
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

【180630】審査　１７ー４５８－１
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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

21
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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

229 230

コールセレクト：12



■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

コールセレクト：15



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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