金が必要です。
※2 アナログポートまたはISDN（BRIポート）での同時接続対応チャネル数
★上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）
　なお、詳細については弊社ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/）でご確認ください。

※上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）
　なお、詳細については弊社ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/）でご確認ください。
★他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
★オプションサービスの開始または廃止に伴う1ヵ月未満の月額利用料は日割り計算により請求いたします。
★ご利用には別途工事費が必要です。
★各サービスの詳細については、該当ページをご確認ください。

通話・通信料

国　

内

※3　その他の国（地域）への通話料については、P.41～P.42「国際通話料金一覧」をご確認ください。

IP電話（050番号）への通話

上記の通信料金の他に通信1回ごとに

標準音質電話

＊1.通話・通信中に通信種別または利用帯域の変更があった場合には、同一の通信種別・利用帯域ごとに通話・通信時間の合計を算出し、該当する通話・通信
料を適用して料金計算します。＊2.データコネクト（データ通信）のみのご利用の場合、その通信はテレホンカードによる支払充当の対象外となります。＊3.
携帯電話（080/090）への発信が、着信者の契約する事業者のサービスにより、IP電話（050）に着信した場合。＊4.東京テレメッセージ社の提供する
サービスにのみ接続可能です。
★音声通信・映像通信・データ通信の課金方法は、通信種別、利用帯域、通話・通信時間で計算いたします。
　課金方法について詳しくは、P.242「参考情報：テレビ電話 高音質電話 データコネクトのご利用にあたって」をご確認ください。

※1　接続する事業者名は以下のとおりです。
弊社と接続する事業者名区　分

グループ1-B 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社☆3

グループ1-D 株式会社NTTドコモ

グループ1-A 株式会社NTTドコモ☆1、ソフトバンク株式会社☆2

☆1.FOMA®、mova、ワイドスター、ワイドスターⅡ（衛星陸上、衛星船舶）が対象となります。 ☆2.旧 ワイモバイル株式会社 ☆3.旧 ソフトバンクモバイル株式会社

8円（税抜）/3分

8円（税抜）/3分

15円（税抜）/3分

100円（税抜）/3分

1円（税抜）/30秒

1.5円（税抜）/30秒

2円（税抜）/30秒

15円（税抜）/3分

100円（税抜）/3分

16円（税抜）/1分

18円（税抜）/1分

10.8円（税抜）/3分

10円（税抜）/60秒

10円（税抜）/45秒

10円（税抜）/36秒

10円（税抜）

8円（税抜）/3分

10.5円（税抜）/3分

10.8円（税抜）/3分

9円（非課税）/1分

30円（非課税）/1分

30円（非課税）/1分

☆1.旧 ソフトバンクBB株式会社　☆2.旧 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社　☆3.旧 ソフトバンクテレコム株式会社　☆4.旧 株式会社パワードコム

※2　接続する事業者名は以下のとおりです。
　　  （着信先のお客さまが契約しているIP電話事業者と弊社と接続する事業者とは異なる場合があります。）

弊社と接続する事業者名区　分

グループ2-C
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社☆3、
楽天コミュニケーションズ株式会社☆4、アルテリア・ネットワークス株式会社、ZIP Telecom株式会社、株式会社NTTドコモ、
Colt テクノロジーサービス株式会社

グループ2-B
株式会社STNet、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、九州通信ネットワーク株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、
ソフトバンク株式会社☆1、中部テレコミュニケーション株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社☆2、
株式会社NTTぷらら、東北インテリジェント通信株式会社

利用帯域2.6Mbpsまで

利用帯域2.6Mbpsを超える

利用帯域～64Kbps

利用帯域～512Kbps

利用帯域～1Mbps

区　　　分 料　　　金

フレッツ 光ネクストで
ご契約の場合

高音質電話

PHSへの通話

他社加入電話等への
通話

携帯電話への通話

グループ2-B※2

グループ2-C※2

区域内

～160kmまで

160km超

グループ1-A※1

グループ1-B※1

グループ1-D※1＊3

音声通話料

データコネクト＊2

・テレビ電話
・通話、データ
　コネクト通信
　同時利用

アメリカ合衆国（本土）への通話

中華人民共和国への通話

大韓民国への通話

NTT西日本・東日本の
加入電話、INSネット、
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通話＊1

NTT西日本・東日本の
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通信＊1

フレッツ 光ネクストでご契約の場合

利用帯域～2.6Mbps

利用帯域2.6Mbpsを超える

月額利用料

500円（税抜）

1,200円（税抜）

600円（税抜）

200円（税抜）

400円（税抜）

500円（税抜）

400円（税抜）

100円（税抜）

100円（税抜）

100円（税抜）

1,000円（税抜）

100円（税抜）

15,000円（税抜）

10,000円（税抜）

単　位

ひかり電話オフィスタイプ１契約ごとまたは
１電話番号ごと

１電話番号ごと

ひかり電話オフィスタイプ１契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ１契約ごと

１チャネルごと

ひかり電話オフィスタイプ1契約ごと

1チャネルごと

１追加番号ごと

１電話番号ごと

１電話番号ごと

１着信課金番号ごと

１電話番号ごと

1♯ダイヤル番号ごと

ポケットベル等（020番号を用いたサービス）への通信＊4 40円（税抜）＋
15円（税抜）/40秒

国
際（
例
）※3

「0AB～J」番号への通話

サービス名

ボイスワープ

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・リクエスト

迷惑電話おことわりサービス

グループ通話定額（料金サービス）

グループ通話定額テレビ電話プラン（料金サービス）

複数チャネル

追加番号※

着信お知らせメール

ＦＡＸお知らせメール

フリーアクセス・ひかりワイド※

特定番号通知機能

フレッツ 光ネクストでご契約の場合

ひかり電話#ダイヤル

西日本利用型

ブロック内利用型
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工事費

※1 フレッツアクセスサービス（FTTHアクセスサービス）を同時に工事する場合は無料です。 派遣工事を伴う場合は4,500円（税抜）となります。お
客様宅内工事費の合計が29,000円（税抜）を超える場合、29,000円（税抜）ごとに加算額3,500円（税抜）がかかります。

※2 ひかり電話オフィスタイプの新設・移転等の同時工事の場合は無料です。
※3 現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用の場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する
必要があります。この場合、ひかり電話オフィスタイプ（IP電話サービス）の工事費［基本工事
費1,000円（税抜）〈フレッツ光と同時工事の場合は無料〉、交換機等工事費1,000円（税
抜）］に加え、1番号ごとに同番移行工事費2,000円（税抜）、加入電話等の休止に関する基本
工事費1,000円（税抜）（フレッツ光と同時工事の場合は無料）、交換機等工事費1,000円
（税抜）が必要です。現在ご利用中の電話番号が引き続きご利用いただけない場合があります。
○なおひかり電話/ひかり電話オフィスA（エース）（いずれもIP電話サービス）にてご利用中の電話番号をひかり電話オフィスタイプにメ
ニュー変更してそのまま利用する場合や、ひかり電話サービスでご利用中のフレッツアクセスサービスのみを変更する場合については
同番移行工事費は必要ありません。○フリーアクセス・ひかりワイドにおいて着信課金番号を変更することなく、電気通信事業者を変更
する場合、着信課金番号の同番移行工事費は無料となります。
○「コラボ光」で「コラボ光ひかり電話」をご利用の場合、「フレッツ光」および他の光コラボレーション事業者が提供する「コラボ光」に変
更される場合には、原則、新たに工事等を実施する必要があるほか、「コラボ光ひかり電話」の電話番号を変更する必要が生じます。

※4 アナログポートまたはISDN（BRIポート）での同時接続対応チャネル数

交
換
機
等
工
事
費

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス

工
事
費

機
器
工
事
費

1工事ごと

1追加電話番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1着信課金番号ごと

1電話番号ごと

1＃ダイヤル番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1装置ごと

1装置ごと

1装置ごと

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

　700円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

2,000円（税抜）

700円（税抜）

8,000円（税抜）

9,500円（税抜）

4,800円（税抜）

複数チャネル※2

追加番号

ボイスワープ※2

ナンバー・ディスプレイ※2

ナンバー・リクエスト※2

迷惑電話おことわりサービス※2

FAXお知らせメール※2

着信お知らせメール※2

基本工事費※1

基本機能の利用開始
または内容の変更
追加機能の利用開始
または内容の変更

特定番号通知機能

ひかり電話＃ダイヤル※2

同番移行工事費※3

発信電話番号通知の変更※2

4チャネル対応ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター機器工事費※4

8チャネル対応ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター機器工事費※4

設定変更工事費

フリーアクセス・ひかりワイド※2

★フレッツアクセスサービスを新たに契約される場合は、別途フレッツアクセスサービス新設に関わる費用が必要となります。
★別途配線工事費等が必要となる場合があります。
★グループ通話定額、グループ通話定額テレビ電話プラン（いずれも料金サービス）の工事費は無料です。

1着信課金番号につき
1追加機能ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

工事費の一例

現在、加入電話でご利用中の電話番号を
そのままお使いいただくのに必要な工事費

フレッツ光工事費

ひかり電話
オフィスタイプ工事費
交換機等工事費
1,000円（税抜）

4チャネル対応
ひかり電話

オフィスタイプ対応
アダプター機器工事費
8,000円（税抜）

2,000円（税抜）

交換機等工事費
1,000円（税抜）

○「フレッツ光」と「ひかり電話オフィスタイプ」（3チャネル1電話番号）を新規で同時にお申し込みいただき、
現在加入電話でご利用中の電話番号をそのままお使いいただく場合
○4チャネル対応ひかり電話オフィスタイプ対応機器を利用する場合

同番移行工事費 機器工事費 加入電話
休止工事費

※お客さまのお申し
込みプランによっ
て異なります。 ※フレッツ光と同時工

事のため、基本工事
費は無料

※フレッツ光と同時工
事のため、基本工事
費は無料

区　分 単　位 料　金

工事実施により利用方法の変更が必要なオプションサービス

着信お知らせメール
・設定サイトが変わり、認証単位を選択していただく必要があります。
　また、パスワードの変更が必要な場合があります。

詳しくはP.148へ

FAXお知らせメール
・設定サイトが変わり、認証単位を選択していただく必要があります。
また、パスワードの変更が必要な場合があります。
・設備変更工事以前に受信したFAXの内容閲覧が可能な期間は、設備
変更工事より30日間になります。旧設定サイトへアクセスし、FAX
データをダウンロードしてパソコン等へ保存してください。

詳しくはP.186へ

詳しくは、各オプションサービスページでご確認ください。
『「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」旧パスワードの移行作業』は

次のページをご覧ください。

工事実施により利用方法が変更になるオプションサービス

NTT西日本がサービスを安定して提供するために行う工事です。お客さまにご利用いただいているNTT西日本
ビル内の設備を新しい設備へと変更いたします。該当するお客さまへは、事前にご連絡いたします。

●設備変更工事

お客さまのお申し出による工事です。電話番号の変更を伴う設置場所変更をされたお客さま、フレッツ・光プレミア
ムからフレッツ 光ネクストへサービス変更されたお客さまが対象となります。

●契約変更工事

フレッツ・光プレミアム（FTTHアクセスサービス）にてひかり電話オフィスタイプをご利用中の
お客さまが以下に該当する工事を行った場合、特定のオプションサービス利用方法が変更に
なり、お客さまによりパスワード移行作業などが必要となります。

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

基本サービス
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ログイン時に入力した
パスワードが8桁の場合

これより、お客さまのご利用状況により設定（　　　　　　　）が異なります。
「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」の各サービスページにて、どの設定が必要か
ご確認ください。

111

　11 　22 33 44

回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールの両方の
契約をしており、パスワードが両サービス同一の場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールのいずれ
か片方のみの契約の場合

または

ログイン時に入力した
パスワードが

8桁未満orロック状態or
仮パスワードの場合

22 回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールの両方の
契約をしており、パスワードが両サービス同一の場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールのどちら
か片方のみの契約の場合

または

パスワードの設定変更が不要なお客さま

新規パスワード登録が必要なお客さま

旧設定サイトでは、「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」各サービス毎にパスワードを設
定する必要がありましたが、新設定サイト「ひかり電話設定サイト」では「着信お知らせメール」
「FAXお知らせメール」どちらのサービスも1つのパスワードでご利用いただくこととなります。
旧設定サイトのパスワードを継続して利用するには、お客さまのご利用状況により設定変更が必
要となります。新設定サイト「ひかり電話設定サイト（https://www.hikari.ntt-west.net）」へ
アクセスし、以下の手順で設定を行ってください。

「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」（いずれもオプション）旧パスワードの移行作業

ひかり電話設定サイト ログイン画面

認証単位選択画面

ログイン画面

「電話番号」「パスワード」を入力して
「ログイン」をクリック
※パスワードは、これまで「着信お知らせメール」
または「FAXお知らせメール」でお使いいただ
いていたパスワードを入力してください。

11

22

33

44

認証単位（回線単位、
電話番号単位、もしく
は管理者／ユーザ単
位）を選択します。

「ログイン画面」へ移動します。

「ログイン画面へ戻る」をクリック

パスワードの変更は不要です。

「パスワード登録」をクリック

「新規パスワード」と確認用の枠へ新
しいパスワードを英数半角8桁以上
12桁以下で再入力してください。

「ログイン画面」へ移動します。

「ログイン画面へ戻る」をクリックし、
新しいパスワードで、再度ログインし
直してください。

新しいパスワードの登録が完了しました。

「旧設定サイトからパスワード引継ぎ」
をクリック
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ログイン時に入力した
パスワードが8桁の場合

333 回線単位を選択した場合
ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメール
（いずれもオプション）の両方の契約をしてお
り、パスワードが両サービスで異なる場合

ログイン時に入力した
パスワードが8桁の場合

回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した電話番号以外に
契約している電話番号がある場合

ログイン時に入力した
パスワードが

8桁未満orロック状態or
仮パスワードの場合

44 回線単位を選択した場合
ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールの
両方の契約をしており、パスワードが両サー
ビスで異なる場合

ログイン時に入力した
パスワードが

8桁未満orロック状態or
仮パスワードの場合

回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した電話番号以外に
契約している電話番号がある場合

パスワード統合が必要なお客さま パスワード統合、新規パスワード登録が必要なお客さま

パスワードの統合を行います。「パス
ワード統合」をクリックしてください。

ログイン時に入力しなかった方の
サービスのパスワードを入力してく
ださい。

「ログイン画面」へ移動します。

ログインパスワードの統合が完了しま
した。今回のログイン時に入力したパ
スワードに統合しました。

「ログイン画面へ戻る」をクリック

パスワードの統合を行います。「パス
ワード統合」をクリックしてください。

ログイン時に入力しなかった方の
サービスのパスワードを入力してく
ださい。

ログインパスワードの統合が完了しました。
新しいパスワードを設定します。

「パスワード登録」をクリック

「新規パスワード」と確認用の枠へ新
しいパスワードを英数半角8桁以上
12桁以下で再入力してください。

「ログイン画面」へ移動します。

新しいパスワードの登録が完了しました。

「ログイン画面へ戻る」をクリックし、
新しいパスワードで、再度ログインし
直してください。
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MEMO

◎旧設定サイトへログインした場合
旧設定サイトへアクセスされた場合は、「ひかり電話設定サイト」へアクセスすることが可能なボタンが表示されます。

※旧設定サイトでは、各種設定ができませんので、「ひかり電話設定サイト」にて
設定を行ってください。

「新URLへ」をクリックし、「ひかり電話設定サイト」へアク
セスしてください。

FAXお知らせメールをご契約されていたお客さまにおいては、旧設定サイトへアクセスするためのボタンが
表示されます。

※「旧設定サイト受信FAX内容閲覧」をクリックした際には、旧設定サイトのトップ
画面へ移動しますので、FAXお知らせメールを選択し、電話番号と旧設定サイ
トで利用していたパスワードを入力しログインしてください。（「ひかり電話設定
サイト」のパスワードではログインできません。）

「旧設定サイト受信ＦＡＸ内容閲覧」をクリックし、旧設定サ
イトへアクセスしてください。

「旧設定サイト受信FAX内容閲覧」ボタンが表示されるの
は、設備変更工事より30日間となります。30日間を過ぎ
るとボタンが表示されなくなり、「ひかり電話設定サイト」か
らはアクセスができません。

◎旧設定サイトへログインした場合
旧設定サイトへアクセスされた場合は、「ひかり電話設定サイト」へのアクセスが可能なボタン、および旧受信
BOXのFAX内容が閲覧できる画面へのアクセスが可能なボタンが表示されます。

※旧設定サイトでは、旧設定サイトにおけるパスワード変更以外の各種設定がで
きません。各種設定については、「ひかり電話設定サイト」にて設定を行ってく
ださい。

「新URLへ」をクリックし、「ひかり電話設定サイト」へアク
セスしてください。

「旧受信BOXのFAX内容閲覧」ボタンをクリックすると過
去に受信したFAXの内容閲覧が可能です。閲覧が可能な
期間は、設備変更工事より30日間になりますので、FAX
データをお客さまのパソコン等へ保存（ダウンロード）して
ください。

◎「ひかり電話設定サイト」から旧設定サイトへのアクセス方法

旧設定サイトへのアクセス

着信お知らせメール

FAXお知らせメール （オプション）

（オプション）
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ひかり電話オフィスA（エース）とは

以上のアクセス回線を利用することにより、加入電話・携帯電話等へ低廉な通話料金での発信、およ
び従来の加入電話等と同じ電話番号での発着信を可能とする光IP電話サービスです。基本サービス
として1チャネル※21電話番号が利用でき、最大300チャネル7000電話番号※3まで対応しています。フ
レッツ 光ネクスト等のご契約タイプ、ビジネスイーサ ワイドの品目により、最大チャネル数が異なります。

※1 コラボ光とは、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスをいいます。詳しく
は[http://flets-w.com/collabo/]をご確認ください。

※2 チャネルとは、加入電話の通信回線に相当するものです。「複数チャネル（オプション）」を申し
込むことで、最大300通話まで同時にご利用が可能となります。

※3 「追加番号（オプション）」を申し込むことで、6999番号まで追加可能となり、最大7000電話番号をご利用いただけます。
●停電時は利用できません。

ひかり電話オフィスA（エース）の特長

※3 現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用の場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する
必要があります。この場合、ひかり電話オフィスA（エース）の工事費［基本工事費1,000円
（税抜）〈フレッツ光と同時工事の場合は無料〉、交換機等工事費1,000円（税抜）］に加え、1
番号ごとに同番移行工事費2,000円（税抜）、加入電話等の休止に関する基本工事費
1,000円（税抜）（フレッツ光と同時工事の場合は無料）、交換機等工事費1,000円（税抜）
が必要です。現在ご利用中の電話番号が引き続き利用できない場合があります。なお、ひかり電
話／ひかり電話オフィスタイプにてご利用の電話番号をひかり電話オフィスA（エース）にメニュー変更しそのまま利用する場合や、ひ
かり電話サービスでご利用中のアクセスサービスのみ変更する場合については、同番移行工事費は必要ありません。
「コラボ光」で「コラボ光ひかり電話」をご利用の場合、「フレッツ光」および他の光コラボレーション事業者が提供する「コラボ光」に変
更される場合には、原則、新たに工事等を実施する必要があるほか、「コラボ光ひかり電話」の電話番号を変更する必要が生じます。

※4　　ISDN対応機器、G4FAXなど、一部の電話機等は利用できません。

06-××××-××××

今、お使いの電話番号※3や電話機※4を変更せずにご利用いただけます。

ご利用中の電話番号※3・電話機※4がそのまま利用できる！

※2 NTT東西の加入電話・INSネット・ひかり電話サービスおよびコラボ光ひかり電話〈テレビ電話・
データコネクト（データ通信）・データコネクト通信中の音声通話は除く〉、他社加入電話、他社
IP電話（050番号への通話を除く）へ発信の場合。携帯電話等への通話料金は異なります。県
内とは、平成11年郵政省令第24号（平成11年7月1日施行）によって定められた区域をいい、
行政上の区分とは異なる場合があります。

ひかり電話オフィスA（エース）を音声のみで利用する場合、2つのプランからお選び
いただけます。
プラン1：市内／県内6円※2（税抜）／3分、県間10円※2（税抜）／3分
プラン2：全国一律8円※2（税抜）／3分

通信料金の低廉化でコスト削減に貢献！

10円 8円
6円

※1 グループ通話定額（料金サービス）は、同一契約者名義のNTT西日本のひかり電話・ひかり電
話オフィスタイプ・ひかり電話オフィスA（エース）をグループ登録することにより適用されま
す。○NTT東日本の回線やひかり電話基本プラン以外のひかり電話A（エース）、安心プラン
およびもっと安心プラン（いずれもIP電話サービス）については登録できません。○同一グ
ループ回線以外への通話は通常の通話料金がかかります。「コラボ光ひかり電話」に転用さ
れるときは、 グループ通話定額対象のグループを新たに設定していただく必要があります。
なお、NTT西日本のひかり電話・ひかり電話オフィスタイプ・ひかり電話オフィスA（エース）を
契約されている拠点と「コラボ光ひかり電話」（転用を含む）拠点を組み合わせて同一グルー
プを設定することはできません。○一つの回線が複数のグループに属することはできませ
ん。○通話明細記録区分は「希望（全桁記録）」でのお申し込みが必要です。○グループ通話
定額の定額料は、ひかり電話オフィスA（エース）の月額利用料に含まれます。○ひかり電話、
ひかり電話オフィスタイプをグループ登録する場合は、グループ通話定額のご契約ならびに
ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプの全チャネルに対して、1チャネルあたり400円（税
抜）の月額利用料が必要です。○無料となる通話はNTT西日本管内の同一グループのひか
り電話サービスへの音声通話です。 

同一企業の複数の事業所で利用している「ひかり電話オフィスA（エース）」をグ
ループ登録することにより、登録した契約者間の音声通話が無料※1となります。

同一契約者間なら、音声通話が無料※1！
GROUP

ひかり電話オフィスひかり電話オフィスA（エース）の
サービス概要

ひかり電話オフィスA（エース）の
サービス概要

（電話サービス）（IP電話サービス）

・「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」
・「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」
・「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼」
・「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」

・「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」
・「フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ」
・一部の「コラボ光」※1

・「ビジネスイーサ ワイド（帯域確保型）」
・「ビジネスイーサ ワイド バーストプラン（一部帯域確保型）」

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ

フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ

アクセス回線

8

100

最大チャネル数

32
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

最大電話番号数

7000

ビジネスイーサ ワイド（帯域確保型）

アクセス回線
1Mbps
10Mbps
100Mbps
1Gbps

確保帯域
2
23
235
300

最大チャネル数 最大電話番号数

7000

ビジネスイーサ ワイド
バーストプラン
（一部帯域確保型）

アクセス回線
1Mbps
2Mbps
3Mbps
4Mbps
5Mbps
6Mbps
7Mbps
8Mbps
9Mbps
10Mbps
20Mbps
30Mbps
40Mbps
50Mbps

確保帯域
2
4
6
9
11
13
16
18
20
23
46
70
93
117

最大チャネル数 最大電話番号数

7000

60Mbps
70Mbps
80Mbps
90Mbps
100Mbps
200Mbps
300Mbps
400Mbps
500Mbps
600Mbps
700Mbps
800Mbps
900Mbps
1Gbps

確保帯域
140
164
187
211
235
300
300
300
300
300
300
300
300
300

最大チャネル数 最大電話番号数

7000

（いずれもFTTHアクセスサービス）
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ひかり電話オフィスA（エース）（IP電話サービス）では、相手の電話番号をディスプレイに表示する
「ナンバー・ディスプレイ」など、ビジネスの通信に必要なサービスを基本サービスとして標準装備。

基本サービス

★他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合
があります。
★各サービスの詳細については、該当ページをご確認ください。

サービスイメージ

ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター1台の設置例

■ お客さま事務所

※デジタル電話機・デジタルFAX等のISDN専用端末、通報機能を備えた情報機器等はご利用いただけません。G3FAX、モデム
通信についてはご利用は可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。FAXのご利用について、通
信相手側がISDN回線をご利用の場合、通信相手側の設定によっては、FAXがご利用できない場合があります。

加入者網
光ファイバー区間

インターネット

プロバイダー

NGN

フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼の場合（FTTHアクセスサービス）アクセス回線

回線
終端装置

ひかり電話
オフィスA（エース）
対応アダプター

ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター複数台の設置例

※デジタル電話機・デジタルFAX等のISDN専用端末、通報機能を備えた情報機器等はご利用いただけません。G3FAX、モデム
通信についてご利用は可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。FAXのご利用について、通信
相手側がISDN回線をご利用の場合、通信相手側の設定によっては、FAXが利用できない場合があります。

ルーター

ビジネスフォン

■ お客さま事務所

加入者網
光ファイバー
区間

回線
終端装置

ひかり電話
オフィスA（エース）

複数機器対応アダプター
ルーター

スイッチングハブ

ひかり電話
オフィスA（エース）
対応アダプター

ひかり電話
オフィスA（エース）
対応アダプター

ひかり電話
オフィスA（エース）
対応アダプター

ビジネスフォン

【フレッツ 光ネクストご利用上の注意】
○サービス提供エリアであっても、サービスがご利用いただけない場合がございます。エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、
http://flets-w.com/にてご確認ください。○インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとの契約・料金が必要です。

インターネット

プロバイダー

NGN

フレッツ 光ネクスト、ビジネスイー
サ ワイドならテレビクラス（アナロ
グ放送）相当の高画質「テレビ電
話」が利用できます。

高画質の
テレビ電話が実現！

ある一定量の帯域を確保してデー
タ通信を行うデータコネクトを利
用することができます。

電話番号を利用した
データ通信！

対応機器により、広帯域を利用した
高音質な通話が可能です。

高音質での通話が可能！

データコネクト

テレビ電話

高音質電話

会社にかかってきた電話を、あら
かじめ指定した電話番号へ転送で
きます。

ビジネスチャンスを
逃しません！

ダイヤル操作により、繰り返しか
かってくる迷惑電話を自動メッ
セージで撃退します。

迷惑電話をしっかり撃退！

ボイスワープ

迷惑電話おことわり
サービス

電話に出る前に、かけてきた相手
の電話番号を電話機などのディス
プレイに表示します。

相手の電話番号がわかるから安心！

ナンバー・ディスプレイ／
ナンバー・リクエスト

フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼の場合アクセス回線

【180630】審査　１７ー４５８－１
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ひかり電話オフィスA（エース）（IP電話サービス）の料金

月額利用料

オプションサービス

［月額利用料］

※1.上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）なお、詳細については弊社ホームページ等でご確認ください。
※2.同一回線内で複数事業所番号を利用する場合に必要となり、契約回線あたり最大9事業所番号の追加までとなります。
★各サービスの詳細については、P.56～P.240の該当ページをご確認ください。
★各サービスの詳細については、該当ページをご確認ください。

区　分

ボイスワープ

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・リクエスト

グループ通話定額（料金サービス）

迷惑電話おことわりサービス

テレビ電話

高音質電話

データコネクト（データ通信）

月額利用料

1,100円（税抜）

単　位

1契約ごと

月額利用料

通話・通信料

基本料金（1チャネル1電話番号）

基本
サービス

フレッツ 光ネクスト
ファミリー・

スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）

の場合
5,400円（税抜）※1

※8.東京テレメッセージ社の提供するサービスにのみ接続可能です。
※9.その他の国（地域）への通話料については、P.41～P.42「国際通話料金一覧」をご確認ください。

※5.接続する事業者名は以下のとおりです。
弊社と接続する事業者名区　分

グループ1-B 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社☆3

グループ1-D 株式会社NTTドコモ

グループ1-A 株式会社NTTドコモ☆1、ソフトバンク株式会社☆2

☆1.FOMA®、mova、ワイドスター、ワイドスターⅡ（衛星陸上、衛星船舶）が対象となります。 ☆2.旧 ワイモバイル株式会社 ☆3.旧 ソフトバンクモバイル株式会社

☆1.旧 ソフトバンクBB株式会社　☆2.旧 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社　☆3.旧 ソフトバンクテレコム株式会社　☆4.旧 株式会社パワードコム

※7.接続する事業者名は以下のとおりです。（着信先のお客さまが契約しているIP電話事業者と当社と接続する事業者とは異なる場合があります。）
弊社と接続する事業者名区　分

グループ2-C
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社☆3、
楽天コミュニケーションズ株式会社☆4、アルテリア・ネットワークス株式会社、ZIP Telecom株式会社、株式会社NTTドコモ、
Colt テクノロジーサービス株式会社

グループ2-B
株式会社STNet、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、九州通信ネットワーク株式会社、
株式会社ケイ・オプティコム、ソフトバンク株式会社☆1、中部テレコミュニケーション株式会社、
楽天コミュニケーションズ株式会社☆2、株式会社NTTぷらら、東北インテリジェント通信株式会社

※6.携帯電話（070/080/090）に対し発信し、着信者が契約する事業者のサービスによりIP電話（050）に着信した場合に適用されます。

※1.通話・通信中に通信種別または利用帯域の変更が
あった場合には、同一の通信種別・利用帯域ごとに
通話・通信時間の合計を算出し、該当する通話・通
信料を適用して料金計算します。

※2.高音質電話を含みます。
※3.県内とは、平成11年郵政省令第24号（平成11年7

月1日施行）によって定められた区域をいい、行政上
の区分とは異なる場合があります。

※4.○グループ通話定額の適用に
より無料となります。○同一グ
ループ回線以外への通話は通常
の通話料金がかかります。○グ
ループ通話定額の定額料は、ひ
かり電話オフィスA（エース）の月
額利用料に含まれます。○ひかり
電話、ひかり電話オフィスタイプ
をグループ登録する場合はグ
ループ通話定額のご契約、ならび
にひかり電話、ひかり電話オフィ
スタイプの全チャネルに対して、
1チャネルあたり400円（税抜）
の月額利用料が必要です。○無
料となる通話はNTT西日本管内
の同一グループのひかり電話
サービスへの音声通話です。

　　「コラボ光ひかり電話」に転用されるときは、グルー
プ通話定額対象のグループを新たに設定していた
だく必要があります。なお、NTT西日本のひかり電
話・ひかり電話オフィスタイプ・ひかり電話オフィス
A（エース）を契約されている拠点と「コラボ光ひ
かり電話」（転用を含む）拠点を組み合わせて同一
グループを設定することはできません。

NTT西日本・
東日本の加入電話、
INSネット、
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通話※1

16円（税抜）／1分
18円（税抜）／1分
10.8円（税抜）／3分
10円（税抜）／60秒
10円（税抜）／45秒
10円（税抜）／36秒

10円（税抜）

6円（税抜）/3分
10円（税抜）/3分

8円（税抜）/3分

10.5円（税抜）/3分

10.8円（税抜）/3分

9円（非課税）／1分
30円（非課税）／1分
30円（非課税）／1分

6円（税抜）/3分
10円（税抜）/3分

8円（税抜）/3分

携帯電話への通話

PHSへの通話

他社加入電話等への
通話

他社加入
電話への
音声通話

国　
　
　

内

国
際（
例
）

県内※3

県間
県内※3

県間

アメリカ合衆国（本土）への通話
中華人民共和国への通話
大韓民国への通話

区　　分 料　　金

上記の通話料金のほかに
通話1回ごとに

音声通話※2

プラン1

プラン2

音声通話※2

・テレビ電話
・通話、データ
　コネクト通信
　 同時利用

同一契約者
グループ内への通話

無料※4

15円（税抜）/3分

15円（税抜）/3分

100円（税抜）/3分

1円（税抜）/30秒

100円（税抜）/3分

1.5円（税抜）/30秒

2円（税抜）/30秒

利用帯域
2.6Mbpsまで
利用帯域
2.6Mbpsを超える

グループ1-A※5

グループ1-B※5

グループ1-D※5、6

区域内
～160km
160km超

 

データ
コネクト

利用帯域
～1Mbps
利用帯域
～2.6Mbps
利用帯域
2.6Mbpsを超える

利用帯域
～512kbps

利用帯域
～64kbps

ＮＴＴ西日本・東日本の
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通信※1

※9

※1.インターネットのご利用には、フレッツ 光ネクスト等に対応したプロバイダーとの契約・料金が必要です。
★他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
●上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）なお、詳細については弊社ホームページ等でご確認ください。

IP電話
（050番号）
への通話

プラン1

プラン2

ポケットベル等（020番号を
用いたサービス）への通信※8

40円（税抜）＋
15円（税抜）/40秒

グループ2-B※7

グループ2-C※7

県内
県間
県内
県間

［ひかり電話オフィスA（エース）対応機器利用料］（レンタルの場合）
区　分 月額利用料

4チャネル対応ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター※2※3 1,000円（税抜）

8チャネル対応ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター※2※3 1,500円（税抜）

複数機器対応アダプター（最大32チャネル用） 1,000円（税抜）

単　位

1装置ごと

※2.アナログポートまたはISDN（BRI）ポートでの同時接続対応チャネル数。※3.多段構成により複数機器対応アダプターとしても利用が可
能。最大32チャネルの同時接続が可能です。※4.ISDN（PRI）ポートでの同時接続対応チャネル数。

5,400円（税抜）23チャネル対応ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター※4／
複数機器対応アダプター（最大300チャネル用）

区　分
複数チャネル

追加番号※1

着信お知らせメール

一括転送機能

故障・回復通知機能

フリーアクセス・ひかりワイド※1

特定番号通知機能

西日本利用型

ブロック内利用型

基本機能（1事業所番号利用）

オプション機能※2

基本機能（発着信制御）

プラン1（1ブロック最大20番号）

プラン2（5ブロック最大100番号）

プラン3（25ブロック最大500番号）

プラン4（50ブロック最大1,000番号）

プラン5（600ブロック最大12,000番号）

ひかり電話#
ダイヤル

1#ダイヤル番号ごと

月額利用料
1,000円（税抜）

　100円（税抜）

　100円（税抜）

3,000円（税抜）

3,000円（税抜）

1,000円（税抜）

　100円（税抜）

15,000円（税抜）

10,000円（税抜）

3,500円（税抜）

2,000円（税抜）

500円（税抜）

100円（税抜）

500円（税抜）

1,500円（税抜）

2,000円（税抜）

10,000円（税抜）

500円（税抜）

単　位
1チャネルごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

ひかり電話オフィスA（エース）1契約ごと

ひかり電話オフィスA（エース）1契約ごと

1着信課金番号ごと

1電話番号ごと

1契約ごと

1追加事業所番号ごと

1電話番号（制御対象番号）ごと

1契約ごと

ひかり電話オフィスA（エース）1契約ごと

グループ
ダイヤリング

コールセレクト 許可番号
リスト

グループ通話定額テレビ電話プラン（料金サービス）
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工事費

交
換
機
等
工
事
費

基本サービス

基本工事費※1
区　分

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

　700円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

2,000円（税抜）

700円（税抜）

料　金

MEMO

フリーアクセス・ひかりワイド※2

グループダイヤリング※2

コールセレクト※2

同番移行工事費※3

発信電話番号通知の変更※2

追加番号

一括転送機能※2

故障・回復通知機能※2

着信お知らせメール※2

特定番号通知機能

ひかり電話#ダイヤル※2

★上記機器工事費は新設時の工事費となります。それ以外の工事費については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

★グループ通話定額テレビ電話プラン（料金サービス）の工事費は無料です。

複数チャネル※2

区　分

1装置ごと

単　位

8,000円（税抜）

9,500円（税抜）

16,000円（税抜）

13,000円（税抜）

4,800円（税抜）

料　金

4チャネル対応ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター工事費※4※5

8チャネル対応ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター工事費※4※5

23チャネル対応ひかり電話オフィスA（エース）対応アダプター※6／
複数機器対応アダプター（最大300チャネル用）工事費

複数機器対応アダプター（最大32チャネル用）工事費

設定変更工事費

機
器
工
事
費

1工事ごと

1追加電話番号ごと

1電話番号ごと

1着信課金番号ごと

1電話番号ごと

1#ダイヤル番号ごと

1事業所番号ごと

1工事ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

単　位

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごと

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごと

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごと

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごと

1着信課金番号につき
1追加機能ごと

基本機能の利用開始
または内容の変更
追加機能の利用開始
または内容の変更

※1.フレッツ 光ネクストとひかり電話オフィスA（エース）を同時に工事する場合は無料です。派遣工事を伴う場合は4,500円（税抜）となります。お客さま宅
内工事費の合計が29,000円（税抜）を超える場合、29,000円（税抜）ごとに加算額3,500円（税抜）がかかります。

※2.ひかり電話オフィスA（エース）の新設・移転等の同時工事の場合は無料です。
※3.現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用の場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する
必要があります。この場合、ひかり電話オフィスA（エース）（IP電話サービス）の工事費［基本
工事費1,000円（税抜）〈フレッツ光（FTTHアクセスサービス）と同時工事の場合は無料〉、交
換機等工事費1,000円（税抜）］に加え、1番号ごとに同番移行工事費2,000円（税抜）、加入
電話等の休止に関する基本工事費1,000円（税抜）（フレッツ光と同時工事の場合は無料）、
交換機等工事費1,000円（税抜）が必要です。現在ご利用中の電話番号が引き続き利用でき
ない場合があります。○なお、ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプにてご利用中の電話番号をひかり電話オフィスA（エース）にメ
ニュー変更してそのまま利用する場合や、ひかり電話サービスでご利用中のフレッツアクセスサービスのみを変更する場合については同番移行工事
費は必要ありません。○フリーアクセス・ひかりワイドにおいて着信課金番号を変更することなく、電気通信事業者を変更する場合、着信課金番号の
同番移行工事費は無料となります。
○「コラボ光」で「コラボ光ひかり電話」をご利用の場合、「フレッツ光」および他の光コラボレーション事業者が提供する「コラボ光」に変更される場合
には、原則、新たに工事等を実施する必要があるほか、「コラボ光ひかり電話」の電話番号を変更する必要が生じます。　

※4.アナログポートまたはISDN（BRI）ポートでの同時接続対応チャネル数。※5.多段構成により複数機器対応アダプターとしても利用が可能。最大32
チャネルの同時接続が可能です。※6.ISDN（PRI）ポートでの同時接続対応チャネル数。

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
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電話をかける（発信） 電話を受ける（着信）

2 電話番号を押す

3 呼出音が聞こえる

4 相手の方が出たらお話しする

電話のかけかた、受けかた

従来の加入電話と同じかけかた、受けかたでご利用いただけます。

1 電話機のハンドセット（受話器）を
取り上げる
「ツー」という発信音が聞こえます。

5 お話が終わったら、
ハンドセット（受話器）を置く

3 お話が終わったら、
ハンドセット（受話器）を置く

1 着信音が鳴る
「プルルルー」という着信音が鳴ります。

2 ハンドセット（受話器）を取り上げて、
相手の方とお話しする

※1　法人向けひかり電話サービス対応機器により設定変更が可能です。
※2　お客さまご利用の法人向けひかり電話サービス対応機器が、アナログ用（Netcommunity VG420a-W、VG820a-W、VG430a、
　　　VG830a、OG400Xa、OG800Xa、OG410Xa、OG810Xa）の場合にご利用いただけます。

ワンポイント
●最後の番号をダイヤルしてから約6秒※1たつと、ダイヤルの終了と判定し発信します。すぐに発信させ
　たい場合は、番号に続けて「♯」（シャープ）を押してください。※2

●詳しい操作方法は、接続したビジネスフォンの取扱説明書などを参照してください。

特定の発信だけ非通知にする

4 相手先に法人向けひかり電話サービスの電話番号は通知されません

発信者番号通知、非通知のしかた
法人向けひかり電話サービスの発信者番号通知状態※1が「通常通知」の場合

1 受話器を上げ、「ツー」という音が聞こえたら

2 相手先の電話番号をプッシュする前に

操作手順
相手の電話番号

184＋相手の電話番号
相手の電話番号

186＋相手の電話番号

受ける人へ通知する情報 
（例）0612345678※2

非通知
非通知

（例）0612345678※2

通常通知

通常非通知

発信者番号通知状態※1 

※1　あらかじめNTT西日本にお申し込みいただいている、法人向けひかり電話サービスの通知状態です。
※2　発信者番号通知可能番号数は、アナログ用では法人向けひかり電話サービス対応機器のポート数に限り、ISDN用では発信電話番号

としてISDN対応情報機器から送出できる電話番号が着信電話番号として設定されている電話番号に限ります。
●発信者番号通知の優先順位は、法人向けひかり電話サービスの通知状態よりも情報機器の設定が優先され、さらに「184」「186」のダイヤ
ル操作が優先されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

184＋△△△△-△△△△
3 「184」をプッシュし、続けて相手先電話番号をプッシュ

★ビジネスフォンやPBXご利用の場合は、外線発信特番（0など）
が必要となる場合があります。

法人向けひかり電話サービスの
ご利用方法

ご利用方法

（いずれもIP電話サービス）

国際電話のかけかた

3 これで電話がかかります

1 受話器を上げ、「ツー」という音が聞こえたら

各国（地域）の国番号、通話料金については、P.41～P.42「国際通話料金一覧」をご覧ください。
なお、国際電話を使用しない場合は『国際電話の発信規制』をかけることも可能です。『国際電話の発信規制』のお申し込みは弊社営業担当者
までお問い合わせください。

★法人向けひかり電話サービスの国際通話は、「事業者識別番号」の入力は不要です。
★法人向けひかり電話サービスは、「事業者識別番号」等で事業者を指定した発信ができません。入力すると接続できませんの
でご注意ください。

010 ＋ 相手国番号 ＋ 相手国内番号 
国（地域）ごとに異なる番号 ★国番号はP.41～P.42をご覧ください。

国際プレフィックス（国際電話であることを示す番号） ★固定の番号です。

2

010 ＋ 1 ＋ 212 ＋ 123 - 4567
例）ニューヨーク（0212）の123-4567番に電話する場合

ニューヨークの市外局番
相手国の市外局番は最初の
0を取った番号をダイヤルします。※

※一部例外地域もあります。
アメリカの国番号

★国際フリーダイヤル（010-800始まり）、船舶電話へは接続できません。
　（ただし、相手先端末が衛星電話インマルサット、イリジウム、スラーヤの場合接続可能）
★海外の携帯電話への通話も可能です。通話料金は海外の加入電話へかけた場合と同じです。
★相手国の通信事情（相手国で紛争が起こっていたり、相手国のインフラが古い等）によっては、接続しにくい場合があります。
★国際通話等における発信番号通知について　国際通話等での発信電話番号通知は、相手国側の中継事業者網の設備状況により通知で
きない場合があります。そのため、相手側端末への表示を保証するものではございませんので、ご了承願います。
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（06）9999-9999

（06）9999-9999

1

2

3

4

6

5

口座振替をご利用でない場合

「請求書」（イメージ）の見方

★請求書のイメージです。

「ご利用料金内訳書」（イメージ）の見方

1

2

3

4

5

6

「ご請求額」はご請求する総額です。

料金に関するお問い合わせ先です。料金についてのお問い合わせはこちらへお気軽におたずねください。

ご利用中の電話番号もしくは“00”ではじまる10桁のお客さま番号が表示されます。

「ご請求の内訳」は各社等のご利用分の内訳です。なお、各ご利用分の詳細につきましては「ご利用料金内訳書」をご覧ください。

バーコードの記載された請求書は、「弊社電話料金窓口」の表示があるコンビニエンスストア等でお支払いになれます。

この部分がお支払い用の請求書です。（ミシン目から切り取ってお支払いください。）

1

2

★ご利用料金内訳書のイメージです。

1

2

★ご利用料金内訳書のイメージです。

料金をお支払いいただけないときは
法人向けひかり電話サービスの利用を停止し、さらには契約の解除をさせていただくことがありますので、
ご了承ください。
★お支払期限後に支払われた場合は、契約約款に基づき年14.5％（1日あたり約0.04％）の割合で計算した延滞利息を加算させていただく場合も
　ありますのでご了承ください。

　消費税の計算には、「合算」・「個別」・「内税」・「非対象等」の区分があります。2

　ご利用中の電話番号もしくは“00”ではじまる10桁のお客さま番号が表示されます。1

ご請求時にまとめて消費税率を乗じて計算するもの。「（内訳）消費税相当額（合算分）」の欄に消費税相当額と対象金額を表示しています。
電報など1通（1通話、1件）ごとに計算するもの。「（内訳）消費税相当額（個別分）」の欄に消費税相当額を表示しています。
消費税相当額をあらかじめ含んでいるもの。
消費税の対象とならないもの。

合　　算
個　　別
内　　税
非対象等

：
：
：
：

【ひかり電話オフィスA（エース）】

【ひかり電話オフィスタイプ】

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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お支払い期限日にご指定の口座から振替させていただきます。手続きは、口座振替依頼書に必要事項をご記入、お届け印を押
印のうえ、振替口座をお持ちの金融機関、郵便局または弊社支店にお申し込みください。
★残高不足等により振替できなかった場合は、お支払期限日の10日後に再度振替させていただきます。（一部金融機関を除きます。）

料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。口座振替をご利用いただきますと、お支払いに出かける
手間が省け、お支払期限を気にしなくてもすみますので大変便利です。

請求書の発行日と計算期間

口座振替をご利用の場合

お支払い期限までにお近くの銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、農林中金、労働金庫、農業協同組合、郵便局、「弊社電話料
金窓口」の表示があるコンビニエンスストアでお支払いください。

窓口でお支払いの場合

お客さま指定のクレジットカードからお支払いいただくことができます。あらかじめ申込書の提出が必要となりますので、電話料
金等請求書（領収証兼口座振替額のお知らせ）に記載しております「料金お問い合わせ先」までご連絡ください。なお、クレジット
カードによるお支払いは、クレジットカード支払規約を承諾のうえ、お申し込みください。

クレジットカードによるお支払いの場合

請求書のお届け

料金のお支払方法

請求書の発行予定日、基本料金と通話料金の計算期間は、以下のように定めさせていただいております。
●請求書発行の例

計　算　期　間

1日 末日 15日 10日 25日末日

当　月 翌　月 翌々月
（凡例） 基本料金

通話料金

請求書発行予定日

支払期限
※

※
※お客さまによって、請求書発行予定日および
　支払期限が異なります。

「Myビリング（ひかり電話通話明細内訳・通話発生状況照会）」は、法人向けひかり電話サービスをご利用のお客さまに、通話明
細情報と法人向けひかり電話サービスの前日までのご利用通話料金をインターネットでご提供するサービスです。インター
ネットに接続されたパソコンがあれば閲覧ができます。
★法人向けひかり電話サービスの通話明細については、「Myビリング（ひかり電話通話明細内訳・通話発生状況照会）」のみのご提供となります。紙媒体で
のご提供はございません。

＊携帯電話の機種により正しく表示されない場合があります。＊パソコン、携帯電話ともに、インターネットご利用時に必要となる接続費用はご利用者ご自身
の負担となりますので、ご了承ください。＊｢ご利用料金のお知らせ｣、｢領収金額｣を1ヵ月ごとに12ヵ月分照会できます。Myビリングご契約前のご利用料金
は照会できません。＊通話明細について、請求額が確定している直近月およびその前月分の照会ができます。別途書面による事前のお申込みが必要です。

Myビリング（会員サービス）（ひかり電話通話明細内訳・通話発生状況照会）の概要

https://www.billing.ntt-west.co.jp
以下のURLをブラウザーの「アドレス」欄に入力してください。

Myビリング（ひかり電話通話明細内訳・通話発生状況照会）のURL

「Myビリング（ひかり電話通話明細内訳・通話発生状況照会）」をお申し込みいただいたお客さまには、「Myビリング（ひかり電
話通話明細内訳・通話発生状況照会）」のお客さまID・パスワードを郵送いたします。

Myビリング（ひかり電話通話明細内訳・通話発生状況照会）のID・パスワード

通話明細照会方法

パソコンからの照会方法

2 次回の「ご利用料金のお知らせ」に対
応するご利用料金が表示されます。ご
覧いただけるご利用料金は、割引計算
をする前の概算料金です。 

前日24時までのご利用料金（通話料）は、当日16時
頃以降に閲覧可能です。金額は概算であり、実際の
請求額とは一致しない場合があります。

1 Myビリングへログイン後、メニューを選択します。

2ひかり電話着信課金サービス（フリー
アクセス・ひかりワイドをご契約いただ
いているお客さまには、「サービス区分
選択画面」が表示されます。
●ひかり電話サービス
●ひかり電話着信課金サービス

ひかり電話着信課金サービスのご契約
のないお客さまには、本画面を経ず、
直接通話明細画面へ移動します。

3

「前日までのご利用料金」※1を選択「通話明細」を選択

当月分のご利用がない場合当月分のご利用がある場合

★画面はイメージです。

当月分のご利用がある場合は「通話明
細内訳書・全番号画面」が表示されます。 3 当月分のご利用がない場合はエラー表

示となります。

※2※2※2

※3※3※3

ボタンクリックにより、前月分のご利用についての「通
話明細内訳書・全番号画面」が表示されます。

「サービス区分選択」画面より照会した場合、サービス
区分選択画面へ「戻る」ボタンが表示されます。

※1 NTTコミュニケーションズご利用分は対象外です。●割引
サービス適用前の通話料金を集計表示します。●法人向けひ
かり電話サービスの場合は別途書面による事前のお申込み
が必要です。●法人向けひかり電話サービスをご利用の場合、
携帯電話では「前日までのご利用料金」は照会できません。

※2 汎用個別番号請求のお客さまの場合は汎用請求番号が表示されます。
※3 通話先電話番号は、お客さまがダイヤルしている/していないにかかわらず、
  　 市外局番から表示されます。
  　 例）大阪よりダイヤル1234-5678⇒通話先電話番号：06-1234-5678

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

【180630】審査　１７ー４５８－１
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■通話明細情報のダウンロード方法

パスワード設定後「ダウンロードパスワード
設定完了画面」が表示されます。

ＣＳＶのファイルが１ファイルで取得され
ます。レコードの並びは時系列となります。

1

2

3

4

推奨ソフトは指定していません。
また、解凍ソフトの入手およびご利用方法に際しては
お客さま個人の責任のもとに行ってください。

※「zip形式のファイルが開けない場合は、zip形式に対
応する解凍ソフトで解凍してからお使いください」と
ファイルの注意文言が表示されます。

（0＊）5＊＊＊-3＊＊＊,平成24年5月1日～平成24年5月31日,ひかり電話サービス・・・
通話月日,通話開始時刻,発信元電話番号,通話先電話番号,通話先地域名・・・
【NTT西日本ご利用分】
1015,07:00:00,03-5＊＊＊-3＊＊＊,010-2＊＊＊＊-9＊＊＊,AUSTRALIA,00:55:00,2500,,
1015,08:00:00,03-5＊＊＊-3＊＊＊,03-5＊＊＊＊-6＊＊＊,東京,00:55:00,10035,,★

zipを解凍後

■Myビリング画面上からの番号ごとの通話明細照会方法

1

推奨ブラウザーについて
「Myビリング」では、次のブラウザーを推奨しています。
〈Internet Explorer® Ver 11〉
「SHA-2」方式に対応していない利用環境からは、Myビリングが閲覧できません。閲覧ができない場合は、ブラウザーの
バージョンアップを行うか、「SHA-2」方式に対応している端末からご利用ください。
お申し込み・お問い合わせについて
NTT西日本『Myビリング』ホームページhttp://www.ntt-west.co.jp/my/pc/　(24時間受付中、さらに詳しい情報
をご提供しております。)
お問い合わせについては、「Myビリング（ひかり電話通話明細内訳・通話発生状況照会）登録完了のお知らせ」に記載の
料金お問い合わせ先までご連絡ください。
通話明細の閲覧開始月について
通話明細の閲覧開始月はあくまで予定であり、異動が生じた場合など、閲覧できない場合もありますので、あらかじめご
了承ください。

ご利用上の留意事項

・お客さまは通話明細情報をダウンロードするつど、
　パスワードを設定する必要があります。

・パスワードにはログインパスワードと同じパスワード
　も設定可能です。
　
・パスワードは英文字だけ・数字だけも許容しますが、
　必ず8桁必要です。

発信元電話番号をクリックするごとに、電話番号
ごとの「通話明細内訳書・番号別画面（ひかり電
話）」がポップアップ表示されます。

3

※ご利用料金の集計は請求書表示と同じ区分・順番で表示さ
れます。

※電話番号数が300を超えるお客さまについては、「番号毎
表示」ボタンは表示されないため、通話明細情報を確認する
場合についてはダウンロードのみとなります。

※お客さまのパソコンのブラウザーでポップアップブロックが
組み込まれている場合は、「番号別画面」がポップアップ表
示されませんので、ご注意ください。

発信元電話番号が1つのお客さまにも本画面は表示され
ます。（その場合1行表示になります）

「通話明細内訳書・番号選択画面（ひかり電話）」が
表示されます。2

「通話明細内訳書・全番号画面」の「ダウン
ロード」ボタンを押してください。

「ダウンロード」ボタンを押した後「ダウン
ロードパスワード設定入力画面」へ移動
します。

本画面を確認後、「ダウンロード」ボタンを押下する
ことで、通話明細情報がダウンロードされます。

「通話明細内訳書・全番号画面」の「番号毎表示」
ボタンを押してください。

番号別利用料金集計情報が
ダウンロードできます。
ダウンロード方法については
P.33をご覧ください。

全番号表示へ戻る場合は
このボタンを押下します
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法人向けひかり電話サービスのご利用に関するご案内

法人向けひかり電話サービスの提供条件

現在お使いの電話番号を継続して法人向けひかり電話サービスでご利用の場合
●NTT西日本の加入電話等をご利用いただいているお客さまが、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用
することを同番移行といいます。
●現在ご利用中の電話番号が引き続きご利用いただけない場合があります。
●現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用される場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する必要がありま
す。この場合、法人向けひかり電話サービスの工事費［基本工事費1,000円（税抜）〈フレッツ光と同時工事の
場合は無料〉、交換機等工事費1,000円（税抜）］に加え、1番号ごとに同番移行工事費2,000円（税抜）、加入
電話等の休止に関する基本工事費1,000円（税抜）（フレッツ光と同時工事の場合は無料）、交換機等工事費
1,000円（税抜）が必要です。

●「コラボ光」で「コラボ光ひかり電話」をご利用の場合、「フレッツ光」および他の光コラボレーション事業者が
提供する「コラボ光」に変更される場合には、原則、新たに工事等を実施する必要があるほか、「コラボ光ひ
かり電話」の電話番号を変更する必要が生じます。
●NTT西日本の加入電話等を休止して、法人向けひかり電話サービスをご利用いただく場合、休止対象の加
入電話等に付随するNTT西日本にて提供するサービス（割引サービスを含む）は原則解約となります。
★特に以下のサービスは法人向けひかり電話サービスで引き続きご利用いただけない場合がございますので、必ずお客さまご自身でサー
ビス提供者（警備会社等）へ確認の連絡を行ってください。
  ■ 信号監視通信（警備会社等の監視センターへの監視信号通知）
  ■ ノーリンギング通信（電気・水道・ガス等の遠隔検針）
  ■ オフトーク通信（情報センター等からの各種情報発信）

●加入電話等の休止に伴い、定額料金の発生する割引サービス等の他社電話サービスにご加入の場合、必要
に応じてお客さまご自身でそのサービス提供者への利用終了の連絡を行ってください。サービス提供者へ
の連絡がない場合、ご利用の如何にかかわらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。

●法人向けひかり電話サービスは、マイライン対象外です。従って加入電話等から現在お使いの電話番号を継続し
て法人向けひかり電話サービスでご利用されるお客さまの場合、マイライン契約は解除されます。
●請求書の「お客さま番号」欄に記載されるのは、「法人向けひかり電話サービスの電話番号」、あるいは「ひか
り電話サービスお申込み内容のご案内」に記載している“00”からはじまる「ご請求番号」となります。また、
請求の発行時期・お支払い期限等が変わる場合があります。
●「ひかり電話オフィスタイプ」でお使いの専用番号から「ひかり電話オフィスA（エース）」への同番移行も可
能です。また逆も可能です。

お名前とご住所からお問い合わせの電話番号をご案内するサービスです。

●電話帳に電話番号を掲載されていないお客さまへ
電話番号やご住所を不特定多数の人に広く見られることを避けるため、お客さまのご希望により電話帳掲載をされない場合
でも、「掲載省略案内サービス」をご利用になれば、「104」番号案内で電話番号をご案内することができるようになります。詳
しくは販売担当者へお問い合わせください。

●無料番号案内（ふれあい案内）
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、弊社が定めた一定の障がいのある方並びに、療育手帳（愛護手帳・愛の
手帳・みどりの手帳とよばれる場合もあります。）・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、無料でご案内いたします。ご
利用にあたっては、あらかじめ登録が必要となります。詳しくは「0120-104174」へお問い合わせください。

●番号案内料（オペレーター扱いによる手動番号案内料）〈2017年7月現在〉

※公衆電話からは、利用回数、利用時間帯にかかわらず、100円（税込）／案内です。
※ピンク電話などからは、ご利用できない場合があります。

深夜・早朝（２３時～翌朝８時）

月に1案内の場合

昼間・夜間
（８時～２３時） 月に2案内

以上の場合
1案内分

1案内を超える部分

60円（税抜）／案内

60円（税抜）／案内

90円（税抜）／案内

150円（税抜）／案内

１０４番・番号案内

法人向けひかり電話サービスご利用のお客さまも、通常の加入電話等と同様、電話帳への掲載が可能です。ハローページには、事務用・住宅
用のお客さまの、またタウンページには、事務用のお客さまのお名前、法人向けひかり電話サービスの電話番号、住所を掲載しています。

電話帳への掲載 

法人向けひかり電話サービスは、電話帳（ハローページ・タウンページ）への掲載が可能です。

電話帳への掲載

お客さまのお申し出に基づき、お名前、ご住所、電話番号等を電話帳へ掲載します。電話番号ごとに掲
載可能です。お申し出いただいた掲載情報は「番号情報データベースシステム」に登録し、電話帳発行
または番号案内の利用目的に限定のうえ、要望に応じて電気通信事業者等に提供されます。

重複掲載

１電話番号につき１掲載は無料です。お客さまのご希望で2つ以上の掲載をされる場合は重複掲載料
が必要となります。重複掲載料は、電話帳発行のつど追加分1掲載ごとに500円（税抜）です。電話帳
発行のつど同様のお取り扱いとさせていただきますので、重複掲載がご不要となる場合はお申し付け
ください。

電話帳掲載の省略

お客さまのご希望により、掲載を省略することも可能です。掲載を省略した電話番号が、追加電話番号で
ある場合は、掲載権利を同一契約者回線内の他の電話番号へ充当することが可能です。

●ひかり電話オフィスタイプのご利用には、フレッツ 光ネクストまたはフレッツ・光プレミアムファミリータイプ、
一部の「コラボ光」のいずれかの契約・料金が必要です。なお、「コラボ光」が廃止された場合、NTT西日本がお
客さまに直接提供する「ひかり電話オフィスタイプ」も同時に廃止になります。

●ひかり電話オフィスA（エース）のご利用には、フレッツ 光ネクストまたは一部の「コラボ光」、ビジネスイーサ 
ワイドの契約・料金が必要です。なお、「コラボ光」が廃止された場合、NTT西日本がお客さまに直接提供する
「ひかり電話オフィスA（エース）」も同時に廃止になります。
★コラボ光とは、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスをいいます。詳しくは[http://flets-w.com/collabo/]をご確認
ください。

●ひかり電話オフィスタイプをご利用の場合はひかり電話オフィスタイプに対応したオフィスゲートウェイもしく
はVoIPアダプタ－、ブロードバンドルーターユニットを搭載したビジネスフォン等が必要です。また、これらを
総称して「ひかり電話オフィスタイプ対応機器」といいます。
●ひかり電話オフィスA（エース）をご利用の場合はひかり電話オフィスA（エース）に対応したオフィスゲートウェ
イ、ブロードバンドルーターユニットを搭載したビジネスフォン等が必要です。オフィスゲートウェイを複数台設
置する場合は別途複数機器対応アダプターの設置が必要です。これらを総称して「ひかり電話オフィスA
（エース）対応機器」といいます。
●「ひかり電話オフィスタイプ対応機器」と「ひかり電話オフィスA（エース）対応機器」を総称して「法人向けひ
かり電話サービス対応機器」といいます。
●県間通話および国際通話に関しては、NTTコミュニケーションズ株式会社のサービスを、それぞれご利用い
ただくことになります。
●最新の各フレッツアクセスサービス（FTTHアクセスサービス）の提供エリアについては、
   公式ホームページ　http://flets-w.com/  でご確認いただけます。
　★サービス提供エリアであっても、設備状況等により、一部ひかり電話がご提供できない場合やご提供までにお時間がかかる場合があります。
●法人向けひかり電話サービスやオプションサービス「追加番号」の電話番号をNTT西日本の加入電話等から
同番移行せず新たに利用開始する場合、法人向けひかり電話サービス専用の電話番号になります。法人向け
ひかり電話サービス専用電話番号は、ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース）
以外のNTT西日本の加入電話や他社の電話サービスに同番移行して継続利用することはできません。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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お申し込み・お問い合わせ：請求書に表示されている料金お問い合わせ先へおかけください。

●テレホンカードの総額が通話料を上回る場合は預り証を発行して管理させていただきます。
　（次月以降の通話料金に繰り越しが可能です。）

●テレホンカードによる通話料金支払充当手数料
・テレホンカード　　50円（税抜）／1枚
・ICテレホンカード　　100円（税抜）／1枚※

※交換期間（有効期限5年間）を経過したICテレホンカードは除きます。

●対象となる通話料金は以下のとおりです。
・通話料金（「テレビ電話」「高音質電話」「グループ通話定額（料金サービス）」の月額定額料含む）
・ナビダイヤル（電話サービス）、ひかり電話#ダイヤルへの通話料金
・携帯電話・PHSへの通話料金
・国際通話料金
・050通話料金
★フリーアクセス・ひかりワイド（オプション）の通話料金は対象外となります。
★データコネクト（データ通信）のみをご利用の場合、その通信はテレホンカードによる支払充当の対象外となります。

未使用のテレホンカードをひかり電話オフィスタイプ通話料金のお支払いに充てることができます。

法人向けひかり電話サービスの名義をご変更されるとき

お申し込みは

法人向けひかり電話サービスの名義の変更には、次の3つのパターンがありますので、どちらに該当す
るかご確認のうえ、お手続きください。また、法人向けひかり電話サービスの名義変更に伴い、アクセス
回線※の名義変更も必要になりますので、忘れずにお手続きください。

弊社では、法人向けひかり電話サービスのご名義人からのお申し出によりご注文を承っております。

お手続き方法

法人向けひかり電話サービスの名義をご変更されるときは、弊社の販売担当者までご連絡ください。
なお、弊社ホームページでもお手続きが可能です。
（http://www.ntt-west.co.jp/denwa/mousikomi/name/gaiyou.html）

テレホンカードによる法人向けひかり電話サービス
通話料金お支払いの充当

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま ひかり電話オフィスA（エース）はテレホンカードによるお支払い

相続や法人の合併などに伴い、法人向けひかり電話サービスの名義が変更になるときは、販売担当者
までご連絡いただき、法人向けひかり電話サービス利用権承継・改称届書に必要書類を添えて、速や
かにお届けください。

●法人向けひかり電話サービスの利用権を相続されるとき

■ご用意いただくもの
相続は 旧契約者と相続人との相続関係が証明できる戸籍謄（抄）本と相続人の印鑑

合併は 合併された法人と存続または設立された法人との承継関係が証明できる
登記簿謄（抄）本と新契約者となる法人の代表者印

★アクセス回線※の名義変更も必要です。

※アクセス回線とは、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタ
イプ」「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼」「フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ」「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」「フレッツ 光マイタウン 
ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」「フレッツ・光マイタウン ファミリータイプ」（いずれもFTTHアク
セスサービス）「ビジネスイーサ ワイド（帯域確保型）」「ビジネスイーサ ワイド バーストプラン（一部帯域確保型）」を指します。

結婚などでお名前が変わったとき、また法人等の名称や組織を変更したときは、販売担当者までご連絡いた
だき、法人向けひかり電話サービス利用権承継・改称届書に必要書類を添えて、速やかにお届けください。

●お名前や会社名が変わったとき

■ご用意いただくもの
個人は お名前が変わったことが確認できる戸籍謄（抄）本と印鑑

法人は 変更内容が記載されている登記簿謄（抄）本と新契約者となる法人の代表者印
★アクセス回線※の名義変更も必要です。

販売担当者までご連絡いただき、法人向けひかり電話サービス利用権譲渡承認請求書に新旧のご契
約者が連署し、必要書類を添えてご提出ください。

■ご用意いただくもの

●法人向けひかり電話サービスの利用権を譲渡されるとき

★法人向けひかり電話サービスの利用権の譲渡は、弊社の承認を受けなければ、その効力を生じません。

★法人名義の場合は、必ず該当法人の印鑑証明書とその印鑑が必要です。

印鑑証明書（発行日から3ヵ月以内のもの）とその印鑑
販売担当者に直接対面してお申し込みのときは、運転免許証・パスポートなどの公的書類を
ご提示いただければ印鑑証明書のご提出は不要です。

譲り渡す方
（旧契約者）

運転免許証・健康保険証・登記簿謄（抄）本など住所・氏名が確認できるものと印鑑譲り受ける方
（新契約者）

譲渡承認手数料
1,600円（税抜）
法人向けひかり電話サービス譲渡承認手数料800円（税抜）
アクセス回線※譲渡商品手数料800円（税抜）

充当ができません。

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

ご注意
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留意事項
法人向けひかり電話サービスから電気通信事業者を指定した発信はできません。従って、電話機のACR（スー
パーACR等）機能や携帯電話へダイヤルする際に事業者識別番号（NTT西日本の場合0039）を自動付与する
機能は、利用できません。（これらの機能が起動していると法人向けひかり電話サービスからの発信ができなく
なる場合があります。）法人向けひかり電話サービスをご利用になる前に、お使いの電話機でこれらの機能が起
動しているかご確認いただき、起動している場合は機能の停止もしくは解除を行ってください。なお、ACR機能
を解除される場合は、ACRサービス提供会社への解除手続きも合わせて行ってください。

ACR、LCR（電話会社自動選択機能）のある電話機をご利用の場合

緊急通報番号（110番、118番、119番）へダイヤルした場合は、ご契約者の住所・氏名・電話番号が接続先（警
察・海上保安・消防）に通知されます（一部の消防を除く）。ただし、番号の頭に「184」をつけてダイヤルした場合
については通知されず、各機関からの呼び返しができない場合がありますのでご注意ください。
短縮ダイヤル等で電話機自体に「184」発信を設定している場合は、特にご注意ください。

緊急通報について

停電時には法人向けひかり電話サービスはご利用になれません。UPS（無停電電源装置）の設置や、一括転送機
能、ボイスワープを利用するなどの対策をおすすめします。

停電時について

接続できない番号

接続可否番号一覧

・法人向けひかり電話サービスでは、加入電話等と異なり、下記「接続可否番号一覧」のとおり接続できない番号があります。
お申し込み・ご利用の際は、ご注意願います。
・法人向けひかり電話サービスから0039等の“00”から始まる電気通信事業者を指定した発信はできません。

電気通信事業者名
KDDI

ZIP Telecom

アイ・ピー・エス

NTTコミュニケーションズ

NTT東日本

楽天コミュニケーションズ※8

NTT西日本

ソフトバンク※9

ソフトバンク※10

KDDI

アルテリア・ネットワークス

001

0030

0031、0032

0033～0035

0036

0037、0038

0039

0041

0046

0051～0057

0060

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

接続可否事業者識別番号 電気通信事業者名
ソフトバンク※9

ソフトバンク※9

りーふねっと

KDDI

安子の電話

KDDI

楽天コミュニケーションズ※8

ソフトバンク※9

九州通信ネットワーク

ソフトバンク※9

ブラステル

0061～0063

0065、0066

0067

0070

0073、0074

0077

0081、0082

0083、0084

0086

0088

009120、009121

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

接続可否事業者識別番号 電気通信事業者名
NTTドコモ

エヌ・ティ・ティ エムイー

関西コムネット

NTTぷらら

009130

009155、009156 

009181

009191、009192

×

×

×

×

接続可否事業者識別番号
［事業者識別番号］

（2017年7月現在）

※8 旧 フュージョン・コミュニケーションズ　※9 旧 ソフトバンクテレコム　※10 旧 ソフトバンクモバイル
★事業者識別番号を付けてダイヤルした場合、次のガイダンスが流れます。 「先頭が00で始まる番号へはおつなぎできません。なお、電話機など
　の設定により、00で始まる番号を自動ダイヤルしている可能性があります。電話機などの設定をご確認願います。」

サービス概要
全チャネル通信中に着信があった場合に、着信情報を情報機器に通知

チャネル毎に発信専用/着信専用の指定が可能

情報機器の制御により、一時的に発信専用に設定が可能

キャッチホン、通信中転送、三者通話、着信転送機能の統合サービス

ボイスワープの転送先となった場合に、転送元の電話番号の表示が可能

通信中着信通知サービス

発着信専用サービス

発信専用制御サービス

フレックスホン

転送元電話番号受信サービス

法人向けひかり電話サービスでご利用いただけないISDNサービスについて

サービス概要
G4FAX、テレビ電話、ISDNとの64kbit/s通信
(インターネットおよびLAN接続で利用されるモード)
パケット交換方式による通信モードで、
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社提供の
INS-P契約者およびDDX-P契約者間での通信に利用
通話終了後の料金通知

サブアドレス通知し、着信側の情報機器を指定

通信中の機器を取りはずし後、再度接続

通信開始時に128オクテットの情報を送受信

通信モード

ディジタル通信モード

パケット通信モード

料金情報通知サービス

サブアドレス通知サービス

通信中機器移動サービス

ユーザー間情報通知サービス

基本サービス

例）G3FAXとG4FAX兼用のFAXの場合、G4FAXはご利用いただけません。

法人向けひかり電話サービス対応機器について

※NTT西日本の法人向けひかり電話サービス対応機器をレンタルでご利用の場合は法人向けひかり電話サービス対応機器利用
料が適用されていますのでご注意願います。

●NTT西日本の法人向けひかり電話サービス対応機器をお客さまご自身で他の法人向けひかり電話サービス
対応機器へ変更された場合は、NTT西日本へお申し出ください。

●「ひかり電話オフィスタイプ対応機器」および「ひかり電話オフィスA（エース）対応機器」のバージョンアップ
等において、お客さま回線の一部帯域を使用します。

本サービスは法人向けひかり電話サービス対応機器にビジネスフォン等を接続することでご利用いただけます
が、次の端末はご利用いただけません。

法人向けひかり電話サービスにおけるご利用できない端末について

■ ISDN専用電話機（i・トレンビー等）　　■ G4FAX※1
■ 通報機能を備えた情報機器（シルバーホンあんしんシリーズ※2、通報用電話機SLシリーズ等）
※1 法人向けひかり電話サービスにおけるFAX通信は、通信環境の設定（FAXの通信モード等）により伝送品質が保てない場合があり

ます。また通信相手側がISDN回線をご利用の場合、通信相手側の設定によっては、FAXがご利用いただけない場合があります。
※2 一部情報機器につきましては、法人向けひかり電話サービスに対応しておりますが、停電時にはご利用いただけません。別途

CTU、回線終端装置、法人向けひかり電話サービス対応機器に対する個別の停電対策が必要となります。

（2017年7月現在）

※5 国際フリーダイヤル（010-800始まり）、船舶電話へは接続で
きません。（ただし、相手先端末が衛星電話インマルサット、イリ
ジウム、スラーヤの場合接続可能）

※6 東京テレメッセージ社の提供するサービスにのみ接続可能です。
※7 発信先（相手側）のPHS端末が圏外、または電源が入っていない

場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、話中音が聞
こえます。

#ダイヤルについては#ダイヤル契約事業者により接続可否が異な
ります。詳細は#ダイヤル契約事業者にお問い合わせください。

［#ABCD］

サービス名等
フリーダイヤル/フリーアクセス等

伝言ダイヤル

テレドーム/データドーム等

ナビダイヤル等

フリーダイヤル/フリーアクセス等

公専接続

災害募金サービス

0120

0170

0180

0570

0800

0910

0990

○

×

△

△

○

×

○

接続可否電話番号
［OABO番号］

※4

※4

※3

※3

※3 法人向けひかり電話サービスでは、発信先（相手側）が応答しない場合、
約3分後に自動的に接続が切断されます。このため、「しばらくお待ち
ください」や「番号を入力してください」等のガイダンスが流れるフ
リーダイヤル等へ接続している場合、待ち合わせや入力途中の状態
であっても、発信から約3分後に接続が切断される場合があります。フ
リーダイヤル契約者が法人向けひかり電話サービスの着信を許容し
ない設定の場合、法人向けひかり電話サービスからつながりません。

※4 NTTコミュニケーションズの「ナビダイヤル」「テレドーム」（いずれも
電話サービス）のみ接続可能です。通話料金については、NTTコミュ
ニケーションズの定める通話料が適用されます。

サービス名等
国際電話

ポケットベル等

IP電話

PHS※7／携帯電話

PHS※7／携帯電話

PHS※7／携帯電話

010

020

050

070

080

090

○

△

○

○

○

○

接続可否電話番号
［OAO番号］

※5

※6

サービス名等
番号案内

警察（緊急呼）

線路試験受付

共同加入者受付

故障受付

お話し中調べ

電報受付

営業受付

時報

海上保安（緊急呼）

消防（緊急呼）

104

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

○

○

×

×

○

×

○

○

○

○

○

接続可否電話番号 サービス名等
固定優先解除

特定番号通知サービス

ナンバー・アナウンス

でんわばん、二重番号サービス

ボイスワープ

迷惑電話おことわりサービス

ボイスワープセレクト

ナンバー・リクエスト

メンバーズネット

メンバーズネット

あいたらお知らせ

122

135

136

141

142

144

147

148

151

152

159

×

○

×

×

○

○

○

○

×

×

×

接続可否電話番号 サービス名等
ファクシミリ通信網

ファクシミリ通信網

メール送受信

災害用伝言ダイヤル「171」

天気予報

発信者番号非通知

発信者番号通知

消費者ホットライン

児童相談所全国共通ダイヤル

161

162

165

171

177

184

186

188

189

×

×

×

○

○

○

○

○

○

接続可否電話番号
［1XY番号］

※1 「ひかり電話」のお客さまからのお話し中調べは、0120-444113（24時間受付）へお問い合わせください（一部お調べできない場合があります）。
※2 NTTコミュニケーションズの「ナビダイヤル」にて接続されます。

※1

※2

※2

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

【180630】審査　１７ー４５８－１
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国際通話料金一覧

アイスランド共和国
アイルランド
アゼルバイジャン共和国
アゾレス諸島
アフガニスタン・イスラム共和国
アメリカ合衆国（ハワイを除く）
アラブ首長国連邦
アルジェリア民主人民共和国
アルゼンチン共和国
アルバ
アルバニア共和国
アルメニア共和国
アンギラ
アンゴラ共和国
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン共和国
イスラエル国
イタリア共和国
イラク共和国
イラン・イスラム共和国
インド
インドネシア共和国
ウガンダ共和国
ウクライナ
ウズベキスタン共和国
ウルグアイ東方共和国
英領バージン諸島
エクアドル共和国
エジプト・アラブ共和国
エストニア共和国
エチオピア連邦民主共和国
エリトリア国
エルサルバドル共和国
オーストラリア連邦
オーストリア共和国
オマーン国
オランダ王国
オランダ領アンティール

354
353
994
351
93
1
971
213
54
297
355
374
1-264
244
1-268
376
967
972
39
964
98
91
62
256
380
998
598
1-284
593
20
372
251
291
503
　61＊1

43
968
31

599、1-721

70
20
70
35
160
9
50
127
50
80
120
202
80
45
80
41
140
30
20
225
80
80
45
50
50
100
60
55
60
75
80
150
125
60
20
30
80
20
70

ア行
国番号国　名　等 1分までごとに次に

規定する額（単位：円）

ガーナ共和国
カーボヴェルデ共和国
カザフスタン共和国
カタール国
カナダ
カナリア諸島
ガボン共和国
カメルーン共和国
ガンビア共和国
カンボジア王国
ギニア共和国
キプロス共和国
キューバ共和国
ギリシャ共和国
キリバス共和国
キルギス共和国
グアテマラ共和国
グアドループ島
グアム
クウェート国
クック諸島
グリーンランド
クリスマス島
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国

233
238
7
974
1
34
241
237
220
855
224
357
53
30
686
996
502
590
1-671
965
682
299
61
44

70
75
70
112
10
30
70
80
115
90
70
45
112
35
155
140
50
75
20
80
155
91
20
20

カ行

バーレーン王国
ハイチ共和国
パキスタン・イスラム共和国
バチカン市国
パナマ共和国
バヌアツ共和国
バハマ国
パプアニューギニア独立国
バミューダ諸島
パラオ共和国
パラグアイ共和国
バルバドス
パレスチナ
ハワイ
ハンガリー
バングラデシュ人民共和国
東ティモール民主共和国
フィジー共和国
フィリピン共和国
フィンランド共和国
ブータン王国
プエルトリコ
フェロー諸島
フォークランド諸島
ブラジル連邦共和国
フランス共和国
フランス領ギアナ
フランス領ポリネシア
フランス領ワリス・フテュナ諸島
ブルガリア共和国
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ共和国
米領サモア
米領バージン諸島
べトナム社会主義共和国
ベナン共和国
ベネズエラ・ボリバル共和国
ベラルーシ共和国
ベリーズ
ペルー共和国
ベルギー王国
ポーランド共和国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ共和国
ボリビア多民族国
ポルトガル共和国
香港
ホンジュラス共和国

973
509
92
39
507
678
1-242
675
1-441
680
595
1-246
970
1
36
880
670
679
63

　358＊3

975
1-787、1-939

298
500
55
33
594
689
681
359
226
673
257
1-684
1-340
84
229
58
375
501
51
32
48
387
267
591
351
852
504

80
75
70
20
55
159
35
50
50
100
60
75
30
9
35
70
126
50
35
30
70
40
75
190
30
20
50
50
230
80
80
62
70
50
20
85
80
50
80
55
55
20
40
60
75
55
35
30
65

ハ行

マ行

イリジウム
スラーヤ

881-6、881-7
882-16

250
175

衛星携帯端末

ヨルダン・ハシェミット王国 962 110
ヤ行

クロアチア共和国
ケイマン諸島
ケニア共和国
コートジボワール共和国
ココス・キーリング諸島
コスタリカ共和国
コモロ連合
コロンビア共和国
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国

385
1-345
254
225
61
506
269
57
242
243

101
70
75
80
20
35
80
45
150
75

国番号国　名　等 1分までごとに次に
規定する額（単位：円）

ナイジェリア連邦共和国
ナウル共和国
ナミビア共和国
ニカラグア共和国
ニジェール共和国
ニューカレドニア
ニュージーランド
ネパール連邦民主共和国
ノーフォーク島
ノルウェー王国

234
674
264
505
227
687
64
977
672
47

80
110
80
55
70
100
25
106
79
20

ナ行

国際電話のかけかたについては、P.28をご覧ください。

国際通話料金については、非課税です。

＊1 着信先によっては「88230」もご利用いただけます。

＊2 着信先によっては「88228」もご利用いただけます。

＊3 着信先によっては「88240」もご利用いただけます。

★海外の携帯電話へも通話可能です。
　通話料金は海外の加入電話へかけた場合と同じです。

サイパン
サウジアラビア王国
サモア独立国
サントメ・プリンシペ民主共和国
ザンビア共和国
サンピエール島・ミクロン島
サンマリノ共和国
シエラレオネ共和国
ジブチ共和国
ジブラルタル
ジャマイカ
ジョージア
シリア・アラブ共和国
シンガポール共和国
ジンバブエ共和国
スイス連邦
スウェーデン王国
スーダン共和国
スペイン
スペイン領北アフリカ
スリナム共和国
スリランカ民主社会主義共和国
スロバキア共和国
スロベニア共和国
スワジランド王国
赤道ギニア共和国
セネガル共和国
セルビア共和国
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ソマリア連邦共和国
ソロモン諸島

1-670
966
685
239
260
508
378
232
253
350
1-876
995
963
65
263
41
46
249
34
34
597
94
421
386
268
240
221
381
1-784
252
677

30
80
80
200
70
50
60
175
125
90
75
101
110
30
70
40
20
125
30
30
80
75
45
100
45
120
125
120
80
125
159

サ行

タイ王国
大韓民国
台湾
タジキスタン共和国
タンザニア連合共和国
チェコ共和国
チャド共和国
中華人民共和国（香港及びマカオを除く）
チュニジア共和国
朝鮮民主主義人民共和国
チリ共和国
ツバル
デンマーク王国
ドイツ連邦共和国
トーゴ共和国
トケラウ諸島
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ共和国
トルクメニスタン
トルコ共和国
トンガ王国

66
82
886
992
255
420
235
86
216
850
56
688
45

　49＊2

228
690

1-809、1-829、1-849
1-868
993
90
676

45
30
30
60
80
45
250
30
70
129
35
120
30
20
110
159
35
55
110
45
105

タ行
インマルサット-フリート
インマルサット-BGAN／FBB
インマルサット-BGAN-HSD／FBB-HSD
インマルサット-エアロ
インマルサット-F-HSD

870
870
870
870
870

209
209
700
700
700

インマルサット

マーシャル諸島共和国
マイヨット島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
マダガスカル共和国
マディラ諸島
マラウイ共和国
マリ共和国
マルタ共和国
マルチニーク島
マレーシア
ミクロネシア連邦
南アフリカ共和国
南スーダン共和国
ミャンマー連邦共和国
メキシコ合衆国
モーリシャス共和国
モーリタニア・イスラム共和国
モザンビーク共和国
モナコ公国
モルディブ共和国
モロッコ王国
モンゴル国
モンテネグロ

692
262
853
389
261
351
265
223
356
596
60
691
27
211
95
52
230
222
258
377
960
212
976
382

110
150
55
80
160
35
127
55
70
55
30
79
75
125
90
35
70
80
127
25
105
70
60
120

ラオス人民民主共和国
ラトビア共和国
リトアニア共和国
リビア
リヒテンシュタイン公国
リベリア共和国
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ共和国
レソト王国
レバノン共和国
レユニオン
ロシア

856
371
370
218
423
231
40
352
250
266
961
262
7

105
90
60
70
30
75
60
35
125
70
112
70
45

ラ行
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テレビ電話フレッツ 光ネクスト、一部の「コラボ光」ビジネスイーサ ワイドでご契約の場合

15円（税抜）/3分
ひかり電話サービスへのテレビ電話通話料

100円（税抜）/3分
テレビクラス（アナログ放送）相当を超える場合

（ご利用帯域が2.6Mbpsを超える場合）

【1XY番号への発信】
・110、119、118等の1XY番号（184、186を除く）への発信時は、音声通話となります。

【映像通信可能な接続形態】
映像通信が可能となる通信相手は、NTT東西の「ひかり電話サービス契約者」です。

発信者

着信者

※1　NTT東西エリアにおいて、フレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライト／一部の「コラボ光」／ビジネスイーサ ワイドでひかり電話サービ
スの利用者を指します。（フレッツ・光プレミアムのひかり電話をご利用でひかり電話提供設備切替工事後のお客さまを含む）

※2　NTT東西エリアにおいて、フレッツ・光プレミアム、Bフレッツ（いずれもFTTHアクセスサービス）でひかり電話、ひかり電話オ
フィスタイプの利用者を指します。

※3　映像接続不可の場合は、基本的には、標準音質の音声にて接続します。
※4　発信者側の接続条件によります。

○：映像通信可能　×：映像通信不可

NTT東西のひかり電話サービス
［フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光
ライト、一部の「コラボ光」、ビジネ
スイーサ ワイド契約］※1

ＮＴＴ東西のひ
かり電話サー
ビス（フレッツ・
光プレミアム、
Bフレッツ利
用）※2

050IP電話
のテレビ電話
サービスや他
の移動体事
業者のテレビ
電話サービス

050IP電話のテレビ電話サービスや他の
移動体事業者のテレビ電話サービス ×※4 ×※4 -

NTT東西のひかり電話サービス［フレッツ 
光ネクスト、フレッツ 光ライト、一部の「コラ
ボ光」、ビジネスイーサ ワイド契約］※1

○ ○ ×
※3

ＮＴＴ東西のひかり電話サービス（フレッツ・
光プレミアム、Bフレッツ利用）※2 ○ ○ ×

※3

●音声と映像の通信だけでなく、帯域確保型データ通信を組み合わせた利用が可能です。
★音声・映像と帯域確保型データ通信を組み合わせて利用するためには、それに対応した端末が必要です。

●フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ（FTTHアクセスサービス）、ビジネスイーサ ワイドの場合、テレビ
クラス（アナログ放送）品質相当に加え、ハイビジョンテレビクラス相当での臨場感あふれるテレビ電
話が利用できます。
★テレビクラス（アナログ放送）相当以上の映像をご利用いただくためには、
　・IPテレビ電話端末（例：「フレッツフォンVP1000/VP1500/VP3000」等）もしくはパソコンで法人向けひかり電話サービスをご利用できるソフトウェアが必要です。
　・発信者と着信者の双方がフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライト、一部の「コラボ光」、ビジネスイーサ ワイドのいずれかとひかり電話サー
ビスをご契約のうえ、各サービスに対応した情報機器等をご利用いただく必要があります。（NTT西日本／東日本間の接続も可能です。）

対応機器同士で
利用可能

顔を見ながら電話できま
す

テレビ電話とは

ご利用上の注意事項

通話料金

●テレビ電話を他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
●NTT東日本エリアにてひかり電話ビジネスタイプ（IP電話サービス）からひかり電話オフィスA（エース）に移行された一部の番号に対して、本機能を用い
た接続はできません。
●テレビ電話のご利用にあたっては、対応した情報機器等をご利用いただく必要があります。
●テレビ電話の通話料はひかり電話サービスの音声通話料と異なります。

●ハイビジョンテレビクラス相当のテレビ電話は、発信者と着信者の双方がフレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ、ビジ
ネスイーサ ワイドで提供するひかり電話オフィスA（エース）のみでご利用いただけます。 
●IPテレビ電話端末フレッツフォンVP1000/VP1500/VP3000からの発信は、すべてテレビ電話（映像＋音声）
での発信となります。ただし、接続先端末が映像通信機能を持たない場合は、音声のみの接続となります。その場合
は、テレビ電話通話料ではなく、音声通話料が適用されます。 
●IPテレビ電話端末フレッツフォンVP1000/VP1500/VP3000には、通信開始時の映像ON/OFF選択機能があ
りますが、映像をOFFにされていてもテレビ電話通信時にはテレビ電話通話料が適用されます。 
●フレッツ 光ネクスト マンションタイプでVDSL方式をご利用の場合、集合型VDSL装置から宅内VDSL装置間の設
備状況により通信帯域が確保できずテレビ電話が提供できない場合があります。 
●フリーアクセス・ひかりワイド（オプション）へのテレビ電話による着信はできません。情報機器の自動再接続機能に
より、音声での接続となります。

●テレビクラス（アナログ放送）相当のテレビ電話をご利用いただくためには以下の条件を満たす必要があります。
・発信者と着信者の双方がフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライト、一部の「コラボ光」、ビジネスイーサ ワイド
の契約者であること
・IPテレビ電話端末フレッツフォンVP1000/VP1500/VP3000等を利用。（なお、ファームウェアのバージョン
は、フレッツフォンVP1000は3.000以上、フレッツフォンVP1500は2.000以上である必要があります。
ファームウェアのバージョンアップにはインターネット接続が必要です。）

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

●法人向けひかり電話サービスに接続したI Pテレビ電話端末（例：「フレッツフォン
VP1000/VP1500/VP3000」（いずれも情報機器）等）とひかり電話サービス契約者同士でテレビ電
話が利用できます。
★VP1000/VP1500は2013年4月、VP3000は2013年9月をもって販売を終了しています。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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【着信鳴動】

【着信時の鳴動】

法人向けひかり電話
サービス対応機器
LAN TEL

法人向けひかり電話
サービス対応機器
LAN TEL

法人向けひかり電話
サービス対応機器
LAN TEL

法人向けひかり電話
サービス対応機器
LAN TEL

①映像通信の着信時 ②音声通話の着信時

：映像通信着信

：着信鳴動

：音声通話着信

①映像通信の着信時
　映像通信端末がある場合、映像通信端末のみ鳴動します。（映像通信端末がない場合は、鳴動せず、音声による接続を待ちます。）
②音声通話の着信時
　映像通信端末の有無にかかわらず、応答可能な全端末が鳴動します。

音声による
再接続

■ボイスワープ
■一括転送機能

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

・テレビ電話の転送可能な条件は以下のとおりです。
①転送先が、テレビ電話接続可能であること。
（転送先が契約条件や端末条件によりテレビ電話接続不可の場合は、映像転送できません。標準音質の音
声通話にて再接続された場合は転送できます。）

②発信者が、「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エー
ス）」（いずれもIP電話サービス）で映像発信した場合であること。
（発信者がＦＯＭＡ®の場合は、映像転送できません。標準音質の音声通話にて再接続された場合は転送
できます。）

③転送条件が、無条件転送もしくは話中時転送であること。
（無応答時転送の場合は、映像転送の可否は、転送元端末に依存します。発信者と転送元端末の接続にお
いて端末能力の不一致が生じ、発側端末が標準音質の音声にて自動再接続を行った場合には、音声で転
送されます。）

※1　ひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）を含みます。
※2　無応答時転送の場合、映像転送可否は、転送元端末に依存します。（発信者と転送元端末にて自動再接続による

音声再接続を行った場合、音声で転送されます。）
※3　発信者がひかり電話・ひかり電話オフィスタイプ（フレッツ 光ネクスト契約）・ひかり電話オフィスA（エース）の映像

転送の品質は、転送条件が無応答時転送以外は、発信者と転送先で通信可能な最も高い品質での映像転送を行
います。（これにより、テレビクラス（アナログ放送）相当でのテレビ電話発信の映像転送は、転送先がテレビクラ
ス（アナログ放送）相当対応であれば、テレビクラス（アナログ放送）相当で転送されます。）また、無応答時転送の
場合は、映像転送の品質は、転送元と転送先で通信可能な最も高い品質での映像転送を行います。

※4　ひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）を含みません。

転送先

ひかり電話サービス 映像転送※2※3

転送元から
転送先への転送動作

加入電話 音声にて接続（音声転送）

ひかり電話サービス 映像転送※2

加入電話 音声にて接続（音声転送）

発信者

ひかり電話サービス
(フレッツ・
光プレミアム、
Bフレッツ契約)

※4

ひかり電話サービス
(フレッツ 光ネクスト／
フレッツ 光ライト／

ビジネスイーサ ワイド契約)
※1

転送元

法人向け
ひかり電話
サービス

■着信お知らせ
　メール

・標準音質の音声通話と同様に、着信情報を指定のメールアドレスに送信します。
・発信側端末から標準音質の音声による自動再接続を行った場合の着信についても
お知らせメール対象となります。なお、その際のお知らせメールは1通です。

■追加番号 ・標準音質の音声通話と同様に、複数の電話番号（契約電話番号＋追加番号）で利用で
きます。

■ナンバー・
　リクエスト

・標準音質の音声通話と同様に、受信を拒否します。
ただし、発信がテレビクラス（アナログ放送）相当のテレビ電話の場合、網側から発信側端
末に対して「発ID通知要請」信号を送信し、発信側端末が標準音質の音声通話で自動的に
再発信したときのみガイダンス応答します。（ガイダンス応答した通話は、発信者に課金されます。）
・標準音質の音声にて自動的に再発信しない場合、ガイダンス応答しません。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・「迷惑電話リスト」への登録は、標準音質の音声通話と同様に、迷惑電話を受けた直後
に登録操作を行うことにより、同じ電話番号からの着信を拒否します。
・発信がテレビ電話の場合、網側から発信側端末に対して「発ID通知要請」信号を送信し、
発信側端末が標準音質の音声通話で自動的に再発信したときのみガイダンス応答しま
す。（ガイダンス応答した通話は、発信者に課金されます。）
・標準音質の音声にて自動的に再発信しない場合、ガイダンス応答しません。

■ナンバー・
　ディスプレイ

・テレビ電話接続中でもナンバー・ディスプレイによる電話番号の表示を見ることがで
きます。
・ナンバー・ディスプレイに対応していない電話機は、法人向けひかり電話サービス対
応機器の該当ポートのナンバー・ディスプレイ設定※を「使用しない」に変更してご利
用ください。
※法人向けひかり電話サービス対応機器の各ポートのナンバー・ディスプレイ設定（初期設定）は「使用する」に
なっています。
★万一、ナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続し、法人向けひかり電話サービス対応機器の設
定変更をしていない場合、短い断続した呼出音の後、通常の呼出音が聞こえますので、通常の呼出音に変
わってから電話に出るようにしてください。通常の呼出音になるまで5～6秒かかります。
★法人向けひかり電話サービス対応機器の設定方法詳細につきましては、各端末同梱の取扱説明書をご参照ください。

■FAXお知らせ
　メール

・FAXお知らせメールをご利用中（開始中）に、テレビ電話の着信があった場合、音声のみ
で接続され、発信者には「ピー」というFAX受信音が聞こえます。また、FAXお知らせ
メールご利用者には、「受信結果」に「受信エラー」と表示されたメールが送信されます。

■フリーアクセス・
ひかりワイド

・テレビ電話にて、着信課金番号（「0800」「0120」から始まる番号）への着信はできま
せん。

★ひかり電話対応機器によって、接続可能なテレビ電話
端末の最大数が異なります。

■複数チャネル ・ 複数チャネルでご利用の場合でも、テレビクラス（アナログ放送）相当、ハイビジョンテ
レビクラス相当のテレビ電話をご利用時、ご契約のチャネル数分の同時利用が出来な
い場合があります。
各アクセスライン毎の最大同時通話（チャネル数）は以下の表のとおりです。

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さまひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

３ －
フレッツ 光ネクスト
ファミリー各タイプ
／マンション各タイプ

８ 1フレッツ 光ネクスト
ビジネスタイプ

テレビクラス
（アナログ
放送相当）

ハイビジョン
テレビ

クラス相当

ビジネスイーサ ワイド
（帯域確保型）

３ －
フレッツ 光ネクスト
ファミリー各タイプ
／マンション各タイプ

7 1フレッツ 光ネクスト
ビジネスタイプ

テレビクラス
（アナログ
放送相当）

ハイビジョン
テレビ

クラス相当

96 15

★ビジネスイーサ ワイドは、ご利用の品目等により、
　最大同時通話（チャネル数）が異なります。

ビジネスイーサ ワイド
バーストプラン
（一部帯域確保型）

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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●標準音質の音声通話（3.4kHz帯域）に比べ、約2倍の帯域（7kHz）を利用した高音質な音声通
話が可能なサービスです。

●高音質電話は、高音質電話の契約者同士で高音質電話に対応した電話機同士で通話が可能です。
標準電話機と接続した場合は、標準音質の音声での通話が可能です。

●NTT西日本／東日本間で高音質通話が可能です。

●高音質電話が可能な通信相手は、NTT西日本／東日本の「フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、一部の「コラボ光」
　（いずれもFTTHアクセスサービス）またはビジネスイーサ ワイド」におけるひかり電話サービス契約者です。

【着信時の鳴動】

LAN TEL LAN TEL

①高音質電話の着信時 ②標準音質の着信時

：高音質の音声着信

：着信鳴動

：標準音質の音声着信

●高音質電話を利用する場合、本サービスに対応した機器（IP電話会議装置 MEETING BOX、高音質電話機
　ひかりクリアフォンHQ-100等）およびソフトウェアが必要となります。

【1XY番号への発信】

・法人向けひかり電話サービス対応機器配下の高音質電話機、標準音質の音声電話機すべてが鳴動します。

・104、110、119等の1XY系には、高音質電話ができません。ただし、発信側端末から標準音質の音声による自動再接続を
　行った場合は、標準音質の音声通話として接続します。

【着信鳴動】

高音質電話
対応機器同士で
利用可能

みんなの声が
クリアに伝わる！

法人向けひかり電話
サービス対応機器

LAN TEL

法人向けひかり電話
サービス対応機器

法人向けひかり電話
サービス対応機器

※発側端末から標準音質の音声による自動再接続を行った場合には標準音質の音声にて鳴動します。

※NTT東西の加入電話・INSネット・ひかり電話サービスおよびコラボ光ひかり電話〈テレビ電話・デー
タコネクト（データ通信）・データコネクト通信中の音声通話は除く〉、他社加入電話、他社IP電話
（050番号への通話を除く）へ発信の場合。携帯電話等への通話料金は異なります。県内とは、平
成11年郵政省令第24号（平成11年7月1日施行）によって定められた区域をいい、行政上の区分
とは異なる場合があります。

高音質音声通話

LAN TEL

法人向けひかり電話
サービス対応機器

高音質電話

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
●NTT東日本エリアにてひかり電話ビジネスタイプ（IP電話サービス）からひかり電話オフィスA（エース）に移行された一部の番号に対して、本機能を用い
た接続はできません。
●双方がフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライト、一部の「コラボ光」、ビジネスイーサ ワイドのいずれかとひかり電話サービスをご契約の上、各
サービスに対応した情報機器等をご利用いただく必要があります。

クリアな音声で
コミュニケーション

プラン1
県内

8円（税抜）/3分 8円（税抜）/3分

高音質電話とは

ご利用上の注意事項

6円（税抜）/3分
県間10円（税抜）/3分 プラン2

通話料金

ひかり電話オフィスタイプを
音声のみで利用する場合

ひかり電話オフィスA（エース）を音声のみで利用する場合 ひかり電話オフィスA（エース）を音声のみで利用する場合

フレッツ 光ネクスト、ビジネスイーサ ワイドでご契約の場合

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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■FAXお知らせ
　メール

・FAX受信「開始」で高音質電話着信時は網から「標準音質の音声通話接続」を促す信号
を返送します。発信側端末から標準音質の音声による自動再接続を行った場合は接続
後、FAX受信エラーとなります。

■フリーアクセス・
　ひかりワイド

・高音質電話にて、着信課金番号（「0800」「0120」から始まる番号）への着信はできま
せん。

■着信お知らせ
　メール

・標準音質の音声通話と同様に、着信情報を指定のメールアドレスに送信します。
・発信側端末から標準音質の音声による自動再接続を行った場合の着信についても、お
知らせメール対象となります。なお、その際のお知らせメールは1通です。

■迷惑電話
　おことわりサービス

・「迷惑電話リスト」への登録は、標準音質の音声通話と同様に、迷惑電話を受けた直後
に登録操作を行うことにより、同じ電話番号からの着信を拒否します。
・網側から発信側端末に対して「発ID通知要請」信号を送信し、発信側端末が標準音質の
音声通話で自動的に再発信したときのみガイダンス応答します。（ガイダンス応答した
通話は、発信者に課金されます。）

・標準音質の音声にて自動的に再発信しない場合、ガイダンス応答しません。

■ナンバー・
　リクエスト

・標準音質の音声通話と同様に、接続を拒否します。ただし、発信が高音質電話の場合、
網側から発信側端末に対して「発ID通知要請」信号を送信し、発信側端末が標準音質の
音声通話で自動的に再発信したときのみガイダンス応答します。（ガイダンス応答した
通話は、発信者に課金されます。）

・標準音質の音声にて自動的に再発信しない場合、ガイダンス応答しません。

■追加番号 ・標準音質の音声通話と同様に、複数の電話番号（契約電話番号＋追加番号）で利用できます。

■ナンバー・
　ディスプレイ

・標準音質の音声通話と同様に、着信時に表示します。

■ボイスワープ
■一括転送機能

・高音質電話の転送可能な条件は以下のとおりです。

②発信者が高音質電話契約を有するひかり電話サービスで高音質電話発信した場合で
あること。

①転送先が、高音質電話接続可能であること。
★転送先が契約条件や端末条件により高音質電話接続ができない場合は、転送はできません。
　標準音質の音声通話にて自動再接続された場合は転送できます。

MEMO
他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

■複数チャネル
・同時に最大8通話（契約チャネル数の範囲まで）利用できます。
★ひかり電話オフィスタイプ対応機器によって、最大通話数が異なります。

・同時に最大76通話（契約チャネル数の範囲まで）利用できます。
★フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ（FTTHアクセスサービス）にて76チャネル以上のチャネル数をご利用の
　場合は、契約チャネル数に関わらず最大76通話までとなります。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

〔フレッツ 光ネクスト利用の場合〕

・イーサ品目により最大通話数が異なります。同時に通話できるのは、イーサ品目ごとの
最大通話数（契約チャネル数の範囲）まで利用できます。

〔ビジネスイーサ ワイド（帯域確保型）、
  ビジネスイーサ ワイド バーストプラン（一部帯域確保型）利用の場合〕
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●お使いの電話番号を利用して、接続先を指定し、1データ通信メディアストリーム※1あたり最大
1Mbpsで帯域確保※2型のデータ通信が利用可能なサービスです。

●データコネクト対応機器を利用し、フレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライト、一部の「コラボ光」（い
ずれもFTTHアクセスサービス）、ビジネスイーサ ワイドでご契約のひかり電話、ひかり電話オフィスタ
イプ、ひかり電話オフィスA（エース）（いずれもIP電話サービス）契約者とデータ通信が可能です。

●データコネクト（データ通信）のご利用にあたっては、フレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライト、一部の「コラボ
光」、ビジネスイーサ  ワイドのひかり電話サービスをご契約の上、データコネクト対応機器が必要となります。法人向
けひかり電話サービス対応機器についても、本サービスに対応した機器を利用する必要があります。

●利用料金は利用帯域※に応じて課金されます。

●同一のチャネル内で複数のメディアストリーム（音声・映像・データ通信）を利用した場合には、それらを合算し
た帯域に応じて課金されます。

※1.メディア（音声・映像・データ）の情報を送信側から受信側へ伝達するためのデータの流れを「メディアストリーム」といいます。
※2.ある一定量の帯域を常に確保して通信を行うことを「帯域確保」といいます。
★双方がフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライト、一部の「コラボ光」、ビジネスイーサ ワイドのいずれかとひかり電話サービスをご契約の上、
各サービスに対応した情報機器等をご利用いただく必要があります。

※利用帯域とは、メディアストリームの帯域を指します。本サービスでは、データ通信メディアストリームを確立し、網が帯域を確保している間
について課金が行われます。必ずしもデータの送受信を行っている場合のみではないことにご注意ください。

※データコネクト対応機器の接続にあたり、法人向けひかり電話サービス対応機器の設定変更が必要な場合があります。

データコネクト
対応機器同士で
利用可能

データ通信

データコネクト

【1XY番号への発信】
104、110、119等の1XY系には、接続できません。
★データ通信メディアストリームでの発信で接続できなかった場合、音声で再発信するような端末については、接続できる場合があります。

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
●NTT東日本エリアにてひかり電話ビジネスタイプ（IP電話サービス）からひかり電話オフィスＡ（エース）に移行された一部の番号に対して、本機能を
用いた接続はできません。
●データコネクトの通信料はひかり電話サービスの音声通話料と異なります。
●データコネクトと合わせて音声通話またはテレビ電話等を利用した場合には、同時に利用した通話・通信の帯域合計に対して、テレビ電話の料金で課
金されます。
●データの送受信を行っている場合のみではなく、帯域を確保している間について課金されます。

データコネクトとは

ご利用上の注意事項

1円（税抜）
/30秒

～64Kbps
利用帯域

1.5円（税抜）
/30秒

～512Kbps
利用帯域

15円（税抜）
/3分

～2.6Mbps
利用帯域

2円（税抜）
/30秒

～1Mbps
利用帯域

100円（税抜）
/3分

2.6Mbpsを超える
利用帯域

（データ通信）

テレビ電話、通話、
データコネクト通信
同時利用

データコネクト

課金単位

3分

3分

30秒

30秒

30秒

3分

3分

通話・通信料金

15円（税抜）

100円（税抜）

1円（税抜）

1.5円（税抜）

2円（税抜）

15円（税抜）

100円（税抜）

利用帯域

利用帯域2.6Mbpsまで

利用帯域2.6Mbpsを超える

利用帯域～64Kbpsまで

利用帯域～512Kbpsまで

利用帯域～1Mbpsまで

利用帯域～2.6Mbpsまで

利用帯域2.6Mbpsを超える

★通話・通信中に通信種別または利用帯域の変更があった場合には、同一の通信種別・利用帯域ごとに通話・通信時間の合計を算出し、該
当する通信料を適用して料金計算いたします。

通信料金

安定したデータ通信が利用
できます

フレッツ 光ネクスト、ビジネスイーサ ワイドでご契約の場合

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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■FAXお知らせ
　メール

・データコネクトでの接続では利用できません。また、その際に、お知らせメールの送信
やひかり電話設定サイト上のエラー表示も行われません。

■フリーアクセス・
　ひかりワイド

・データコネクトにて、着信課金番号（「0800」「0120」から始まる番号）への接続はで
きません。

■特定番号通知
　機能

・標準音質の音声通話と同様に、通信相手に対して、ご契約の着信課金番号（「0800」
「0120」番号）または他事業者の着信課金番号等を通知します。

■着信お知らせ
　メール

・標準音質の音声通話と同様に、着信情報を指定のメールアドレスに送信します。
・発信側端末から標準音質の音声による自動再接続を行った場合の着信についてもお
知らせメール対象となります。なお、その際のお知らせメールは1通です。

■迷惑電話
　おことわりサービス

・「迷惑電話リスト」への登録は、標準音質の音声電話と同様に、迷惑電話を受けた直後
に登録動作を行うことにより、同じ電話番号からの着信を拒否します。 ただし、データコ
ネクトの場合、着信拒否ガイダンスは聞くことができません。

■ナンバー・
　リクエスト

・標準音質の音声電話と同様に、接続を拒否します。 ただし、データコネクトの非通知発
信の場合、ガイダンスは聞くことができません。

・ナンバー・リクエストの設定操作については、データコネクト端末ではなく、電話端末か
ら行う必要があります。

■追加番号 ・標準音質の音声通話と同様に、複数の電話番号（契約者電話番号＋追加番号）で利用で
きます。

■ナンバー・
　ディスプレイ ・標準音質の音声通話と同様に、着信時に表示します。

■ボイスワープ
■一括転送機能

・データコネクト（データ通信）が転送可能な条件は以下の通りです。

①発信者がひかり電話サービスでデータコネクトを発信した場合であること。

②転送先が、データコネクトの接続が可能であること。
（転送先が端末条件等によりデータコネクトの接続不可の場合は、転送できず、エ
ラーとなります。）
③転送条件が、無条件転送もしくは話中時転送であること。
（無応答時転送の場合は、データコネクトの転送可否は、転送元端末に依存します。）

■複数チャネル ・契約チャネル数に応じてデータコネクトを利用可能です。 
★利用する帯域によっては、契約チャネル数分でデータコネクトを利用できない場合があります。

MEMO
他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項
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ボイスワープ

大切な話を、ビジネスのチャンスを、
「ボイスワープ」なら逃しません。

（オプション）

ひかり電話オフィスA（エース）では標準装備のサービスです。

MEMO
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ボイスワープ

ボイスワープとは

●会社にかかってきた電話を、あらかじめ指定した電話番号へ転送できるサービスです。
　「ボイスワープ」ならビジネスチャンスを逃しません。
★加入電話等のオプションサービス、ボイスワープと一部機能が異なります。詳しくはP.111を参照してください。

ひかり電話オフィスＡ（エース）（IP電話サービス）ひかり電話オフィスタイプ（IP電話サービス）

標準装備
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋ 1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

月額利用料金
1電話番号ごと500円（税抜）

例えばこんな時…

転送先までの通話料金は、ボイスワープご契約のお客さまのご負担となります。
詳しくは「ご利用上の注意事項」（P.59）を参照してください。

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.60「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●ボイスワープ契約者までの通話料は、電話をかけた方の負担ですが、ボイスワープ契約者から転送先までの通話料は、ボイスワープ契約者の負担です。
●データコネクトをご利用の場合、転送先がデータコネクトを利用でき、転送条件が無条件転送もしくは話中時転送である場合に利用可能です。
●転送先について、110番や国際電話番号等、転送先として登録できない番号があります。
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAXお知らせメール（オプション）をご利用中の場合は、同一電話番号でボイスワープは利用できません。
　工事費が別途必要です。詳しくは、P.11をご確認ください。

外出中、
通話中等には
電話を転送

ボイスワープ
ご契約者（転送元）

転 送

携帯電話等に
転送できるから
ビジネスで便利

受付の電話

転送先②
携帯電話
PHS

電話をかけた方
（発信者）

（オプション）

転送先①

かかってきた電話を転送元の電話機を呼び出さず、転送先へ直接転送します。

転送先としてあらかじめ
指定されている番号

（1）無条件転送 〈転送先〉

〈発信者〉 〈ご利用者（転送元）〉
06-△△△△-ＸＸＸＸ 転 送

「06-△△△△-XXXX」をダイヤル

（着信音は鳴りません）

転送先としてあらかじめ
指定されている番号

（2）無応答時転送
最初に電話を呼び出し、電話に出ない時に転送します。呼び出しの着信音が鳴っている間に受話器を上げると転
送せずに電話に出ることができます。（着信音を鳴らす待ち時間は、5～60秒で設定可能です。）

〈転送先〉
〈発信者〉 〈ご利用者（転送元）〉

06-△△△△-ＸＸＸＸ 転 送
「06-△△△△-XXXX」をダイヤル

（着信音が鳴ります）

転送先としてあらかじめ
指定されている番号…話し中…

お話し中にかかってきた電話を、転送先へ転送します。
（3）話中時転送

〈転送先〉

〈発信者〉 〈ご利用者（転送元）〉
06-△△△△-ＸＸＸＸ 転 送

「06-△△△△-XXXX」をダイヤル

（お話し中）

（4）登録番号転送（セレクト機能※）
あらかじめ登録してある電話番号からかかってきた場合だけ転送し、それ以外の電話は着信します。

（着信音が鳴ります）

転送先として
あらかじめ指定
されている番号

〈ご利用者（転送元）〉
06-△△△△-ＸＸＸＸ

〈転送先〉

〈発信者〉

「06-△△△△-XXXX」をダイヤル

〈発信者〉

「06-△△△△-XXXX」をダイヤル

転 送
登録電話番号

未登録電話番号
※発信電話番号が非通知の場合は、
　セレクト機能は動作しません。

（着信音が鳴ります）

転送先として
あらかじめ指定
されている番号

〈ご利用者（転送元）〉
06-△△△△-ＸＸＸＸ

〈転送先〉

〈発信者〉

「06-△△△△-XXXX」をダイヤル

〈発信者（登録済電話番号）〉

転 送

登録電話番号

（5）登録番号着信（セレクト機能※）
あらかじめ登録してある電話番号からかかってきた場合だけ着信し、それ以外の電話は転送します。

「06-△△△△-XXXX」をダイヤル

未登録電話番号

※発信電話番号が非通知の場合は、
　セレクト機能は動作しません。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。 【180630】審査　１７ー４５８－１
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ご利用上の注意事項

●発信者が電話番号を通知する場合、転送先へ通知される電話番号は発信者の電話番号となります。
　発信電話番号が非通知の場合、転送元・転送先への電話番号の通知は行われません。

電話番号通知について

●通常の電話の場合に比べ、転送する場合には電話をかけた方から転送先につながるまでに時間がかかります。
●かけた電話が転送されている旨を発信者および転送先に通知するアナウンスはありません。
●転送先への転送理由の通知は行いません。
●転送された通話を、転送先においてさらに別の転送先に転送する場合の、通話品質については保証いたしかねます。

通話について

●転送された通話を転送先において、さらに別の転送先へ転送する場合、最大転送回数は5回までに制限さ
れます。6回目の転送を行おうとすると、発信者に話中音を通知します。

最大転送回数について

●ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス（いずれもオプション）をご利用中はボイスワープが動作
　しない場合があります。
　★他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項についてはP.60～P.62をご参照ください。
●転送中も、ボイスワープご契約者の電話から電話をかけることができます。
●法人向けひかり電話サービスの基本契約が一時中断の場合、転送はいたしません。
●転送先からの申し出があり、必要な場合には、お客さま（ご契約者）に代わって転送を停止することがあります。
●ひかり電話設定サイトからボイスワープの設定をしていただく場合には、インターネット接続環境が必要となります。

その他

●同時に転送できる通話の数は、契約チャネル数までとなります。※1※2
　契約チャネル数を超える転送対象通話については転送されません。※3
※1  転送元が応答したか否かにかかわらず、1契約につき契約チャネル数までとなります。
※2  転送中であっても、発信および転送対象通話以外の着信は可能です。
※3  「無応答時転送」の場合は一定時間転送元を呼び出し続けたあと話中音を通知します。それ以外の転送方法の場合は、
　　 発信者に即、話中時音を通知します。

同時転送可能数について

【転送先に指定できない番号について】
●弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、登録番号転送（着信）機能が作動しない場合があります。
●転送先規制番号

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

転送先電話を
かけた方
（発信者）

電話をかけた方
のご負担

ボイスワープ
ご契約者のご負担

ボイスワープご契約者
（転送元）

●ボイスワープ（オプション）ご契約者までの通話料金（下図　 ）は、電話をかけた方のご負担となります。
　ボイスワープご契約者から転送先まで（下図　 ）は、ボイスワープご契約者のご負担となります。

A
B

A B

通話料金について

●ダイヤル式の電話機からは設定できません。プッシュ（トーン）信号に切り替え可能な電話機については、
　プッシュ（トーン）に切り替えてご利用ください。

電話機について

・ テレビ電話の転送可能な条件は以下のとおりです。■テレビ電話
①転送先が、テレビ電話接続可能であること。
（転送先が契約条件や端末条件によりテレビ電話接続不可の場合は、映像転送できません。標準音質の音
声通話にて再接続された場合は転送できます。）
②発信者が、ひかり電話サービスで映像発信した場合であること。
（発信者がＦＯＭＡ®の場合は、映像転送できません。標準音質の音声通話にて再接続された場合は転送
できます。）
③転送条件が、無条件転送もしくは話中時転送であること。
（無応答時転送の場合は、映像転送の可否は、転送元端末に依存します。発信者と転送元端末の接続にお
いて端末能力の不一致が生じ、発側端末が標準音質の音声にて自動再接続を行った場合には、音声で転
送されます。）

※1　ひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）を含みます。
※2　無応答時転送の場合、映像転送可否は、転送元端末に依存します。（発信者と転送元端末にて自動再接続による

音声再接続を行った場合、音声で転送されます。）
※3　発信者がひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ／ひかり電話オフィスA（エース）の映像転送の品質は、転送条

件が無応答時転送以外は、発信者と転送先で通信可能な最も高い品質での映像転送を行います。（これにより、
テレビクラス（アナログ放送）相当でのテレビ電話発信の映像転送は、転送先がテレビクラス（アナログ放送）相
当対応であれば、テレビクラス（アナログ放送）相当で転送されます。）また、無応答時転送の場合は、映像転送の
品質は、転送元と転送先で通信可能な最も高い品質での映像転送を行います。

※4　ひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）を含みません。

転送先

ひかり電話サービス

ひかり電話サービス

加入電話

加入電話

映像転送※2※3

転送元から
転送先への転送動作

音声にて接続（音声転送）

映像転送※2

音声にて接続（音声転送）

発信者

ひかり電話サービス
(フレッツ・

光プレミアム契約)※4

ひかり電話サービス
(フレッツ 光ネクスト／
フレッツ 光ライト／

ビジネスイーサ ワイド契約)
※1

転送元

法人向け
ひかり電話
サービス

以下の転送先規制番号は「転送先リスト」に登録できません。

★A,B,C,D,X,Yには任意の数字が入ります。

区分 転送先規制番号 サービス

OAO系

OABO系

1XY系
#ABCD

OOXY系 OOXY（全事業者の番号）
010
060
0120
0800
0570
0170
0180
0990
1XY
#ABCD

事業者接続
国際接続
eコール

ナビダイヤル（電話サービス）
伝言ダイヤル（電話サービス）
テレドーム／データドーム
災害募金ダイヤル

すべて
すべて

着信課金サービス

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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■ナンバー・
　リクエスト

・ ボイスワープの転送機能を利用中に電話番号を「通知しない」でかかって
きた場合、電話は転送されず、かけた人にはナンバー・リクエストのメッ
セージで応答します。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・ 「迷惑電話リスト」に登録されている番号からの呼び出しについては、迷惑
電話おことわりメッセージが応答し、転送されません。

■一括転送機能 ・ 一括転送機能が優先されます。

■ひかり電話
　#ダイヤル

・ 転送先に#ダイヤル番号は設定できません。

■コール
　セレクト

・ コールセレクトが先に動作し、転送呼はコールセレクトが動作することなく
転送できます。

■グループ
　ダイヤリング

・ 転送先にお客さま番号（事業所番号＋内線番号）は設定できません。
・ 内線ダイヤルで着信時にも、ボイスワープが動作します。

■故障・
　回復通知機能

・ ボイスワープが優先されます。監視用電話番号にはボイスワープの設定
を行わないでください。

・ ボイスワープ（オプション）の転送先への電話番号通知については、以下のようにな
ります。また、発信元（A）が「184」をダイヤルすると電話番号は通知されません。

■ナンバー・
　ディスプレイ

転送先（C）には、発信元（A）の電話番号が通知されます。

＜Bがボイスワープを、Cがナンバー・ディスプレイを契約している場合＞

発信元
（A）

転送元
（B）

転送

ボイスワープ
ご契約者

転送先
（C）

■FAXお知らせ
　メール

・ ボイスワープと組み合わせて契約することはできません。
★ただし、各サービスをご契約いただく電話番号が異なる場合は、ご契約可能です。

■着信お知らせ
　メール

・ 無応答時転送設定時、転送せずに通話を行った呼は「通話呼」として、着信
お知らせメールは送信されません。

・ 無応答時転送により転送された呼、無条件転送により転送された呼は「応
答できなかった呼」として、着信お知らせメールが送信されます。
（転送先の通話状態は考慮しません。）

■高音質電話 ・ 高音質電話の転送可能な条件は以下のとおりです。
①転送先が、高音質電話接続可能であること。
★転送先が契約条件や端末条件により高音質電話接続ができない場合は、転送はできません。
　標準音質の音声通話にて自動再接続された場合は転送できます。

②発信者が、高音質電話発信した場合であること。

■データコネクト
　（データ通信）

・ データコネクトが転送可能な条件は以下の通りです。
①発信者が、ひかり電話サービスでデータコネクトを発信した場合であること。

②転送先が、データコネクトの接続が可能であること。
（転送先が端末条件等によりデータコネクトの接続不可の場合は、転送できず、
エラーとなります。）

③転送条件が、無条件転送もしくは話中時転送であること。
（無応答時転送の場合は、データコネクトの転送可否は、転送元端末に依存します。）

■複数チャネル

無条件転送 契約チャネル数まで転送されます。

無応答時転送
転送タイマ満了後の着信について契約チャネル数まで転
送されます。着信時に契約チャネル数が通話中であった場
合は、話中状態となり、転送されません。

セレクト機能
（指定転送）

設定された転送方法（無条件転送、無応答時転送、話中時
転送）の動作条件と同じです。

話中時転送

以下のいずれかの状態において契約チャネル数まで転送されます。 
①着信時に契約チャネル数がすべて通話中であった場合
②ボイスワープを契約している電話番号に着信があり、空
きチャネルはあるものの該当する番号に着信可能な端末
がない場合

・ 同時転送可能数は、契約チャネル数となります。
　 各転送機能における動作条件は以下のとおりです。

■追加番号 ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　ボイスワープの契約は電話番号
ごとのため、ボイスワープをご利用したい電話番号ごとにご契約が必要
となります。

・ 電話番号ごとにボイスワープが動作します。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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なし

－

利用方法早見表

●リモートコントロールの利用
  （暗証番号の登録）

機　能 操作方法 ページ

●転送の停止 リモコン用アクセス番号 転送設定電話番号＋ 0＃ ＃暗証番号＋ ＋ ＋ ＋

●転送の開始 リモコン用アクセス番号 転送設定電話番号＋ 1＃ ＃暗証番号＋ ＋ ＋ ＋

●転送先リスト番号の指定 リモコン用アクセス番号 転送設定電話番号＋ 2＃ ＃暗証番号＋ ＋ ＋ ＋ 1 4＋ 1＋～

リモートコントロール

P.78～
P.79

P.77

初期設定

機　能 操作方法 初期設定 ページ

●セレクト機能の指定

●暗証番号の登録／変更

セ
レ
ク
ト
機
能
の
設
定

ご利用状況の確認

－

－

－

5秒

－

－

－

－

－

－

P.66

P.67

P.68

P.71

P.73

P.74

P.75

P.72

P.76

P.77

P.70

P.69
停止

停止

なし
（リモートコントロールの指定時に設定）

1 4 2＋ 4 1＋3＋ ＋暗証番号 1＋＃＋

設定方法早見表

06-6480-6142

他の電話番号を設定する場合

●転送の停止 1 4 2 0＋ ＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●転送の開始 11 4 2＋ 1 4＋ ～＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●転送先リスト番号1への登録 1 4 2＋ 2 転送先電話番号＋ 1＋＃＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●転送先リスト番号2～4への登録 1 4 2＋ 4 2 4＋0＋ ～ 転送先電話番号＋ 1＋＃＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋
●転送先リスト番号の指定 1 4 2＋ 4 1 4＋1＋ ～ 1＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●無応答時転送の呼び出し秒数の指定 1 4 2＋ 3 5 6 0＋ ～ 1＋＃＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

1 4 2＋ 8＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋
●転送先リストに登録されている転送先電話番号 1 4 2＋ 8 0＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●転送条件 1 4 2＋ 8 1＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●登録リストへの電話番号の登録 1 4 7＋ 2 登録電話番号＋ 1＋＃＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋
●登録リストからの電話番号の削除 1 4 7＋ 9 削除電話番号＋ 1＋＃＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●セレクト機能の停止 1 4 7＋ 3 0＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋
●登録番号を転送する設定 1 4 7＋ 3 1＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋
●登録していない番号を転送する設定 1 4 7＋ 3 2＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●登録リストの電話番号を確認 1 4 7＋ 8＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

他の電話番号を設定する場合

●なし 1 4 2＋ 4 0＋3＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋

●あり 1 4 2＋ 4 1＋3＋ ＋暗証番号 1＋＃＋＃転送設定電話番号 ＋ ＋5＋
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転送方法の組み合わせを、以下のパターン0からパターン8までの中から選択できます。

転送方法の組み合わせ

転送先リスト
転送先の電話番号を最大4件まで
登録できます。ただし、実際の転送
先として指定できるのは1番号に限
ります。

登録リスト
あらかじめ転送したい相手の電話
番号を最大30件まで登録できます。

ボイスワープをご利用いただくためには、「転送先リスト」に転送したい電話番号を登録していただく必要があります。各種機能の
ご利用にあたっては、転送先リストから転送先を選択し、利用の開始/停止に関する操作をしていただくことで可能となります。

「転送」

転送する

セレクト機能を
使用しない
指定番号転送
を設定しない

セレクト機能を
使用する
指定番号転送
を設定する

パターン0

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4

パターン5

パターン6

パターン7

パターン8

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

○

×

○

×

○

×

×

×

○

○

×

×

○

○

パターン2

パターン3

パターン4

パターン5

パターン6

パターン7

■かかってきた電話をすべて転送させる場合（自動転送機能）

■セレクト機能を使用する場合

転送開始

転送条件を変更し
転送を再開

転送条件を変更せず
転送を再開

ご利用開始までの流れ

転送先
電話番号
の登録
P.66～P.67

転送先
リスト
の指定
P.68

転送条件を
指定し
転送開始
P.69

転送条件を
指定し
転送開始
P.69

転送停止

P.70

転送停止

P.70

転送先
電話番号
の登録
P.66～P.67

転送先
リスト
の指定
P.68

転送もしくは
着信させる相手の
電話番号を登録

P.73

登録した電話番号を着信するか、
転送するか指定（セレクト機能の
ご利用条件の設定）し、転送開始

P.75

セレクト機能
（指定転送）

無条件
転送

無応答時
転送

話中時
転送

パターン1

パターン8

パターン0

話中時転送

無応答時転送

無条件転送

話中時転送

無応答時転送

無条件転送

無応答時転送
+

話中時転送

無応答時転送
+

話中時転送

転送しない

（1）転送先電話番号の登録

転送先リスト（転送先電話番号を事前に登録しておくところ）の番号1へ、電話番号を登録します。
本操作は必ず実施してください。

④「転送先リスト1番の転送先電話番号登録を行います。」「登録する電話番号を市外局
番から入力し、最後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス④

⑥「入力された電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、
本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑥

⑧「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「転送先登録が完了しました。」
「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。これで登録は完了です。

登録完了⑧

③ 22 ③     　 をダイヤルしてください。22

⑦ 電話番号が正しければ、　　  をダイヤルしてください。11⑦ 11

⑤ 転送先の電話番号をダイヤルし、最後に　　  を押してください。＃＃⑤
転転 送送 先先
電電 話話 番番 号号 +＃＃

★転送先の電話番号を間違えますと、転送先の方にも、かけてこられた方にも迷惑がかかります。正確に登録してください。
★転送先リスト1番に転送先電話番号が登録されている場合にのみ、転送先リスト1番が転送先に指定されます。
★104番や117番などの3桁の番号、フリーアクセス、フリーアクセス・ひかりワイド、フリーダイヤル（いずれもオプション）、ナ
ビダイヤル（電話サービス）、伝言ダイヤル（電話サービス）、＃ダイヤル、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、
0081等で始まる事業者識別番号等は転送先としてご利用できません。詳細は「転送先に指定できない番号について」
（P.60）を参照してください。

1.自動転送に関する設定

ご利用にあたっての設定方法 （早見表 P.63～P.64参照）

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。
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（2）転送先電話番号を複数登録するとき※

※転送先電話番号を複数登録しない場合は、P.68以降をご参照ください。

転送先リスト番号2～4へ、電話番号を登録します。
★転送先リストへの電話番号の登録は、リスト番号1を含め最大4個まで登録できます。

④「各種設定を行います。」「転送先電話番号の登録は“0”、転送先の指定は“1”、リモー
トコントロールの設定は“3”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス④

⑥「転送先電話番号の登録を行います。」「転送先リスト番号の2から4のいずれかを押し
てください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑥

⑧「転送先電話番号を市外局番から入力し最後に“＃”を押してください。」というガイダ
ンスが流れます。ガイダンス⑧

⑩「登録先リストは□、転送先電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ
“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してくださ
い。」というガイダンスが流れます。

ガイダンス⑩

⑫「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「転送先電話番号の登録が完了
しました。」「設定メニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器
を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで登録は完了です。

登録完了⑫

③ 44 ③     　 をダイヤルしてください。44

⑤ 00 ⑤     　 をダイヤルしてください。00

11⑪ 11⑪ 電話番号が正しければ、    　 をダイヤルしてください。

⑦ 転送先リスト番号  　　　　　   いずれかをダイヤルしてください。～ 4422～22 44⑦

⑨ 転送先の電話番号をダイヤルし、最後に　　  を押してください。＃＃⑨
転転 送送 先先
電電 話話 番番 号号+＃＃

（3）転送先電話番号の指定

④「各種設定を行います。」「転送先電話番号の登録は“0”、転送先の指定は“1”、リモー
トコントロールの設定は“3”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス④

⑧「転送先リスト番号は□、転送先電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしけれ
ば“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してくださ
い。」というガイダンスが流れます。

ガイダンス⑧

⑩「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」
「転送先指定が完了しました。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑩

⑪「設定メニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いて
ください。」というガイダンスが流れます。
これで設定は完了です。
＊転送を開始される場合は、「（4）転送の開始」（P.69）を参照してください。

設定完了⑪

③ 44 ③     　 をダイヤルしてください。44

11⑨ 11⑨ 電話番号が正しければ、    　 をダイヤルしてください。

⑤     　 をダイヤルしてください。11⑤ 11

転送先リスト番号1～4の中から指定します。

ガイダンス⑥ ⑥「転送先リスト番号の指定を行います。リスト番号の1から4のいずれかを押してくだ
さい。」というガイダンスが流れます。

⑦ ～ 4411 ⑦ 転送先として指定したい転送先リスト番号  　　　　　　いずれかをダイヤルしてください。～ 4411

★ご契約時のサービスの状態は転送先リスト番号が設定されていないためあらかじめ番号の登録が必要です。
　（転送先リスト番号1への登録方法はP.66を参照してください。）
★転送先リスト1番のみに転送先電話番号が登録されている場合は、転送先リスト1番が転送先に指定されます。

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211
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（4）転送の開始

ガイダンス④
④「転送条件を設定し、サービスを開始します。無条件転送は“1”、無応答時転送は“2”、
話中時転送は“3”、無応答時転送と話中時転送の併用は“4”を押してください。」とい
うガイダンスが流れます。

③ 　　  をダイヤルしてください。11③ 11

★ご契約時のサービスの状態は転送「停止」に設定されています。
★転送先電話番号を登録せずに転送の開始操作を行った場合には、④で「転送先の電話番号が登録されていません。」というガ
イダンスが流れます。
★セレクト機能が開始されていた場合に、「142+0」で転送の停止を行ったとしてもセレクト機能は開始の状態を保持します。
また「転送の開始」を行っても、セレクト機能を続けてご利用いただけます。

⑥「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”
を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑥

⑤     　 をダイヤルしてください。11⑤ 11

⑥「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”
を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑥

⑤     　 をダイヤルしてください。22⑤ 22

【無条件転送の場合】

【無応答時転送の場合】

⑥「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”
を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑥

⑤     　 をダイヤルしてください。33⑤ 33
【話中時転送の場合】

⑥「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”
を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑥

⑤     　 をダイヤルしてください。44⑤ 44
【無応答時転送と話中時転送の併用の場合】

転送を開始します。 ★転送機能については、P.58をご覧ください。

★ご契約時のサービスの状態は転送「停止」に設定されています。
★セレクト機能が開始されていた場合に、「142+0」で転送の停止を行ったとしてもセレクト機能は開始の状態を保持します。
また「転送の開始」を行っても、セレクト機能を続けてご利用いただけます。

（5）転送の停止

転送を停止します。

⑤「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。
これで設定は完了です。

設定完了⑤

③   　　をダイヤルしてください。00③ 00

ガイダンス④ ④
「サービスを停止します。しばらくお待ちください。」
「サービスを停止しました。」というガイダンスが流れます。

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。
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★ご契約時のサービスの状態は呼び出し秒数が「5秒」に設定されています。

無応答時転送の呼び出し秒数を指定します。

④「呼出秒数の設定を行います。」「呼出秒数を5から60秒の範囲で入力し、最後に“＃”
を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス④

⑥「入力された秒数は××です。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断
する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑥

⑧「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「呼出秒数設定が完了しました。」
「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。
これで設定は完了です。

設定完了⑧

③ 33 ③     　 をダイヤルしてください。33

⑦ 11 ⑦ 秒数が正しければ、    　 をダイヤルしてください。11

⑤ ～5 65 6 00
+ ＃＃

⑤ 指定したい電話の呼び出し秒数　　　　　　  　 ＋　　 をダイヤルしてください。～ 655 6 00 ＃＃
呼び出し秒数は5～60秒の範囲を1秒単位で設定してください。

（6）無応答時転送の呼び出し秒数を設定するとき （7）各種設定状況を確認するとき

ご利用状況を確認します。

⑦「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。これで確認は完了です。確認完了⑦

③ 88 ③     　 をダイヤルしてください。88

⑤ 00 ⑤ ④のガイダンスに従って 　　 をダイヤルしてください。00

⑥「転送条件の確認を行います。」「登録されている転送条件は次のとおりです。無条件
転送モードは開始中（停止中）です。無応答時転送モードは停止中（開始中）です。話
中時転送モードは停止中（開始中）です。」というガイダンスが流れます。

ガイダンス⑥

⑦「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。これで確認は完了です。確認完了⑦

⑤ 11 ⑤ ④のガイダンスに従って 　　 をダイヤルしてください。11

【転送先リストの登録内容の確認】

【転送条件の確認】

⑥「転送先電話番号の確認を行います。」「登録されている電話番号は、次のとおりです。転
送先リスト1番は△△△△△△△△△△、転送先リスト2番は△△△△△△△△△△、転
送先リスト3番…」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑥
★電話番号が登録されていない場合は、「転送先リスト1番は未登録です。転送先リスト2番は・・・」 
　というガイダンスが流れます。

ガイダンス④

④「現在、サービスは開始（停止）中です。転送先リスト番号□番の△△△△△△△△△
△です。呼び出し秒数は××秒です。」「設定状況の確認を行います。転送先電話番号の
確認は“0”、転送条件の確認は“1”を押してください。」というガイダンスが流れます。

【転送先リストが登録されている場合】

④「現在、サービスは停止中です。転送先の登録はありません。呼び出し秒数は××秒で
す。」「設定状況の確認を行います。転送先電話番号の確認は“0”、転送条件の確認
は“１”を押してください。」というガイダンスが流れます。

【転送先リストが登録されていない場合】

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

71 72



（1）登録リストに電話番号を登録するとき
（2）登録リストから電話番号を削除するとき

★登録リストに登録されている電話番号がない場合、⑤で削除する電話番号をダイヤルした後「電話番号の削除に失敗しました。」と
いうガイダンスが流れます。

★登録リストに登録されている電話番号が満杯の場合、⑤で登録する電話番号をダイヤルした後、「登録件数が30件を超えました。
登録されているいずれかの電話番号を削除してから登録してください。」というガイダンスが流れます。登録電話番号の削除方法
はＰ.78を参照してください。

登録リストに登録している電話番号を削除します。

④「削除する電話番号を市外局番から入力し、最後に“＃”を押してください。」というガ
イダンスが流れます。ガイダンス④

⑥「入力された電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”、入力し直す
場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダン
スが流れます。

ガイダンス⑥

⑧「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「電話番号の削除が完了しまし
た。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑧

⑨「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。
これで削除は完了です。

削除完了⑨

③ 　　  をダイヤルしてください。99③ 99

⑦ 電話番号が正しければ、　　  をダイヤルしてください。11⑦ 11

⑤ 削除する電話番号を市外局番からダイヤルし、最後に　　　を押してください。＃＃

削削 除除 すす
電電 話話 番番 号号

るる

+ ＃＃

⑤

登録リストとは、転送させたい電話番号もしくは、着信させたい電話番号を登録しておくところです。
（登録できる数は最大30番号です。）

2.セレクト機能に関する設定

④「登録する電話番号を市外局番から入力し、最後に“＃”を押してください。」というガ
イダンスが流れます。ガイダンス④

⑥「入力された電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”を、入力し直
す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダ
ンスが流れます。

ガイダンス⑥

⑧「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「電話番号の登録が完了しまし
た。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑧

⑨「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。これで登録は完了です。登録完了⑨

③ 22 ③     　 をダイヤルしてください。22

⑦ 電話番号が正しければ、　　  をダイヤルしてください。11⑦ 11

⑤ 登録する電話番号を市外局番からダイヤルし、最後に　　　を押してください。＃＃⑤
電電 話話 番番 号号
登登 録録 すす るる

+＃＃

① 4411 77 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 7711

ガイダンス②

②「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」

「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を
行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番か
ら入力し、最後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を
行いたい電話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。

① 4411 77 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 7711

ガイダンス②

②「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」

「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を
行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番か
ら入力し、最後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を
行いたい電話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。
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（3）ご利用条件の設定 （4）セレクト機能において
登録リストに登録されている電話番号を確認するとき

登録リストに登録されている電話番号を確認します。

⑤「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。これで確認は完了です。確認完了⑤

③ 88 ③     　 をダイヤルしてください。88

④「登録電話番号の確認を実施します。しばらくお待ちください。」「現在登録されてい
る電話番号は△△△△△△△△△△、△△△△△△△△△△、△△△△△△△△△△･･･
です。」というガイダンスが流れます。ガイダンス④
＊登録リストに登録番号がない場合、「現在登録されている電話番号はありません。」
  というガイダンスが流れます。

セレクト機能のご利用条件を指定します。

④「ボイスワープセレクト機能の停止は“0”、登録した電話番号を転送させる場合は
“1”、登録していない電話番号を転送させる場合は“2”を押してください。」というガ
イダンスが流れます。

ガイダンス④

⑥「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。
これで設定は完了です。

設定完了⑥

③ 　　  をダイヤルしてください。33③ 33

（4）セレクト機能において
登録リストに登録されている電話番号を確認するとき

「ボイスワープセレクト機能を停止します。しばらくお待ちください。」「ボイスワープセレ
クト機能を停止しました。」というガイダンスが流れます。（　　を押した場合）

「登録した電話番号を転送する設定を実施します。しばらくお待ちください。」「登録した
電話番号を転送するに設定しました。」というガイダンスが流れます。（　　を押した場合）

「登録していない電話番号を転送する設定を実施します。しばらくお待ちください。」「登
録していない電話番号を転送するに設定しました。」というガイダンスが流れます。（　　を押した場合）

00

22

11

ご利用する条件の番号⑤ ⑤ ご利用する条件の番号を押してください。

～00 22 00・セレクト機能の
　停止 11・登録番号を

　転送する設定 22・登録していない番号を
　転送する設定

① 4411 77 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 7711

ガイダンス②

②「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」

「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を
行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番か
ら入力し、最後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を
行いたい電話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。

① 4411 77 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 7711

ガイダンス②

②「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」

「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を
行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番か
ら入力し、最後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を
行いたい電話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。

★ご契約時はセレクト機能停止の状態に設定されています。
★セレクト機能が開始されていた場合に、「142+0」で転送の停止を行ったとしてもセレクト機能は開始の状態を保持します。また「転
送の開始」を行っても、セレクト機能を続けてご利用いただけます。

★転送対象の発信電話番号が非通知・公衆・表示圏外の場合は、セレクト機能は作動しません。
★登録した電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致したときは転送しますが、一致しない
ときは、転送元に着信します。登録していない電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致
したときは、転送元に着信しますが、一致しないときは、転送します。
★登録番号転送により電話を転送中に、転送元へ登録リストに未登録の電話番号から電話がかかってきた場合、そのまま着信します。また、登録
番号着信（未登録番号を転送）により電話を転送中、転送元に登録リストに登録されている電話番号からかかってきた場合、そのまま着信します。
★弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、セレクト機能を利用できない場合があります。
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外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の指定を行うための事前設定
リモートコントロールの利用を指定します。リモートコントロールを利用するには、

はじめに暗証番号（数字4桁）の登録が必要となります。暗証番号の登録は、リモートコントロールを指定するときに同時に行います。

⑥「リモートコントロール利用の設定を行います。」「リモートコントロールを利用しない
場合は“0”、利用する場合は“1”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑥

⑧「暗証番号の登録を行います。暗証番号を4桁で入力し、最後に“＃”を押してくださ
い。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑧

⑩「入力された暗証番号は△△△△です。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、本設
定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑩

⑫「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「暗証番号を登録し、リモートコン
トロールを利用するに設定しました。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑫

⑧「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「リモートコントロールを利用し
ないに設定しました。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑧

⑬「設定メニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いて
ください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑬

⑤ 33 ⑤     　 をダイヤルしてください。33

④「各種設定を行います。」「転送先電話番号の登録は“0”、転送先の指定は“1”、リモー
トコントロールの設定は“3”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス④

③ 44 ③     　 をダイヤルしてください。44

⑪ 11 ⑪ 暗証番号が正しければ、    　 をダイヤルしてください。11

⑨「設定メニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いて
ください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑨

【リモートコントロールをご利用にならない場合】

【リモートコントロールをご利用になる場合（合わせて、暗証番号を登録します。）】

⑦ 11 ⑦ ⑥のガイダンスに従って      　をダイヤルしてください。11

⑦ 00 ⑦ ⑥のガイダンスに従って      　をダイヤルしてください。00

★ご契約時のサービスの状態はリモートコントロールをご利用にならない状態に設定されています。
★暗証番号は、　、＃、1111等（同一番号4桁）および、ご契約電話番号の下4桁と同一の番号は指定できません。＊

⑨リモートコントロールで利用したい暗証番号をダイヤルし、最後に　　  を押してください。＃＃⑨ 暗暗 証証 番番 号号+＃＃

3.リモートコントロールの使い方
外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の指定を行うとき

リモートコントロールを行います。

⑥「ボイスワープの設定を行います。」「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、
転送先の指定は“2”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑥

②「お客さまの確認を行います。」「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局
番から入力し、最後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス②

④「お客さまの暗証番号を入力し、最後に“＃”を押してください。」とガイダンスが流れ
ます。ガイダンス④

「リモコン用
　アクセス番号」

① ① 受話器を上げて「リモコン用アクセス番号」をダイヤルします。（P.79参照）

【転送を開始する場合】

【転送を停止する場合】

⑦ 11 ⑦ ⑥のガイダンスに従って      　をダイヤルしてください。11

★リモートコントロールを行うには、事前にP.77「外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の指定を行うための事前設定」に従って設定してください。

⑤ 暗証番号をダイヤルし、最後に　　  を押してください。＃＃⑤ 暗暗 証証 番番 号号 + ＃＃

⑧「サービスを開始しました。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑧

⑨「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑨

③ ボイスワープをご契約されている電話番号を市外局番からダイヤルし、
　 最後に　　  を押してください。＃＃③

契契 約約 番番 号号
ボボ イイ スス ワワ ーー ププ

+ ＃＃

⑧「サービスを停止します。しばらくお待ちください。」「サービスを停止しました。」とい
うガイダンスが流れます。ガイダンス⑧

⑨「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置
いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。設定完了⑨

⑦ 00 ⑦ ⑥のガイダンスに従って      　をダイヤルしてください。00

① 4411 22 ① 受話器を上げて    　 　　　　　をダイヤルします。44 2211

ガイダンス②

②「ボイスワープの設定を行います。」

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は
“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は
“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

　 をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最
後に“＃”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電
話番号を入力し、“＃”を押してください。

他の電話番号を設定したい場合-
55

②のガイダンスに戻ります。

「追加番号」をご契約のお客さまのみ-
「○○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。
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★転送先リストを指定すると同時に転送を開始します。
★⑤で暗証番号を間違えた場合、「お客さまの認証に失敗しました。もう一度入力してください。」というガイダンスが流れます。
★暗証番号を累計4回間違えると、ご利用できなくなります。そのときには、ボイスワープを契約している回線から暗証番号の登録を
再度行ってください。
★リモートコントロール機能は、加入電話（プッシュ回線、アナログ回線〔プッシュ信号送出機能付き端末が必要〕）、INSネット、携帯電話、
PHS等からのご利用が可能です。
★リモートコントロールのご利用には通話料がかかります。
★リモートコントロールによるセレクト機能の開始・停止はできません。

【転送先を指定する場合】
※転送開始の状態で転送先を変更した場合、転送開始の状態は継続されます。

⑫「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「転送先指定が完了しました。」と
いうガイダンスが流れます。ガイダンス⑫

⑧「転送先の指定を行います。」「指定したい転送先リスト番号の1から4のいずれかを
押してください。」というガイダンスが流れます。ガイダンス⑧

⑦ 22 ⑦ ⑥のガイダンスに従って　　　をダイヤルしてください。22

⑪ 11 ⑪ ⑩のガイダンスに従って　　　をダイヤルしてください。11

設定完了⑬ ⑬「ご利用ありがとうございました。」というガイダンスが流れます。
　 これで設定は完了です。

06-6480-6142（有料）

リモコン用アクセス番号

（注） 番号については変更になる場合があります。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

ガイダンス⑩
⑩「転送先リストは□、転送先電話番号は△△△△△△△△△△です。なお、同時にサー
ビスを開始します。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は
“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。

⑨ ⑨ 転送先リスト番号　　　～　　　のいずれかをダイヤルしてください。4411～ 4411

ひかり電話設定サイトについて

ひかり電話設定サイトの操作方法

ひかり電話設定サイトとは、パソコンなどからひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ／ひかり電話オフィスA（エース）
におけるボイスワープ（オプション）等の各種設定ができるサイトです。

■ひかり電話設定サイトとは

パスワードの有効期限は60日間です。60日間、パスワードの変更がなかった場合、ログイン時に新しくパスワードを
設定する必要があります。なお、変更前と同一のパスワードは新しいパスワードとして設定ができません。

■パスワード

＜ご利用例＞

契約番号：06-0000-1111･･･「着信お知らせメール（オプション）」を契約　
追加番号：06-0000-2222･･･「着信お知らせメール」と「ＦＡＸお知らせメール（オプション）」を契約

回線単位で認証する場合
⇒06-0000-1111の「着信お知らせメール」および、06-0000-2222の「着信お知らせメール」「ＦＡＸお知らせメール」の設定が可能です。

電話番号単位で認証する場合
⇒06-0000-1111でログインした時は、06-0000-1111の「着信お知らせメール」の設定が可能です。
⇒06-0000-2222でログインした時は、06-0000-2222の「着信お知らせメール」と「ＦＡＸお知らせメール」の設定が可能です。

管理者／ユーザ単位で認証する場合
⇒06-0000-1111でログインした時は、06-0000-1111の「着信お知らせメール」および、06-0000-2222の「着信お知ら
　せメール」「FAXお知らせメール」の設定が可能です。
⇒06-0000-2222でログインした時は、06-0000-2222の「着信お知らせメール」と「FAXお知らせメール」の設定が可能です。

ひかり電話設定サイトへ接続（ログイン）する時の認証方法には、「回線単位」、「電話番号単位」および「管理者／ユー
ザ単位」で認証する方法があります。お客さまのご利用方法により、いずれかの認証方法をお選びいただきます。

■ログイン時の認証単位

※回線単位を選択した場合、ログインする際に入力する電話番号は、「ひかり電話サービスお申込み内容のご案内」で、ご連絡させていただいて
おります「お客様電話番号」になります。※電話番号単位を選択した場合、ログインする際に入力する電話番号は設定変更する該当の電話番号に
なります。※管理者／ユーザ単位を選択した場合、すべての電話番号の設定変更を行う際に入力する電話番号は、「ひかり電話サービスお申込み
内容のご案内」で、ご連絡させていただいております「お客様電話番号」を、電話番号毎に設定変更する際は該当の電話番号を入力してください。

ひかり電話
（ボイスワープ／
着信お知らせメール／
FAXお知らせメール／
一括転送機能／
故障・回復通知機能）

回線単位 契約電話番号およびすべての追加番号でご利用中の各種サービスの設定変更が可能です。

電話番号単位 該当の電話番号でご利用中の各種サービスの設定変更が可能です。

管理者／ユーザ単位 契約番号でログインするとすべての電話番号の、追加番号でログインするとロ
グインした追加番号のみでご利用中の各種サービスの設定変更が可能です。

●仮パスワード設定番号にダイヤルする時は、契約電話番号の認証を行うため、契約している回線からダイヤルしてく
ださい。それ以外の電話番号（携帯電話等）からダイヤルした場合は接続できません。また、仮パスワードの設定に
はプッシュ信号送出機能付電話機が必要です。

●仮パスワード設定番号への通話料はご契約いただいている法人向けひかり電話サービスの料金プランが適用されます。

仮パスワード設定番号 06-6480-6430（有料）

ひかり電話設定サイト https://www.hikari .ntt-west.net
●ご利用の端末、ブラウザー等の条件により、正しく表示されない場合があります。

はじめてご利用になる場合は、仮パスワード設定を行ってから、ひかり電話設定サイトにログインしてください。2回目
以降ご利用になる場合は、直接ひかり電話設定サイトにログインしてください。

■ご利用手順

※パスワードが無効になった場合、パスワードがわからなくなった場合には仮パスワードの設定を行う必要があります。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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1.仮パスワードの設定

ここでは、ひかり電話設定サイト（https://www.hikari.ntt-west.net）に接続するために必要な仮パス
ワードの設定手順について説明します。仮パスワード設定番号へダイヤルする前に、あらかじめ仮パスワード
を設定する認証単位を選択してください。（パスワードの認証単位についてはP.80を参照ください。

2 「1」をダイヤル

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定を行います。登録したい仮パスワードを入力してください。」

4 「仮パスワード」をダイヤル

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定が完了しました。ご利用ありがとうございました。」

1 契約回線から、仮パスワード設定番号06-6480-6430 （有料）へダイヤル

ガイダンス 「仮パスワード設定をする単位を選択します。回線単位に設定する場合は1、
電話番号単位に設定する場合は2、管理者/ユーザ単位に設定する場合は3を入力してください。」

回線単位に設定する場合

5 これで仮パスワードの設定は完了です。

★仮パスワードの有効期間は24時間です。設定後24時間以上経過すると無効となりますので、再度、同様の手順で仮パスワードを設定してください。

注意3 「仮パスワード」をダイヤル

★無効な仮パスワードを入力した場合は、次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一度押してください。」
なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「確認のためにもう一度仮パスワードを入力してください。」

仮パスワードは、
8桁の数字を設定してください。

5 「仮パスワード」をダイヤル

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定が完了しました。ご利用ありがとうございました。」

3 「仮パスワードを設定したい電話番号」＋「＃」をダイヤル

★本サービスを契約している電話番号以外をダイヤルした場合は次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一
度押してください。」なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定を行います。登録したい仮パスワードを入力してください。」

6 これで仮パスワードの設定は完了です。

★仮パスワードの有効期間は24時間です。設定後24時間以上経過すると無効となりますので、再度、同様の手順で仮パスワードを設定してください。

注意4 「仮パスワード」をダイヤル

★無効な仮パスワードを入力した場合は、次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一度押してください。」
なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「確認のためにもう一度仮パスワードを入力してください。」

仮パスワードは、
8桁の数字を設定してください。

2 「2」をダイヤル

ガイダンス
「仮パスワード設定をする電話番号を市外局番から
入力し、最後に♯を押してください。」

電話番号単位に設定する場合

1 契約回線から、仮パスワード設定番号06-6480-6430 （有料）へダイヤル

ガイダンス
「仮パスワード設定をする単位を選択します。回線単位に設定する場合は1、電話番号単位に設定する場合は2、管理者/
ユーザ単位に設定する場合は3を入力してください。」
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1 契約回線から、仮パスワード設定番号06-6480-6430 （有料）へダイヤル

ガイダンス 「仮パスワード設定をする単位を選択します。回線単位に設定する場合は1、
電話番号単位に設定する場合は2、管理者/ユーザ単位に設定する場合は3を入力してください。」

2 「3」をダイヤル

ガイダンス ≪発信者番号が契約番号の場合≫
「仮パスワードを設定する電話番号を市外局番から入力し、最後に＃を押してください。」⇒　　へ
≪発信者番号が追加番号の場合≫
「●●●番の仮パスワードの設定を行います。登録したい仮パスワードを入力してください。」⇒　　 へ

5 「仮パスワード」をダイヤル

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定が完了しました。ご利用ありがとうございました。」

3 「仮パスワードを設定したい電話番号」＋「＃」をダイヤル

★本サービスを契約している電話番号以外をダイヤルした場合は次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一
度押してください。」なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定を行います。登録したい仮パスワードを入力してください。」

管理者／ユーザ単位に設定する場合

6 これで仮パスワードの設定は完了です。

★仮パスワードの有効期間は24時間です。設定後24時間以上経過すると無効となりますので、再度、同様の手順で仮パスワードを設定してください。

注意4 「仮パスワード」をダイヤル

★無効な仮パスワードを入力した場合は、次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一度押してください。」
なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「確認のためにもう一度仮パスワードを入力してください。」

仮パスワードは、
8桁の数字を設定してください。

3

4

2.サービス設定ホームページへ接続

ここでは、パソコン等からサービス設定ホームページへ接続する手順について説明します。
（はじめて接続する場合は、P.81～P.83で設定した仮パスワードを利用して接続します。）

2 「ログイン」をクリックします。

1 パソコン、携帯電話等から
「https://www.hikari .ntt -west.net」に接続します。

★ご利用の端末、ブラウザー等の条件により、正しく画面が表示されない場合があります。

3 「電話番号」「パスワード」を入力します。1

2

3

「本サービスを契約している電話番号（ハイフンなし）※」を半角で入力します。
「パスワード（はじめて接続する場合は仮パスワード）」を半角で入力します。
「ログイン」をクリックします。

※回線単位を選択した場合は、「ひかり電話サービスお申込み内容のご案内」で、ご連絡させていただいております「お客様電話番号」を入力してください。
※電話番号単位を選択した場合は、設定変更する該当の電話番号を入力してください。
※管理者／ユーザ単位を選択した場合は、すべての電話番号の設定変更を行う際に入力する電話番号は、「ひかり電話サービスお申込み内容
のご案内」で、ご連絡させていただいております「お客様電話番号」を電話番号毎に設定変更する場合は、該当の電話番号を入力してください。

★パスワードの入力を10回連続して誤ると、パスワードが無効となります。
★仮パスワードでログインする際には、3回連続して誤ると、仮パスワードが無効となります。
★仮パスワード設定後24時間以上経過した場合は、仮パスワードが無効となります。
★パスワード、仮パスワードが無効となった場合、または忘れてしまった場合等には、再度、P.81～P.83の手順にそって仮パスワードを設定してください。

※ログイン時の認証単位が「回線単位」のお客さまで、追加番号に本サービスを契約されている場合、こちらに入力していただく番号は
「お客様電話番号」となります。

1
2

3

設備変更工事があった場合は「旧設定サ
イトからパスワード引継ぎ」をクリックし、
パスワードの設定変更を行ってください。
詳しくは、P.13『「着信お知らせメール」
「FAXお知らせメール」旧パスワードの移
行作業』をご確認ください。
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4 仮パスワードで接続した場合またはパスワードの有効期限が切れた場合は、
パスワードの変更が必要です。
1

2

3

現在のパスワードを入力する欄に、仮パスワードの場合は「仮パスワード」、
有効期限切れの場合は現在ご利用中の「パスワード」を入力します。
新しいパスワードを入力する欄に、今後接続する時に使用する「パスワード（8～12桁の半角
英数字）」を2回入力します。
「パスワード変更」をクリックします。

★各種設定を行う際、ブラウザーは1画面のみでご利用ください。2画面以上でご利用いただくと、正常に設定が反映されない場合
がございます。
★ひかり電話設定サイトへ接続するには、インターネット接続環境が必要となります。
★ひかり電話設定サイトへの接続は、暗号化されています。
★ひかり電話設定サイトは、フレッツフォン、携帯電話等からも接続、設定が可能です。
★ひかり電話設定サイトへアクセスする際、ご利用の通信サービスにより、通信料、パケット通信料等がかかる場合があります。
★仮パスワード設定番号へダイヤルする場合、プッシュトーン信号にて発信する必要があります。通常の通話料がかかります。
★新しいパスワードは、8桁～12桁の半角英数字で設定してください。ただし、数字のみの設定はできません。また、不正アクセスを
防止するため、他人が推測しにくい値を設定し、定期的に変更するようにしてください。
★パスワードの有効期限は60日間です。60日間、パスワードの変更がなかった場合、ログイン時に新しくパスワードを設定する必要
があります。なお、変更前と同一のパスワードは新しいパスワードとして設定ができません。
★パスワード、仮パスワードが無効となった場合、または忘れてしまった場合等には、再度、P.81の手順にそって仮パスワードを設定
してください。
★パスワードの入力を連続10回誤ると、パスワードは使用できなくなります。仮パスワードの設定からやり直してください。
　＊パスワード間違いの累積回数は、正常にログインすることで0回にリセットされます。
　＊ブラウザーのセッションを強制切断しても累積回数はリセットされません。
★ログイン状態で、しばらく何も操作しなかった場合には、自動的にログアウトされます。
★ログイン状態からログアウトせずにブラウザーを終了した場合、10分間は再ログインができなくなります。

★現在のパスワードと同一のパスワードを新しいパスワードに設定することはできません。

1

3

2

3.ボイスワープ（オプション）の設定

ここでは、ボイスワープの設定方法について説明します。ボイスワープでは次の設定が可能です。

●開始／停止設定
●転送先電話番号設定
●セレクト機能開始／停止設定
●セレクト機能リスト設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

サービスの開始または停止、および転送条件の設定を行います。
転送先の電話番号を設定します。
セレクト機能の開始または停止の設定を行います。
セレクト機能の設定を行う電話番号の追加、削除を行います。

1 「サービス選択」をクリックします。
「ボイスワープ」をクリックします。

ボイスワープを選択

1

2

1

2

★ご利用の端末・ブラウザーなどの条件によりひかり電話設定サイトの画面が正しく表示されない場合があります。

認証単位が回線単位、かつ同一回線
内で複数契約されている場合、もしく
は、管理者／ユーザ単位において契
約番号でログインした場合には以下
の操作が必要です。

認証単位が電話番号単位、かつ同一
回線内で33電話番号以上の契約を
されている時、契約番号でログインし
た場合には以下の操作が必要です。

2P.87 へ（a） 2P.87 へ（b）

〈動作確認環境〉
OS

ブラウザー
※弊社にて動作確認をしておりますが、すべてのお客様環境における動作を保証するものではございません。

Windows®7(SP1)、Windows® 8.1 Update、Windows® 10

Internet Explorer® 11
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サービスメニュー
設定する項目をクリックします。

1

2

転送方法または「停止」を選択します。
「設定」ボタンをクリックします。

開始／停止設定
サービスの開始または停止の設定を行います。

★「無応答転送」を選択する場合は、呼び出し秒数を設定する必要があります。なお、設定可能な呼び出し秒数は5秒～60秒です。
★転送先電話番号が設定されていない場合は、転送を開始することができません。

サービス開始／停止

セレクト機能開始／停止

転送先電話番号設定

セレクト機能リスト設定

1

2

1

1

3

2

4

2（a）
設定する電話番号をクリックします。また、一括設定を行う場合は
「一括設定」ボタンをクリックします。

認証単位が回線単位、かつ同一回線内で複数契約されている場合、
もしくは、管理者／ユーザ単位において契約番号でログインした場合

※認証単位が電話番号単位もしくは、管理者／ユー
ザ単位において追加番号でログインした場合には
必要ありません。

※33電話番号以上をご利用の場合、電話番号検索
が可能です。また、電話番号の一部（市外局番等）
での検索（前方一致）、および電話番号の一部をワ
イルドカード指定「＊（半角）」での検索が可能です。
また、電話番号ごとの設定だけでなく、一括設定機
能を使用することができます。

2（b）
設定する電話番号をクリックします。また、一括設定を行う場合は
「一括設定」ボタンをクリックします。

認証単位が電話番号単位、かつ同一回線内で33電話番号以上の契約をされている時、
契約番号でログインした場合
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セレクト機能条件または停止を選択します。
「設定」ボタンをクリックします。
1

2

セレクト機能の開始または停止の設定を行います。

1

2

セレクト機能開始／停止設定3

2 「設定」ボタンをクリックします。

転送先電話番号を設定します。

1 転送先電話番号を入力し、転送先リスト番号を選択します。
「設定」ボタンをクリックします。
1

2

1

2

転送先電話番号設定2
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2 「設定」ボタンをクリックします。

【リストの削除】

1 削除したいリスト番号を選択します。
「削除」ボタンをクリックします。
1

2

1

2

1

2 「設定」ボタンをクリックします。

【電話番号の追加】

1 登録したい電話番号を入力します。
「追加」ボタンをクリックします。
1

2

21

セレクト機能リスト設定4
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「開始／停止転送条件」をプルダウンで選択した場合

「指定電話番号転送条件」をプルダウンで選択した場合

1

4.一括設定

【同一回線内で33番号以上に本サービスを契約されている場合】

●開始／停止転送条件 ●指定電話番号転送条件 ●転送先電話番号 ●指定電話番号

ボイスワープ（オプション）の下記設定を一括で設定します。

1 設定したい項目をプルダウンから選択します。
・開始／停止転送条件　・指定電話番号転送条件　・転送先電話番号
・指定電話番号
2「一括受信」ボタンをクリックします。

※しばらくしてから、サービスメニュー等の画面へ移動した後に、再度一括設定画面を参照することで、「ダウンロード」ボタンが
　表示されます。

2 1 一括設定用のファイルを指定します。
2「一括設定」ボタンをクリックします。

※しばらくしてから、サービスメニュー等の画面へ移動した後に、再度一括設定画面を参照することで、「一括設定結果確認」
　ボタンが表示されます。

3「ダウンロード」ボタンが表示された後に、クリックしてファイルをダウンロードします。
※次ページからのファイルフォーマットを参照し、必要な設定をファイルに追加する。

3「一括設定結果確認」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードします。

■ファイル名
XXXX_result_YYYYMMDDhhmmss.csv
（XXXXはプルダウンにより異なる）
■ファイルフォーマット

“電話番号”,”処理結果”

【出力例】

060000001,更新成功
060000002,更新失敗（転送条件未入力）

CSVフォーマット

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

06XXXXXXX1,0,,
06XXXXXXX2,1,100,30

06XXXXXXX1を停止、06XXXXXXX2を無応答転送（呼び出し秒数は３０秒）にて開始する場合

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“サービス停止/開始”、“転送条件”、“呼び出し秒数”

第4カラム
第3カラムで“無応答転送：100”、または“話中＋無応答転送：110”が
設定されている場合、5～60の間の半角整数で呼び出し秒数を設定すること

第1カラム 契約電話番号 or 追加電話番号

第2カラム
サービス停止：0
サービス開始：1

第3カラム

無条件転送：001
無応答転送：100
話中転送：010
話中＋無応答転送：110

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“指定電話番号転送条件”

第1カラム 契約電話番号 or 追加電話番号

第2カラム
指定電話番号からの着信呼のみ転送：0
指定電話番号からの着信呼以外を転送：1
全ての着信呼を転送：2

〈注意事項〉※「開始設定」とする場合、あらかじめ「転送先電話番号」の設定が必要です。

■設定例

06XXXXXXX1,0
06XXXXXXX2,2

06XXXXXXX1は指定電話番号からの着信呼のみ転送、06XXXXXXX2は全ての着信呼を転送する場合

〈注意事項〉※ダウンロード時のファイルには、現在の設定は反映されません。また、指定電話番号転送条件の設定が必須のため、
　設定対象である電話番号だけを、一括設定用のファイルに記載してください。

1

2

3

1 2

3
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「転送先電話番号」をプルダウンで選択した場合

「指定電話番号」をプルダウンで選択した場合

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

06XXXXXXX1,3,06XXXXXXX5, 06XXXXXXX6, 06XXXXXXX7,
06XXXXXXX2,1,06XXXXXXX8, 06XXXXXXX9,,

06XXXXXXX1に転送先番号「06XXXXXXX5」「06XXXXXXX6」「06XXXXXXX7」を設定し
「06XXXXXXX7」を有効とし、
06XXXXXXX2に転送先番号「06XXXXXXX8」「06XXXXXXX9」を設定し
「06XXXXXXX8」を有効とする場合

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“有効にする電話番号のリスト番号”、“転送先電話番号”

第1カラム 契約電話番号 or 追加電話番号

第2カラム

1つ目の転送先電話番号を有効:1
2つ目の転送先電話番号を有効:2
3つ目の転送先電話番号を有効:3
4つ目の転送先電話番号を有効:4

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“指定電話番号”

第1カラム 契約電話番号or 追加電話番号

■設定例

06XXXXXXX1, 06XXXXXXX6, 06XXXXXXX7,・・（27件の電話番号）・・, 06XXXXXX35
06XXXXXXX1, 06XXXXXX40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

06XXXXXXX1にセレクト機能リスト番号として「06XXXXXXX6」「06XXXXXXX7」～
「06XXXXXX35」を設定し、
06XXXXXXX2にセレクト機能リスト番号として「06XXXXXX40」を設定する場合。

〈注意事項〉※一括設定時は、ファイルに指定した内容で設定情報を更新するため、ファイルに入力されている指定電話番号のみ登録し、
　それ以外の既に設定されている指定電話番号は削除されます。

第3カラム 転送先電話番号 ※1～21桁の半角数字であること

以下、第３カラムを４回繰り返し

第2カラム 指定電話番号 ※1～21桁の半角数字であること

以下、第2カラムを30回繰り返し

★サービスの設定を行うためには、インターネット接続環境が必要となります。
★転送先電話番号を誤って設定した場合は、第三者に転送される恐れがあります。
★転送元から転送先までは、転送元（ご契約者）のご負担となります。
★発信者が電話番号を通知する場合、転送先へ通知される電話番号は発信者の電話番号となります。発信電話番号が非通知の場
合、転送元・転送先への電話番号の通知は行いません。
★同時に転送できる通話の数は「複数チャネル」数を含めた契約チャネル数となります。
★転送された通話を転送先において、さらに別の転送先へ転送する場合、最大転送回数は5回までに制限されます。6回目の転送を
行おうとすると、発信者に話中音を通知します。
★転送先として登録できない電話番号は以下のとおりです。

★A～J、X、Yには任意の数字が入ります。

区分 転送先規制番号 サービス

OAO系

OABO系

1XY系
#ABCD
B～J

OOXY系 OOXY（全事業者の番号）
010
060
0120
0800
0570
0170
0180
0990
1XY
#ABCD

B～J（市内局番からの登録番号）

事業者接続
国際接続
eコール

ナビダイヤル（電話サービス）
伝言ダイヤル（電話サービス）
テレドーム／データドーム
災害募金ダイヤル

すべて
すべて
すべて

着信課金サービス
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5.その他の設定

ここでは、その他の設定手順について説明します。

●パスワード変更
●認証単位変更

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

接続する時のパスワードを変更します。
認証単位を変更します。

設定サイトトップ画面
設定する項目をクリックします。

1 現在のパスワードを入力する欄に、「パスワード」を入力します。
2 新しいパスワードを入力する欄2ヵ所に、今後接続する際に使用する
「パスワード（8桁～12桁の半角英数字）」を入力します。
3「パスワード変更」をクリックします。

パスワード変更
〈「回線単位」、「電話番号単位」、「管理者/ユーザ単位」にて追加番号でログインした場合〉

1 変更したい電話番号の現在のパスワードを入力する欄に、「パスワード」を入力します。
2 新しいパスワードを入力する欄2ヵ所に、今後接続する際に使用する
「パスワード（8桁～12桁の半角英数字）」を入力します。
3「パスワード変更」をクリックします。

パスワード変更
〈「管理者/ユーザ単位」にて契約電話番号でログインした場合〉

★ひかり電話設定サイトを使用する付加サービスを33番号以上契約されている場合、P.97の「パスワード変更」をクリックした後に、
「パスワード変更」と「パスワード一括変更」を選択することができます。（パスワード一括変更の詳細は次ページを参照ください。）

※パスワードは8桁～12桁の半角英数字で設定してください。数
字のみの設定はできません。なお、不正アクセスを防止するた
め、他人が推測しにくいパスワードを設定し、定期的に変更する
ようにしてください。

※現在のパスワードと同一のパスワードを新しいパスワードに設
定することはできません。

※33電話番号以上をご利用の場合、電話番号検索が可能です。
また、電話番号の一部（市外局番等）での検索（前方一致）、
および電話番号の一部をワイルドカード指定「＊（半角）」での
検索が可能です。

※パスワードは8桁～12桁の半角英数字で設定してください。数
字のみの設定はできません。なお、不正アクセスを防止するた
め、他人が推測しにくいパスワードを設定し、定期的に変更す
るようにしてください。

※現在のパスワードと同一のパスワードを新しいパスワードに設
定することはできません。

1

2

3

1

2

3
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1 一括設定用のCSVファイルを指定します。
2「一括設定」ボタンをクリックします。

パスワード変更（一括変更）
〈「管理者/ユーザ単位」にて契約電話番号でログインした場合〉

1 電話番号ごとにパスワードを入力します。
2「認証単位変更」をクリックします。

1「認証単位変更」をクリックします。
2「回線単位」をクリックします。

2

1

1
2

画面下部の「ダウンロード」ボタンをクリックします。

■ファイル名
XXXX.csv （XXXXは任意）
■ファイルフォーマット

“電話番号”, “新規パスワード”
〈作成における注意事項〉
・複数の電話番号を登録する場合は、電話番号毎に改行
 してください。
（改行コード：「CR+LF」）
【設定例】

06XXXXXXX1,abc123456
06XXXXXXX2,def123456

※初めて一括設定を行う場合は、一括ダウンロードにてダ
ウンロードしたファイルを参照の上、CSVファイルを作成
してください。なお、ファイル形式は以下のとおりです。

※パスワードは8桁～12桁の半角英数字で設定してくだ
さい。数字のみの設定はできません。なお、不正アクセ
スを防止するため、他人が推測しにくいパスワードを設
定し、定期的に変更するようにしてください。

※現在のパスワードと同一のパスワードを新しいパスワー
ドに設定することはできません。

06XXXXXXX1へパスワード「abc123456」、
06XXXXXXX2へパスワード「def123456」を設定する場合

【電話番号ごとにパスワードを変更する場合】

一括でパスワードを変更する場合は、P.101の  　をご参照ください。2

1

2

★認証単位を変更した後のログイン時に入力
する電話番号は、「ひかり電話サービスお
申し込み内容のご案内」で、ご連絡させて
いただいております「お客様電話番号」に
なります。

★認証単位変更後のパスワードは、ログイン
した際に利用したパスワードとなります。

2

1

一括変更

一括ダウンロード

認証単位変更（　　　　　　  から　　　　  に変更する場合）電話番号単位 回線単位
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1 一括設定用のCSVファイルを指定します。
2「一括設定」ボタンをクリックします。3

【一括でパスワードを変更する場合】

「一括設定」をクリックします。2

ひかり電話設定サイトを使用する付加サービスを33番号以上契約されている場合、
一括設定の利用が可能です。

一括設定

■ファイル名
XXXX.csv （XXXXは任意）
■ファイルフォーマット

“電話番号”, “新規パスワード”
〈作成における注意事項〉
・複数の電話番号を登録する場合は、電話番号毎に改行
 してください。
（改行コード：「CR+LF」）
【設定例】

06XXXXXXX1,abc123456
06XXXXXXX2,def123456

※初めて一括設定を行う場合は、一括ダウンロードにてダ
ウンロードしたファイルを参照の上、CSVファイルを作成
してください。なお、ファイル形式は以下のとおりです。

06XXXXXXX1へパスワード「abc123456」、
06XXXXXXX2へパスワード「def123456」を設定する場合

「ダウンロード」ボタンをクリックします。3 一括ダウンロード

対象の電話番号のパスワード状態が仮パスワード、または
パスワード未設定の場合、電話番号の次のカラムに、“＊”
が設定されます。

2
1
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【電話番号ごとにパスワードを変更する場合】

一括でパスワードを変更する場合は、P.104の  　をご参照ください。2

1 1「認証単位変更」をクリックします。
2「管理者／ユーザ単位」をクリックします。

2

1

1 電話番号ごとにパスワードを入力します。
2「認証単位変更」をクリックします。2

2

1

★認証単位を変更した後のログイン時
に入力する電話番号は、設定したいオ
プションサービスをご契約されている電
話番号になります。

★認証単位変更後のパスワードは、ログ
インした際に利用したパスワードとなり
ます。

1 一括設定用のCSVファイルを指定します。
2「一括設定」ボタンをクリックします。3

【一括でパスワードを変更する場合】

「一括設定」をクリックします。2

ひかり電話設定サイトを使用する付加サービスを33番号以上契約されている場合、
一括設定の利用が可能です。

一括設定

■ファイル名
XXXX.csv （XXXXは任意）
■ファイルフォーマット

“電話番号”, “新規パスワード”
〈作成における注意事項〉
・複数の電話番号を登録する場合は、電話番号毎に改行
 してください。
（改行コード：「CR+LF」）
【設定例】

06XXXXXXX1,abc123456
06XXXXXXX2,def123456

※初めて一括設定を行う場合は、一括ダウンロードにてダ
ウンロードしたファイルを参照の上、CSVファイルを作成
してください。なお、ファイル形式は以下のとおりです。

06XXXXXXX1へパスワード「abc123456」、
06XXXXXXX2へパスワード「def123456」を設定する場合

2
1

認証単位変更（　　　　　　  から　　　　　　　　　  に変更する場合）電話番号単位 管理者／ユーザ単位
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1 パスワードを入力します。
2「認証単位変更」をクリックします。

1「認証単位変更」をクリックします。
2「電話番号単位」をクリックします。

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、設定したいオプションサービスをご契約されている電話番号になります。
★認証単位変更後のパスワードはログインした際に利用したパスワードとなります。

2

1

1
2

1

2

「ダウンロード」ボタンをクリックします。3 一括ダウンロード

対象の電話番号のパスワード状態が仮パスワード、または
パスワード未設定の場合、電話番号の次のカラムに、“＊”
が設定されます。

認証単位変更（　　　　  から　　　　　　  に変更する場合）電話番号単位回線単位
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1

1 パスワードを入力します。
2「認証単位変更」をクリックします。

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、設定したいオプションサービスをご契約されている電話番号になります。
★認証単位変更後のパスワードは、ログインした際に利用したパスワードとなります。

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、「ひかり電話サービスお申し込み内容のご案内」にあります「お客様電話番号」を入力して
　ください。
★認証単位を変更した後のパスワードは、ログイン時に利用したパスワードとなります。

2

2

2

1 1「認証単位変更」をクリックします。
2「管理者／ユーザ単位」をクリックします。

1

1 パスワードを入力します。
2「認証単位変更」をクリックします。

2

2

1 1「認証単位変更」をクリックします。
2「回線単位」をクリックします。

1

1

2

認証単位変更（　　　　  から　　　　　　　　　  に変更する場合）回線単位 管理者／ユーザ単位 回線単位管理者／ユーザ単位認証単位変更（　　　　　　　　　  から　　　　  に変更する場合）
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1 パスワードを入力します。
2「認証単位変更」をクリックします。

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、設定したい付加サービスをご契約されている電話番号になります。
★認証単位を変更した後のパスワードは、現在ご利用中のパスワードが引き継がれます。

2

2

2

1 1「認証単位変更」をクリックします。
2「電話番号単位」をクリックします。

1

ログアウト（終了）

1 ログアウト（ご利用を終了）します。
終了する場合は「ログアウト」ボタンをクリックします。

2 ブラウザーの「閉じる」ボタンを押して、画面を閉じてください。

1

2

1

管理者／ユーザ単位認証単位変更（　　　　　　　　　  から　　　　  　　に変更する場合）電話番号単位
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電話をもっと、安心・便利に使いたい。

ナンバー・ディスプレイ／
ナンバー・リクエスト（いずれもオプション）

ひかり電話オフィスA（エース）では標準装備のサービスです。

加入電話・INSネットの「ボイスワープ（オプション）」との主な違い

加入電話・INSネットのオプションサービス「ボイスワープ」とは以下のとおり、一部サービス内容が異なります。

内容 加入電話 INSネット

無条件転送、
無応答時転送の
設定手順

「142」⇒「3」ダイヤル後
無条件転送⇒「0」

無応答時転送⇒「1～9」

「1421」ダイヤル後
無条件転送⇒「1」

無応答時転送⇒「2」か「4」

「142」⇒「1」ダイヤル後
無条件転送⇒「1」
無応答時転送⇒「2」

リモート
コントロール手順
（外出先からの操作方法）

【一般の電話回線・公衆電話】
⇒「142」をダイヤル
【携帯電話・PHS】
⇒「リモコン用アクセス番号」
　をダイヤル

【一般電話回線・公衆電話】
⇒「1427」をダイヤル
【携帯電話・PHS】
⇒「リモコン用アクセス番号」
　をダイヤル

すべて
「リモコン用アクセス番号」

をダイヤル

転送条件の確認 あり
（「142」＋「8」＋「1」）

あり
（「142」＋「8」＋「0～3」）

あり
（「142」＋「8」＋「0～4」）

転送先リスト数 5 45

応答後転送機能 あり なしなし

話中時転送機能 なし ありあり

転送トーキ、
転送元案内トーキ、
転送元電話番号通知

あり なしあり

無応答時転送の
転送タイミング設定

呼び出し回数
（1～9回）

秒数（5～60秒）
1秒単位

秒数
（5～60秒）
5秒単位

法人向けひかり電話サービス

機　
　
　
　
　

能

操　

作　

手　

順

★詳しくは販売担当者におたずねください。
★INSネットのオプションサービス「INSボイスワープ」を「ダイヤルイン」・「i・ナンバー」ご契約時にご利用になる場合と、法人向け
　ひかり電話サービスの「ボイスワープ」を追加番号ご契約時にご利用になる場合の操作方法は異なります。

セレクト機能
（登録番号転送／着信機能）

あり
なし

ただし、ボイスワープ
セレクトで提供

なし
ただし、INSボイスワープ
セレクトで提供

「INSボイスワープ」を
「ダイヤルイン」・「i・ナンバー」ご契約時に利用

法人向けひかり電話サービスの「ボイスワープ」を
追加番号ご契約時に利用

各種設定時に、設定を行いたい電話番号を入力してご
利用ください。

転送先リスト
番号の指定

リストが1つの
場合は指定不要

リストが1つの
場合は指定不要

リストが1つの
場合は指定不要

発信電話番号をもとに設定する電話番号を認証します。
各種設定を行う場合、発信者の設定が可能な情報機
器を「INSボイスワープ」をご利用になりたい番号に
正しく設定してご利用ください。

8

9

4

6

1

2

5

7

3

10

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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電話番号通知状況（発信側）

「通知」の場合

法人向けひかり電話サービス・
加入電話等

公衆電話発信

（例）「0612345678」

「公衆電話」、「コウシュウデンワ」または「C」

「非通知」、「ヒツウチ」または「P」

「表示圏外」、「ヒョウジケンガイ」または「O」「S」

「非通知」の場合（法人向けひかり電話サービス・
加入電話・公衆電話とも）

国際電話などで番号を通知できない場合

★ご利用の情報機器によって表示内容が異なる場合があります。

情報機器への表示内容（着信側）

★一部通信事業者（移動体通信事業者、IP電話事業者含む）経由の通話、一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話および公衆電話
からの通話や「非通知」でかかってきた通話については電話番号は表示されず、電話番号を通知できない理由（「表示圏外」、「公衆電話」等）が
ディスプレイに表示されます。

★かけてきた相手の利用電話回線が「通常非通知」のご契約になっている場合や、電話番号の前に「184」をつけてかけてきた場合など、かけてきた
相手の意思により電話番号を通知しない通話については電話番号は表示されず「非通知」表示となります。

★電話をかけてきた相手の方がIP電話から電話をかけてきた場合、電話番号および電話番号を表示できない理由（「非通知」、「表示圏外」等）につ
いては各IP電話事業者により異なります。

★表示された電話番号に折り返し電話をかけてもつながらない場合があります。

ナンバー・ディスプレイ／ナンバー・リクエスト
●かけてきた相手が電話番号を通知するか否かによって次のような内容が表示されます。

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
●ナンバー･ディスプレイ対応電話機が必要です。
　※詳しくはP.117「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事費が別途必要です。詳しくは、P.11をご確認ください。

ナンバー・ディスプレイとは

●電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号を電話機などのディスプレイに表示する
　サービスです。

（いずれも
  オプション）

ひかり電話オフィスA（エース）ひかり電話オフィスタイプ

標準装備月額利用料金
ひかり電話オフィスタイプごと1,200円（税抜）

ナンバー・ディスプレイ

電話をかける方の電話番号
（例）「06-　　　 -　　　 」

相手の電話番号を
ダイヤル

1

かけてきた方の
電話番号を表示

3

確認したうえで
受話器を上げる

4

電話を
かける人

電話を
受ける人

「ナンバー・
ディスプレイ」
ご契約者

例えばこんな時…

電話をかけた方の
電話番号を通知
「06　　　　　　  」

2

（例）

「ナンバー・ディスプレイ」
対応情報機器

通話5

電話番号が伝わるから、
相手も安心！

電話に出る前に、相手の
電話番号がわかるんだ！

【情報機器の確認】
●本サービスのご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応の情報機器やアダプターの設置、およびその設定が必要となります。
情報機器にディスプレイがあってもナンバー・ディスプレイに対応していないと電話番号は表示されません。

●本サービスの工事日までに、現在ご利用の電話機をナンバー・ディスプレイ対応の情報機器などにお取り替えのうえ、ナン
バー・ディスプレイ機能を「ON」にする必要があります。

●　　　　　　　　　　　　　　　　 既にひかり電話オフィスタイプをご契約いただいており、アナログ用のひかり電話オ
フィスタイプ対応機器をご利用のお客さまが、新たにナンバー・ディスプレイのサービスをお申し込みいただいた場合、ひかり電
話オフィスタイプ対応機器の機器設定変更工事が必要になります。

ご利用上の注意事項

【情報機器の接続に関する注意点】
★ナンバー・ディスプレイシンボルマーク　　 が目印です。

「通常通知」をお選びの方 「通常非通知」をお選びの方
今までどおりのかけかたで、電話番号を通知します。た
だし、相手の電話番号の前に「184」をダイヤルすると、
その発信に限り、電話番号は通知されません。

今までどおりのかけかたで、電話番号を通知しません。
ただし、相手の電話番号の前に「186」をダイヤルする
と、その発信に限り、電話番号を通知することができます。

★お選びいただいている番号通知方法の変更は、弊社へお申し出ください。

「通常通知」をお選びの場合 「通常非通知」をお選びの場合

その発信に限り
電話番号は
通知されません。

その発信に限り
電話番号を
通知します。

「184」をダイヤル 「186」をダイヤル

●番号通知方法（電話をかけるとき）

★本サービスを利用している回線に本サービス対応以外の電話機を接続した場合は、電話がつながらないことがあります。万一、本サービスに対応してい
ない電話機を接続した場合、短い断続した呼び出し音の後、通常の呼び出し音が聞こえますので、通常の呼び出し音に変わってから電話に出るように
してください。通常の呼び出し音に変わるまで5～6秒かかります。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋ 1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま
記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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ナンバー・リクエストの操作手順

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

・ 

・ 

追加番号をご契約の際、ナンバー・ディスプレイの電話番号ごとのご契約はできま
せん。 
ナンバー・ディスプレイをご契約いただいた場合、すべての電話番号において、かけ
てきた方の電話番号が表示されます。

■追加番号

・ ナンバー・リクエスト同時設定時に非通知でかかってきた着信に対しては、ナン
バー・リクエストの音声メッセージが応答し、着信しません。そのため、電話番号は
表示されません。

■ナンバー・
　リクエスト

・ 「迷惑電話リスト」に登録されている番号からの呼び出しについては、迷惑電話おこ
とわりメッセージが応答し、電話番号等は表示されません。

■迷惑電話
　おことわりサービス

・ 内線ダイヤル時は、お客さまが指定した電話番号を通知します。■グループ
　ダイヤリング

③　　　をダイヤルしてください。

④「サービスを開始します。しばらくお待ちください。」
「サービスを開始しました。」というガイダンスが流れます。
　ここで電話を切ってください。
　ナンバー・リクエストが開始されます。

④「サービスを停止します。しばらくお待ちください。」
「サービスを停止しました。」というガイダンスが流れます。
　ここで電話を切ってください。
　ナンバー・リクエストが停止されます。

③　　　をダイヤルしてください。

★ナンバー・リクエストでメッセージ応答した場合は着信しません。
★ナンバー・リクエスト契約者が通話中の場合も、ナンバー・リクエストは機能します。
★ナンバー・リクエストの開始・停止の操作には通話料金がかかりません。
★国際電話（一部除く）からなどの電話番号を通知できない着信、公衆電話からの着信についてはナンバー・リクエストは機能せず、そのまま着信します。

［開始するとき］ ［停止するとき］

0011

②「ナンバー・リクエストの設定を行います。」「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”を押してください。」という
ガイダンスが流れます。

★ガイダンスが流れる前に、　　　、　　　をダイヤルすると正常に動作しない場合があります。

★「ナンバー・リクエストの設定を行います。」というガイダンスの後であれば、続けて流れるガイダンスを最後まで聞

かずに　　　、　　　のダイヤル操作を行うことができます。（スキップ機能）

00 11

00 11

●電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に「おそれいりますが、電話番号の前に186をつけ
てダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」と音声メッセージで応
答する機能です。この場合、着信音は鳴りません。（かけた方には通話料金がかかります。）

番号非通知の相手には、自動音声で電話を取らずに応答します。

◆ご契約時は停止状態です。ご利用いただくためには開始の設定が必要です。

ナンバー・リクエスト（ オプション）とは

①受話器を上げて　　　　　　　　をダイヤルしてください。11 44 88 ★ビジネスフォンやPBXご利用の場合は、
　外線発信特番（0など）が必要となる場合があります。

転送先（C）には、発信元（A）の電話番号が通知されます。

＜Bがボイスワープを、Cがナンバー・ディスプレイを契約している場合＞

発信元
（A）

転送元
（B）

転送 転送先
（C）

・ ボイスワープの転送先への電話番号通知については、以下のようになります。また、
発信元（A）が「184」をダイヤルすると電話番号は通知されません。

■ボイスワープ
■一括転送機能

ボイスワープご契約者

ナンバー・リクエスト

・ 標準音質の音声通話と同様に、着信時に表示します。
・ テレビ電話接続中でもナンバー・ディスプレイによる電話番号の表示を見ることが
できます。

■テレビ電話
■高音質電話

・ 標準音質の音声通話と同様に、着信時に表示します。■データコネクト
 （データ通信）

ひかり電話オフィスA（エース）（IP電話サービス）ひかり電話オフィスタイプ（IP電話サービス）

標準装備
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）

をご利用の場合

＋ 1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼

をご利用の場合
＋

月額利用料金
ひかり電話オフィスタイプごと600円（税抜）

●ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。
●一部の通信についてはメッセージ応答せずそのまま着信する場合があります。
●メッセージによる応答時には、電話機の呼び出し音は鳴りません。この場合、発信者には通常の通話料金がかかります。
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事費が別途必要です。詳しくは、P.11をご確認ください。ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。 【180630】審査　１７ー４５８－１
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他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

郵政省（現、総務省）は、本サービスにより通知された電話番号が不当に利用されることを防止するため、平成8年11月に「発信者情
報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を制定しました。このガイドラインは、本サービスの事
業用利用者を対象とし、番号情報の適正利用を促しています。郵政省（現、総務省）は同年11月に関連業界に対しガイドラインの周
知を行いました。弊社では、発信電話番号情報を適正にご利用いただくよう、サービスをご利用いただくお客さまに対して、ガイドライン
をご理解いただくよう努めるとともに、電話サービス契約約款などに盛り込みました。「発信者情報通知サービスの利用における発信
者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。

1．目的
このガイドラインは、発信電話番号等発信者に関する個人情報を通知する電気通信サービス（以下「発信者情報通知サー
ビス」という。）の利用者を対象として、通知を受けた個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、発信電話
番号等発信者に関する個人情報及びこれに結合して保有される個人情報を保護することを目的とする。

●「発信者個人情報保護ガイドライン」について

発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン

［広告使用例］ ［名刺使用例］

ピザ配達のオーダーは下記の電話番号へ ○○商事

営業第一本部

○ 野 △ 夫
〒540-8511　大阪府大阪市中央区●●●●●●● 
（06）-1234-●●●●

「ナンバー・ディスプレイ」を利用しています。

受付時間／午前9：00～午後9：00（月・祝日を除く）

「ナンバー・ディスプレイ」を利用しています。

06-1234-●●●●

2．定義
（1）発信者個人情報

発信者情報通知サービスにより通知される個人に関する情報であって、当該情報に含まれる電話番号、氏名、生年月日、
その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、影像又は音声により当該発信者を識別できるもの（当該
情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該発信者を識別できるものを含
む。）をいう。

（2）事業用サービス利用者
発信者情報通知サービスを利用する法人その他の団体及び自己が営む事業において発信者情報通知サービスを利用す
る個人をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。

（3）記録
コンピューター等による自動処理を行うかどうかにかかわらず、通知された発信者個人情報を後に取り出すことができる状態
で保存することをいう。ただし、発信者に対して折り返し通信を行う目的で一時的に発信者個人情報を保存する場合を除く。

3．発信者個人情報の記録の制限等
（1）事業用サービス利用者は、発信者個人情報を記録する場合には、記録目的を明確にし、その目的の達成に必要な範囲

内で行わなければならない。
（2）事業用サービス利用者は、発信者個人情報の記録を行う場合、情報主体に対し、発信者個人情報を記録すること及び

記録目的を告げなければならない。ただし、情報主体が既にこれを知っている場合はこの限りではない。
（3）事業用サービス利用者は、コンピューター等による自動処理により発信者個人情報の記録を行う電話番号について、誰

もが知り得る簡便でわかりやすい方法で周知しなければならない。

4．発信者個人情報の利用の制限
事業用サービス利用者は、記録目的の範囲を超えて、発信者個人情報を利用してはならない。

5．発信者個人情報の提供の制限
事業用サービス利用者は、発信者個人情報を外部へ提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、記録
目的にかかわらず、当該個人情報を外部へ提供することができる。
（1）発信者が外部への提供について同意した場合
（2）法令の規定により提供が求められた場合

6．不当な差別的取扱いの制限
事業用サービス利用者は、発信者情報通知サービスの利用に際し、不当な差別的取扱いを行ってはならない。

7．発信者個人情報の適正管理
（1）事業用サービス利用者は、記録目的に応じて発信者個人情報の正確性を保つよう努めなければならない。
（2）事業用サービス利用者は、発信者個人情報への不当なアクセス、その紛失、破壊、改ざん、漏洩等に対して適切な保護

措置を講じなければならない。
（3）事業用サービス利用者は、発信者個人情報の処理を外部に委託する場合には、契約等の法律行為に基づき、当該発信

者個人情報に関する秘密の保持等に関する事項を明確にし、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

8．事業用サービス利用者の発信者個人情報の開示及び訂正・削除
（1）事業用サービス利用者は、情報主体から自己に関する発信者個人情報の開示の請求があった場合、本人であることを確

認した上でこれに応じなければならない。
（2）事業用サービス利用者は、発信者個人情報に誤りがあって、情報主体から訂正・削除を求められた場合、正当な理由な

く、その請求を拒んではならない。
（3）事業用サービス利用者は、発信者個人情報の誤りを訂正・削除するまでは、その情報を利用してはならない。

●サービス利用マーク
「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」は、「発信者個人情報の記録を行
う電話番号について、だれもが知り得るよう周知すること」と定めています。
サービス利用者は注文受付などにサービスを利用していることを一般のお客さまにお知らせする際に「サービス利用マーク」
をご利用ください。

「ナンバー・
ディスプレイ」を
利用しています。

・ 「迷惑電話リスト」に登録されている番号からの呼び出しについては、迷惑電
話おことわりメッセージが応答し、ナンバー・リクエストガイダンスは送出され
ません。（着信しません。）

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・ ナンバー・リクエストが優先され、FAXお知らせメールは送信されません。■FAXお知らせ
　メール

・ ナンバー・リクエスト同時設定時に非通知でかかってきた着信に対しては、ナ
ンバー・リクエストの音声メッセージが応答し、着信しません。そのため、電話
番号は表示されません。

■ナンバー・
　ディスプレイ

・ ナンバー・リクエストが優先され、着信お知らせメールは送信されません。■着信お知らせ
　メール

・ 転送機能を利用中に電話番号を「通知しない」でかかってきた場合、電話は転
送されず、かけた人にはナンバー・リクエストのメッセージで応答します。

■ボイスワープ
■一括転送機能

・ 電話番号（追加番号）ごとにナンバー・リクエストのサービス開始／停止を行う
ことはできません。全電話番号（追加番号含む）について、同じサービス状態
となります。

■追加番号

・ 非通知設定のお客さまからの着信時には、ナンバー・リクエストのメッセージ
で応答します。

■グループ
　ダイヤリング

・ コールセレクトが先に動作し、コールセレクトで許可された電話番号であれば、
ナンバー・リクエストのメッセージで応答します。

■コール
　セレクト

・ 

・ 

標準音質の音声通話と同様に、接続を拒否します。
ただし発信がテレビクラス（アナログ放送）相当のテレビ電話、高音質電話の
場合、網側から発信側端末に対して「発ID通知要請」信号を送信し、発信側端
末が標準音質の音声通話で自動的に再発信したときのみガイダンス応答しま
す。（ガイダンス応答した通話は、発信者に課金されます。）
標準音質の音声にて自動的に再発信しない場合、ガイダンス応答しません。

■テレビ電話
■高音質電話

・ 

・ 

標準音質の音声電話と同様に、接続を拒否します。 ただし、データコネクトの
非通知発信の場合、ガイダンスは聞くことができません。
ナンバー・リクエストの設定操作については、データコネクト端末ではなく、電
話端末から行う必要があります。

■データコネクト
　（データ通信）

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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迷惑電話は
自動メッセージ応答でしっかり撃退。

迷惑電話おことわりサービス

MEMO

（オプション）

ひかり電話オフィスA（エース）では標準装備のサービスです。
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迷惑電話おことわりサービスとは

迷惑電話おことわりサービス

●迷惑電話を受けた直後に、お客さまが電話機からダイヤル操作を行うことにより、
　以降同じ電話番号から着信があった場合に、お客さまに代わって
　「この電話はお受けできません。ご了承ください。」と自動的にメッセージで応答するサービスです。

迷惑電話おことわりサービスは1契約につき最大30件まで登録可能

メッセージ応答5

「この電話はお受けできません。
ご了承ください。」

お客さま

着信・応答2

4411 44

★登録した電話番号からかかってきた場合には、メッセージで応答しますので、着信しません。
★登録した電話番号以外からかかってきた場合には、通常の応答が可能です。
★発信電話番号が非通知の場合でも、登録および着信拒否可能です。※
※発信電話番号を識別できない通話（一部の国際電話等）については登録および着信拒否できません。

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.122「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●加入電話等からひかり電話に移行し、迷惑電話おことわりサービスを継続してご契約の場合、登録していた移行前の迷惑電話リストを引き継ぐことはできません。
●メッセージによる応答時には、発信者に通常の通話料がかかります。

（オプション）

ご契約単位（「ひかり電話オフィスタイプ1契約ごと」または「1電話番号ごと」）を選択する際は、以下の点にご留意のうえ、ご検討ください。

【ご契約単位について】

ひかり電話オフィスタイプ ひかり電話オフィスＡ（エース）

標準装備

★「ひかり電話オフィスタイプ1契約ごと（全電話番号共通）」のご契約の場合、「迷惑電話リスト」は１つ（全電話番号共通）となり、電話番号ごとに
「迷惑電話リスト」を分けることはできません。
★ご契約単位を変更される場合、迷惑電話おことわりサービスの工事費が必要となります。
★ご契約単位を変更される場合、変更前の「迷惑電話リスト」の登録内容・効果（着信拒否回数）を変更後の「迷惑電話リスト」に引き継ぐことはできません。
★工事費が別途必要です。詳しくは、P.11をご確認ください。

例えばこんな時…

登録3

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま ひかり電話オフィスA（エース）のご契約単位は「1電話番号ごと」となります。

？
発信者

発信1

再発信4

●ダイヤル式の電話機からは設定できません。プッシュ（トーン）信号に切り替え可能な電話機については、
プッシュ（トーン）信号に切り替えてご利用ください。
●相手側の交換機の種類等によっては登録できない場合があります。
●弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、本サービスをご利用いただけない場合があります。
●登録した相手の電話番号はわかりません。
●メッセージによる応答時には、発信者に通常の通話料がかかります。
●弊社は、本サービスに伴って発生する損害等については、責任を負いません。
●一部を除く国際通話など電話番号を通知できない通話については拒否登録できません。
●Fネット（161）を経由した通話についても本サービスの登録および着信拒否は可能ですが、登録した場合
はFネット（161）経由着信通話についてすべて着信拒否となります。

ご利用上の注意事項

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

■ボイスワープ
■一括転送機能

・「迷惑電話リスト」に登録されている番号からの呼び出しについては、迷惑電話お
ことわりメッセージが応答し、転送されません。（着信しません。）

■テレビ電話
■高音質電話

・「迷惑電話リスト」への登録は、標準音質の音声通話と同様に、迷惑電話を受けた直
後に登録操作を行うことにより、同じ電話番号からの着信を拒否します。

・発信がテレビ電話の場合、網側から発信端末に対して「発ID通知要請」信号を送信
し、発信側端末が標準音質の音声通話で自動的に再発信したときのみガイダンス応
答します。（ガイダンス応答した通話は、発信者に課金されます。）

・標準音質の音声にて自動的に再発信しない場合、ガイダンス応答しません。

■データコネクト
　（データ通信）

・「迷惑電話リスト」への登録は、標準音質の音声電話と同様に、迷惑電話を受けた
直後に登録動作を行うことにより、同じ電話番号からの着信を拒否します。ただし、
データコネクトの場合、着信拒否ガイダンスは聞くことができません。

■ナンバー・
   ディスプレイ

・「迷惑電話リスト」に登録されている番号からの呼び出しについては、迷惑電話お
ことわりメッセージが応答し、電話番号等は表示されません。（着信しません。）

■ナンバー・
   リクエスト

・「迷惑電話リスト」に登録されている番号からの呼び出しについては、迷惑電話お
ことわりメッセージが応答し、ナンバー・リクエストガイダンスは送出されません。
（着信しません。）

・複数同時に通話している場合、「迷惑電話リスト」に登録される電話番号は、最後に切
断した相手先の電話番号となります。
・「迷惑電話リスト」への登録は、通話切断後60秒以内となります。
・同時に複数の着信があった場合など、どちらの電話番号も登録できない期間が発生します。

・登録できない期間に登録しようとすると、「相手の電話番号が確認できないので、登
録できません。」というガイダンスが流れます。

■複数チャネル

通話中
迷惑電話リスト
登録有効期間
（通話切断後60秒）

1呼目（A）

2呼目（B）

3呼目（C）
登録可
（A）

登録可
（B）

登録可
（C）

登録不可

60秒

60秒

60秒

★（A）と（B）が同じ電話番号からの着信の場合、登録不可となる期間は発生しません。

同じ電話番号から繰り返し
かかってくる迷惑電話に

特に有効ね！

月額利用料金
ひかり電話オフィスタイプ1契約ごと、
または1電話番号ごと 200円（税抜）
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋ 1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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■FAXお知らせ
　メール

・迷惑電話おことわりサービスが優先され、FAXお知らせメールは送信されませ
ん。（着信する電話が「迷惑電話リスト」に登録している電話の場合）

・FAXお知らせメールで応答した電話については「迷惑電話リスト」に登録するこ
とができません。

■着信お知らせ
　メール

・迷惑電話おことわりサービスが優先され、着信お知らせメールは送信されません。

■故障・
　回復通知機能

・迷惑おことわりサービスが優先されます。正常性確認試験呼は、「迷惑電話おこと
わりサービス」の登録リストへの設定を行わないでください。

■フリーアクセス・
　ひかりワイド

・迷惑電話おことわりサービスが動作した時点で、フリーアクセス・ひかりワイドのフ
リーアクセスガイダンスが送出されるため、発信者へのガイダンスが聞き取りづら
くなります。

■コールセレクト ・コールセレクトが先に動作し、コールセレクトで許可された電話番号であっても、
迷惑電話おことわりサービスで着信拒否されている電話番号は着信しません。

迷惑電話を受けた後、いったん電話を切ります。続いて次の操作をしてください。
登録方法（迷惑電話を受けた直後にダイヤル操作をしてください。）

⑤ これで登録操作は完了です。⑤ 登録完了

②
②

ガイダンス※
「迷惑電話おことわりサービスの設定を行います。迷惑電話リストへの登録は
“2”、最新登録番号の削除は“3”、登録番号一括削除は“9”、効果の確認をする
時は“4”を押してください。」というガイダンスが流れます。

④ ガイダンス ④「迷惑電話リストの登録が完了しました。」というガイダンスが流れたら受話器を
置いてください。

★登録しておくことができる電話番号の数は最大30件までです。限度数を超えて登録を行う場合は、「登録件数が30件を超えますので最も古
い電話番号を削除します。よろしければ“0”、そうでなければ“0以外”を押してください。」とガイダンスが流れますので、“0”をダイヤルして削
除し、新しい電話番号を登録してください。

★弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、登録できない場合もありますので、登録にあたっては、必ずガイダンスにより登録が
できたかどうかを確認してください。なお、登録できないときは、「迷惑電話リストの登録に失敗しました。」というガイダンスが流れます。

※ガイダンスを最後まで聞かずに“2”のダイヤル操作を行うことができます。（スキップ機能）

4411 44① ①受話器を上げて、                      をダイヤルしてください。4411 44
★ビジネスフォンやPBXご利用の場合は、外線発信特番（0など）が必要となる場合があります。

⑤ これで解除操作は完了です。⑤ 解除完了

④ ガイダンス 「最新登録番号の削除が完了しました。」というガイダンスが流れたら受話器を置
いてください。

④ 

② ガイダンス※
②「迷惑電話おことわりサービスの設定を行います。迷惑電話リストへの登録は
“2”、最新登録番号の削除は“3”、登録番号一括削除は“9”、効果の確認をする
時は“4”を押してください。」というガイダンスが流れます。

最新登録電話番号解除方法（最も新しい登録電話番号を解除します。）

③ 33 ③ ガイダンスに従って　　  をダイヤルしてください。33

4411 44① ① 受話器を上げて、                     をダイヤルしてください。4411 44
★ビジネスフォンやPBXご利用の場合は、外線発信特番（0など）が必要となる場合があります。

★同じ操作を繰り返すことにより、新しい登録電話番号から順番に1つずつ解除することができます。
★解除完了のガイダンスは、必ず確認してください。　★いつでも解除できます。
※ガイダンスを最後まで聞かずに“3”のダイヤル操作を行うことができます。（スキップ機能）

③ 22 ③ ガイダンスに従って　　  をダイヤルしてください。22

⑤ これで解除操作は完了です。⑤ 解除完了

② ガイダンス※
②「迷惑電話おことわりサービスの設定を行います。迷惑電話リストへの登録は
“2”、最新登録番号の削除は“3”、登録番号一括削除は“9”、効果の確認をする
時は“4”を押してください。」というガイダンスが流れます。

一括解除方法（登録されているすべての電話番号を解除します。）
4411 44① ① 受話器を上げて、                     をダイヤルしてください。4411 44

★ビジネスフォンやPBXご利用の場合は、外線発信特番（0など）が必要となる場合があります。

③ ガイダンスに従って　　  をダイヤルしてください。99③ 99
④「登録電話番号の一括削除が完了しました。」というガイダンスが流れたら受
話器を置いてください。④ ガイダンス

★この操作を行う場合は登録されている電話番号のすべてが解除されますのでご注意ください。
★解除完了のガイダンスは、必ず確認してください。　★いつでも解除できます。
※ガイダンスを最後まで聞かずに“9”のダイヤル操作を行うことができます。（スキップ機能）

■追加番号
・「電話番号ごと」のご契約か「ひかり電話オフィスタイプ契約ごと」のご契約かいずれ
か一方をお選びいただけます。

迷惑電話リスト数

登録番号数

月額利用料金

適用範囲

30番号／リスト

契約単位 電話番号ごとに「迷惑電話リスト」を
分けたいお客さま

迷惑電話おことわりサービスを
ご契約いただいている電話番号に
対する着信拒否となります。

１つ／電話番号

ひかり電話オフィスタイプの電話番号ごと

200円（税抜）／電話番号

ひかり電話オフィスタイプの
全電話番号に対する
着信拒否となります。

すべての電話番号において「迷惑電話リスト」を
共通で利用されるお客さま

１つ／ひかり電話オフィスタイプ契約
（全電話番号共通）

ひかり電話オフィスタイプ契約ごと

200円（税抜）／
ひかり電話オフィスタイプ契約

★「ひかり電話オフィスタイプ契約ごと」のご契約の場合、「迷惑電話リスト」は１つ（全電話番号共通）となり、
電話番号ごとに「迷惑電話リスト」を分けることはできません。

★ご契約単位を変更される場合、迷惑電話おことわりサービスの工事費が必要となります。
★ご契約単位を変更される場合、変更前の「迷惑電話リスト」の登録内容・効果（着信拒否回数）を引き継ぐことはできません。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

・電話番号ごとに「迷惑電話おことわりサービス」が動作します。

・登録操作をする電話機の発信電話番号が、迷惑電話おことわりサービスをご契約い
ただいている電話番号（追加番号含む）と同一である必要があります。発信電話番号
の設定は法人向けひかり電話サービス対応機器で行います。
・法人向けひかり電話サービス対応機器の各ポートの発信電話番号設定において、本サービスを契約して
いない電話番号を選択されている場合は、当該ポートに接続した電話機から着信拒否登録できません。
・「迷惑電話リスト」への登録は、発信呼として設定されている発信者電話番号の「迷惑電話リスト」となります。

【電話番号単位利用時の注意事項】

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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同一契約者グループ内の通話料金を
定額にできるサービスです。

（料金サービス）

ひかり電話オフィスA（エース）では標準装備のサービスです。

グループ通話定額

加入電話の「迷惑電話おことわりサービス」との主な違い

1

2

最大登録数による
プラン分け

登録した相手への
メッセージ

内　容 加入電話 法人向けひかり電話サービス

あり
（6件と30件のプラン）

なし
（30件のプランのみ）

こちらは△△-△△△△の
△△△△です。

この電話はお受けできません。
ご了承ください。

この電話はお受けできません。
ご了承ください。

加入電話のオプションサービス「迷惑電話おことわりサービス」とは以下のとおり、一部サービス内容が異なります。

●登録した相手が電話をかけてきたときには、相手側に次のメッセージが流れます。（2回繰り返した後に切れます。）

この電話はお受けできません。ご了承ください。
★このとき、お客さまへは着信しません。また、お客さまの電話の発信や着信は通常どおり可能です。

⑤ これで効果の確認は完了です。⑤ 確認完了

④ ガイダンス

・前月の効果測定値がある場合
　今月、メッセージ応答した回数は○○回です。
　前月、メッセージ応答した回数は○○回です。
・前月の効果測定値がない場合
　今月、メッセージ応答した回数は○○回です。

④ 

② ガイダンス※
②「迷惑電話おことわりサービスの設定を行います。迷惑電話リストへの登録は
“2”、最新登録番号の削除は“3”、登録番号一括削除は“9”、効果の確認をする
時は“4”を押してください。」というガイダンスが流れます。

効果（着信拒否回数）の確認方法（過去2ヵ月における着信拒否回数をお知らせします。）

③ 44 ③ ガイダンスに従って　　  をダイヤルしてください。44

4411 44① ① 受話器を上げて、                     をダイヤルしてください。4411 44
★ビジネスフォンやPBXご利用の場合は、外線発信特番（0など）が必要となる場合があります。

★回数が99回までは「○○回」とガイダンスし、100回以上の場合は「100回以上」とガイダンスします。
※ガイダンスを最後まで聞かずに“4”のダイヤル操作を行うことができます。（スキップ機能）

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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ご利用上の注意事項グループ通話定額

コミュニケーションが

とりやすくなります

グループ内には
ひかり電話オフィスタイプもしくは
ひかり電話オフィスA（エース）
のご契約が1契約以上必要です。

対象となるグループ内の回線は
契約者の名義が

同一の場合に限ります。

NTT西日本のひかり電話・
ひかり電話オフィスタイプもしくは

ひかり電話オフィスA（エース）に限ります。
（NTT東日本の回線とは

グループを組むことはできません。）

グループ通話定額とは

●複数の事業所をグループ登録することにより、登録した契約者回線間の通話料を定額にて
提供するサービスです。（ひかり電話オフィスA（エース）では標準装備されているためオプショ
ンサービス利用料金は不要です。）
●同一グループには、ひかり電話（IP電話サービス）を混在させることも可能です。ただし、グルー
プ内にひかり電話オフィスタイプもしくはひかり電話オフィスA（エース）の契約が1契約以上必
要です。

割引対象となるグループの条件

同一名義で
複数契約しているグループ

（料金サービス）

ひかり電話オフィスタイプ ひかり電話オフィスＡ（エース）

標準装備
月額利用料金
1チャネルごと400円（税抜）

ご契約回線でご利用いただいているすべてのチャネルに応じた
月額定額料が必要です。

本  社

支  店支  店

グループ内の
通話料定額

【グループ通話定額について】
●グループ通話定額は、同一契約者名義のNTT西日本のひかり電話・ひかり電話オフィスタ
イプ・ひかり電話オフィスA（エース）をグループ登録することにより適用されます。
●NTT東日本の回線やひかり電話基本プラン以外のひかり電話A（エース）、安心プランおよ
びもっと安心プラン（いずれもIP電話サービス）については登録できません。
●同一グループの回線以外への通話は通常の通話料金がかかります。
●一つの回線が複数のグループに属することはできません。
●通話明細記録区分は「希望（全桁記録）」でのお申し込みが必要です。
●「コラボ光ひかり電話」に転用されるときは、グループ通話定額対象のグループを新たに設
定していただく必要があります。なお、NTT西日本のひかり電話・ひかり電話オフィスタイ
プ・ひかり電話オフィスA（エース）を契約されている拠点と「コラボ光ひかり電話」（転用を
含む）拠点を組み合わせて同一グループを設定することはできません。

【月額定額料について】

●グループ通話定額の定額料は、ひかり電話オフィスA（エース）の月額利用料に含まれます。
●ひかり電話およびひかり電話オフィスタイプをグループ登録する場合は、グループ通話定
額のご契約ならびにひかり電話オフィスタイプの全チャネルに対して、1チャネルあたり
400円（税抜）の月額利用料が必要です。

●グループ通話定額の適用には、お申し込みが必要です。
●グループ通話定額の適用には、ご契約ならびにひかり電話オフィスタイプ全チャネルに対して、
1チャネルあたり400円（税抜）の月額利用料が必要です。
●チャネル単位・番号単位の契約はできません。また本サービスを契約解除した回線は、同一
月内に再度ご契約いただくことはできません。
●グループに属する回線数が1のみの場合、割引対象通話は発生しませんが、月額定額料は
発生いたします。
●グループ通話定額の月額定額料については、日割計算が発生します。
●対象通話が月額定額料に満たない場合でも定額料を請求させていただきます。
●月額定額料の適用開始日について、ひかり電話オフィスタイプと同時工事の場合は、工事
日からの適用となり、既設のひかり電話オフィスタイプへの新設工事の場合は、申込日の翌
日からの適用となります。

【適用対象通話について】
●無料となる通話は、NTT西日本管内の同一グループのひかり電話サービスへの音声通話です。

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋ 1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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グループ内のテレビ電話通話料を
定額にできるサービスです。

グループ通話定額
テレビ電話プラン（料金サービス）

提供イメージ

同一名義契約グループ

Ａ／Ｂ･･･グループ通話定額ご契約
Ｃ･･････グループ通話定額未契約

・A-B間の通話料は、定額です。
・A-C間、B-C間の通話は、通常の通話料
が発生します。

Ａ

B C
契約

契約

未契約

通話料
定額

同一名義契約グループ

Ａ／Ｂ／Ｃ･･･グループ通話定額ご契約

・A-B間、B-C間、A-C間の通話料は定額
です。

Ａ

B
契約

契約

通話料
定額

契約

C
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●本サービスのご契約にあたっては、グループ通話定額のご契約が必要です。
●本サービスのご契約にあたっては、グループ通話定額のグループを構成するすべてのひかり電話・ひかり電話
オフィスタイプ・ひかり電話オフィスA（エース）に対して本サービスのご契約が必要です。
●本サービスは、フレッツ 光ネクストをアクセスサービスとしてご利用のお客さまに対しご提供します。
★すでにグループ通話定額をご利用中のお客さまで、グループ通話定額テレビ電話プランの提供対象となるア
クセスサービス以外をご利用いただいている拠点がグループ内に存在する場合には、グループ通話定額テレ
ビ電話プランをご契約いただくことはできません。提供対象であるアクセスサービスへと変更をいただくか、
新たに提供対象であるアクセスサービスをご準備いただき、新たなグループを構成いただく必要があります。

●ひかり電話基本プラン以外のひかり電話A（エース）、安心プラン、もっと安心プラン（いずれもIP電話サービ
ス）と同時にご契約いただけません。
●テレビ電話チョイス定額と同時にご契約いただけません。
●NTT西日本のひかり電話・ひかり電話オフィスタイプ・ひかり電話オフィスA（エース）を契約されている拠点と
「コラボ光ひかり電話」（転用を含む）拠点を組み合わせて同一グループを設定することはできません。
●「コラボ光ひかり電話」へ転用されるときは、「コラボ光ひかり電話」の転用の申し込みに先立って、お客さまか
ら本サービスの廃止の申し込みをいただく必要があります。

【月額定額料について】
●グループに属する回線数が1のみの場合、割引対象通話は発生しませんが、月額定額料は発生いたします。
●月額定額料については、日割計算が発生します。
●対象通話が月額定額料に満たない場合でも定額料を請求させていただきます。
●月額定額料の適用開始日について、ひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）と同時工
事の場合は、工事日からの適用となり、既設のひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）
への新設工事の場合は、申込日の翌日からの適用となります。 

【割引対象通話について】
●定額となる通話は、NTT西日本管内の同一グループのひかり電話サービスへのテレビ電話です。
●定額の対象となる通話種別は、ひかり電話・ひかり電話オフィスタイプ・ひかり電話オフィスA（エース）のテレビ
電話（利用帯域2.6Mbpsまでの通話種別）です。 
●1通話あたり3時間までであれば、何回おかけいただいても定額の対象となります。1通話の時間が3時間を
超えた場合は、3時間を超えてご利用いただいた時間分に通常のテレビ電話通話料金（15円（税抜）/3分）が
かかります。

ご利用上の注意事項

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

グループ通話定額テレビ電話プラン

通話料を気にせず
顔を見ながら打ち合わせ

！

グループ通話定額の
契約が必要です。

グループ通話定額のグループ内を構成するすべての
「ひかり電話オフィスA（エース）」「ひかり電話オフィスタイプ」
「ひかり電話」に対して本サービスの契約が必要です。

グループ通話定額テレビ電話プランとは

●グループ通話定額（料金サービス）により、音声通話が定額化されているグループに対し、本
サービスを契約することで、グループ内のテレビ電話通話料※が1通話あたり3時間までであれ
ば何回でも定額となるサービスです。

割引対象となるグループの条件

グループ通話定額
テレビ電話プラン
契約者グループ

（料金サービス）

音声だけでなく、
テレビ電話の通話料も

定額に！

※利用帯域が2.6Mbpsまでのものに限ります。

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.133「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。

本  社

ひかり電話オフィスA（エース）ひかり電話オフィスタイプ
月額利用料金
1契約ごと 500円（税抜） 月額利用料金

1契約ごと 500円（税抜）

1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋

グループ通話定額
月額利用料金 1チャネルごと 400円（税抜） グループ通話定額 標準装備

1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

支  店 支  店

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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複数チャネル

基本サービスに追加することで、
複数の同時通話が可能です。

（オプション）

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

・同一契約者グループ内の通話（～2.6Mbps）は、グループ通話定額テレビ電話
プランの対象通話となります。
・同一契約者グループ外への通話および2.6Mbpsを超えるものは、従量課金と
なります。

■テレビ電話

・対象回線への発信であっても、フリーアクセス番号に発信した場合については、
着信側の契約回線にてフリーアクセス・ひかりワイドの通話料が課金されます。
なお、グループ通話定額およびグループ通話定額テレビ電話プランの適用対象
外です。

■フリーアクセス・
　ひかりワイド

・転送元および転送先が同一契約者グループに所属している場合、グループ通話
定額により通話は無料となります。

■高音質電話

・すべてのグループ通話定額およびグループ通話定額テレビ電話プランの対象
となります。

■追加番号

・転送元および転送先が同一契約者グループに所属している場合、通話は定額対
象となります。

■一括転送機能

・発信は可能ですが、グループ通話定額およびグループ通話定額テレビ電話プラ
ンの適用対象外です。

■ひかり電話
　#ダイヤル

・同一契約者グループで提供可能となるため、NTT西日本エリア内の全内線通
話に、グループ通話定額およびグループ通話定額テレビ電話プランが適用され
ます。

■グループ
　ダイヤリング

・転送元および転送先が同一契約者グループに所属している場合、通話は定額対
象となります。

■ボイスワープ

・同一契約者通話定額に所属している通話先で、着信拒否となった場合、ガイダ
ンス接続による通話は無料となります。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・グループ通話定額およびグループ通話定額テレビ電話プランの対象外となります。■データコネクト

・すべてのチャネルに適用されます。■複数チャネル
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複数チャネルとは

●加入電話と法人向けひかり電話サービスとの代表組みやアクセス回線をまたがる代表組みはできません。
●チャネル追加設定には、法人向けひかり電話サービス対応機器設定工事費が必要となります。
●ISDN専用機器（BRIインターフェース）をご利用いただいていたお客さまは、偶数チャネルでのご契約となります。

ご利用上の注意事項

※法人向けひかり電話サービスにおけるFAX通信は、通信環境の設定（FAXの通信モード等）により伝送品質が保てない場合があります。
また通信相手側がISDN回線をご利用の場合、通信相手側の設定によっては、FAXがご利用できない場合があります。 
★ご契約チャネルに応じた法人向けひかり電話サービス対応機器をご利用いただく必要があります。

複数チャネル

プルル

プルル
プルル

用途に応じてチャネルを
増やすことが可能！

通話中でも他のチャネルが
利用できます。

複数の同時通話や
通信が可能です

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.137「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●工事費が別途必要です。詳しくは、ひかり電話オフィスタイプはP.11、ひかり電話オフィスA（エース）はP.25をご確認ください。

ひかり電話オフィスA（エース）ひかり電話オフィスタイプ
月額利用料金
1チャネルごと400円（税抜） 月額利用料金

1チャネルごと1,000円（税抜）

最大チャネル数　8チャネル
【ひかり電話オフィスタイプ】　基本サービスには3チャネルが含まれています。

【ひかり電話オフィスA（エース）】　基本サービスには1チャネルが含まれています。

●ご契約のアクセス回線や法人向けひかり電話サービスのタイプによって、最大チャネル数
　が異なります。

…基本サービスには3チャネル1電話番号が含まれます。ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま …基本サービスには1チャネル1電話番号が含まれます。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

（オプション）

1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋
1,100円（税抜）

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

●
　最大8チャネル（8回線相当）（基本サービスの3チャネル＋複数チャネル5チャネル）

　最大300チャネル（300回線相当）（基本サービスの1チャネル＋複数チャネル299チャネル）
●複数の電話機やFAX※があれば、同時に通話や通信ができます。

8
フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ

ビジネスイーサ ワイド（帯域確保型）

ビジネスイーサ ワイド バーストプラン
（一部帯域確保型）

100フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ

最大チャネル数 最大電話番号数アクセス回線

アクセス回線
1Mbps
10Mbps
100Mbps
1Gbps 
1Mbps
2Mbps
3Mbps
4Mbps
5Mbps
6Mbps
7Mbps
8Mbps
9Mbps
10Mbps
20Mbps
30Mbps
40Mbps
50Mbps
60Mbps
70Mbps
80Mbps
90Mbps
100Mbps
200Mbps
300Mbps
400Mbps
500Mbps
600Mbps
700Mbps
800Mbps
900Mbps
1Gbps

確保帯域
2
23
235
300
2
4
6
9
11
13
16
18
20
23
46
70
93
117
140
164
187
211
235
300
300
300
300
300
300
300
300
300

最大チャネル数

32
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

7000

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

無条件転送 契約チャネル数まで転送されます。

無応答時転送
転送タイマ満了後の着信について契約チャネル数まで転
送されます。着信時に契約チャネル数が通話中であった場
合は、話中状態となり、転送されません。

セレクト機能
（指定転送）

設定された転送方法（無条件転送、無応答時転送、話中時
転送）の動作条件と同じです。

話中時転送

以下のいずれかの状態において契約チャネル数まで転送されます。 
①着信時に契約チャネル数がすべて通話中であった場合
②ボイスワープを契約している電話番号に着信があり、空きチャ
ネルはあるものの該当する番号に着信可能な端末がない場合

・   同時転送可能数は、契約チャネル数となります。
　 各転送機能における動作条件は以下のとおりです。

■ボイスワープ

・ 複数同時に通話している場合、「迷惑電話リスト」に登録される電話番号は、
最後に切断した相手先の電話番号となります。

・ 「迷惑電話リスト」への登録は、通話切断後60秒以内となります。
・ 同時に複数の着信があった場合など、どちらの電話番号も登録できない
期間が発生します。

・ 登録できない期間に登録しようとすると、「相手の電話番号が確認できな
いので、登録できません。」というガイダンスが流れます。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

通話中
迷惑電話リスト
登録有効期間
（通話切断後60秒）

1呼目（A）

2呼目（B）

3呼目（C）
登録可
（A）

登録可
（B）

登録可
（C）

登録不可

60秒

60秒

60秒

★（A）と（B）が同じ電話番号からの着信の場合、登録不可となる期間は発生しません。

■FAXお知らせメール ・ FAXお知らせメールの同時FAX受信可能数はチャネル数分となります。

■一括転送機能 ・ 契約チャネル数と同数まで、転送されます。

■データコネクト
　（データ通信）

・ 契約チャネル数に応じてデータコネクトを利用可能です。 
★利用する帯域によっては、契約チャネル数分でデータコネクトを利用できない場合があります。

■高音質電話
・ 同時に最大8通話（契約チャネル数の範囲まで）利用できます。

・ 同時に最大76通話（契約チャネル数の範囲まで）利用できます。
★フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプにて76チャネル以上のチャネル数をご利用の場合は、契約チャネル数に
　関わらず最大76通話までとなります。

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

〔フレッツ 光ネクスト利用の場合〕

・ イーサ品目により最大通話数が異なります。同時に通話できるのは、イーサ
品目ごとの最大通話数（契約チャネル数の範囲）まで利用できます。

〔ビジネスイーサ ワイド（帯域確保型）、
  ビジネスイーサ ワイド バーストプラン（一部帯域確保型）利用の場合〕

・ 複数チャネルでご利用の場合でも、テレビクラス（アナログ放送）相当、ハイ
ビジョンテレビクラス相当のテレビ電話をご利用時、ご契約のチャネル数分
の同時利用が出来ない場合があります。
各アクセスライン毎の最大同時通話（チャネル数）は以下の表のとおりです。

■テレビ電話

★ひかり電話対応機器によって、接続可能なテレビ電話
端末の最大数が異なります。

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さまひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

３ －
フレッツ 光ネクスト
ファミリー各タイプ
／マンション各タイプ

８ 1フレッツ 光ネクスト
ビジネスタイプ

テレビクラス
（アナログ
放送相当）

ハイビジョン
テレビ

クラス相当

ビジネスイーサ ワイド
（帯域確保型）

３ －
フレッツ 光ネクスト
ファミリー各タイプ
／マンション各タイプ

7 1フレッツ 光ネクスト
ビジネスタイプ

テレビクラス
（アナログ
放送相当）

ハイビジョン
テレビ

クラス相当

96 15

★ビジネスイーサ ワイドは、ご利用の品目等により、
　最大同時通話（チャネル数）が異なります。

ビジネスイーサ ワイド
バーストプラン
（一部帯域確保型）

【180630】審査　１７ー４５８－１
137 138



追加番号
複数の電話番号を利用可能です。

（オプション）

MEMO
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●アナログ用の法人向けひかり電話サービス対応機器をご利用の場合、発信番号通知が可能な番号は法人向
けひかり電話サービス対応機器のポートに設定した番号に限ります。（1ポートにつき1番号）
●ISDN用の法人向けひかり電話サービス対応機器をご利用の場合は、ビジネスフォンから発信番号設定するこ
とにより、ご契約されている電話番号すべて発信番号通知が可能です。

ご利用上の注意事項追加番号

より便利で快適に
電話を使うことができま

す

電話番号を使い分ける

開発部

●●●●

営業部

▲▲▲▲

総務部

××××

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.142「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●工事費が別途必要です。詳しくは、ひかり電話オフィスタイプはP.11、ひかり電話オフィスA（エース）はP.25をご確認ください。

★上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）
　なお、詳細については弊社ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/）でご確認ください。

追加番号とは

※法人向けひかり電話サービスにおけるFAX通信は、通信環境の設定（FAXの通信モード等）により伝送品質が保てない場合があります。
また通信相手側がISDN回線（電話サービス）をご利用の場合、通信相手側の設定によっては、FAXがご利用できない場合があります。
★本サービスに対応した法人向けひかり電話サービス対応機器をご利用いただく必要があります。 

●　　　　　　　　　　　　最大32電話番号（基本サービスの1番号＋追加番号31番号）
　　　　　　　　　　　　最大7000電話番号（基本サービスの1番号＋追加番号6999番号）

●法人向けひかり電話サービス1契約で、複数の電話番号が使えるので、電話とFAX※で
電話番号を使い分けたり、受付や部署ごとで別々の電話番号を使うことができます。

●法人向けひかり電話サービス対応機器の「個別鳴動機能」や「代表鳴動機能」を組み合
わせることにより、加入電話のダイヤルイン（オプション）相当の鳴動設定が可能です。

部署ごとや電話機ごとに
電話番号を付与することにより

ダイヤルイン相当の
使い方ができます

■ナンバー・
　リクエスト

・電話番号（追加番号）ごとにサービス開始／停止を行うことはできません。
同一ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）契約の全電
話番号（追加番号含む）について、同じサービス状態となります。

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

・追加番号サービスをご契約の際、ナンバー・ディスプレイの電話番号ごとのご
契約はできません。 

・ナンバー・ディスプレイをご契約いただいた場合、すべての電話番号におい
て、かけてきた方の電話番号が表示されます。

■ナンバー・
　ディスプレイ

…基本サービスには3チャネル1電話番号が含まれます。ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

…基本サービスには1チャネル1電話番号が含まれます。

同時通話可能数は、ご契約して
いる「複数チャネル」のチャネル
数となります。

・ボイスワープの転送動作は電話番号ごとになります。
・　　　　　　　　　　　　　 ボイスワープの契約は利用したい電話番号ご
とにご契約が必要です。

■ボイスワープ
ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・「電話番号ごと」のご契約か「ひかり電話オフィスタイプ契約ごと」のご契約か
いずれか一方をお選びいただけます。

登録番号数 30番号／リスト

契約単位

適用範囲
迷惑電話おことわりサービスを
ご契約いただいている電話番号に
対する着信拒否となります。

ひかり電話オフィスタイプの
全電話番号に対する
着信拒否となります。

電話番号ごとに「迷惑電話リスト」を
分けたいお客さま

すべての電話番号において「迷惑電話リスト」を
共通で利用されるお客さま

迷惑電話リスト数 １つ／電話番号 １つ／ひかり電話オフィスタイプ契約
（全電話番号共通）

ひかり電話オフィスタイプの電話番号ごと ひかり電話オフィスタイプ契約ごと

月額利用料金 200円（税抜）／電話番号 200円（税抜）／
ひかり電話オフィスタイプ契約

★「ひかり電話オフィスタイプ契約ごと」のご契約の場合、「迷惑電話リスト」は１つ（全電話番号共通）となり、
電話番号ごとに「迷惑電話リスト」を分けることはできません。

★ご契約単位を変更される場合、迷惑電話おことわりサービスの工事費が必要となります。
★ご契約単位を変更される場合、変更前の「迷惑電話リスト」の登録内容・効果（着信拒否回数）を引き継ぐことはできません。

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

（オプション）

・標準音質の音声通話と同様に、複数の電話番号（契約電話番号＋追加番号）で
利用できます。

■テレビ電話
■高音質電話

・標準音質の音声通話と同様に、複数の電話番号（契約者電話番号＋追加番号）
で利用できます。

■データコネクト
　（データ通信）

月額利用料金　1電話番号ごと100円（税抜）

または
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋
1,100円（税抜）

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

【180630】審査　１７ー４５８－１
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着信お知らせメール（オプション）

着信があったことをメールでお知らせします。

・電話番号（追加番号）ごとのご契約が必要となります。■着信お知らせ
　メール

・電話番号（追加番号）ごとのご契約が必要となります。■FAXお知らせ
　メール

・追加番号ごとに、「一括転送機能」が利用可能です。■一括転送機能

・「故障・回復通知機能」の利用には監視用電話番号として契約番号もしくは追加
番号の指定が必要です。

■故障・
　回復通知機能

・電話番号ごとに「迷惑電話おことわりサービス」が動作します。

・登録操作をする電話機の発信電話番号が、迷惑電話おことわりサービスをご
契約いただいている電話番号（追加番号含む）と同一である必要があります。
発信電話番号の設定は法人向けひかり電話サービス対応機器で行います。
・法人向けひかり電話サービス対応機器の各ポートの発信電話番号設定にお
いて、本サービスを契約していない電話番号を選択されている場合は、当該
ポートに接続した電話機から着信拒否登録できません。
・「迷惑電話リスト」への登録は、発信呼として設定されている発信者電話番号
の「迷惑電話リスト」となります。

【電話番号単位利用時の注意事項】

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

【180630】審査　１７ー４５８－１
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着信お知らせメールとは

●外出中に会社に着信があった場合、あらかじめ登録したパソコンや携帯電話のメールへ
　お知らせをします。

●「着信お知らせメール」の送信条件を設定できます。
着信お知らせメール

例えばこんな時…
※1 登録できる通信相手先の電話番号は最大30電話番号です。指定した電話番号からの着信であっても、番号非

通知の場合は、「着信お知らせメール」は送信されません。
※2 不在時の呼びきり、転送など。

発信者
着信お知らせメール

ご契約者

取　引　先 会　社

外出先（携帯電話） 外出先（パソコン）

メール受信3

着信1

プルル

From　：number_info@hikari.msd.isp.ntt-west.co.jp
Subject： 着信通知（0611112222着）

着信日時:2010/00/00 00:00:00
発信者通知番号:0612345678
非通知理由:
呼出時間:10秒
着信状態:応答なし

------
NTT西日本　「着信お知らせメール」
※各種設定は、サービス設定ホームページから実施してください。
https://www.hikari.msd.isp.ntt-west.co.jp/
※本メールは送信専用のため返信できません。

着信日時:2010/00/00 
00:00:00
発信者通知番号:
0612345678
非通知理由:
呼出時間:10秒
着信状態:応答なし

------
NTT西日本　「着信お知らせ
メール」
※各種設定は、サービス設定
ホームページから実施してくだ
さい。
https://www.hikari.msd.isp
.ntt-west.co.jp/
※本メールは送信専用のため

メール通知2

全着信指定した
電話番号※1からの着信 または

まず、「あらかじめ指定した電話番号※1からの着信をお知らせする」か「すべての着信をお知らせする」を選択します。

応答した着信も含めた
着信をお知らせ

応答できなかった
着信※2のみをお知らせ または

次に、 「応答できなかった着信※2のみをお知らせする」か「応答した着信も含めた着信をお知らせする」を選択します。

ご利用上の注意事項
●ご利用にあたっては、インターネット接続環境が必要となります。
●着信お知らせメールでお知らせメールを受信する時に、通信料・パケット料がかかる場合があります。
●メールの受信制限をされている場合は受信できません。受信拒否設定を解除するか、もしくは
　「hikari.ntt-west.net」を受信指定ドメインとして設定してください。
●お知らせメールへの返信はできません。
●送信先メールアドレスの登録を誤った場合、お知らせメールが届かなかったり、第三者に着信情報が通知され
るおそれがあります。メールアドレス登録の際、必ず「テストメール送信」を行ってください。
●着信お知らせメールとFAXお知らせメールを組み合わせてご契約の場合、1つの着信に対して、2通のメール
（着信お知らせメールとFAXお知らせメール）が送信されます。（着信お知らせメールであらかじめ指定した番
号のみ、応答できなかった着信のみの設定をしている場合を除きます。）

ご利用にあたっては、インターネット接続環境が必要となります。

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.147「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●着信お知らせメールでお知らせメールを受信する時に、通信料・パケット料がかかる場合があります。
●工事費が別途必要です。詳しくは、ひかり電話オフィスタイプはP.11、ひかり電話オフィスA（エース）はP.25をご確認ください。

（オプション）

★着信情報をお知らせするメールアドレスは最大5件まで設定可能です。

インターネットインターネットインターネット

月額利用料金　1電話番号ごと100円（税抜）

または
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋
1,100円（税抜）

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。 【180630】審査　１７ー４５８－１
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他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

■追加番号 ・ 電話番号（追加番号）ごとのご契約が必要となります。

■ボイスワープ ・ 無応答時転送設定時、転送せずに通話を行った呼は「通話呼」として、着信
お知らせメールは送信されません。

・ 無応答時転送により転送された呼、無条件転送により転送された呼は「応
答できなかった呼」として、着信お知らせメールが送信されます。
（転送先の通話状態は考慮しません。）

■ナンバー・
　リクエスト

・ ナンバー・リクエストが優先され、着信お知らせメールは送信されません。

■グループ
　ダイヤリング

・ 内線ダイヤルについても外線ダイヤルと同様の動作となり、着信お知らせ
メールが起動します。メールに記載される電話番号は「内線契約番号」と
なります。

■コール
　セレクト

・ コールセレクトが先に動作し、コールセレクトで着信許可された番号に着
信した場合、着信お知らせメールが動作します。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・ 迷惑電話おことわりサービスが優先され、着信お知らせメールは送信され
ません。

■テレビ電話
■高音質電話

・ テレビ電話／高音質電話で着信時は着信お知らせメール対象です。
・ テレビ電話／高音質電話で着信不可の際、発信側端末にて標準音声で自動
再接続が可能な場合は、再接続後の着信がお知らせメール対象となります。

■一括転送機能 ・ 「応答できなかった呼」となります。（転送先の通話状態は考慮しません。）

■故障・
　回復通知機能

・ 監視用電話番号には「着信お知らせメール」の設定を行わないでください。

■データコネクト
　（データ通信）

・ 標準音質の音声通話と同様に、着信情報を指定のメールアドレスに送信し
ます。

設備変更工事があったお客さまへ

※これから設備変更工事が行われるお客さまも含みます。

設備変更工事があったお客さま※で、「FAXお知らせメール」「着信お知らせメール」（いずれもオ
プション）をご利用いただいているお客さまは、「ひかり電話設定サイト」をご利用いただくことと
なります。その際、認証方法を「回線単位」「電話番号単位」「管理者／ユーザ単位」から選択して
いただけます。

旧設定サイトにおいては各電話番号、「FAXお知らせメール」「着信お知らせメール」各サービス毎
に1つのパスワードを設定いただいていましたが、「ひかり電話設定サイト」では回線単位毎、電話番
号単位毎、および管理者／ユーザ単位毎にパスワードを1つ設定いただくことで認証単位の範囲内
の設定変更が可能となります。そのため、「ひかり電話設定サイト」の１つのパスワードに統合してい
ただく必要があります。

「ひかり電話設定サイト」へ初めてログインされる際には、旧設定サイトで使用していたパスワード
でログインしていただきますが、旧設定サイトと「ひかり電話設定サイト」のパスワードのポリシー※

が異なるため、初回ログイン時に、「ひかり電話設定サイト」のパスワードを登録していただく必要が
あります。
※旧設定サイトのパスワードの桁数　　　　　：4桁～8桁
　「ひかり電話設定サイト」のパスワードの桁数：8桁～12桁

パスワード統合とは

新規パスワード登録とは

●お客さまによって、「パスワード統合」または「新規パスワード登録」が必要となる場合があります。
　以下をご確認ください。

●旧設定サイトと「ひかり電話設定サイト」の主な違い

サイトURL https://www.hikari.msd.isp.ntt-west.co.jp https://www.hikari.ntt-west.net

認証方法の選択 なし
「回線単位」「電話番号単位」
「管理者／ユーザ単位」を選択

パスワード
・「FAXお知らせメール」「着信お知らせ
メール」各サービス毎にパスワードを設定
・4-8桁のパスワード

・「FAXお知らせメール」「着信お知らせ
メール」同一のパスワード
・8-12桁のパスワード

旧設定サイト 「ひかり電話設定サイト」

【180630】審査　１７ー４５８－１
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ご利用
サービス

初回
ログイン時の
パスワード

（凡例）　同：ＦＡＸお知らせメール、着信お知らせメールで利用していたパスワードが同じ場合
　　　　異：ＦＡＸお知らせメール、着信お知らせメールで利用していたパスワードが異なる場合

FAXお知らせメール
および着信お知らせメール

不要同

異 パスワード統合が必要

同 新規パスワード登録が必要

同

同

異 パスワード統合、新規パスワード登録が必要

異

異

８桁

８桁未満

パスワードが
ロック状態

仮パスワード

複数番号に
FAXお知らせメール・

着信お知らせメールを契約

回線単位を選択した場合のみ

着信お知らせ
メールのみ

FAXお知らせ
メールのみ

不要 111

11

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22

22

パスワード統合
が必要 33

33

44

新規パスワード登録が必要

パスワード統合、新規パスワード登録が必要

22

44

新規パスワード登録が必要

パスワード統合、新規パスワード登録が必要

22

44

パスワード統合、
新規パスワード登録
が必要

44

パスワード統合、
新規パスワード登録
が必要

44

パスワード統合、
新規パスワード登録
が必要

44

パスワードの設定変更方法については、本ご利用ガイドP.13～P.16をご覧ください。

以下の表でパスワード統合／新規パスワード登録が必要かご確認ください。
該当する設定を確認し、P.13～P.16の　　～　　いずれかの設定を行ってください。11 44

不要 11

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22

着信お知らせメール（オプション）の設定

ひかり電話設定サイトへのログイン方法はP.80～P.85、またパスワードや認証単位の変更などは
P.97～P.110を参照ください。

1 「サービス選択」をクリックします。
「着信お知らせメール」をクリックします。

着信お知らせメールサービスを選択

ここでは、着信お知らせメールの設定方法について説明します。着信お知らせメールでは次の設
定が可能です。

1

2

1
2

ご利用方法

●サービス開始／停止
●送信先メールアドレス設定
●メール送信条件設定
●お知らせ対象電話番号設定

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

サービスの開始または停止の設定を行います。
着信お知らせメールを送信するメールアドレスを設定します。
着信お知らせメールの送信条件を設定します。
着信お知らせメールの送信対象とする発信元電話番号を設定します。

●各種設定を行う際、ブラウザーは1画面のみでご利用ください。2画面以上でご利用いただいた場合、正常に設定が反映されない場合が
　ございます。

認証単位が回線単位、かつ同一回線
内で複数契約されている場合、もしく
は、管理者／ユーザ単位において契
約番号でログインした場合には以下
の操作が必要です。

認証単位が電話番号単位、かつ同一
回線内で33電話番号以上の契約を
されている時、契約番号でログインし
た場合には以下の操作が必要です。

2P.151 へ（a） 2P.151 へ（b）
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サービスメニュー
設定する項目をクリックします。

1

2

「開始」または「停止」を選択します。
「設定」ボタンをクリックします。

サービスの開始または停止の設定を行います。

★本サービスを「開始」するには、あらかじめ「送信先メールアドレス設定」が必要です。

★「送信先メールアドレス設定」を行っていない場合、サービスの「開始」をしてもエラーが表示されます。

サービス開始／停止

メール送信条件設定

1

2

送信先メールアドレス設定

お知らせ対象電話番号設定

1

3

2

4

開始／停止設定1

2（a）
設定する電話番号をクリックします。また、一括設定を行う場合は
「一括設定」ボタンをクリックします。

認証単位が回線単位、かつ同一回線内で複数契約されている場合、
もしくは、管理者／ユーザ単位において契約番号でログインした場合

※認証単位が電話番号単位もしくは、管理者／ユー
ザ単位において追加番号でログインした場合には
必要ありません。

※33電話番号以上をご利用の場合、電話番号検索
が可能です。また、電話番号の一部（市外局番等）
での検索（前方一致）、および電話番号の一部をワ
イルドカード指定「＊（半角）」での検索が可能です。
また、電話番号ごとの設定だけでなく、一括設定機
能を使用することができます。

2（b）
設定する電話番号をクリックします。また、一括設定を行う場合は
「一括設定」ボタンをクリックします。

認証単位が電話番号単位、かつ同一回線内で33電話番号以上の契約をされている時、
契約番号でログインした場合
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着信お知らせメールの送信条件を設定します。（P.146参照）
1

2 「設定」ボタンをクリックします。

条件を設定する場合は、設定する条件のチェックボックスにチェックを入れます。

★本設定は必須ではありません。

★初期設定では、チェックボックスにチェックは入っていません。

（メール送信条件設定で「お知らせ対象電話番号からの着信のみお知らせする」を設定した場合に
  本設定が必要です。）
着信お知らせメールの送信対象とする発信元電話番号を設定します。
電話番号は30件まで設定可能です。

2 「指定」欄にチェックを入れます。
3 「設定」ボタンをクリックします。

1 発信元電話番号を指定して着信お知らせメールを送信する場合は、「電話番号」欄に指定する電話番号（ハ
イフンなし）を入力します。

★設定した番号からの着信であっても、発信元が発信者番号を非通知にて電話をかけてきた場合には、着信お知らせメールは送信されません。

2

1

3

2 1

メール送信条件設定3

お知らせ対象電話番号設定4

2 「設定」ボタンをクリックします。

1 着信お知らせメールの送信先メールアドレスを設定します。
送信先は5ヵ所まで設定可能です。

★メールの受信制限をされている場合は受信できません。
　受信拒否設定を解除する、もしくは「hikari.ntt-west.net」を
　受信指定ドメインとして設定してください。

★送信先メールアドレスとして設定できる文字は以下のとおりです。

1

★送信先メールアドレスの登録を誤った場合、第三者に着信情報が通知されるおそれがあります。

★メールアドレス登録の際、必ず「送信テスト」を行ってください。

2

着信お知らせメールの送信先メールアドレスを入力します。
「送信テスト」ボタンをクリックし、正しくメールが届くことを確認します。
着信お知らせメールを送信したいメールアドレスの「送信」欄にチェックを入れます。

「設定」ボタンをクリックします。

3

4

1

4

3

2

送信先メールアドレス設定2

最大文字数　：半角256文字
使用可能文字：（local part）＠（domain）
  （local part）：半角英数字「0～9、A～Z、a～z」
　　　　　　　半角記号「_ . -」「! $ % ‘*+ / ? ^# 」
　  （domain）：半角英数字「0～9、A～Z、a～z」
　　　　　　　半角記号「- .」
　　設定条件：「@」が必ず1つのみ存在すること。
　　　　　　　「@」が先頭および末尾にないこと。
　　　　　　　domainの末尾が半角記号「.」でないこと。
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1

一括設定

【同一回線内で33番号以上に本サービスを契約されている場合】

●開始／停止 ●送信元メールアドレス ●メール送信条件 ●お知らせ対象電話番号

ボイスワープの下記設定を一括で設定します。

1 設定したい項目をプルダウンから選択します。
・開始／停止　・送信元メールアドレス　・メール送信条件
・お知らせ対象電話番号
2「一括受信」ボタンをクリックします。

※しばらくしてから、サービスメニュー等の画面へ移動した後に、再度一括設定画面を参照することで、「ダウンロード」ボタンが
　表示されます。

2 1 一括設定用のファイルを指定します。
2「一括設定」ボタンをクリックします。

※しばらくしてから、サービスメニュー等の画面へ移動した後に、再度一括設定画面を参照することで、「一括設定結果確認」
　ボタンが表示されます。

3「ダウンロード」ボタンが表示された後に、クリックしてファイルをダウンロードします。
※次ページからのファイルフォーマットを参照し、必要な設定をファイルに追加する。

3「一括設定結果確認」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードします。

■ファイル名
XXXX_result_YYYYMMDDhhmmss.csv
（XXXXはプルダウンにより異なる）
■ファイルフォーマット

“電話番号”,”処理結果”

【出力例】

060000001,更新成功
060000002,更新失敗（転送条件未入力）

1

2

3

1 2

3

「開始／停止」をプルダウンで選択した場合

「送信先メールアドレス」をプルダウンで選択した場合

CSVフォーマット

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

06XXXXXXX1,0
06XXXXXXX2,1

06XXXXXXX1を停止、06XXXXXXX2を開始する場合

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“サービス停止/開始”

第1カラム 契約電話番号 or 追加電話番号

第2カラム
サービス停止設定：0
サービス開始設定：1

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“送信メールアドレス”、“メール送信無効/有効設定”

〈注意事項〉※「開始設定」とする場合、あらかじめ「送信先メールアドレス」の設定が必要です。

■設定例

06XXXXXXX1,foo1@bar1.com,0,foo1@bar2.com,1,,,,,,

06XXXXXXX1にメールアドレス「foo1@bar1.com」と「foo2@bar2.com」を設定し、
「foo2@bar2.com 」を送信先として使用する場合

〈注意事項〉

※一括設定時は、ファイルに指定した内容で設定情報を更新するため、ファイルに入力されているメールアドレスのみ登録し、
　それ以外の既に設定されているメールアドレスは削除されます。

第1カラム 契約電話番号 or 追加電話番号

第2カラム 送信メールアドレス

第3カラム
メール送信無効：0
メール送信有効：1

以下、第２カラム、第３カラムを５回繰り返し

※送信先メールアドレスとして設定できる文字は以下のとおりです。
　最大文字数：半角256文字
　使用可能文字：（local part）＠（domain）
　（local part）：半角英数字「0～9、A～Z、a～z」半角記号「_ . -」「! $ % ‘*+ / ? ^# 」
　（domain）：半角英数字「0～9、A～Z、a～z」半角記号「-.」
　設定条件：「@」が必ず一つのみ存在すること。「@」が先頭および末尾にないこと。
　　　　　　domainの末尾が半角記号「.」でないこと。
※メールの受信制限をされている場合は受信できません。受信拒否設定を解除する、
もしくは「hikari.ntt-west.net」を受信指定ドメインとして設定してください。
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★サービスの設定を行うためには、インターネット接続環境が必要となります。
★メールの受信制限をされている場合は受信できません。受信拒否設定を解除するか、もしくは「hikari.ntt-west.net」を受信指定
ドメインとして設定してください。
★お知らせメールへの返信はできません。
★送信先メールアドレスの設定を誤った場合、第三者に着信情報が通知されるおそれがあります。メールアドレス設定の際、必ず「送
信テスト」を行ってください。

★送信先メールアドレスの設定誤りやメールサーバーの不具合などにより、お知らせメールが送信されない場合や届くまでにしばら
く時間がかかる場合があります。
★お知らせメールを受信する際、ご利用の通信サービスにより、通信料、パケット通信料などがかかる場合があります。

「メール送信条件」をプルダウンで選択した場合

「お知らせ対象電話番号」をプルダウンで選択した場合

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

06XXXXXXX1,1,1
06XXXXXXX2,1,0

06XXXXXXX1では発信者番号指定と非通話呼指定を使用し、
06XXXXXXX2では発信者番号指定を使用し、非通話呼指定を使用しない場合

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“発信者電話番号指定有無”、“非通話呼指定有無”

第1カラム 契約電話番号 or 追加電話番号

第2カラム
発信者電話番号指定無し：0
発信者電話番号指定有り：1

第3カラム
非通話呼指定無し：0
非通話呼指定有り：1

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■ファイルフォーマット
“電話番号”、“発信者電話番号”、“メール送信無効／有効設定”

第1カラム 契約電話番号or 追加電話番号

■設定例

06XXXXXXX1, 06XXXXXXX6,1, 06XXXXXXX7,1,・・（27件の電話番号）・・, 06XXXXXX35,0

06XXXXXXX1に発信者電話番号「06XXXXXXX6」「06XXXXXXX7」～「06XXXXXX35」を
お知らせ対象電話番号として設定し、
「06XXXXXXX6」と「06XXXXXXX7」をメール送信の対象とする場合

〈注意事項〉※一括設定時は、ファイルに指定した内容で設定情報を更新するため、ファイルに入力されている発信者電話番号のみ登録し、
　それ以外の既に設定されている発信者電話番号は削除されます。

第2カラム 発信者電話番号（着信お知らせメールの送信対象とする発信電話番号）

以下、第2カラム、第3カラムを30回繰り返し

第3カラム
メール送信無効：0
メール送信有効：1

■着信があったことをお知らせするメールのイメージは以下のとおりです。

着信日時:2015/00/00 00:00:00
発信電話番号:0612345678
非通知理由:
呼出時間:30秒
着信状態:応答なし

------
NTT西日本　「着信お知らせメール」
※各種設定は、ひかり電話設定サイトから行ってください。
https://www.hikari.ntt-west.net
※本メールは送信専用のため返信できません。

着信日時:2015/00/00 
00:00:00
発信電話番号:0612345678
非通知理由:
呼出時間:30秒
着信状態:応答なし

------
NTT西日本　「着信お知らせ
メール」
※各種設定は、ひかり電話設
定サイトから行ってください。
https://www.hikari.ntt-wes
t.net
※本メールは送信専用のため
返信できません。

パソコンイメージ

携帯電話イメージ

★非通知理由：非通知での着信の場合、以下のいずれかが表示されます。

  「非通知」「公衆」「表示圏外」

★着信状態：着信状態は以下のいずれかが表示されます。

  「通話」「応答なし」「転送」

◎着信お知らせメール　登録メールアドレスメモ
〈登録したメールアドレスをメモしておくと便利です〉

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス
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一括転送機能

故障や停電時に一括で
登録済みの転送先へ
転送することができます。

（オプション）

★ひかり電話オフィスA（エース）のお客さまのみご利用いただけます。

MEMO

【180630】審査　１７ー４５８－１
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一括転送機能とは

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.163「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●ボイスワープ（オプション）と一括転送機能が同時に開始されている場合、一括転送機能を優先します。
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事費が別途必要です。詳しくは、P.25をご確認ください。

●故障や停電などにより着信ができない状況において、お客さまの操作により利用中の電
話番号を一括で事前に登録された転送先へ着信させることができるサービスです。

●契約回線番号または追加番号ごとに転送先を1つ登録することができます。
●転送方法は、「無条件転送」となります。
●サービスの開始／停止は「ひかり電話設定サイト」から設定することができます。

●一括転送を開始した際に、一括転送先電話番号が登録されていない電話番号へ着信があった場合は、発信者
に話中音を通知します。
●同時に転送できる通話の数は、契約チャネル数となります。
●契約チャネル数を超える通話については転送されません。
●転送された通話をさらに別の転送先へ転送する場合、最大転送回数は5回までに制限されます。6回目の転送
を行おうとすると発信者に話中音を通知します。

ご利用上の注意事項

【転送先に指定できない番号について】
●弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、登録番号転送（着信）機能が作動しない場合があります。
●転送先規制番号

★ひかり電話設定から一括転送の設定をしていただく場合には、パソコンや携帯電話などによるインターネット接続環境が必要です。

事業所

転送先

転送先

①
 停電・
故障

ひかり電話網

③事前設定先に
　一括で転送開始

転送

転送発信者

②お客さま操作により
　一括転送を開始

ひかり電話オフィスタイプの
お客さまはご利用いただけません。

一括転送機能（オプション）

ひかり電話オフィスＡ（エース）ひかり電話オフィスタイプ
月額利用料金
ひかり電話オフィスＡ（エース）ごと3,000円（税抜）

以下の転送先規制番号は「転送先リスト」に登録できません。

★A,B,C,D,J,X,Yには任意の数字が入ります。

区分 転送先規制番号 サービス

OAO系

OABO系

1XY系
#ABCD
B～J

OOXY系 OOXY（全事業者の番号）
010
060
0120
0800
0570
0170
0180
0990
1XY
#ABCD

B～J（市内局番からの登録）

事業者接続
国際接続
eコール

ナビダイヤル（電話サービス）
伝言ダイヤル（電話サービス）
テレドーム／データドーム
災害募金ダイヤル

すべて
すべて
すべて

着信課金サービス

1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま 記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

■ボイスワープ ・ 一括転送機能（オプション）が優先されます。

■複数チャネル ・ 契約チャネルと同数まで、転送されます。

■ひかり電話
　#ダイヤル

・ 転送先に#ダイヤル番号は設定できません。

■コール
　セレクト

・ コールセレクトが先に動作し、転送呼はコールセレクトが動作することなく
転送できます。

■グループ
　ダイヤリング

・ 転送先にお客さま番号（事業所番号＋内線番号）は設定できません。
・ 内線ダイヤルで着信時にも、一括転送機能が動作します。

■着信お知らせ
　メール

・ 一括転送機能により転送された着信は「応答できなかった着信」として、着
信お知らせメールが送信されます。

■ナンバー・
　リクエスト

・ 発信電話番号が非通知の場合は、ナンバー・リクエストが優先されるため
転送されません。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・ 「迷惑電話リスト」に登録されている電話番号からの着信は「迷惑電話おこ
とわりサービス」が優先されるため転送されません。

・ 一括転送機能の転送先への電話番号通知については、以下のようになりま
す。また、発信元（A）が「184」をダイヤルすると電話番号は通知されません。

■ナンバー・
　ディスプレイ

転送先（C）には、発信元（A）の電話番号が通知されます。

＜Bが一括転送機能を、Cがナンバー・ディスプレイを契約している場合＞

発信元
（A）

転送元
（B）

転送

ボイスワープ
ご契約者

転送先
（C）

■データコネクト
　（データ通信）

・ データコネクトが転送可能な条件は以下の通りです。
①発信者がひかり電話サービスでデータコネクトを発信した場合であること。

②転送先が、データコネクトの接続可能であること。
（転送先が端末条件等によりデータコネクトの接続不可の場合は、転送できず、
エラーとなります。）

※1　ひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）を含みます。
※2　発信者がひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ（フレッツ 光ネクスト）／ひかり電話オフィスA（エース）の映像転送

の品質は、転送条件が無応答時転送以外は、発信者と転送先で通信可能な最も高い品質での映像転送を行います。
（これにより、テレビクラス（アナログ放送）相当でのテレビ電話発信の映像転送は、転送先がテレビクラス（アナログ
放送）相当対応であれば、テレビクラス（アナログ放送）相当で転送されます。）また、無応答時転送の場合は、映像転
送の品質は、転送元と転送先で通信可能な最も高い品質での映像転送を行います。

※3　ひかり電話オフィスタイプおよびひかり電話オフィスA（エース）を含みません。

転送先

ひかり電話サービス 映像転送※2

転送元から
転送先への転送動作

加入電話 音声にて接続（音声転送）

ひかり電話サービス 映像転送※2

加入電話 音声にて接続（音声転送）

発信者

ひかり電話サービス
(フレッツ・

光プレミアム契約)
※3

ひかり電話サービス
(フレッツ
光ネクスト／

ビジネスイーサ ワイド契約)
※1

転送元

ひかり電話
オフィスA（エース）

・ テレビ電話の転送可能な条件は以下のとおりです。■テレビ電話
①転送先が、テレビ電話接続可能であること。
（転送先が契約条件や端末条件によりテレビ電話接続不可の場合は、映像転送できません。標準音質の音
声通話にて再接続された場合は転送できます。）

②発信者がひかり電話サービスで映像発信した場合であること。
（発信者がＦＯＭＡ®の場合は、映像転送できません。標準音質の音声通話にて再接続された場合は転送
できます。）

■高音質電話 ・ 高音質電話の転送可能な条件は以下のとおりです。
①転送先が、高音質電話接続可能であること。
★転送先が契約条件や端末条件により高音質電話接続ができない場合は、転送できません。
　標準音質の音声通話にて自動再接続された場合は転送できます。

②発信者がひかり電話サービスで高音質電話発信した場合であること。
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一括転送機能の設定

ここでは、一括転送機能の設定方法について説明します。一括転送機能では次の設定が可能です。

●サービス開始／停止設定
●転送先電話番号の設定
●転送先電話番号の一括設定

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

サービスの開始または停止の設定を行います。
電話番号と転送先番号を個別設定します。
CSVファイルを使用して転送先の電話番号を一括設定します。

一括転送機能を選択

1

2

設定する項目をクリックします。

サービス開始／停止

転送先電話番号の設定

転送先電話番号の一括設定

ひかり電話設定サイトへのログイン方法はP.80～P.85、またパスワードや認証単位の変更などは
P.97～P.110をご参照ください。

「サービス選択」をクリックします。
「一括転送」をクリックします。
1

2
1

2

サービスの開始または停止の設定を行います。
1 開始または停止を選択します。
2 「設定」ボタンをクリックします。

転送先の電話番号を設定します。

転送先電話番号を入力します。
「設定」ボタンをクリックします。
1

2
1

1 3

2

認証単位が回線単位でログインした場合、番号単位において契約番号でログインした場合、
もしくは、管理者／ユーザ単位において契約番号でログインした場合に設定が可能です。

サービス開始／停止設定1

転送先番号の設定2

★本サービスを「開始」する場合は、あらかじめ「転送先番号設定メニュー」より、転送先電話番号の設定を行ってください。

●各種設定を行う際、ブラウザーは1画面のみでご利用ください。2画面以上でご利用いただいた場合、正常に設定が反映されない場合
　がございます。

1

2

1

2
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「設定」ボタンをクリックします。2

「戻る」ボタンをクリックします。3

1 「参照」をクリックし、一括設定用のCSVファイルを指定します。
2 「一括設定」をクリックします。

1
2

★ダウンロード時のファイル名は「bvw_yyyymmddhhmmss．csv」です。 y=西暦年　m=月　d=日　h=時　m=分　s=秒

【転送先電話番号の一括設定】

【転送先電話番号の一括ダウンロード】
「ダウンロード」をクリックします。

●一括設定用csvファイルの形式について
【ファイル名】
XXXXX.csv
※XXXXXは任意（数字、漢字等）

【ファイルフォーマット】
「転送元電話番号（半角数字でハイフンなし）」,（カンマ）「転送先電話番号（半角数字でハイフンなし）」
※改行コードは「CR+LF」とする。

転送先電話番号の一括設定／転送先電話番号の一括ダウンロード3

★初めて一括設定を行う場合は、一括ダウンロードにてダウンロードしたファイルを参照の上、CSVファイルを作成してください。

⇒（例）06aaaabbbb,052cccdddd
06aaaaeeee,052cccdddd
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故障・回復通知機能

故障や停電を検知し、
メール通知および一括転送を
自動起動させることができます。

（オプション）

★ひかり電話オフィスA（エース）のお客さまのみご利用いただけます。

MEMO
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●故障通知、回復通知の送信先メールアドレスは20アドレスまで設定可能です。
●故障・回復通知機能の各種設定はひかり電話設定サイトより設定可能です。
●監視用電話番号は、お客さまにて契約している電話番号から指定していただく必要があります。なお、監視用
電話番号は、通信用端末として利用しないでください。
●確認試験呼の着信時は、契約している1チャネルを利用します。
●監視範囲は、ひかり電話アクセス区間～監視用電話番号（SIP終端）までとなります。
●下記の場合において、正しく故障・回復検知が行えない場合があります。
　・監視用電話番号にて他のオプションサービスを利用している場合
　・監視用電話番号に対して「故障・回復通知機能」以外の通信があるとき
　・監視範囲外の装置故障（ビジネスフォンの電話機故障等）や輻輳時

【試験呼について】
●故障・回復通知サーバーから監視用電話番号に定期的に送出される呼のことを言います。
●試験呼は、発信者電話番号が通知されます。また、通知された発信者電話番号に対して電話をかけた場合、話
中となります。
●試験呼の呼び出しに対してお客さまが受話器を取った場合、課金されません。
【監視用電話番号について】
●監視用電話番号は、ひかり電話設定サイトの一括転送先設定画面から非表示となります。

ご利用上の注意事項

故障・回復通知機能（オプション）

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.173「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●故障・回復通知機能のご利用には一括転送機能の契約が必要です。
●故障・回復通知機能でお知らせメールを受信する時に、通信料・パケット料がかかる場合があります。

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事費が別途必要です。詳しくは、P.25をご確認ください。

※ビジネスイーサ ワイドの場合は、拠点回線毎となります。

ひかり電話オフィスタイプの
お客さまはご利用いただけません。

ひかり電話オフィスＡ（エース）ひかり電話オフィスタイプ
月額利用料金
ひかり電話オフィスＡ（エース）ごと

※3,000円（税抜）

故障・回復通知機能とは

●回線状態を常時監視し、着信ができない場合はメール通知および一括転送を自動起動
させる機能を提供します。
　また、回線状態回復時はメール通知と一括転送の自動停止をさせることも可能です。

●ひかり電話網より監視用電話番号へ試験呼を定期的に発信することで、ひかり電話網
からお客さまへの着信確認を行います。（監視用電話番号は1契約につき1番号です。）
●試験呼が4回連続で正常に着信しない際に故障検知と判定し、指定されたメールアドレ
スへ故障を通知します。
●故障検知後の試験呼が4回連続で正常に着信した際に回復検知と判定し、指定された
メールアドレスへ回復を通知します。
●故障検知を契機に「一括転送機能」を自動開始させることができます。また、自動開始を選
択しない場合においても、「一括転送機能」の開始／停止は手動で行うことができます。
●回復検知を契機に「一括転送機能」を自動停止させることができます。また、自動停止を
選択しない場合においても、「一括転送機能」の開始/停止は手動で行うことができます。

事業所

転送先

転送先ひかり電話網

③一括転送を
　自動起動

③故障時の
　メール通知

②正常確認ができない
　ことを検知

正常性を
常時確認

発信者

監視用
電話番号

故障・回復
通知
サーバー

GW等（SIP終端）

監
視
範
囲（
ア
ク
セ
ス
区
間
）

①
 停電・
故障

1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま 記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

【180630】審査　１７ー４５８－１
171 172



故障発生・故障回復の通知メール

故障発生・故障回復時にシステムから送信される通知メール（例）は以下のとおりです。

〈故障通知メール（例）〉

件名：着信異常検知のお知らせです
本文：
（お客さま名）様
（拠点名）において

■契約電話番号：06××××××××
■監視用電話番号：06××××××××
■故障検出日時：2015/11/11
12:22:33
■ひかり電話サイトURL 
https://www.hikari.ntt-west.net/

「ひかり電話オフィスA（エース）」の監
視用電話番号に対し、着信ができない状態
であることを検知致しました。 
現在の通話状況を確認の上、必要に応じて
「ひかり電話設定サイト」により一括転送
の「開始」をお願い致します。

〈自動一括転送機能開始メール（例）〉

〈回復通知メール（例）〉

〈テストメール（例）〉

〈自動一括転送機能停止メール（例）〉

件名：着信回復　一括転送停止しました
本文：
（お客さま名）様
（拠点名）において

■契約電話番号：06××××××××
■監視用電話番号：06××××××××
■故障検出日時：2015/11/11
12:22:33
■ひかり電話サイトURL  
https://www.hikari.ntt-west.net/

「ひかり電話オフィスA（エース）」の監
視用電話番号に対し、着信ができない状態
から正常に回復したことを検知しましたの
で、一括転送を「停止」致しました。

件名：登録メールアドレスのご確認
本文：
（お客さま名）様
（拠点名）における

メールアドレスの変更が必要な場合は、
「ひかり電話設定サイト」にアクセスし、
登録変更をお願い致します。
■ひかり電話サイトURL 
https://www.hikari.ntt-west.net/

故障･回復通知機能のテストメールです。 
本メールが配信されたメールアドレスへ、
故障時および回復時に通知メールが配信さ
れます。

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

■ボイスワープ ・ ボイスワープが優先されます。
・ 監視用電話番号には「ボイスワープ」の設定を行わないでください。

■複数チャネル ・ 試験呼の着信時は契約されているチャネルのうち1チャネルを利用します。

■追加番号 ・ 故障・回復通知機能の利用には監視用電話番号として契約番号もしくは追
加番号の指定が必要です。

■一括転送機能 ・ 故障・回復通知機能の監視用電話番号の転送先設定はできません。

■コール
　セレクト

・ コールセレクトの設定に関わらず、故障・回復通知機能にて監視を行います。

■グループ
　ダイヤリング

・ 監視用電話番号に、お客さま番号（事業所番号＋内線番号）の設定はできません。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・ 迷惑電話おことわりサービスが優先されます。
・ 正常性確認のための試験呼は「迷惑おことわりサービス」の登録リストへ
の設定を行わないでください。

件名：着信回復検知のお知らせです
本文：
（お客さま名）様
（拠点名）において

■契約電話番号：06××××××××
■監視用電話番号：06××××××××
■回復検出日時：2015/11/11
12:22:33
■ひかり電話サイトURL 
https://www.hikari.ntt-west.net/

「ひかり電話オフィスA（エース）」の監
視用電話番号に対し、着信ができない状態
から正常に回復したことを検知致しました。 
現在の通話状況を確認の上、必要に応じて
「ひかり電話設定サイト」より、一括転送
の「停止」をお願い致します。

件名：着信異常　一括転送開始しました
本文：
（お客さま名）様
（拠点名）において

■契約電話番号：06××××××××
■監視用電話番号：06××××××××
■故障検出日時：2015/11/11
12:22:33
■ひかり電話サイトURL  
https://www.hikari.ntt-west.net/

「ひかり電話オフィスA（エース）」の監
視用電話番号に対し、着信ができない状態
であることを検知しましたので、一括転送
を「開始」致しました。
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故障・回復通知機能（ オプション）の設定

ここでは、故障・回復通知機能の設定方法について説明します。故障・回復通知機能では次の設定が
可能です。

●サービス開始／停止
●送信メール内容設定
●送信先メールアドレス設定
●一括転送自動開始設定
●一括転送自動停止設定

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

サービスの開始または停止の設定を行います。
故障・回復通知の送信メールにおける契約者名、拠点情報を設定します。
故障・回復通知送信先メールアドレスの登録を行います。
故障時における一括転送自動開始機能の開始／停止を設定します。
故障回復時における一括転送自動停止機能の開始／停止を設定します。

故障・回復通知を選択

1

2

ひかり電話設定サイトへのログイン方法はP.80～P.85、またパスワードや認証単位の変更などは
P.97～P.110を参照ください。

「サービス選択」をクリックします。
「故障・回復通知」をクリックします。
1

2
1

認証単位が回線単位でログインした場合、番号単位において契約番号でログインした場合、
もしくは、管理者／ユーザ単位において契約番号でログインした場合に設定が可能です。

サービスの開始または停止の設定を行います。
1 開始または停止を選択します。
2 「設定」ボタンをクリックします。

1

2

サービス開始／停止設定1

★本サービスを「開始」するには、あらかじめ「送信先メールアドレス設定」（P.178）が必要です。

設定する項目をクリックします。

サービス開始／停止

送信メール内容設定 送信先メールアドレス設定

2

1

一括転送自動開始設定4

3

一括転送自動停止設定5

2

●各種設定を行う際、ブラウザーは1画面のみでご利用ください。2画面以上でご利用いただいた場合、正常に設定が反映されない場合
　がございます。
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1

2

3

契約者名を入力します。
拠点情報を入力します。
「設定」ボタンをクリックします。

1

2

3

1

故障・回復通知の送信メールにおける契約者名、拠点情報を設定します。

送信メール内容設定2

「設定」ボタンをクリックします。2

★契約者名、拠点情報として設定できる文字数は以下の通りです。 　  　　
　契約者名：全角20文字まで
　拠点情報：全角32文字まで

1 2 3

4

故障・回復通知メールの送信先メールアドレスを入力します。
「送信テスト」ボタンをクリックし、正しくメールが届くことを確認します。
故障・回復通知メールを送信したいメールアドレスの「送信」欄にチェックを入れます。

1

2

3

「設定」ボタンをクリックします。4

1

故障・回復通知の送信先メールアドレスを設定します。送信先は20ヵ所まで設定可能です。

送信先メールアドレス設定3

「設定」ボタンをクリックします。2

★送信先メールアドレスの登録を誤った場合、第三者に着信情報が通知されるおそれがあります。

★メールアドレス登録の際、必ず「送信テスト」を行ってください。

★メールアドレスの@の左側では、半角英数字「0～9、A～
Z、a～z」、半角記号「_ . -」「! $ % ‘*+ / ? ^# 」が使用
可能です。
メールアドレスの@の右側では、半角英数字「0～9、A～Z、
a～z」、半角記号「- .」が使用可能です。
また、「@」が必ず1つのみ存在すること、「@」が先頭およ
び末尾にないこと、@の右側の末尾が半角記号「.」でない
ことが

　条件となります。
★メールの受信制限をされている場合は受信できません。
受信拒否設定を解除する、もしくは「hikari.ntt-west.net」
を受信指定ドメインとして設定してください。
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★故障回復通知の開始／停止の設定を行った後に、引き続きひかり電話設定サイトでの設定を行う場合は、再度ログインする必要が
あります。
★メールの受信制限をされている場合は受信できません。受信拒否設定を解除するか、もしくは「hikari.ntt-west.net」を受信指定
ドメインとして設定してください。
★各種通知メールへの返信はできません。
★送信先メールアドレスの設定を誤った場合、第三者に通知されるおそれがあります。メールアドレス設定の際、必ず「送信テスト」を
行ってください。
★送信先メールアドレスの設定誤りやメールサーバーの不具合などにより、通知メールが送信されない場合や届くまでにしばらく時
間がかかる場合があります。
★通知メールを受信する際、ご利用の通信サービスにより、通信料、パケット通信料などがかかる場合があります。

「開始」または「停止」を選択します。
「設定」ボタンをクリックします。
1

2
1

一括転送自動開始機能の開始／停止を設定します。

一括転送自動開始設定4

「戻る」ボタンをクリックします。2

本サービスを「開始」するには、あらかじめ「送信先メールアドレス設定」（P.178）が必要です。

1

2

「開始」または「停止」を選択します。
「設定」ボタンをクリックします。
1

2
1

一括転送自動停止機能の開始／停止を設定します。

一括転送自動停止設定5

「戻る」ボタンをクリックします。2

本サービスを「開始」するには、あらかじめ「送信先メールアドレス設定」（P.178）が必要です。

1

2
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FAXお知らせメール

FAXがあったことをメールへお知らせし、
外出先のパソコンからFAXの内容を
確認することができます。

★ひかり電話オフィスタイプのお客さまのみご利用いただけます。

MEMO
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1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋

月額利用料金
1電話番号ごと100円（税抜）

FAXお知らせメールとは
●外出中に会社にＦＡＸがあったことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話の
　メールへお知らせし、パソコンからＦＡＸ内容を確認することができるサービスです。

例えばこんな時…

★着信情報をお知らせするメールアドレスは最大５件まで設定可能です。
★受信したＦＡＸは、弊社のサーバーで代行受信します。受信可能な容量は１契約につき10ＭＢ（Ａ4判１枚80KBとした場合約125枚）です。
★受信可能な用紙サイズはＡ4判、Ｂ4判です。
★ＦＡＸの内容を確認するには、ご利用のパソコンにＴＩＦＦ形式の画像ファイルが閲覧可能なソフトウェアがインストールされている必要があります。

発信者

サーバー

FAX

インターネットインターネットインターネット

FAXお知らせメール
ご契約者（夜間・休日など）

パソコンから「ひかり電話
設定サイト」へアクセスし、
受信FAXデータをダウン
ロード・確認できます。

取　引　先 会　社

外出先（パソコン）

メール通知2

FAX1

ダウンロード・確認3

※ご契約いただいているFAXの着信電話番号とFAXお知らせメールの契約電話番号が同一の場合、FAXお知らせメールをご利用中（開始中）は、
　ご契約いただいているFAXは鳴動（着信）しません。また、電話（音声）の着信もできません。

※

ご利用にあたっては、インターネット接続環境が必要となります。

From　：fax_info@hikari.msd.isp.ntt-west.co.jp
Subject：FAX受信通知（0611111111着）

受信日時：2010/09/01 12:00:00
受信結果：正常受信

FAX閲覧は、サービス設定ホームページから実施してください。

------
NTT西日本「FAXお知らせメール」
※各種設定は、サービス設定ホームページから実施してください。
https://www.hikari.msd.isp.ntt-west.co.jp/
※本メールは送信専用のため、本メールへの返信はできません。

ご利用上の注意事項
●ご利用にあたっては、インターネット接続環境が必要となります。

●FAXお知らせメールでお知らせメールを受信する時に、通信料・パケット料がかかる場合があります。

●ボイスワープをご利用中の場合は、同一電話番号でFAXお知らせメールは受信できません。

●ご契約いただいているFAXの着信電話番号とFAXお知らせメールの契約番号が同一の場合、FAXお知らせメールを
ご利用中（開始中）は、ご契約いただいているFAXは鳴動（着信）しません。また、FAXお知らせメールの契約電話番号
への電話（音声）の着信もできません。

●受信可能な用紙サイズはA4判・B4判です。それ以外で送信された場合、動作保証対象外となります。

●1回の受信での最大受信枚数は98枚です。

●受信したFAXはTIFF形式のデータに変換されます。画像閲覧ソフトは本サービスには付属しておりませんので、お客
さまにてソフトウェアをご用意ください。Microsoft®Windows®7、8、8.1「Windows フォトビューアー」、
Microsoft®Windows®10「フォト」、Mac OS X「プレビュー」がご利用いただけます。

●受信BOXの容量は10MB（例：A4判1枚80KBとした場合約125枚 ※データ量は、受信した内容により異なりま
す。）です。BOXの残量がなくなるとFAXの受信ができなくなりますので、ダウンロードしたFAXデータは、定期的に削
除するようにしてください。

●本サービスは、カラーFAXには対応しておりません。

●お知らせメールへの返信はできません。

●本サービスを解約した際、受信データはすべて消去されます。本サービス解約前に必要に応じダウンロードしてください。

●本サービスの操作にて登録いただく個人情報については、お客さまの本人確認、電気通信サービスなどの提供、これらに
関するお客さまへのご連絡、その他契約約款などに基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。また、
新たな電気通信サービスなどの企画および開発、電気通信サービスなどの提供に必要な設備の管理および改善、その他
NTT西日本の電気通信サービスなどに係る業務の実施に必要な範囲内で利用します。なお、お客さまとの電気通信サー
ビスなどに係る契約が解除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あります。
　また、本画面に記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、NTT西日本が業務を委託する
他の事業者に対して提供することがあります。また、NTT西日本の契約約款などの規定または個人情報保護法、電気
通信事業法その他の法令の規定に従い、第三者に提供することがあります。

●FAXお知らせメールと着信お知らせメール（オプション）を組み合わせて契約した場合、1つの着信に対して、2通の
メール（FAXお知らせメールと着信お知らせメール）が送信されます。（着信お知らせメールであらかじめ指定した番
号のみ、応答できなかった着信のみの設定をしている場合を除きます。）

●本サービスでは、発信者のFAXと代行受信サーバーの通信条件によっては、FAXの内容を確認できない場合があります。

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
　※詳しくはP.185「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●データコネクト（データ通信）通信では利用できません。
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工事費が別途必要です。詳しくは、P.11をご確認ください。

FAXお知らせメール（オプション）

ひかり電話オフィスＡ（エース）の
お客さまはご利用いただけません。

ひかり電話オフィスＡ（エース）ひかり電話オフィスタイプ

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま 記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

■複数チャネル ・ FAXお知らせメールの同時FAX受信可能数はチャネル数分となります。 

■追加番号 ・ 電話番号（追加番号）ごとのご契約が必要となります。

■ナンバー・
　リクエスト

・ ナンバー・リクエストが優先され、FAXお知らせメールは送信されません。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・ 迷惑電話おことわりサービスが優先され、FAXお知らせメールは送信さ
れません。（着信する電話が「迷惑電話リスト」に登録している電話の場合）

・ FAXお知らせメールで応答した電話については「迷惑電話リスト」に登録
することができません。 

■ボイスワープ ・ 同一の電話番号に対してボイスワープと組み合わせて契約することはで
きません。

■テレビ電話 ・ FAXお知らせメールをご利用中（開始中）に、テレビ電話の着信があった
場合、音声のみで接続され、発信者には「ピー」というFAX受信音が聞こえ
ます。また、FAXお知らせメールご利用者には、「受信結果」に「受信エ
ラー」と表示されたメールが送信されます。

■高音質電話 ・ FAX受信「開始」で高音質電話着信時は網から「標準音質の音声通話接
続」を促す信号を返送します。発信側端末から標準音質の音声による自動
再接続を行った場合は接続後、FAX受信エラーとなります。

■データコネクト
　（データ通信）

・ データコネクトでの接続ではご利用できません。また、その際に、お知らせ
メールの送信やひかり電話設定サイト上のエラー表示も行われません。

設備変更工事があったお客さまへ

※これから設備変更工事が行われるお客さまも含みます。

設備変更工事があったお客さま※で、「FAXお知らせメール」「着信お知らせメール」（いずれもオ
プション）をご利用いただいているお客さまは、「ひかり電話設定サイト」をご利用いただくことと
なります。その際、認証方法を「回線単位」「電話番号単位」「管理者／ユーザ単位」から選択して
いただけます。

旧設定サイトにおいては各電話番号、「FAXお知らせメール」「着信お知らせメール」各サービス毎
に1つのパスワードを設定いただいていましたが、「ひかり電話設定サイト」では回線単位毎、電話番
号単位毎、および管理者／ユーザ単位毎にパスワードを1つ設定いただくことで認証単位の範囲内
の設定変更が可能となります。そのため、「ひかり電話設定サイト」の１つのパスワードに統合してい
ただく必要があります。

「ひかり電話設定サイト」へ初めてログインされる際には、旧設定サイトで使用していたパスワード
でログインしていただきますが、旧設定サイトと「ひかり電話設定サイト」のパスワードのポリシー※
が異なるため、初回ログイン時に、「ひかり電話設定サイト」のパスワードを登録していただく必要が
あります。
※旧設定サイトのパスワードの桁数　　　　　：4桁～8桁
　「ひかり電話設定サイト」のパスワードの桁数：8桁～12桁

パスワード統合とは

新規パスワード登録とは

●お客さまによって、「パスワード統合」または「新規パスワード登録」が必要となる場合があります。
　以下をご確認ください。

●旧設定サイトと「ひかり電話設定サイト」の主な違い

サイトURL https://www.hikari.msd.isp.ntt-west.co.jp https://www.hikari.ntt-west.net

認証方法の選択 なし
「回線単位」「電話番号単位」
「管理者／ユーザ単位」を選択

パスワード
・「FAXお知らせメール」「着信お知らせ
メール」各サービス毎にパスワードを設定
・4-8桁のパスワード

・「FAXお知らせメール」「着信お知らせ
メール」同一のパスワード
・8-12桁のパスワード

旧設定サイト 「ひかり電話設定サイト」
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ご利用方法

過去に受信したFAX内容閲覧が可能な期間は、設備変更工事より30日間です。
FAXデータはお客さまのパソコン等へ保存（ダウンロード）してください。

※これから設備変更工事が行われるお客さまにおきましても、同様にFAXデータの保存をお願いいたします。

FAXお知らせメール（オプション）の設定

ひかり電話設定サイトへのログイン方法はP.80～P.85、またパスワードや認証単位の変更などは
P.97～P.110を参照ください。

1 「サービス選択」をクリックします。
「FAXお知らせメール」をクリックします。

FAXお知らせメールサービスを選択

認証単位が回線単位、かつ同一回線内で複数契約されている場合、
もしくは、管理者／ユーザ単位において契約番号でログインした場合には以下の操作が必要です。

2 設定する電話番号をクリックします。

ここでは、FAXお知らせメールの設定方法について説明します。FAXお知らせメールでは次の設
定が可能です。

●サービス開始／停止
●送信先メールアドレス設定
●受信FAX内容確認

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

サービスの開始または停止の設定を行います。
FAXお知らせメールを送信するメールアドレスを登録、確認します。
受信したFAXのダウンロード、および受信日時などを確認します。

1

2

★認証単位が番号単位もしくは、管理者／ユーザ単位において追加番号でログインした場合には必要ありません。

1

2

●各種設定を行う際、ブラウザーは1画面のみでご利用ください。2画面以上でご利用いただいた場合、正常に設定が反映されない場合
　がございます。

ご利用
サービス

初回
ログイン時の
パスワード

（凡例）　同：ＦＡＸお知らせメール、着信お知らせメールで利用していたパスワードが同じ場合
　　　　異：ＦＡＸお知らせメール、着信お知らせメールで利用していたパスワードが異なる場合

FAXお知らせメール
および着信お知らせメール

不要同

異 パスワード統合が必要

同 新規パスワード登録が必要

同

同

異 パスワード統合、新規パスワード登録が必要

異

異

８桁

８桁未満

パスワードが
ロック状態

仮パスワード

複数番号に
FAXお知らせメール・

着信お知らせメールを契約

回線単位を選択した場合のみ

着信お知らせ
メールのみ

FAXお知らせ
メールのみ

不要 111

11

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22

22

パスワード統合
が必要 33

33

44

新規パスワード登録が必要

パスワード統合、新規パスワード登録が必要

22

44

新規パスワード登録が必要

パスワード統合、新規パスワード登録が必要

22

44

パスワード統合、
新規パスワード登録
が必要

44

パスワード統合、
新規パスワード登録
が必要

44

パスワード統合、
新規パスワード登録
が必要

44

パスワードの設定変更方法については、本ご利用ガイドＰ.13～P.16をご覧ください。

以下の表でパスワード統合／新規パスワード登録が必要かご確認ください。
該当する設定を確認し、Ｐ.13～P.16の　　～　　いずれかの設定を行ってください。11 44

不要 11

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22

新規
パスワード
登録が必要

22
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送信先メールアドレス設定2サービスメニュー
設定する項目をクリックします。

1

2

「開始」または「停止」を選択します。
「設定」ボタンをクリックします。

サービスの開始または停止の設定を行います。

★本サービスを「開始」するには、あらかじめ「送信先メールアドレス設定」が必要です。

サービス開始／停止

送信先メールアドレス設定

1
2

★「送信先メールアドレス設定」を行っていない場合、サービスの「開始」をしてもエラーが表示されます。

サービス開始／停止1

1 受信FAX内容確認3

2

★メールの受信制限をされている場合は受信できません。
　受信拒否設定を解除する、もしくは「hikari.ntt-west.net」を
　受信指定ドメインとして設定してください。

★送信先メールアドレスとして設定できる文字は以下のとおりです。
最大文字数　：半角256文字
使用可能文字：（local part）＠（domain）
  （local part）：半角英数字「0～9、A～Z、a～z」
　　　　　　　半角記号「_ . -」「! $ % ‘*+ / ? ^# 」
　  （domain）：半角英数字「0～9、A～Z、a～z」
　　　　　　　半角記号「- .」
　　設定条件：「@」が必ず1つのみ存在すること。
　　　　　　　「@」が先頭および末尾にないこと。
　　　　　　　domainの末尾が半角記号「.」でないこと。

1 FAXお知らせメールの送信先メールアドレスを登録、確認します。
送信先は5ヵ所まで設定可能です。

2 「設定」ボタンをクリックします。

1

2

FAXお知らせメールの送信先メールアドレスを入力します。
「送信テスト」ボタンをクリックし、正しくメールが届くことを確認します。
FAXお知らせメールを送信したいメールアドレスの「送信」欄にチェックを入れます。

「設定」ボタンをクリックします。

3

4

★送信先メールアドレスの登録を誤った場合、第三者に着信情報が通知されるおそれがあります。

★メールアドレス登録の際、必ず「送信テスト」を行ってください。

1

4

3

2
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受信日時：2015/00/00 00:00:00
発信電話番号：0612345678
受信結果：正常受信
受信FAX枚数[枚]：2
使用容量/受信BOX容量[KB]：2330/10240

受信したFAXは、ひかり電話設定サイトで閲覧できます。

------
NTT西日本「FAXお知らせメール」
※各種設定は、ひかり電話設定サイトから行ってください。
https://www.hikari.ntt-west.net
※本メールは送信専用のため返信できません。

受信日時：2015/00/00 
00:00:00
発信電話番号：0612345678
受信結果：正常受信
受信FAX枚数[枚]：2
使用容量/受信BOX容量
[KB]：2330/10240

受信したFAXは、ひかり電話設
定サイトで閲覧できます。

------
NTT西日本「FAXお知らせメー
ル」
※各種設定は、ひかり電話設
定サイトから行ってください。
https://www.hikari.ntt-
west.net
※本メールは送信専用のため
返信できません。

■FAXの受信をお知らせするメールのイメージは以下のとおりです。

パソコンイメージ

携帯電話イメージ

★受信結果は、以下のいずれかを表示します。
「正常受信」
　正常にFAXを受信できた場合
「受信エラー（受信ＢＯＸ残容量なし）」
　FAX受信BOXの残容量不足のため、受信できなかった場合
「受信エラー」
　FAX受信BOX残容量不足以外の理由で受信できなかった場合（音声通話着信の場合など）

2 受信したFAXを削除します。

1

2

受信したFAXを削除する場合は、「削除」欄にチェックを入れます。
「選択削除」ボタンをクリックします。

★受信BOXの容量は10MBです。BOXの残量がなくなるとFAXの受信ができなくなりますので、定期的に削除するようにしてください。

1

2

1 「見る」をクリックして受信FAXをダウンロードし、画像閲覧ソフトにて閲覧します。

★受信したFAXはTIFF形式のデータに変換されます。対応のソフトで閲覧ください。

Windows®7、8、8.1に標準でインストールされている「Windows フォトビューアー」
Microsoft®Windows®10に標準でインストールされている「フォト」
Mac OS Xに標準でインストールされている「プレビュー」

以下のソフトウェアなどをご利用ください。

受信FAX内容確認3

◎FAXお知らせメール　登録メールアドレスメモ
〈登録したメールアドレスをメモしておくと便利です〉

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス

・送信先・電話番号 ・メールアドレス
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かかってきた通話の料金を着信側で負担します。

フリーアクセス・ひかりワイド／
特定番号通知機能

MEMO

（オプション）
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フリーアクセス・ひかりワイドとは

月額利用料フリーアクセス・ひかりワイド／特定番号通知機能

全国からの着信が可能

●「0800」または「0120」で始まる番号への発信通話料金を着信者側でご負担いただくサービスです。
●1着信課金番号あたりの契約者電話番号／追加番号数はご契約いただいている法
人向けひかり電話サービスで利用中の番号数です。

●1契約者電話番号／追加番号あたりの同時接続数はご契約いただいている法人向
けひかり電話サービスで利用中のチャネル数です。
●他事業者が提供する着信課金サービスでお客さまが利用している「0800」または「0120」
で始まる番号を、着信課金番号ポータビリティーにより、フリーアクセス・ひかりワイドとし
て引き続きご利用いただけます。

機　能　名

追
加
機
能（
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス・ひ
か
り
ワ
イ
ド
の
オ
プ
シ
ョ
ン
）

内　容 単　位

1着信課金番号
ごと発信地域指定 あらかじめ着信先への発信地域を指定できるサービス

1着信課金番号
ごと

フリーアクセス
ガイダンス

通話開始前に、発信者および着信者に、フリーアクセス・ひか
りワイド番号での通話であること等を音声ガイダンスでお知
らせするサービス

月額利用料

下記の回線から、フリーアクセス・ひかりワイド番号（「0800」
または「0120」で始まる番号）への発信通話料金を着信者側
にご負担いただくサービス
○NTT東日本および西日本の加入電話、INSネット、ひかり電話、
　ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、
　 ひかり電話ナンバーゲート、
○CATV等の他事業者直収電話＊
○携帯電話・自動車電話
○PHS
○公衆電話
＊一部事業者を除きます。

基本機能 1着信課金番号
ごと 1,000円（税抜）

1契約者回線番号
ごと

発信地域
振分機能

1つのフリーアクセス・ひかりワイド番号にかかってきた電話
を、発信地域ごとに、あらかじめご指定いただいたひかり電話
サービスの別の電話番号へ接続するサービス
※複数の契約回線をまたがって「発信地域振分機能」を利用する場合
は、着信課金番号ごとに「複数回線管理機能」の契約が必要です。

350円（税抜）

1着信課金番号
ごと

複数回線
管理機能

「発信地域振分機能」、「話中時迂回機能」、「着信振分接続機
能」、「受付先変更機能」と組み合わせてご利用いただくこと
により、契約者回線以外の電話番号へ接続するサービス

1,000円（税抜）

1着信課金番号
ごと

カスタマ
コントロール

利用状況の照会やオプション機能の設定・変更等をお客さま
自身でリアルタイムに行うことができるサービス 無　料

1電話番号ごと時間外
案内機能

営業時間外にかかってきた電話に対し、受付時間外であるこ
とをお知らせするサービス 650円（税抜）

特定番号通知機能
（オプション） 1電話番号ごと

電話をかけた相手の方に、フリーアクセス・ひかりワイドの着
信課金番号（0800/0120番号）または他事業者の着信課
金番号等を通知するサービス

100円（税抜）

無　料
上記基本
機能料金に
含まれます

着信側が通話料を負担
ひかり電話網

06-ＸＸＸＸ-1111　契約者電話番号
06-ＸＸＸＸ-1112　追加番号

携帯電話・PHS

0800-XXXXXXX
へ発信

0800-XXXXXXX
へ発信

0800-XXXXXXX
へ発信

他社が提供する
加入電話サービス＊

＊ＮＴＴコミュニケーションズの
サービス「メンバーズネット」を
含む
＊050番号は除く

0800-XXXXXXX
へ発信

0120-XXXXXX
0800-XXXXXXX

着信課金番号

着

発信側は通話料無料

★別途、法人向けひかり電話サービスの基本料金、通話料金などのご利用料金が必要となります。
★上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）
　なお、詳細については弊社ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/）でご確認ください。

●1契約者電話番号/追加番号（オプション）に対して複数のフリーアクセス・ひかりワイドの契約はできません。
●フリーアクセス・ひかりワイドで新規に番号をお申し込みいただく場合、番号の空き状況によりご希望に添えない場合がございます。
●「050」から始まるIP電話および国際電話からの着信はできません。
●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
●データコネクト（データ通信）では接続できません。
●工事費が別途必要です。詳しくは、ひかり電話オフィスタイプはP.11、ひかり電話オフィスA（エース）はP.25をご確認ください。

（いずれも
オプション）

ひかり電話ひかり電話
ひかり電話オフィスタイプひかり電話オフィスタイプ加入電話・INSネット

ひかり電話
ひかり電話オフィスタイプ

★上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）
　なお、詳細については弊社ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/）でご確認ください。

フリーアクセス・ひかりワイド

月額利用料金　基本機能 1着信課金番号ごと 1,000円（税抜）

または
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋
1,100円（税抜）

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

1迂回グループ
ごと

話中時
迂回機能 800円（税抜）

着信先が通話中のとき、あらかじめご指定いただいたひかり
電話サービスの別の電話番号へ迂回して接続するサービス
※複数の契約回線をまたがって「話中時迂回機能」を利用する場合は、
着信課金番号ごとに「複数回線管理機能」の契約が必要です。

1振分グループ
ごと

着信振分
接続機能 700円（税抜）

フリーアクセス・ひかりワイド番号にかかってきた電話を、あ
らかじめご指定いただいた比率で、自動的にひかり電話サー
ビスの複数の電話番号に分配して接続するサービス
※複数の契約回線をまたがって「着信振分接続機能」を利用する場合は、
着信課金番号ごとに「複数回線管理機能」の契約が必要です。

1受付先変更元
電話番号ごと

受付先
変更機能 1,000円（税抜）

営業時間外にかかってきた電話を、あらかじめ登録した時間
になると、ご指定いただいたひかり電話サービスの別の電話
番号へ自動的に接続するサービス
※複数の契約回線をまたがって「受付先変更機能」を利用する場合は、
着信課金番号ごとに「複数回線管理機能」の契約が必要です。

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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通話料

●1契約者電話番号／追加番号（オプション）に対して複数のフリーアクセス・ひかりワイド（オプション）の契約
はできません。
●「050」から始まるIP電話および国際電話からの着信はできません。
●フリーアクセス・ひかりワイド番号において「0800」から始まる電話番号は11桁になります。（「0120」から始
まる番号は10桁）
●フリーアクセス・ひかりワイドで新規に番号をお申し込みいただく場合、番号の空き状況によりご希望に添えな
い場合がございます。
●着信通話料の上限を設定することはできません。
●回線が混み合い話中時の場合、ネットワーク上で保留させることはできません。
●ボイスワープ（オプション）の「話中時転送機能」で指定した転送先とフリーアクセス・ひかりワイドの「話中時
迂回機能」で指定した迂回先が異なる場合、着信する電話番号が異なることがあります。
●フリーアクセスガイダンスと迷惑電話おことわりサービスおよびナンバー・リクエスト（オプション）を併用する場合、
ガイダンスが重なって聞こえます。また、留守番電話機や電話／FAX兼用機等と併用する場合も注意が必要です。
●発信地域指定を地域または県単位で指定する場合、携帯電話・PHSからの通話には注意が必要です。
●オリジナルのガイダンスを発信者に流すことはできません。
●着信する電話が間違い電話・迷惑電話などの場合でも通話料はフリーアクセス・ひかりワイド契約者のご負担となります。
●ピンク電話からフリーアクセス・ひかりワイド番号へおかけになる場合は、ピンク電話ご契約者に鍵の操作をし
ていただく必要があります。鍵の操作なしでかけられた場合、着信側の声は発信側に聞こえますが、発信側の
声は着信側に聞こえない状態になります。
●発信側構内交換機（PBX）等の設定状況によっては正常につながらない場合があります。
●他社が提供する一般加入電話サービスおよび他社IP電話との接続において接続対象事業者は以下のとおりです。

ご利用上の注意事項

区　　　分

8円（税抜）/3分

6円（税抜）/3分

10円（税抜）/3分

8円（税抜）/3分

料　　　金

10円（税抜）/60秒区域内

10円（税抜）/45秒～160kmまで

10円（税抜）/36秒160km超

10円（税抜）上記の通信料金のほかに
通信1回ごとに

県内

20円（税抜）/1分県内

県間

県内※

県間
プラン1

県内※

県間
プラン2

30円（税抜）/1分県間

16円（税抜）/1分グループ1-A

18円（税抜）/1分グループ1-B

PHS発

公衆電話発

携帯電話発＊

加入電話・INSネット・
ひかり電話サービス・
CATV等の
他事業者直収電話発

楽天コミュニケーションズ（株）※1／KDDI（株）※2／ソフトバンク（株）※3／アルテリア・ネットワークス（株）／（株）ジュピターテ
レコム／ZIP Telecom（株）／九州通信ネットワーク（株）／（株）エネルギア・コミュニケーションズ／（株）STNet／中部テレコ
ミュニケーション（株）／東北インテリジェント通信（株）／（株）ケイ・オプティコム／（株）三通／エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（株）／東日本電信電話（株）
※1 旧 フュージョン・コミュニケーションズ（株）
※2 旧 DDIの直収電話を除く
※3 旧 ソフトバンクテレコム（株）

＊ 接続する事業者名は以下のとおりです。

※県内とは、平成11年郵政省令第24号（平成11年7月1日施行）によって定められた区域をいい、行政上の区分とは異なる場合があります。

※1 旧 ワイモバイル株式会社　※2 旧 ソフトバンクモバイル株式会社

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

弊社と接続する事業者名区　分

グループ1-B 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社※2

グループ1-A 株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社※1

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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#ダイヤル番号（#と4桁の数字）を
ダイヤルするだけで
接続先電話番号に着信できます。

ひかり電話#ダイヤル
（オプション）

【180630】審査　１７ー４５８－１
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特定番号通知機能とは

ナンバー・ディスプレイ（オプション）や携帯電話をご利用の相手の方に対して、ひかり電話サービスの
電話番号ではなく、ご契約のフリーアクセス・ひかりワイドまたは他事業者※の着信課金番号
（「0800」「0120」「0570」）を通知する機能です。

●フリーアクセス・ひかりワイド番号の認知度が高まり、相手の方に安心して電話に出てもらったり、折り返し
電話をかけてもらうことができます。
●設定により、フリーアクセス・ひかりワイド番号または他事業者の着信課金番号を通知するか、一般の電話番
号を通知するかの選択ができます。電話機からの操作で交換機に「開始」「停止」の設定をします。

　開始：フリーアクセス・ひかりワイド番号または他事業者の着信課金番号を通知　　　　　　　　　　　　
停止：一般の電話番号を通知（契約時は停止状態です）

1電話番号ごとの
ご契約となります。

電話機からの操作は以下のとおりです。

操 作 番 号

135+1

135+0

機　　能

サービスの開始

サービスの停止

フリーアクセス・ひかりワイドのサービスの詳細については、
「フリーアクセス・ひかりワイドご利用ガイド」を参照してください。

特定番号通知機能

月額利用料金　1電話番号ごと100円（税抜）

または
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋
1,100円（税抜）

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

●工事費が別途必要です。詳しくは、ひかり電話オフィスタイプはP.11、ひかり電話オフィスA（エース）はP.25をご確認ください。

※現状通知可能な他社特定番号は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の「フリーダイヤル」と「ナビダイヤル」です。（2017年7月現在）



■ボイスワープ
■一括転送機能

・ 転送先に#ダイヤル番号は設定できません。

■特定番号通知
　機能

・ フリーアクセス・ひかりワイドの着信課金番号および他事業者の着信課金
番号の通知は可能です。

■フリーアクセス・
　ひかりワイド

・ フリーアクセス・ひかりワイドとひかり電話#ダイヤルで、同一の契約者回
線番号／追加番号を、同時に接続先電話番号として使用できます。

・ ひかり電話#ダイヤルの接続先電話番号として、フリーアクセス・ひかりワ
イドの着信課金番号は指定できません。

ひかり電話#ダイヤルとは

ご利用上の注意事項

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

ひかり電話#ダイヤル

●他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
※詳しくは、P.202「他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項」をご参照ください。
●ひかり電話＃ダイヤルのご利用には、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、ビジネスイーサ ワイドを利用したひかり電話、フレッツ 光ネクストを利用
したひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、ひかり電話ナンバーゲートのご契約が必要です。
●工事費が別途必要です。詳しくは、ひかり電話オフィスタイプはP.11、ひかり電話オフィスA（エース）はP.25をご確認ください。

（オプション）

ひかり電話#ダイヤル

発信者 着信者

サービス名

ひかり電話

ひかり電話
オフィスタイプ

ひかり電話ナンバーゲート

ひかり電話オフィスA（エース）

フレッツ・光プレミアム

フレッツ 光ネクスト

フレッツ 光ライト

フレッツ・光プレミアム

フレッツ 光ネクスト

フレッツ 光ネクスト

ビジネスイーサ ワイド

SNI接続

アクセスライン 標準音声 高音質
電話

テレビ
電話

データ
コネクト

△

○

○

△

○

○

○

○

※ ※ ※

※

△

○

○

-

○

○

○

○

△

○

○

-

○

○

○

○

-

○

○

-

○

○

○

○

1#ダイヤル番号ごと 15,000円（税抜） 1#ダイヤル番号ごと 10,000円（税抜）

または
1,300円（税抜）
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋
1,100円（税抜）

ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

ひかり電話サービス契約者 ひかり電話#ダイヤル契約者

■西日本利用型 ■ブロック内利用型

●フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、ビジネスイーサ ワイドのひかり電話サービスから
発信された#ダイヤル番号（#と4桁の番号）について、お客さまが指定した電話番号へ
の接続を可能とするためのサービスです。
●音声利用に加え、ひかり電話サービスの電話番号を着信先に指定することにより、高音
質電話、テレビ電話、データ通信も利用できます。
★対応する端末が必要となります。

●発信可能地域を選べる以下の2つの利用型があります。
・西日本利用型・・・西日本どこでも発信可能地域として指定可
・ブロック内利用型・・・西日本の地域6ブロック（東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄）中から、1
ブロック内であればどこでも発信可能地域として指定可

★全国（東日本エリア含む）のフレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライト、ビジネスイーサ ワイドにおけるひかり電話サービスからの接続を
可能とするには、東日本電信電話株式会社が提供する「ひかり電話#ダイヤル」を別途契約する必要があります。
★加入電話等からの接続を可能とするには、ひかり電話#ダイヤルの契約とは別に、加入電話等の着信短縮ダイヤルサービス（#ダイヤ
ル）等の契約が必要です。

覚えやすい
番号だわ。 特別な番号として

覚えてもらえたわ！

お客さまの利便性向上！

凡例：○･･･接続可　△･･･接続条件有り　×･･･接続不可　－･･･未提供
※ひかり電話提供設備切替工事後に接続可能

【指定可能な接続先電話番号】
●0AB～ J番号（回線種別を問いません。ひかり電話サービス、加入電話等）

【発信可能なひかり電話種別】
●ひかり電話#ダイヤル契約者が指定した接続先回線（ひかり電話サービス）には、以下のひかり電話サービス・
種別からの発信が可能です。

♯△△△△
をダイヤル

06-XXXX-XXXX
に着信

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

・ひかり電話（フレッツ・光プレミアム※、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト）
・ひかり電話オフィスタイプ（フレッツ・光プレミアム※、フレッツ 光ネクスト）
・ひかり電話オフィスA（エース）　　・ひかり電話ナンバーゲート

月額利用料金

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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契約者間において
お客さま番号による通信ができます。

（オプション）グループダイヤリング

MEMO

★ひかり電話オフィスA（エース）のお客さまのみご利用いただけます。
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ご利用上の注意事項

グループダイヤリング

内線のような感覚で
通信できます。

グループダイヤリングとは

●本サービス契約者間（同一内線グループ）※1において、お客さま番号（事業所番号＋内線番
号）により通信できるサービスです。

●オプション機能をご契約いただくことにより、1契約回線に、複数の事業所番号（追加で9事業
所番号、最大10事業所番号）を利用することが可能です。

●NTT東日本エリアに拠点がある場合でも、お客さま番号による接続が可能です。※2

（オプション）

同一内線
グループ

●本オプション機能は、ひかり電話オフィスＡ（エース）のみ利用できます。
●お客さま番号（事業所番号＋内線番号）は、最小2桁（事業所番号2桁のみ）、最大10桁（事
業所番号4桁＋内線番号6桁）となります。
●「0」、「1」で始まる事業所番号および、「0」で始まる内線番号は利用できません。
●本サービスをご利用になる全ての拠点で、本サービスに対応した機器が必要です。
●事業所番号の変更、お客さま番号（事業所番号＋内線番号）の組み合わせパターン変更等は、
お申し込みが必要です。
●お客さま番号（事業所番号＋内線番号）の変更内容によっては、ひかり電話オフィスA（エー
ス）対応機器、PBX、ビジネスフォンの設定変更が必要となる場合があります。番号計画を
正しく行い、必要な設定を実施してください。
●東西間接続メニューのご利用料金は、グループダイヤリングオプションの料金に含まれます。
●東西間接続メニューのお申込みにより、NTT東日本エリアの拠点へもお客さま番号による
接続が可能となりますが、通話料は通常の県間通話料が適用されます。

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

※1.同一内線グループとは、本サービスを契約し、グループ通話定額のグループ登録がされている契約者で構成されるグループをいいます。
※2.東西間接続メニューのお申込みが必要です。

●グループ通話定額のグループ登録のお申し込みが必須となります。

ひかり電話オフィスタイプの
お客さまはご利用いただけません。

ひかり電話オフィスＡ（エース）ひかり電話オフィスタイプ

月額利用料金
1契約回線ごと3,500円（税抜）

1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋

事業所番号「30」＋
内線番号「3000」に
結びつく「052-222-XXXX」
へ接続

事業所番号「30」を
参照して
「052-222-XXXX」へ
ルーティング

着信

追加事業所
番号1番号ごと 2,000円（税抜）

月額利用料金

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

■一括転送機能 ・ 転送先にお客さま番号（事業所番号＋内線番号）は設定できません。
・ 内線ダイヤルで着信時にもボイスワープが動作します。

■ナンバー・
　ディスプレイ

・ 内線ダイヤル時はお客さまが指定した番号を通知します。

■ナンバー・
　リクエスト

・ 非通知設定のお客さまからの着信時には、ナンバー・リクエストのメッセー
ジで応答します。

■ボイスワープ ・ 転送先にお客さま番号（事業所番号＋内線番号）は設定できません。
・ 内線ダイヤルで着信時にもボイスワープが動作します。

グループダイヤリング オプション機能
（同一回線内での複数事業所番号利用）

ひかり電話網

グループダイヤリング
機能

着信者 事業所番号：30
内線番号：3000
052-222-XXXX

事業事業事業事業事事事事事事事事事事事事事事発信者 事業所番号：20
内線番号：2000
06-1111-XXXX

へダイヤル から電話だ！

2
3

1

4

グループダイヤリング　基本機能（1事業所番号利用）

■故障・回復
　通知機能

・ 監視用電話番号に、お客さま番号（事業所番号＋内線番号）の指定はでき
ません。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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発着信を制御することで、
セキュリティーを高めることができます。

（オプション）コールセレクト

■コールセレクト ・ 制御対象電話番号に、お客さま番号（事業所番号＋内線番号）を登録する
ことはできません。

■ひかり電話
　#ダイヤル

・ #ダイヤル番号の着信先電話番号に、お客さま番号（事業所番号＋内線番
号）の指定はできません。

・ お客さま番号（事業所番号＋内線番号）での接続はできません。

★ひかり電話オフィスA（エース）のお客さまのみご利用いただけます。

■フリーアクセス・
　ひかりワイド

・ 着信先電話番号にお客さま番号（事業所番号＋内線番号）の登録はできません。
・ お客さま番号（事業所番号＋内線番号）での接続はできません。
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ご利用上の注意事項

コールセレクト

コールセレクトとは

●本サービス契約者を拠点とする電話番号（以下、制御対象番号）について、以下の発着信制
御ができるサービスです。

●通信種別（音声／データコネクト／テレビ電話）ごとに設定が可能です。
●上記の発着信制御は「ひかり電話サイト」で設定できます。

（オプション）

●本オプション機能は、ひかり電話オフィスA（エース）のみ利用できます。
●ご利用には「基本機能（発着信制御）」と「許可番号リスト」利用料金の合計が必要です。「許
可番号リスト」に許可番号を登録しない場合でも、「基本機能（発着信制御）」と「許可番号リ
スト（プラン1）」の料金が必要です。
●お申し込み時に契約回線内の制御対象電話番号数と制御対地最大数を決めていただき、
お申し込みいただきます。
　制御対地数とは、許可番号リストの登録件数（登録電話番号数）をさし1ブロック＝20電話
番号として管理されます。
　許可番号リストに登録した電話番号が20電話番号に満たない場合でも、消費するブロック
数は1ブロックとなります。
　許可番号リストが分かれている場合には、それぞれの登録した電話番号数に応じたブロッ
ク数の合計で許可番号リストのプランを契約する必要があります。
●コールセレクトのご利用には、お申し込み後、ひかり電話設定サイトにて設定が必要です。
ひかり電話設定サイトで何も設定していない場合、「全発着信許可」となります。
●許可番号リスト「1リストID」あたりに登録できる電話番号数上限は「500ブロック＝10,000番号」です。
　1契約回線あたりの許可番号リストの登録可能な最大電話番号数（600ブロック＝12,000番
号）と異なります。
●許可番号リストのプラン変更する場合、リスト件数が減となる変更時は、変更後のプランの
リスト件数まで許可番号を減らした後にお申し込みが必要です。
●以下の電話番号はすべて許可となります。（登録は不要です。）
　・110、119（緊急通報）等の1XY番号　
　・＃ダイヤル番号
　・ひかり電話設定サイトの仮パスワード発行用電話番号
　・リモコン用電話番号

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

ひかり電話オフィスタイプの
お客さまはご利用いただけません。

ひかり電話オフィスＡ（エース）ひかり電話オフィスタイプ

1,100円（税抜）
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,400円（税抜）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋
『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

制限なし 発信全不可 着信全不可 許可番号リストによる発着信許可

（プラン5）
600ブロック

〔最大12,000番号〕

10,000円（税抜）

（プラン4）
50ブロック

〔最大1,000番号〕

2,000円（税抜）

（プラン3）
25ブロック

〔最大500番号〕

1,500円（税抜）

（プラン2）
5ブロック

〔最大100番号〕

500円（税抜）

（プラン1）
1ブロック

〔最大20番号〕

100円（税抜）

1契約
ごと

許可番号
リスト

基本機能（発着信制御）　1電話番号（制御対象番号）ごと500円（税抜）

発着信制御を実施する

ことによりセキュリティー
を

高められます。

052-XXX-1111

092-XXX-2222 06-XXXX-3333

コールセレクト契約者
ひかり電話網

コールセレクト
機能

コールセレクト契約者の設定

区　分 ガイダンス内容※

発信制御の許可番号リストにない番号に発信し
た場合、発信者側へ送出 「おかけになった電話番号へは、お客さまの設

定によりおつなぎできません。番号をお確かめ
になって、もう一度おかけ直しください。」

発信制御にて発信不可設定の場合に、発信側
に送出

着信制御の許可番号リストにない番号から着信
した場合、発信者側へ送出
※電話を掛けてきた相手側に送出

着信制御にて着信不可設定の場合に、発信者
側に送出
※電話を掛けてきた相手側に送出

※音声通話の場合のみガイダンス応答します。ただし、テレビ電話の場合、端末によっては音声通話にフォールバックすることにより音声ガ
イダンスを応答します。データ通信の場合は、音声ガイダンスの応答はしません。

発
信
制
御
時

着
信
制
御
時

コールセレクトの発着信制御時のガイダンス

「この電話はお受けできません。ご了承ください。」

制御対象番号

06-XXXX-3333 -

発信制御

リスト適用

着信制御

1

リストID

1

リスト

052-XXX-1111
カラム2 空欄

…

カラム20 空欄

許可番号

●ご利用には、「基本機能（発着信制御）」と「許可番号リスト」の利用料金の合計が必要です。「許可番号リスト」に許可番号を登録しない場合でも、「基本
機能（発着信制御）」と「許可番号リスト（プラン1）」の料金が必要です。

月額利用料金
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コールセレクトの設定

コールセレクトでは次の6項目の設定が可能です。
コールセレクトご利用開始後、ひかり電話設定サイトにて設定を行うことで、発着信制御が可能となります。
なお、ひかり電話設定サイトにて設定を行っていない場合は、全発着信許可となっています。
★認証単位が「電話番号単位」「管理者/ユーザ単位」の場合は、契約電話番号にてログインした際に操作可能です。

ひかり電話設定サイトへのログイン方法はP.80～P.85、またパスワードや認証単位の変更などは
P.97～P.110を参照ください。

●各種設定を行う際、ブラウザーは1画面のみでご利用ください。2画面以上でご利用いただいた場合、正常に設定が反映されない場合
　がございます。

●制御グループ設定・・・・・・・・・・「音声のみ発着信させたい」「データコネクトのみ発着信させたい」等のポリシーを決め、
そのポリシーを適用する制御対象番号をグルーピングするためのグループを作成します。
★制御グループに追加可能な電話番号は制御対象番号のお申し込みをされた電話番号に限ります。

●発着信制御設定・・・・・・・・・・・制御グループに、発着信制御の設定（通信するメディア種別ごとに、制限なし、
発信不可、着信不可、リスト適用の設定）および許可番号リストの設定を行います。

●制御グループ一括設定
●発着信制御一括設定
●許可番号リスト一括設定

・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・

★設定する制御グループ数や制御対象番号数、許可番号数が多い場合は「一括設定」が便利です。

制御グループ設定をCSVファイルを使用して一括設定します。
発着信制御設定をCSVファイルを使用して一括設定します。
許可番号リストをCSVファイルを使用して一括設定します。

●効果確認・・・・・・・・・・・・・・・・制御対象番号毎に、拒否した呼数を日別、月別で確認出来ます。

1 「サービス選択」をクリックします。
「コールセレクト」をクリックします。

コールセレクトを選択

1

2

認証単位が回線単位でログインした場合、番号単位において契約番号でログインした場合、
もしくは、管理者／ユーザ単位において契約番号でログインした場合には設定が可能です。

他のオプションサービス等と合わせてご利用いただく場合の留意事項

コールセレクトの発着信制御が行われるようになるまでの流れ

■ナンバー・
　リクエスト

・ コールセレクトが先に動作し、コールセレクトで許可された電話番号であ
れば、ナンバー・リクエストのメッセージで応答します。

■ナンバー・
　ディスプレイ

・ ナンバー・ディスプレイ非契約であっても、コールセレクトの許可番号リス
トにない番号は拒否されます。

■故障・回復
　通知機能

・ コールセレクトの設定に関わらず、故障・回復通知機能にて監視を行います。

■グループ
　ダイヤリング

・ コールセレクトの制御対象番号に、お客さま番号（事業所番号＋内線番号）
を登録することはできません。

■フリーアクセス・
　ひかりワイド

・ 特定番号通知機能を利用して「0800／0120」で番号通知する場合、
許可番号リストに「0800／0120」を発信許可する必要があります。

■ひかり電話
　#ダイヤル

・ コールセレクトの設定に関わらず、ひかり電話#ダイヤルの発着信が可能です。

■ボイスワープ
■一括転送機能

・ コールセレクトが先に動作し、転送呼はコールセレクトが動作することなく
転送できます。

■迷惑電話
　おことわり
　サービス

・ コールセレクトが先に動作し、コールセレクトで許可された電話番号で
あっても、迷惑電話おことわりサービスで着信拒否されている電話番号は
着信しません。

許可番号リスト
の登録・設定

制御グループ
の作成

制御対象
番号の追加

発着信
制御設定

●CSVファイルによる一括投入
CSVファイルをカスコンにアップロードすることにより、制御グループの作成、制御対象番号
の追加、発着信制御設定、許可番号リストの登録・設定を行うことができます。

P.213～P.215 P.215～P.217 P.223～P.228 P.231～P.233

1 2 3 4

1

2
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【制御グループの新規作成】
制御グループの作成を行います。ご利用開始時は、制御グループ設定を最初に行い、制御グループを新規作成します。

制御グループ設定1

設定する内容に応じてサービスメニューから選択します。
※ご利用開始時は、制御グループ設定から設定を開始してください。2

「新規作成」ボタンをクリックします。
★サービスメニューから「制御グループ設定」を選択すると本画面に移動します。1

2

「設定」ボタンをクリックします。3

制御グループ設定1

許可番号リスト一括設定5

発着信制御一括設定4

制御グループ一括設定3

効果確認6

発着信制御設定2

「新規作成」ボタンをクリックします。3

制御グループ名を入力します。1

★制御グループ名に使用出来る文字列は、32文字までの半角英数字（大文字、小文字両方可）、「.（ドット）」、「_（アンダーバー）」です。
★なお、制御グループ名は契約回線において重複しないよう設定してください。重複したグループ名を登録しようとするとエラーとなります。

このグループに追加する制御対象番号を選択します。
追加したい制御対象番号の左横のチェックボックスにチェックを入れてください。

2

★お申込された制御対象番号が表示されます。

3

2

1
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1 制御対象番号を追加したい制御グループをラジオボタンで選択します。1

★選択出来る制御グループは1つです。
★「検索」ボタンを利用し、制御グループを名前で検索することも出来ます。

「変更」ボタンをクリックします。2

★サービスメニューから「制御グループ設定」を選択すると本画面に移動します。

「戻る」ボタンをクリックします。4
★サービスメニューに戻ります。

【制御グループへの制御対象番号の追加】
作成した制御グループに制御対象番号を追加します。

「追加」ボタンをクリックします。2

3 このグループに追加する制御対象番号を選択します。
追加したい制御対象番号の左横のチェックボックスにチェックを入れてください。

1

★お申込された制御対象番号が表示されます。
★「検索」ボタンを利用し、追加したい制御対象番号を検索することも出来ます。

「追加」ボタンをクリックします。2

2

1

2

1
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「設定」ボタンをクリックします。4

「戻る」ボタンをクリックします。5
★サービスメニューに戻ります。

2 削除したい制御対象番号を選択します。
削除したい制御対象番号の左横のチェックボックスにチェックを入れてください。

1

★お申込された制御対象番号が表示されます。
★「検索」ボタンを利用し、追加したい制御対象番号を検索することも出来ます。

「削除」ボタンをクリックします。2

1 制御対象番号を削除したい制御グループをラジオボタンで選択します。1

★選択出来る制御グループは1つです。
★「検索」ボタンを利用し、制御グループを名前で検索することも出来ます。

★サービスメニューから「制御グループ設定」を選択すると本画面に移動します。
「変更」ボタンをクリックします。2

【制御グループからの制御対象番号の削除】
作成した制御グループから制御対象番号を削除します。

2

1

1

2
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「設定」ボタンをクリックします。3

「戻る」ボタンをクリックします。4
★サービスメニューに戻ります。

2 新しい制御グループ名を入力します。1

「グループ名変更」ボタンをクリックします。2

1 名前を変更したい制御グループをラジオボタンで選択します。1

★選択出来る制御グループは1つです。
★「検索」ボタンを利用し、制御グループを名前で検索することも出来ます。

★サービスメニューから「制御グループ設定」を選択すると本画面に移動します。
「変更」ボタンをクリックします。2

【制御グループ名の変更】
作成した制御グループ名を変更します。

2

1
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「設定」ボタンをクリックします。3

「設定」ボタンをクリックします。2

「戻る」ボタンをクリックします。4
★サービスメニューに戻ります。

1 削除したい制御グループをラジオボタンで選択します。1

★選択出来る制御グループは1つです。
★「検索」ボタンを利用し、制御グループを名前で検索することも出来ます。

★サービスメニューから「制御グループ設定」を選択すると本画面に移動します。
「削除」ボタンをクリックします。2

【制御グループの削除】
作成した制御グループを削除します。

2

1
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【発着信制御の設定】
作成した制御グループの発着信制御を設定します。

発着信制御設定2

「戻る」ボタンをクリックします。
★サービスメニューに戻ります。3 2

「設定」ボタンをクリックします。3

「発着信制御設定」ボタンをクリックします。2

メディア種別毎に発着信制御設定を行います。
発信制御、着信制御について、プルダウンで選択してください。

1

1 発着信制御設定を行う制御グループをラジオボタンで選択します。1

★選択できる制御グループは1つです。
★「検索」ボタンを利用し、制御グループ名で検索することもできます。

「選択」ボタンをクリックします。2

★サービスメニューから「発着信制御設定」を選択すると本画面に移動します。

（発信制御） （着信制御）

★発信不可：制御グループに属する電話番号から一切発信できなくなります。
★着信不可：制御グループに属する電話番号に一切着信できなくなります。
★リスト適用：許可番号リストに設定された電話番号とのみ通信可能となります。

発着信制御で「リスト適用」を選択した場合は、許可番号リストID（1～6）を
プルダウンで選択してください。

2

1

2

1
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「発着信制御設定」ボタンをクリックします。5

「戻る」ボタンをクリックします。4
★一旦、サービスメニューに戻ります。
★許可番号リストを使用した発着信制御設定を行わない場合、この手順で設定は完了です。

★　　で発着信制御のいずれかを「リスト適用」に設定した場合、手順　　以降で「許可番号リスト」の設定を行います。2 5

6 　 で選択した制御グループをラジオボタンで選択します。1

★選択出来る制御グループは1つです。
★「検索」ボタンを利用し、制御グループを名前で検索することも出来ます。

「選択」ボタンをクリックします。2

7 設定したい許可番号リストIDをラジオボタンで選択します。1

★選択出来る許可番号リストIDは1つです。

「リスト設定」ボタンをクリックします。2

2

1

2

1

1
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「設定」ボタンをクリックします。9

1

2

・1XY（110、119等）　・＃ダイヤル番号
・ひかり電話設定サイトの仮パスワード発行番号　・リモコン番号

8 追加したい許可電話番号を入力してください。1

★許可電話番号は市外局番を含めた全桁だけでなく、06等の市外局番のみ、06+市内局番等、前方一致での許可設定も可能です。
★登録可能な電話番号の桁数は2桁から11桁です。
★0800、0120、0570等の電話番号に発信する場合は、許可番号リストに設定する必要があります。
★許可番号リストに設定しなくても、通信可能な電話番号は以下の通りです。

「追加」ボタンをクリックします。2

【制御グループの一括設定／CSVファイルダウンロード】
制御グループを一括で設定します。

制御グループ一括設定3

「戻る」ボタンをクリックします。
★サービスメニューに戻ります。

「ダウンロード」ボタンをクリックしてCSVファイルをダウンロードします。
★本ご利用ガイドP.234記載のファイルフォーマットを参照し、必要な設定をファイルに追加します。
★サービスメニューから「制御グループ一括設定」を選択すると本画面に移動します。

10

1
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「ダウンロード」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードし、
設定内容を確認できます。3

2 　 にて作成した一括設定用のファイルを指定します。1

「一括設定」ボタンをクリックします。2

2 　 にて作成した一括設定用のファイルを指定します。1

「一括設定」ボタンをクリックします。2

2

2
■ファイル名
　cug_control_result_YYYYMMDDhhmmss.csv

■ファイルフォーマット
　“制御グループ名”,”メディア種別” ,”処理結果”

〈出力例〉
groupA,1,更新成功
groupA,2,更新失敗(その他エラー)

【発着信制御の一括設定/CSVファイルダウンロード】
発着信制御を一括設定します。

発着信制御一括設定4

「ダウンロード」ボタンをクリックしてCSVファイルをダウンロードします。
★本ご利用ガイドP.235記載のファイルフォーマットを参照し、必要な設定をファイルに追加します。
★サービスメニューから「発着信制御一括設定」を選択すると本画面に移動します。

1

1

1

1

1
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■ファイル名
　cug_control_result_YYYYMMDDhhmmss.csv

■ファイルフォーマット
　“制御グループ名”,”メディア種別” ,”処理結果”

〈出力例〉
groupA,1,更新成功
groupA,2,更新失敗(その他エラー)

「ダウンロード」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードし、
設定内容を確認できます。3

【指定許可番号リストの一括設定/CSVファイルダウンロード】
発信制御番号設定の許可番号リストを一括設定します。

許可番号リスト一括設定5

1 設定する許可番号リストIDをラジオボタンで選択します。1

★サービスメニューから「発着信制御設定」を選択すると本画面に移動します。

「一括設定」ボタンをクリックします。2

2

1

1 「一括受信」ボタンをクリックします。1

★しばらくしてから、サービスメニュー等の画面へ移動した後に、再度一括設定画面を参照することで、「ダウンロード」ボタンが
　表示されます。

★本ご利用ガイドP.236記載のファイルフォーマットを参照し、必要な設定をファイルに追加します。
★サービスメニューから「許可番号リスト一括設定」を選択すると本画面に移動します。

「ダウンロード」ボタンが表示された後に、クリックしてファイルをダウンロードします。2

2 「ダウンロード」ボタンをクリックして、CSVファイルをダウンロードします。1

★本ご利用ガイドP.236記載のファイルフォーマットを参照し、必要な設定をファイルに追加します。

　 にて作成した一括設定用のファイルを指定します。2

「一括設定」ボタンをクリックします。3

【全許可番号リストの一括設定/CSVファイルダウンロード】
許可番号リスト一括設定を利用した、全許可番号リストを一括で設定します。

1

3

1

1

2

2
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■ファイル名
　cug_list_result_YYYYMMDDhhmmss.csv

■ファイルフォーマット
　“制御グループ名”,”許可番号リストID” ,”許可電話番号”,”処理結果”

〈出力例〉
groupA,1,060000001,更新成功
groupA,1,060000002,更新失敗(その他エラー)

2 一括設定用のファイルを指定します。1

「一括設定」ボタンをクリックします。2

★しばらくしてから、サービスメニュー等の画面へ移動した後に、再度一括設定画面を参照することで、
　「一括設定結果確認」ボタンが表示されます。

「一括設定結果確認」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードします。3

2

3

CSVフォーマット

【制御グループ一括設定】

一括設定ファイルフォーマット

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

groupA,060000001
,060000002

groupAという制御グループに制御対象電話番号として060000001を設定する。
制御対象電話番号である060000002を削除する。

■ファイルフォーマット
“制御グループ名” ”制御対象電話番号”

第1カラム 制御グループ名
※制御グループ名が空欄の場合、登録されていたグループから制御対象電話番号を削除する。

第2カラム 制御対象電話番号

1
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CSVフォーマット

【許可番号リスト一括設定（指定許可番号リスト）】

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

060000001
060000002

060000001と060000002を許可に登録する。

■ファイルフォーマット
“制御対象電話番号”

第1カラム 許可電話番号

CSVフォーマット

【許可番号リスト一括設定（全許可番号リスト）】

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

groupA,1,060000001
groupA,1,060000002

groupAという制御グループの許可番号リスト1に060000001と060000002を設定する。

■ファイルフォーマット
“制御グループ名”“許可番号リストID”“許可電話番号”

第1カラム 制御グループ名

CSVフォーマット

【発着信制御一括設定】

■ファイル名
XXXX.csv（XXXXは任意）

■設定例

groupA,1,2,0,1
groupA,2,0,0,
groupA,3,0,0,
groupA,4,0,0,
groupA,5,0,0,
groupA,6,0,0,

groupAという制御グループに発着信制御を実施。電話（音声通話）の発信制御のみリスト1を適用し、
その他のメディア種別は発着信制御ともに制限なしにて設定する。

■ファイルフォーマット
“制御グループ名”“メディア種別”“発信制御”“着信制御”“許可番号ID”

第1カラム 制御グループ名

第5カラム 許可番号ID

第2カラム

メディア種別
※制御グループに対して全6種類の指定が必須。
1：電話（音声通話）
2：電話（音声通話）＋データコネクト
3：テレビ電話
4：テレビ電話＋データコネクト
5：データコネクト
6：その他

第3カラム

発信制御
0：制限なし
1：発信不可
2：リスト適用

第4カラム

着信制御
0：制限なし
1：着信不可
2：リスト適用

第2カラム 許可番号リストID

第3カラム 許可電話番号

235 236



下記の図のように、制御対象電話番号毎の総呼数と拒否呼数が表示されます。3

2

効果確認レポートの照会条件をラジオボタンで選択します。1

「画面表示」または「CSV出力」ボタンをクリックします。2

特定の日を選択します。1

「電話番号別表示」ボタンをクリックします。2

1

2

【効果確認レポート】

効果確認6

★サービスメニューから「効果確認」を選択すると本画面に移動します。

1

下記の図のように、日毎の総呼数と拒否呼数が表示されます。
特定の日の制御対象電話番号別の情報は以下の手順で表示されます。

★照会種別「日別」、集計方法「制御対象電話番号別」、絞込条件「全制御対象電話番号」が選択されている場合、
　画面表示は利用できません。

で、照会種別を「日別」、集計方法を「制御対象電話番号合計」とし、画面表示を選択した場合1

※電話番号別表示の画面イメージは、P.239の　 に記載の画面イメージになります。
　日別表示の画面イメージは、P.237の　 に記載の画面イメージになります。

2

2

2

下記の図のように、月毎の総呼数と拒否呼数が表示されます。
特定の日および制御対象電話番号毎の情報は以下の手順で表示されます。

1

「電話番号別表示」ボタンをクリックすると、制御対象電話番号毎の画面に移動します。2

「日別表示」ボタンをクリックすると、日別表示の画面に移動します。3

で、照会種別を「月別」、集計方法を「制御対象電話番号合計」とし、画面表示を選択した場合1

1

2 3

1

2
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下記の図のように、日毎の総呼数と拒否呼数が表示されます。3

日毎に表示する場合は、特定の制御対象電話番号を選択し「日別表示」ボタン
をクリックします。

2
2 下記の図のように、制御対象電話番号毎の総呼数と拒否呼数が表示されます。1

で、照会種別を「月別」、集計方法を「制御対象電話番号別」とし、画面表示を選択した場合1

★サービスの設定を行うためには、インターネット接続環境が必要となります。
★制御グループ名は、1契約回線内において重複しないでください。重複した制御グループ名を登録しようとするとエラーとなります。
★制御対象番号は、複数の制御グループに跨って登録することはできません。
★発着信制御設定において、「リスト適用」を選択した場合に、許可番号リストIDを選択せずに「発着信制御設定」ボタンを押すと、エ
ラーとなります。必ず1～6のうち、いずれかの許可番号リストIDを選択してください。
★許可番号リストに登録可能な番号の桁数は2～11桁までとなります。11桁を超える番号を登録しようとすると、エラーとなり登録
できません。（国際電話等、11桁を超える番号を全桁登録することはできません。）0120、0800の着信課金番号、090等の携
帯電話番号等、登録する番号については制限はありません（数字であれば登録可能）。
★110、119（緊急通報）等の1XY番号、#ダイヤル、ひかり電話設定サイトの仮パスワード発行用番号、リモコン番号は許可番号リ
ストに登録しなくても、すべて許可となります。（登録不要です。）
※#ダイヤル番号については登録しようとした場合、エラー表示となります。
★現在契約している許可番号リストのプランを件数の少ないプランに変更する場合は、事前にひかり電話設定サイトで登録している許
可番号数を減らしてください。変更後のプランの件数以下になっていない場合、許可番号リストの登録内容がすべて削除されます。
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テレビ電話
高音質電話
データコネクト の
ご利用にあたって

参考情報

MEMO
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メディア変更について

テレビ電話 音声・映像を利用したテレビ電話が利用できます。

高音質電話 高音質の音声通話が利用できます。

データコネクト お使いの電話番号を利用して帯域確保型のデータ通信が利用できます。

メディアストリームの種類 概　要

メディアストリームとは？

音声メディアストリーム 音声データを疎通させるためのメディアストリームです。音声電話で用いる音声
データや、テレビ電話の音声部分のデータを疎通させる場合などに利用します。

映像メディアストリーム 映像データを疎通させるためのメディアストリームです。テレビ電話サービスの映像
部分のデータを疎通させる場合などに利用します。

データ通信メディアストリーム 音声・映像以外の多様なデータ通信を疎通させるためのメディアストリームです。
データコネクトのデータを疎通させる場合などに利用します。

※メディア変更を行うためには、それに対応した端末を利用する必要があります。メディア変更は、発信側・着信側の双方から行う
ことができます。

●法人向けひかり電話サービスで利用する音声通話／テレビ電話／データコネクトの通信は、現在
お使いの電話番号を用い、指定した接続先との間で「チャネル」を確立することで通信を行います。
●同時利用可能なチャネル数は、ご契約のチャネル数となります。
●確立されたチャネルの内部にデータを疎通させるため、常に1以上の「メディアストリーム」を確立
することで通信を行います。

●疎通可能なデータの内容に応じて、以下の3種類があります。

●メディア変更の回数は、最大8回まで実施可能です。

●メディアストリームを削除した場合も、メディア変更とみなされます。
　また、削除したメディアストリームを再度利用する場合もメディア変更となります。

●同時に利用できるメディアストリームの数の上限は、1チャネルあたり最大5メディアストリームとなり
ます。また、1契約回線あたりのメディアストリーム数は、ご利用のチャネル数により異なります。

音声・映像・データの情報を送信側から受信側へ伝達するための
データの流れを「メディアストリーム」といいます。

メディア変更とは？
音声メディアストリーム／映像メディアストリーム／データ通信メディアストリーム
の通信の途中で、利用する通信内容や確保する帯域の変更を行うためにメディ
アストリームの追加・削除を行うことを「メディア変更」といいます※。

【メディア変更の通信イメージ】

【法人向けひかり電話サービスにおける通信イメージ】

で利用音声 と音声 で利用映像 で利用データ通信

チャネル

通信開始 通信終了

で利用標準音質の音声 で利用高音質の音声

音声メディアストリーム

映像メディアストリーム

データ通信メディアストリーム

チャネル

音声メディアストリーム

映像メディアストリーム

チャネル

データ通信メディアストリーム

音声メディアストリーム

音声メディアストリーム

1チャネルにつき
最大5メディア
ストリームまで

1契約回線あたりの
メディアストリーム数は
ご利用のチャネル数
により異なります。

契約チャネル数
同時利用メディアストリーム数（1アクセス回線あたり）

1～8
16

9～32
64

33～100
200

101～300
600

フレッツ 光ネクスト

通信開始 通信終了

チャネル

テレビ電話の
通信

データコネクトの
通信

標準音質

高音質

メディア
変更

メディア
変更

メディア
変更

1回

メディア
変更

2回

メディア
変更

3回

メディア
変更

4回

メディア
変更

5回

メディア
変更

6回

メディア
変更

8回

メディア
変更

7回

メディア
変更

チャネル

通信開始 通信終了

データ通信
メディアストリーム

映像メディアストリーム

映像メディアストリーム

データ通信
メディアストリーム

音声メディアストリーム

チャネルとメディアストリームについて

テレビ電話／高音質電話／データコネクト（データ通信）　サービスの詳細
フレッツ 光ネクスト、一部の「コラボ光」（FTTHアクセスサービス）、ビジネスイーサ ワイドをご契約で法人
向けひかり電話サービスをご利用のお客さまに、加入電話品質相当の音声電話通信に加えて、「テレビ電
話」「高音質電話」「データコネクト」を基本サービスとして提供いたします。

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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※1.通話・通信中に通信種別または利用帯域の変更があった場合には、同一の通信種別・利用帯域ごとに通話・通信時間の合
計を算出し、該当する通話・通信料を適用して料金計算します。

※2.高音質電話を含みます。
※3.データコネクト（データ通信）のみのご利用の場合、その通信はテレホンカードによる支払充当は対象外となります。

※1.通話・通信中にメディア変更（通信種別または利用帯域の変更）が可能なのは、フレッツ光ネクスト（FTTHアクセス
サービス）の法人向けひかり電話サービスの通話のみとなります。FOMA®との通話中には行えません。

※2.通信種別を変更すると通話・通信料金も変更となります。利用帯域についても、帯域のしきい値（テレビ電話の場合の
2.6Mbpsなど）をまたいで変更となれば通話・通信料金は変更となります。

※3.利用帯域によって通話・通信料金が異なります。また、利用帯域は端末に依存します。
※4.メディア変更は、発信側・着信側の双方から行うことができます。法人向けひかり電話サービス対応オフィスゲートウェイ
では通信先からのメディア変更要求を許容するかどうかを設定することができます。

●通話／通信料金は、通信種別と利用帯域ごとに以下の課金方法に基づいて発信者に課金します。

●通話・通信中にメディア変更（通信種別または利用帯域の変更）があった場合※1※2は、
同一の通信種別・利用帯域ごとに通話・通信時間の合計を算出し、該当する通話・通
信料を適用して料金計算します。

●Myビリング（会員サービス）の通話明細について

●メディアストリームと通信種別について

チャネル

音声メディアストリーム

チャネル

データ通信メディアストリーム

チャネル

音声メディアストリーム

映像メディアストリーム

チャネル

音声メディアストリーム

映像メディアストリーム
データ通信メディアストリーム

1チャネル内で
音声メディアストリームが
1本しか存在しない場合

通信種別で課金

1チャネル内で
データ通信メディアストリーム
しか存在しない場合

それ以外の
メディアストリームの
組み合わせの場合
（例：映像、音声＋映像、
音声＋データ、データ＋データなど）

利用するメディアストリームとその組み合わせによって、通信種別の適用が異なります。

例：標準音質電話、高音質電話、テレビ電話、データコネクトを切り替えて利用した場合の課金計算

通話・通信中にメディア変更（通信種別または利用帯域の変更）があった場合の通話明細の表示は通信
種別ごとに表示します。「通話開始時刻」欄には、当該通話の通話開始時刻を一律表示し、2行目以降の
「通信種別」欄に「◎」を表示します。通話時間については、同じ通信種別を2回以上のご利用がある場
合、合計した時間を表示します。

【Myビリングの通話明細イメージ】

通信種別

標準音質電話

標準音質電話

高音質電話

通話時間利用イメージ

4分

7分

10分

8分

1分

課金計算

通話

月

11
11
11
11
11
11
11
11

日

4
5
5
5
5
7
8
9

通話開始
時刻
時：分：秒

19：30：00
20：30：00
20：30：00
20：30：00
20：30：00
19：30：00
19：30：00
19：30：00

通話時間
時：分：秒

0：35：50
0：05：00
0：07：00
0：10：00
0：08：00
0：35：50
0：35：50
0：35：50

通信
種別

高音質◎
映像等◎
データ◎

発信元
電話番号

06-0000-0000
06-0000-0000
06-0000-0000
06-0000-0000
06-0000-0000
06-0000-0000
06-0000-0000
06-0000-0000

通話先
電話番号

03-1111-1111
03-1111-1111
03-1111-1111
03-1111-1111
03-1111-1111
03-1111-1111
03-1111-1111
06-1111-1111

通話先
地域名

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
大阪

通話料等
円

96
16
24
60
32
96
96
96

割引
種別

★
★
★
★

【NTT西日本ご利用分】

※4

データコネクト
（～1Mbps）※3

テレビ電話
（2.6Mbpsまで）※3

5分4分＋1分
標準音質電話

8分データコネクト

10分テレビ電話（2.6Mbpsまで）

7分高音質電話

通信種別の変更

通信種別の変更

通信種別の変更

通信種別の変更

通信
開始

通信
終了

標準音質電話中

高音質電話中

テレビ電話中

データ通信中

標準音質電話中

標準音質電話または

高音質電話の

通信種別で課金
データコネクト の

通信種別で課金
テレビ電話 の

テレビ電話 の
通信種別で課金

標準音質電話 8円（税抜）/3分

8円（税抜）/3分

6円（税抜）/3分

10円（税抜）/3分

8円（税抜）/3分

15円（税抜）/3分

100円（税抜）/3分

1円（税抜）/30秒

1.5円（税抜）/30秒

2円（税抜）/30秒

15円（税抜）/3分

100円（税抜）/3分

利用帯域2.6Mbpsまで

利用帯域2.6Mbpsを超える

区　分 通話・通信料金

高音質電話

データコネクト※3

・テレビ電話
・通話、データコネクト通信
　同時利用

NTT西日本・
東日本の加入電話、
INSネット、
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通話※1

NTT西日本・
東日本の
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通信※1

利用帯域～64Kbpsまで

利用帯域～512Kbpsまで

利用帯域～1Mbpsまで

利用帯域～2.6Mbpsまで

利用帯域2.6Mbpsを超える

課金方法について

県内

県間

県内

県間

プラン1

プラン2

※2
音声通話

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。 【180630】審査　１７ー４５８－１
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利用した覚えのない電話料金について

※IP-PBXとは、 Internet Protocol Private Branch eXchange（インターネットプロトコル構内交換機）の略。IPネットワーク内で、IP電話端末の回線
交換を行う装置およびソフトウェアのことです。企業や家庭などのLANにおいて、IP電話による内線電話網を実現する等の目的で使用されます。

★これらの対策は一例です。新たな手法による不正利用が発生する可能性もありますので、引き続き、当該ソフトウェア等を提供しているメーカーやベン
ダー等にご相談いただく等、お客さま自身での十分なセキュリティー対策をお願いいたします。

対策例

お客さま宅内に設置されたIP-PBX※ソフトウェア等のセキュリティー対策が不十分な場合に、
第三者がインターネット経由でお客さまの内線電話端末になりすますことで、

お客さまに「かけた覚えのない通話料金」が請求されるケースが確認されております。

インターネット経由でIP-PBX
ソフトウェア等へアクセスし、
IP電話等から発信できるよう
お客さまが設定をしている際
は、当該ソフトウェア等を提供
しているメーカーやベンダー
等にご相談いただき、十分な
セキュリティー対策を行った
上でご利用ください。

その 1

必要がない場合はインター
ネットからIP-PBXソフトウェ
ア等へのアクセスを許容しな
い、第三者が類推しやすい内
線電話端末用のIDや パス
ワードは設定しないなどの対
策を行うなど、内線電話端末
へのなりすましに十分ご注意
ください。

その 2

NTT西日本にお申し出いただ
くことにより、ひかり電話から
海外向けの発信を休止するこ
とも可能です。

その 3

MEMO



よくあるお問い合わせ

★停電時は利用できません。0039等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない電話番号があります。
★コラボ光とは、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスをいいます。詳しくは[http://flets-w.com/collabo/]をご確認ください。

法人向けひかり電話サービスをご利用になるには、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ・光プレミアム」一
部の「コラボ光」（いずれもFTTHアクセスサービス）「ビジネスイーサ ワイド」の契約・料金が必要とな
ります。法人向けひかり電話サービスのご利用には、別途工事費が必要です。

他にも安心・便利なフレッツサービスがあります。
詳しくはNTT西日本公式ホームページをご覧ください。

http://flets-w.com/

ひかり電話オフィスタイプの最新情報は、
「ひかり電話オフィスタイプホームページ」をご覧ください。

http://flets-w.com/solution/hikari_service/office/

ひかり電話オフィスA（エース）の最新情報は、
「ひかり電話オフィスA（エース）ホームページ」をご覧ください。

http://flets-w.com/solution/hikari_service/office-a/

法人向けひかり電話サービスの契約約款については、下記ホームページの「音声利用
IP通信網サービス契約約款」をご覧ください。

http://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/

●Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Netscapeは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。
●Mac OS Xは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
●「FOMA/フォーマ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
●フリーダイヤルのサービス名称とロゴマークはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の商標です。
●ナビダイヤルのサービス名称とロゴマークはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の商標です。
●フレッツ、その他のフレッツ関連の名称は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標または商標です。
●その他、記載されている製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
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フレッツアクセスサービスご契約時にお送りしております「お申込内容のご案内」の2枚目に記載しておりま
す「商品名」をご確認ください。
本ガイドでは、ご契約されているフレッツアクセスサービスなどで設定パターンやご注意いただく点が異なります。
必ずご契約されているフレッツアクセスサービスをご確認のうえ、法人向けひかり電話サービスをご利用ください。

フレッツ 光ネクスト／フレッツ・光プレミアム
自分が利用しているフレッツアクセスサービスを知るには？

「ひかり電話オフィスタイプ」故障時のお問い合わせは0120-248995までご連絡ください。 
（受付時間：24時間、土曜・日曜・祝日・年末年始も受付）　
※一部時間帯は録音受付による応対となります。
※NTT西日本エリア（北陸・東海・関西・中国・四国・九州地区）以外からはご利用になれません。

「ひかり電話オフィスA（エース）（IP電話サービス）」故障時のお問い合わせは、0120-355422までご連絡ください。
（受付時間：24時間、土曜・日曜・祝日・年末年始も受付）

故障かな？と思ったらどこに連絡すればいいですか？

法人向けひかり電話サービスは光ファイバーを利用することにより、加入電話、携帯電話等へ低廉な通話
料金での発信、および従来の加入電話等と同じ電話番号での発着信を可能とする光IP電話サービスです。
ただし、「通話先」および「オプションサービス」において一部制限がありますので、必ずご確認願います。
また、停電時の通話はできません。
●現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用の場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する必要があります。工事費について、詳しくはP.11
もしくはP.25をご確認ください。
●現在ご利用中の電話番号が引き続き利用できない場合があります。

法人向けひかり電話サービスと加入電話とは何が違いますか？

代表的なものとして、0039等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない電話番号があります。 
詳しくは、本ガイドP.39の「接続可否番号一覧」をご覧ください。
また、お使いの電話機のACR機能が起動している場合、事業者識別番号が自動付与されてしまい法人
向けひかり電話サービスからの発信ができなくなる場合があります。詳しくは、P.40「ACR、LCR（電話
会社自動選択機能）のある電話機をご利用の場合」をご覧ください。

法人向けひかり電話サービスから発信できない番号はありますか？

258

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。

【180630】審査　１７ー４５８－１
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