通信事業会社各種規約
■NTT 東日本／NTT 西日本お客様情報の利用目的に関するご案内
1.本ページに記載いただいた個人情報については、お客様の本人確認、与信管理、電気通信サービス等の提供、電気通信サービス等の料金の計算及び請求、これらに関するお客様へのご連絡、
その他契約約款等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、電気通信サービス等のご紹介、ご提案及びコンサルティング、電気通信サービス等の品質改善・CS
（顧客満足度）向上等のための施策（アンケート調査を含みます。）の実施、新たな電気通信サービス等の企画及び開発、電気通信サービス等の提供に必要な設備の管理及び改善、その
他 NTT 東日本／NTT 西日本の電気通信等に係る業務の実施に必要な範囲内で利用します。なお、お客様との電気通信サービス等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。
2.また、本ページ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 東日本／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 東日本／NTT 西日本の契約約款等の規定又は個人情報保護法、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。

■ＮＴＴ東日本クレジットカード支払規約
1.当社がお客様にご請求する※加入電話・ひかり電話・フレッツサービス等のご利用料金(リース料、割賦代金等の回収代行ご利用分のサービス料金を含みます)について、支払義務があることを
承諾し、クレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)が定める規約に基づきお支払いいただきます。※以下、加入電話・ひかり電話・フレッツサービス等のご利用料金を「ご利用料金」といい
ます。
2.クレジットカード支払いに必要となる個人情報(お客様番号・ご利用料金等)を当社からカード会社に通知することを承諾いただきます。また、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話
株式会社のご利用料金を取りまとめてご請求させていただいている場合は、クレジット支払いに必要となる法人情報または個人情報(お客様番号・ご利用料金等)を、お客様へのご請求を取りま
とめている会社(東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社)からカード会社に通知することを承諾いただきます。
3.当社は、カード会社からお客様にご請求されるご利用料金の内訳等を当社サービスである@ビリング(インターネット上でご利用料金の内訳等をお知らせするサービス)によりご案内いたします。クレ
ジットカードによるお支払いを開始後は、当社からの書面による請求書や領収証の送付は無くなります。※複数の電話回線をお持ちでかつ一括請求をご利用のお客様には、ご利用料金の内訳
書を送付させていただきます。
4.クレジットカード支払いの開始時期はお申込みいただいた日の次回または次々回の請求からとなります。クレジットカード支払いを開始する前のご利用料金につきましては従来のお支払い方法で
お支払いください。開始時期等につきましては当社から「クレジットカード支払い手続き完了のお知らせ」にてお知らせいたします。なお、クレジットカード支払いの開始以降は、お客様から当社に申
し出をいただかない限り、継続してご利用料金をクレジットカードによりお支払いいただきます。
5.カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、お客様がご指定のカード会社により異なります。
6.クレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合、お客様に事前にお知らせすることなく、新しい会員番号や有効期限がカード会社より当社に通知される場合がありますので、あら
かじめご了承下さい。
7.ご指定いただいたクレジットカードを変更される場合は再度お申込みが必要となりますので、速やかに料金請求書等に記載の料金お問合せ先までお申し出ください。
8.カード会社の締切日と当社のご利用料金の計算期間との関係その他事務処理上の都合により、2 ヶ月分のご利用料金をまとめてカード会社よりご請求させていただく場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
9.カード会社の規定により会員資格を喪失したとき、またはクレジットカード支払いを解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも当社がその旨の通知をカード会社から受け
た翌月ご利用分のご利用料金までカード会社からご請求させていただく場合があります。
10.カード会社から、クレジットカードによるご利用料金のお支払いを解除させていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
11.お客様が次のいずれかに該当する場合は当社から直接ご請求させていただきます。
(1)カード会社の規定によりご利用料金についてカードでのお支払いが承認されない場合
(2)カード会社の規定によりカード会員資格を喪失されている場合
(3)カード会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、その更新内容を当社が確認する必要がある際に一定期間お客様とご連絡が取れない場合
(4)上記の他、当社がお客様として不適切であると判断した場合
12.当社は、ご契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。変更後は変更後の規約が適用されます。変更した規約については、当社ホームページに公開いたします。また、当
社からのお知らせについては、当社ホームページに掲載した時点をもって、通知したものとさせていただきます。

■ＮＴＴ西日本クレジットカード支払規約

1.弊社がお客様にご請求する※加入電話・ひかり電話（電話サービス）・フレッツアクセスサービス（インターネット接続サービス）等のご利用料金（ＩＳＰ利用料、リース料、割賦代金等の回
収代行ご利用分のサービス料を含みます）について、支払義務があることを承諾し、クレジットカード会社（以下「カード会社」といいます）が定める規約に基づきお支払いいただきます。※以下、
加入電話・ひかり電話・フレッツアクセスサービス等のご利用料金を「ご利用料金」といいます。
2.クレジットカード支払に必要となる個人情報（お客さま番号・ご利用料金等）を弊社からカード会社に通知することを承諾いただきます。また、NTT 西日本及び NTT 東日本のご利用料金を取
りまとめてご請求させていただいている場合は、クレジットカード支払に必要となる法人情報または個人情報（お客さま番号・ご利用料金等）を、お客様へのご請求を取りまとめている会社
（NTT 西日本または NTT 東日本）からカード会社に通知することを承諾いただきます。
3.弊社は、カード会社からお客様に請求されるご利用料金の内訳等を弊社サービスである My ビリング（インターネット上でご利用料金の内訳等をお知らせするサービス）によりご案内いたします。
クレジットカードによる支払いを開始後は、弊社からの書面によるご利用料金内訳書の送付は致しません。※複数回線のご利用料金を一括してご請求しお支払いただいているお客様には、ご利
用料金の内訳書を送付させていただきます。
4.クレジットカード支払の開始時期はお申し込みいただいた日の次回または次々回の請求からとなります。クレジットカード支払を開始する前のご利用料金につきましては従来のお支払い方法でお
支払いください。開始時期につきましては弊社から「クレジットカード支払手続き完了のお知らせ」にてお知らせいたします。なお、クレジットカード支払の開始以降は、お客様から弊社に申し出をい
ただかない限り、継続してご利用料金をクレジットカードにてお支払いいただきます。
5.カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、お客様がご指定のカード会社により異なります。なお、お支払い回数は１回払いのみとさせていただきます。
6.クレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合、お客様にお知らせすることなく、新しい会員番号や有効期限がカード会社より弊社に通知される場合がありますので、あらかじめご
了承ください。
7.ご指定いただいたクレジットカードを変更された場合や、クレジットカードの会員番号、有効期限に変更や更新があった場合は、再度お申込が必要となりますので、速やかにお手続きをお願いし
ます。
8.カード会社の締切日と弊社のご利用料金の計算期間との関係その他事務処理上の都合により、2 ヵ月分のご利用料金をまとめてカード会社よりご請求させていただく場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
9.カード会社の規定により会員資格を喪失したとき、またはクレジットカード支払を解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも弊社がその旨の通知をカード会社から受けた
翌月にご利用分のご利用料金までカード会社からご請求させていただく場合があります。
10.カード会社から、クレジットカードによるご利用料金のお支払いを解除させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
11.お客様が次のいずれかに該当する場合は弊社から直接ご請求させていただきます。
(1)カード会社の規定によりご利用料金についてカードでのお支払いが承認されない場合
(2)カード会社の規定によりカード会員資格を喪失されている場合
(3)カード会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、その更新内容を弊社が確認する必要がある際に一定期間お客様とご連絡が取れない場合
(4)上記の他、弊社がお客様として不適切であると判断した場合
12.弊社は、ご契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。変更後は変更後の規約が適用されます。変更後の規約については、弊社ホームページに公開いたします。この他に
も、弊社からの各種お知らせにつきましては、弊社ホームページに公開しますが、公開した時点をもって、通知したものとさせていただきます。※クレジットカードの変更および更新に伴う手続き方法お
よび、最新の規約は、クレジットカード支払申込サイト（http://www.ntt-west.co.jp/denwa/charge/payment/payment.html）にてご確認ください。

■NTT 東日本＠ビリングご利用規約
1.「＠ビリング」をお申込みいただけるのは、加入電話、加入電話･ライトプラン、INS ネット 64、INS ネット 64・ライト、フレッツ・サービス、ひかり電話などのご契約者または料金のお支払者であり、
且つ支払方法で口座振替またはクレジットカード支払いをご利用いただいているお客さまとさせていただきます。なお、一括送付、一括請求、分割請求、早期領収証送付、ワリマックス、ワリビッグ、
県内異名義割引サービス等の複数回線割引サービスをご利用の回線等についてはお申込みいただけません。
2.「＠ビリング」でご覧いただけるのは、ご利用料金のお知らせ、通話明細、前日までのご利用料金です。（通話明細をご覧いただく際は、別途書面によるお申込みが必要となります。また、すで
に通話明細の「次回口座振替のお知らせ・領収証」等への同封による送付をお申込みいただいているお客さまにつきましては、お申込みが不要となります。なお、L モード端末・i モード端末からは
通話明細はご覧いただけません。）
3.「＠ビリング」のご利用料金は通話明細の作成料も含めて無料です。ただし、「＠ビリング」をご利用いただくにあたり必要となるインターネットへの接続及び電子メールの受信等の利用環境につ
いてはご利用になるお客さまの負担で整えていただきます。また、インターネットへの接続及び電子メールの受信にかかる費用はご利用になるお客さまにご負担いただきます。
4.ユーザ ID とパスワードはご利用者の責任において管理していただくものとし、当社は、ユーザ ID、パスワードの譲渡・貸与・忘失・盗用等に関する一切の責任を負いません。
5.「＠ビリング」の利用が開始となる料金月以降、「次回口座振替のお知らせ・領収証」等は原則発行致しません。ただし、「＠ビリング」の利用を廃止された場合は、廃止された日を含む料金

月請求分から、口座振替をご利用のお客さまについては、「次回口座振替のお知らせ・領収証」を発行します。また、廃止された日によって、廃止日を含む料金月の前料金月請求分についても
「次回口座振替のお知らせ・領収証」等を発行させていただく場合があります。なお、お客さま番号の廃止または変更を伴う異動をされた場合は、廃止された日を含む料金月請求分まで「＠ビリ
ング」をご利用いただくことができます。
6.請求額、領収金額等は「＠ビリング」サイトへ掲載した時点をもって、通知したものとさせていただきます。
7.「ご利用料金のお知らせ」は過去約 12 カ月分、「通話明細」は過去 2 カ月分についてご覧いただけます。（「＠ビリング」開始前の請求分についてはご覧いただけません。）また、「＠ビリング」を
解約された場合は、解約の約 2 カ月後をもって「＠ビリング」の提供を終了させていただきます。回線の譲渡または承継をされた場合は、譲渡日または承継日の前料金月請求分をもって「＠ビリ
ング」は解約となり、解約の約 2 カ月後をもって「＠ビリング」の提供を終了させていただきます
8.パスワードは 10 回連続して誤入力すると失効し、ログインすることができなくなります。万一失効した場合は、当社お問い合わせ先フリーダイヤルまでご連絡下さい。パスワードを再発行させていた
だきます。
9.当社は、「＠ビリング」の提供に関し、ユーザ ID、パスワード、お客さま番号によるセキュリティのチェックを行いますが、それ以上の保証を行うものではありません。
10.ご利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、お申込みをお断りすること、又は何らの事前の通知または承諾なくして「＠ビリング」の提供を中止することがあります。
（1）ご利用者が第 1 項の条件に適合しなくなった場合
（2）本規約の規定に違反した場合
（3）3 カ月連続して口座から引き落としができない場合
（4）クレジットカードによる支払いを継続できない場合
（5）上記（1）、（2）、（3）、（4）の他、当社がご利用者として不適切であると判断した場合
11.ご利用者は、「＠ビリング」の利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。
（1）他人のユーザ ID、パスワードの不正使用
（2）「＠ビリング」のシステムに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為
（3）その他当社がご利用者として不適切と判断する行為
12.当社は、次のいずれかに該当する場合、ご利用者への事前の通知または承諾なくして、「＠ビリング」の提供を中断または中止することがあります。なお、「＠ビリング」の中断または中止に起
因して生じたいかなる損害についても当社は一切責任を負わないものとします。
（1）通信事業会社各種規約 2 システム保守、その他「＠ビリング」運用上の必要がある場合
（2）予期せぬ事故、天災（地震、洪水、津波等）、事変（戦争、暴動等）により「＠ビリング」の提供ができなくなった場合
（3）その当社が必要と判断した場合
13.当社は、ご利用者への事前の通知または承諾なくして、「＠ビリング」の提供内容の全部または一部を変更することがあります。
14.「＠ビリング」を解約する場合は、料金請求書等に記載の当社お問い合わせ先フリーダイヤルまたは局番なしの「116」にお申し出ください。15.当社は、ご利用者の承諾を得ることなく、本規約
を変更することがあります。変更後は変更後の規約が適用されます。変更した規約については、当社ホームページに公開いたします。
≪＠ビリングによる基本料(回線使用料)割引きについて≫
加入電話及び INS ネット 64(いずれもライトプラン含む)､着信用電話､INS ネット 1500 のうち､＠ビリングを契約している回線の基本料(回線使用料)を 115.5 円(税込)割引きします｡※平成 19
年 1 月 1 日(月)以降開始される料金月から割引額を 105 円(税込)から 115.5 円(税込)に拡大して適用します｡適用開始日は､お客さまごとの料金計算期間によって異なります｡
･ひかり電話､加入電話のﾀﾞｲﾔﾙ回線用住宅用の 1 級局､事務･住宅用の旧 1･2 級局､フレッツ・サービスの基本料金については､割引き対象外となります｡
･ご指定の口座から料金請求額の引き落としが出来ない場合､2 ｶ月後の料金は＠ビリングによる割引きの適応対象外となります｡(対象外となった料金月の翌月以降は､再度口座の引き落と
しの可否を確認のうえ､割引きを適用します｡)
･基本料(回線使用料)が日割り計算により 115.5 円(税込)に満たない場合､その基本料(回線使用料)を割引き上限額とします｡

■NTT 西日本 My ビリング利用規約
1.「My ビリング」をお申し込みいただけるのは、加入電話、加入電話･ライトプラン、INS ネット 64、INS ネット 64・ライト、フレッツ・サービス、ひかり電話（いずれも電話サービスの名称です）、フレッ
ツアクセスサービス（インターネット接続サービス）などのご契約者または料金のお支払者であり、且つ支払方法で口座振替もしくはクレジットカード決済をご利用いただいているお客様とさせていた
だきます。なお、一括送付、一括請求、分割請求、早期領収証送付、ワリマックス、ワリビッグ、県内異名義割引サービス（いずれも料金サービスの名称です）等の複数回線割引サービスをご
利用の回線等についてはお申し込みいただけません。
2.「My ビリング」でご覧いただけるのは、ご利用料金のお知らせ、領収金額、前日までのご利用料金、通話明細です。（通話明細をご覧いただく際は、別途書面によるお申し込みが必要となり

ます。また、すでに通話明細の「次回口座振替のお知らせ・領収証」等への同封による送付をお申し込みいただいているお客様につきましては、お申し込みが不要となります。なお、L モード端末・i
モード端末からは通話明細はご覧いただけません。）
3.「My ビリング」のご利用料金は通話明細の作成料も含めて無料です。ただし、「My ビリング」をご利用いただくにあたり必要となるインターネットへの接続及び電子メールの受信等の利用環境に
ついてはご利用になるお客様の負担で整えていただきます。また、インターネットへの接続及び電子メールの受信にかかる費用はご利用になるお客様にご負担いただきます。
4.「My ビリング」をお申し込みいただくと、加入電話（電話サービス）等の基本料金が 115.5 円(税込)割引となります。ただし、ひかり電話（電話サービス）、加入電話のダイヤル回線用住宅
用の１級局、事務・住宅用の旧 1・2 級局(平成 7 年 2 月の基本料金改正以前の 1・2 級局)、フレッツアクセスサービス（インターネット接続サービス）等の基本料金は割引対象外となります。
5.ユーザ ID とパスワードはご利用者の責任において管理していただくものとし、弊社は、ユーザ ID、パスワードの譲渡・貸与・忘失・盗用等に関する一切の責任を負いません。
6.「My ビリング」の利用が開始となる料金月以降、「次回口座振替のお知らせ・領収証」等は原則発行致しません。ただし、「My ビリング」の利用を廃止された場合は、廃止された日を含む料
金月請求分から、口座振替をご利用のお客様については、「次回口座振替のお知らせ・領収証」を発行します。また、廃止された日によって、廃止日を含む料金月の前料金月請求分についても
「次回口座振替のお知らせ・領収証」等を発行させていただく場合があります。なお、お客さま番号の廃止または変更を伴う異動をされた場合は、廃止された日を含む料金月請求分まで「My ビ
リング」をご利用いただくことができます。
7.請求額、領収金額等は「My ビリング」サイトへ掲載した時点をもって、通知したものとさせていただきます。
8.「ご利用料金のお知らせ」は過去約 12 カ月分、「通話明細」は過去 2 カ月分についてご覧いただけます。（「My ビリング」開始前の請求分についてはご覧いただけません。）また、「My ビリング」
を解約された場合は、解約の約 2 カ月後をもって「My ビリング」の提供を終了させていただきます。回線の譲渡または承継をされた場合は、譲渡日または承継日の前料金月請求分をもって「My
ビリング」は解約となり、解約の約 2 カ月後をもって「My ビリング」の提供を終了させていただきます。
9.パスワードは 5 回連続して誤入力すると失効し、ログインすることができなくなります。万一失効した場合は、弊社お問い合わせ先フリーダイヤルまでご連絡下さい。パスワードを再発行させていただ
きます。
10.弊社は、「My ビリング」の提供に関し、ユーザ ID、パスワード、お客さま番号によるセキュリティのチェックを行いますが、それ以上の保証を行うものではありません。
11.ご利用者が次のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社は、お申し込みをお断りすること、又は何らの事前の通知または承諾なくして「My ビリング」の提供を中止することがあります。
（1）ご利用者が第 1 項の条件に適合しなくなった場合
（2）本規約の規定に違反した場合
（3）3 カ月連続して口座から引き落としができない場合
（4）クレジットカードによる支払いを継続できない場合
（5）上記（1）、（2）、（3）、（4）の他、弊社がご利用者として不適切であると判断した場合
12.ご利用者は、「My ビリング」の利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。
（1）他人のユーザ ID、パスワードの不正使用
（2）「My ビリング」のシステムに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為
（3）その他弊社がご利用者として不適切と判断する行為
13.弊社は、次のいずれかに該当する場合、ご利用者への事前の通知または承諾なくして、「My ビリング」の提供を中断または中止することがあります。なお、「My ビリング」の中断または中止に
起因して生じたいかなる損害についても弊社は一切責任を負わないものとします。
（1）システム保守、その他「My ビリング」運用上の必要がある場合
（2）予期せぬ事故、天災（地震、洪水、津波等）、事変（戦争、暴動等）により「My ビリング」の提供ができなくなった場合
（3）その他弊社が必要と判断した場合
14.弊社は、ご利用者への事前の通知または承諾なくして、「My ビリング」の提供内容の全部または一部を変更することがあります。
15.「My ビリング」を解約する場合は、「弊社お問い合わせ先」または局番なしの「116」にお申し出ください。
16.弊社は、ご利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。本規約の変更については、弊社ウェブサイト上に公開するなどの方法により、変更後の規約を掲載することで通知
したものとさせていただきます。
≪お客様へ重要なお知らせ≫NTT 西日本における個人情報の取り扱いに関する基本方針については、公式ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/share/privacy.html）に掲載させてい
ただいております。

■NTT コミュニケーションズクレジットカード支払い申込みに際してのご案内

1.当社がお客様に請求する電話・OCN サービス等のご利用料金について、支払義務があることを承諾し、クレジットカード会社（以下「カード会社」といいます。）が定める規約に基づきお支払い
いただきます。
2.クレジットカード支払いに必要となる個人情報（お客様番号・ご利用金額等）を当社からカード会社に通知することを承諾いただきます。また NTT ファイナンスよりご利用料金をご請求させてい
ただいている場合は、クレジットカード支払いに必要となる個人情報（お客様番号・ご利用金額等）を NTT ファイナンスからカード会社に通知することを承諾いただきます。
3.お支払回数は 1 回払いとさせていただきます。
4.当社は、クレジットカード支払いのお客様へは請求書、ご利用明細書および通話明細書を発行いたしません。ご利用明細および通話明細につきましては OCN マイページでのご提供となります。
5.クレジットカード支払いの開始時期は当社へ申し込みが到着後、1～2 ヶ月後となります。手続き完了までは現在のお支払い方法となります。なお、クレジットカード支払いの開始以降は、お客
様から当社に申出を頂かない限り、継続してご利用料金をクレジットカードによりお支払いいただきます。
6.カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、お客様がご指定のカード会社により異なります。
7.クレジットカードの会員番号などを変更された場合は、すみやかに当社にご連絡ください。
8.弊社からカード会社へのデータ受渡日とカード会社の締切日との関係、その他の事務上の都合により、カード会社より 2 ヶ月分をまとめてご請求する場合があります。
9.クレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合、お客様に事前にお知らせすることなく、新しい会員番号や有効期限がカード会社より当社に通知される場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
10.カード会社から、クレジットカードによるご利用料金のお支払いを解除させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■NTT コミュニケーションズ OCN マイページのご利用にあたって
1.本サービスのご利用は、「メールアドレスでログインする機能」をご利用できるお客さまに限らせていただきます。
2.本サービスをご利用いただけるのは、NTT コミュニケーションズ（以下、当社と記載）の「電話等サービス契約」「IP 通信網サービス契約」等の当社サービスのご契約者、またはご契約者の同意を
得ているご家族の方に限ります。ただし、クレジットカード会社による市外通話料金割引サービスをご利用のお客さま等、異名義割引サービス(※)を契約されている場合はご利用いただけません。※
異名義割引サービスとは以下のサービスを指します。回線群を単位とする通話料金の月極割引(タイプ 2)第二種電気通信事業者を割引選択代表回線の電話等利用契約者とする県間通話
及び国際通話の合算による通話料金の月極割引メンバーズネット機能に係る通話料金の月極割引(定率型タイプ 2)
3.本サービスのご利用料金は無料です。ただし、インターネットへの接続及びメールの受信等の利用環境については利用者の負担で整えていただくこととします。また、インターネットへの接続及び電
子メールの受信にかかる費用は利用者の負担となります。
4.本サービスでは、ご登録いただいたサービスの契約情報・請求情報等の照会／変更がご利用いただけます。
5.本サービスで、各サービスの契約情報、請求情報等の照会をするには、本人性の確認のために、各サービスでの ID、パスワードの入力を必要とします。また、契約情報、請求情報等の変更や通
信明細の照会を行う場合には、別に登録をいただく「セキュリティパスワード」の入力が必要となる場合があります。
6.ご指定いただいた電話番号ごとの「契約情報」「請求情報」「料金内訳」および「通話明細情報」は、原則 10 回線までご確認いただけます。OCN の「契約情報」「請求情報」は、原則 5 契約
までご確認いただけます。マイポケットの「契約情報」「請求情報」は、原則 5 契約までご確認いただけます。尚、本サービスで確認するすべての契約に関する情報や、ID 等につきましては、本サービ
スの利用者の管理責任となります。
7.本サービスにて照会いただける「契約情報」「請求情報」は、あらかじめご指定いただいた契約番号に関わる電話・OCN・マイポケット等サービスに関わる契約情報および請求情報です。なお、請
求情報については、ご指定いただいた電話番号・OCN・マイポケットと合わせて請求させていただいているご契約番号の請求情報についても表示されます。また、携帯電話の番号や OCN 以外の
プロバイダの契約はご指定いただけません。※NTT 東日本/NTT 西日本のひかり電話や KDDI のメタルプラス等、NTT コミュニケーションズの通話が発生しない電話番号については、照会できませ
ん。※OCN の契約情報を登録される際には、認証 ID、認証パスワードが必要となります。マイポケットの契約情報を登録される際には、MycocoaID またはご契約番号、パスワード、電話サービス
の契約情報の登録については「電話サービス登録用 ID」「電話サービス登録用パスワード」がそれぞれ必要となります。※第 2 種契約以外の OCN 契約情報については、照会できません。
8.本サービスにてご照会いただけるポイントークサービスは、本サービスにご登録いただいたサービスに紐つけられたポイントークについてのみとなります。※ポイントークサービスは当社が別に定める「ポイン
トークプログラム会員規定」に基づいて提供させていただくサービスです。当社の定める「ポイントークプログラム会員規定」はポイントークプログラム会員規定
（http://506506.ntt.com/pointalk/rules.html）をご覧下さい。
9.本サービスにて手続きいただけるのは、契約者住所、設置場所住所、OCN サービスに関する各種お申し込み・変更手続き、電話番号指定通話先割引サービスの指定先電話番号、マイライン
登録、請求先情報の変更となります。
10.いただいた電話番号が複数の場合、電話番号に関る料金は、合算して請求させていただく場合がございます。また、電話料金の請求に関する毎月のご利用期間及びお支払期限が変更とな
る場合があります。なお、ご利用期間の変更に伴い、一部期間の「料金内訳」及び「通話明細情報」を照会できない場合があります。
11.「ご指定額到達お知らせメール」は以下のサービス(国内電話、国際電話、フリーダイヤル、メンバーズネット、コーポレートネット、iFAX、カルレ)にかかる通話料金の合計がご指定額を超えた日の

翌々日に送信します。
12.当社は、「ご請求額お知らせメール」の送信、またはホームページへの「料金内訳」の掲載をもって、請求額等の通知を行ったものとみなします。
13.「請求金額」「料金内訳」および「通話明細情報」は、過去 3 ヵ月分の請求分についてご確認いただけます。ただし、本サービスをご利用の電話番号が ISDN 回線からアナログ回線へ変更とな
った場合および料金計算期間が変更となった場合には、変更があった日を含む請求月の「料金内訳」「通話明細情報」をご確認いただけない場合があります。
14.「通話明細情報」においては、「国内・国際の一般通話」・「フリーダイヤル通話」に関する明細内訳をご確認いただけます。なお、上記サービスの「通話明細内訳書」(郵送)の送付は行いません。
またセキュリティ強化を目的として、利用状況照会へのアクセスが一定期間なかった場合、本サービスでの利用状況表示(電話の通話明細内訳表示)を一時停止させていただきます。15.次の付
加サービス等に関する「通話明細情報」はご確認いただけません。グループセキュリティ、テレゴング、ナビダイヤル、メンバーズネット、コーポレートネット、iFAX、カルレ、コーポレートディスカウント・国際
ISDN 等をご利用の国際通話なお、ナビダイヤルの電話番号(0570－)へ通話された場合の通話明細情報についてはご確認いただけます。
16.本サービスに登録している電話サービスの電話等利用権の譲渡等名義の変更があった場合、電話サービスは廃止となりますので、ビリングカスタマセンタ(0120-506-100)に連絡をお願いします
17.本サービスで提供するコンテンツの利用について、コンテンツ及び情報の内容、正確性、操作性、あるいはお客様がそのコンテンツに登録した情報等について、当社は保障と責任を負いません。
また、コンテンツを利用することで生じた損害や損失(直接的、間接的を問わず)については、当社は責任を負いません。ただし当社に故意重過失がある場合は、その限りではありません。
18.本サービスで提供するコンテンツに関するお問合せについて、当社では受けかねる場合があります。
19.本サービスで提供するコンテンツを利用するにあたり、各コンテンツ毎に利用規約等がある場合には、その利用規約に同意していただくこととなります。
20.「訪問ポイントキャンペーン」については、以下の制限があります。
(1)同一の契約者が、複数のメールアドレスで本サービスにログインをした場合、提供する訪問ポイント数について上限を定める場合があります。
(2)本サービスが、停止、あるいは廃止になった場合の、その期間中の訪問ポイントは、理由のいかんにかかわらず保障されるものではありません。
(3)「訪問ポイントキャンペーン」が提供できない期間中の訪問ポイントは、理由のいかんにかかわらず保障されるものではありません。
(4)本サービスにログインするためのメールアドレスの変更により、一定期間本サービスにログインができない期間の、訪問ポイントは保障されるものではありません。
(5)「訪問ポイントキャンペーン」は事前の予告なく、停止あるいは中止する場合があります。また、事前の予告なく、提供ポイント数の変更等を行う場合があります。
21.本サービスにログインするために必要な「メールアドレスでログインする機能」に登録設定した「メールアドレス及びそのパスワード」または「移行登録済マスタ ID」、各サービスの情報の照会や変更手
続きに必要な、OCN の認証 ID、認証パスワード、電話サービス照会用 ID とパスワード、その他サービスの ID、パスワード、セキュリティパスワード、本サービスで照会変更等を行うすべての契約情報や
それぞれのサービス ID 等は、利用者の責任において管理していただくものとし、当社は、譲渡・貸与・忘失・盗用等に関する一切の責任を負いません。
22.登録されている氏名、住所、電話番号又は連絡先等の情報について変更がある場合は、ホームページより変更してください。なお、変更が速やかになされないことにより利用者が不利益を被っ
たとしても当社は一切の責任を負いません。ただし当社に故意重過失がある場合は、その限りではありません。
23.利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、お申し込みをお断りすること、又は何らの通知・催告なく本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)利用者が 1.の条件に適合しないことが判明した場合
(3)電話等利用契約の地位の譲渡等により契約者名が変更になった場合
(4)本規約の規定に違反した場合(5)上記(1)から(4)の他、利用者として不適格である場合
24.利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。
(1)当社または他の会員その他の第三者の権利、財産を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
(2)各種 ID、パスワードを不正使用すること。
(3)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、民事責任を発生させる行為、ハラスメント、ストーカー行為、脅迫その他、会員に適用される法令その他の法規に違反する行為もしくはそのおそ
れのある行為、他者の名誉または信用を毀損しあるいは誹謗中傷する行為もしくはそのおそれのある行為、わいせつ、賭博、暴力、残虐などの情報を送信する行為もしくはそのおそれのある行為、
公序良俗に反する行為、その他当社が不適切と判断した行為。
(4)他者のプライバシーまたは個人情報を許可なく掲載または送信すること。
(5)ウィルス、ワーム等コンピューターを汚染しまたは破壊する恐れのある情報、ファイル、ソフトウェアを掲載または送信すること。
(6)著作権のある文書、画像あるいはプログラムであって使用許諾を得ていないもの、営業秘密その他財産的価値を有する機密情報、不法に使用されている商標あるいはサイトマークなど、他
者の権利を侵害するメッセージ、データ、画像あるいはプログラムを掲載または送信すること。
(7)手段にかかわらず本サービスの運営を妨げ、あるいは本サービスの他の利用者を妨害すること。
(8)他者に関する情報を承諾なく収集または開示すること。
(9)本規約で認められる場合を除き、本サービスの他の利用者のディレクトリ、あるいは本サービスの利用に関する情報の全部または一部を、使用し、ダウンロードその他の方法によりコピーし、ま

たは、第三者に有償無償を問わず提供すること。
(10)パスワードの探知、ハッキングまたはその他の手段により、本サービスを提供するウェブサイト、他のアカウント、本サービスを提供するためのコンピュータシステムまたはネットワークへの不法アクセ
スを試みること。
(11)本サービスを介して技術データやソフトウェアの国外への送信に関する法令その他の適用法令に違反すること。
(12)本サービスを利用して、営業活動、営利を目的とした情報提供活動をおこなうこと。
(13)その他当社が不適切と判断する行為
25.本サービスの利用を廃止する場合は、ホームページより廃止してください。
26.当社は、必要と認めた場合、予告することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は廃止することがあります。
27.当社は、予告なく本サービスの提供内容の全部又は一部を変更することがあります。
28.当社は、本サービスの提供に関し、ID、パスワードによるセキュリティのチェックを行いますが、それ以上の保証を行うものではありません。
29.当社は、予告なく本規約の内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ又は電子メール、電話、郵送のいずれかによりお客様に対して変更する旨及びその変更内容をお知ら
せするものとします。かかるお知らせの後にお客様が利用された場合、かかる変更はお客様に承認されたものとみなします。
30.サーバメンテナンスやサイトリニューアル等に伴い、サービスを中断する場合があります。
31.動作環境、SSL の設定は以下のとおりです。
（1）ブラウザのバージョンについて当サービスでは以下のブラウザを推奨します。Windows(XPsp2 以降/Vista)：Internet Explorer7.0/8.0MacOSX：Safari4※上記以外の、OS およびブラウザ
(Opera・Mozilla 等)、およびセキュリティソフト・Plug-in・ActiveX 等をインストールされている場合は動作保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。※領収証インターネット表示サービスを
Internet Explorer でご利用される場合、あらかじめ「ツール」-「インターネットオプション」-「詳細設定」の「背景の色とイメージを印刷する」にチェックを入れてご利用ください。※領収証インターネット
表示サービスを Safari(Mac)でご利用される場合、あらかじめ「ファイル」-「プリント」-「印刷部数と印刷ページ」のプルダウンメニューより、「Safari」を選択。「背景をプリント」にチェックを入れてご利用
ください。※マイページの推奨環境 OS 及びブラウザから、以下を削除させていただきます。
(1)推奨環境から削除する OS：Windows(98/Me/2000),MacOS9(2)推奨環境から削除するブラウザ：Internet
Explorer5.1.7/5.2.2/5.2.3/5.5SP1/5.5SP2/6.0/6.0SP1/6.0SP2Netscape7.0/7.01/7.02/7.1Safari3.1.2 上記の OS 及びブラウザはメーカーサポートが既に終了しているものであり、セキュリティア
ップデート等の対象外となっているため、ご利用対象（推奨環境）から削除させていただきます。今後正常にご利用いただけなくなる場合もありますので、推奨環境でのご利用をお勧めします。
（2）ブラウザの暗号強度について本サービスではブラウザの暗号強度が 128 ビット以上必要です。
■暗号強度の確認方法【Internet Explorer】Windows：「ヘルプ」→「バージョン情報」で「暗号強度」として表示されます。※暗号強度が不足している場合は、以下のサイトより「高度暗号化
パック」を入手し、インストールしてください。http://www.microsoft.com/japan/windows/ie/downloads/128bit/intro.mspx
(3)ご利用可能な文字についてマイページでご利用できる文字は、JIS1 水準、JIS 第 2 水準のみとなります。お客さまのお名前やご住所の一部に、JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準以外の文字を含ん
でいる場合、JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準の代替文字に変換されて表示されます。

■ＮＴＴドコモクレジットカード支払規約（2017 年 4 月現在）
1.クレジットカード支払いとは
（１）クレジットカード支払いとは、株式会社 NTT ドコモ（以下「当社」といいます。）Xi サービス、FOMA サービス、衛星電話サービス（船舶電話を除く）及びその他サービス等にかかる料金（i
モード情報料等の代行ご請求分を含みます。以下「料金」といいます）を、当社所定の方法によりクレジットカードをご登録いただくことで、当社又は請求事業者（当社契約約款の規定により
料金にかかる債権の譲渡を受けた事業者をいい、以下同様とします。）に対してご登録いただいたクレジットカードの発行会社（以下「カード会社」といいます）が定める規約に基づきお支払いた
だくものです。
（２）Xi サービスまたは FOMA サービスにかかる料金について、クレジットカード支払いを選択されていること及び次の機能のいずれかの提供を受けていることを当社が確認した場合は、当社は、
当社契約約款の規定に基づき、お客様から電子媒体による請求額情報の通知（e ビリングサービス）の提供のお申込みがあったものとして取り扱います。ただし、お客様がご希望された場合に
はご請求につき 50 円（税抜）の発行手数料をご負担いただくことで、「ご利用料金のご案内」を発行・郵送いたします。
①i モード機能
②sp モード機能
③moperaU 機能
④ビジネス mopera インターネット機能
ただし、次のいずれかのサービスまたは割引をご利用の場合はこの限りではありません。

①ハーティ割引
②請求書の分割送付
③点字請求サービス
④ご利用料金管理サービス
2.クレジットカードによるお支払いにあたっての注意事項
1.カード名義と当社のご契約者が同一の場合のみお申込みいただけます。ただし、個人のご契約の場合、店頭でのお申込みに限り、法定代理人または契約者のご家族の名義のクレジットカード
でもお申込みいただけます。
2.当社にクレジットカード支払いの変更または終了のお申出がない限り、ご指定いただいたクレジットカードにより料金をお支払いいただきます。
3.クレジットカード支払いの開始時期は、お申込みいただいた月の翌月もしくは翌々月に請求される料金からとなります。クレジットカード支払いを開始する前の料金のお支払いにつきましては、従
来のお支払い方法でお支払いください。
4.クレジットカード支払いに必要となるお客様の個人情報（お客様番号・料金等）を当社又は請求事業者からカード会社に通知することを承諾いただきます。
5.ご指定いただいたクレジットカードの会員番号、有効期限に変更や更新があった場合は、速やかに当社（ドコモショップまたはインフォメーションセンター）までお申出いただくか、Mydocomo より
お支払い情報の変更手続きをしてください。
6.カード会社により、会員番号、有効期限が変更、更新された場合、お客様に事前にお知らせすることなく、変更、更新された会員番号や有効期限がカード会社より当社に通知される場合があ
りますのでご了承ください。この場合、引き続き更新されたクレジットカードにより、クレジットカード支払いを継続させていただきます。なお、カード会社から当社に対し、変更、更新された会員番号、
有効期限が通知された場合であっても、当社において更新されたクレジットカードの登録処理が完了するまでの間は、当社又は請求事業者から料金を直接請求させていただく場合があります。
7.カード会社の規約により会員資格を喪失したときなどは、クレジットカード支払いを終了し、当社又は請求事業者から料金を直接請求させていただく場合があります。直接請求に際しては、請
求書発行手数料 100 円（税別）を別途請求させていただく場合があります。
8.カード会社の規約により会員資格を喪失したとき、またはクレジットカード契約が終了したときなど、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、当社又は請求事業者がその旨の通知を
カード会社から受けた翌月ご利用分の料金まではカード会社から料金を請求させていただく場合があります。
9.カード会社の規約により、クレジットカード支払いが承認されない場合、当社又は請求事業者から料金を直接請求させていただく場合があります。
10.カード会社よりクレジットカード支払いが承認された後に、その理由の如何を問わずカード会社から当社への当該クレジットカード支払いにかかる立替金等の支払いが取消された場合には、当
該立替金等の支払いが取り消された料金にかかるクレジットカード支払いを取り消し、当社又は請求事業者から料金を直接請求させていただく場合があります。
11.当社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。変更後は変更後の規約が適用されます。変更した規約については、当社ホームページに公開いたします。また、当社
からのお知らせについては、当社ホームページに掲載した時点をもって、通知したものとさせていただきます。

■NTT ドコモ「e ビリング」のご利用にあたって
●サービス提供対象
・料金のお支払い口座振替・クレジットカード支払いを利用されているＦＯＭＡ・Ｘｉをご契約のお客様がご利用いただけます。
●ご利用にあたって
・「e ビリング」をご契約の場合、「口座振替のご案内」「ご利用料金のご案内」（同封物を含む）のお届けはいたしません。・毎月１０日ごろから毎月のご利用料金などが「ご利用料金の確認」
サイトでご覧いただけます。
●ご覧いただける内容
・当月ならびに毎月のご利用料金などが「ご利用料金の確認」サイトにてご確認いただけます。※一括請求の場合、代表回線からご利用いただく場合は、一括請求サービスの合計と電話番号毎
のご利用料金をご確認いただけます。子回線からご利用いただく場合は、当該回線分のみご確認いただけます。
●電子メールによるご利用料金通知
・「ご利用料金の確認」サイトからのご登録により、毎月１０～１５日ごろ、前月分のご利用料金を電子メールにてお知らせします。
※ご利用料金お知らせメールの送信先を「ｓｐモードメール」「i モードメール」にご指定されているお客様につきましては、迷惑メール対策において、ドメイン・アドレスの受信設定をする必要はございま
せん。
●ご請求額割引
・口座振替が完了した場合、またはクレジットカードによるお支払いがクレジットカード会社から承認された場合、「ご利用料金の確認」サイトへのアクセスの有無にかかわらず、翌月のご請求金額か
ら１回線あたり２１円割引きいたします。

・一括請求サービスをご利用の場合、子回線も割引対象となります。
●通信料
・「ご利用料金の確認」サイトへのアクセスやメール受信には通信手段に応じた通信料がかかります。ただし i モード版およびｓｐモード版「ご利用料金の確認」サイトへのアクセスの場合は、パケット
通信料は無料です（海外からのアクセスは有料）。
●料金明細内訳の取扱い
・「口座振替のご案内」「ご利用料金のご案内」と同封のうえ、「料金明細内訳書」をお届けしているお客様から「e ビリング」をお申込みいただいた場合、「料金明細のご確認」サイトにて料金明細
内訳をご覧いただくこととなり、郵送は行いません。※i モードおよびｓｐモードから料金明細内訳はご確認いただけません。
・「料金明細内訳書」をお届けしているお客様で「e ビリング」サービス開始後も引き続き郵送でのお届けを希望される場合は、別途、手続きが必要となる場合があります。詳細はドコモショップ、ま
たはドコモインフォメーションセンター（１５１または０１２０－８００－０００）までお問い合わせください。※「料金明細送付サービス」は別途お申込みが必要です。
●ご注意事項
・「ご請求額」については、ＮＴＴファイナンスの「Web ビリング」にてご確認いただけます。「Web ビリング」のご利用については、別途お申込みが必要です。詳しくは、ＮＴＴファイナンスのホームペー
ジをご確認ください。
・「e ビリング」サービス開始後も、お客様のご契約状態が毎月上旬ごろにおいて以下の状態となっている場合、「口座振替のご案内」「ご利用料金のご案内」を郵送いたします。*利用停止中*解
約*利用休止・口座振替・クレジットカード支払いができなかった場合は請求書を郵送いたします（翌月の割引はありません）。
・i モード版およびｓｐモード版をご利用いただく際は、契約時に設定していただいた「ネットワーク暗証番号」が必要です。「ネットワーク暗証番号」をお持ちでない方、お忘れの場合は、ご契約者本
人であることが確認できる確認書類（運転免許証など）をご持参のうえドコモショップ窓口での手続きをお願いいたします。パソコン版からご利用いただく際には「docomo ID」「パスワード」が必要
となります。「docomo ID」「パスワード」は、ご契約の携帯電話から確認いただけます（i モード・ｓｐモード⇒お客様サポート）。また、ドコモインフォメーションセンターで手続きいただく場合は、郵送
によるお届けとなるため時間がかかります。あらかじめご了承願います。詳しくは、ドコモインフォメーションセンター（１５１または０１２０－８００－０００）までご相談ください。
・交換機工事等による本サービスの一時中断のお知らせおよびその他当社のサービスに関する周知・説明事項等の通知については、当社ホームページに掲載した時点をもって実施されたものとし、
書面による通知は行いません。なお、当社の i モード版およびｓｐモード版のホームページにおいては、周知事項等について掲載しないことがあります。

