
別紙３（サービスメニューの種類） 

 

1 IP-VPN のサービスメニューの種類 

サービスメニューの種類 品目 内容 

【新規販売終了】専用回線接続サー

ビス 

別表１に 

規定 

64kbps～6Mbps のデジタル専用サービスを用いて提供されるサー

ビス 

イーサ接続サービス 
別表１に 

規定 

LAN 型通信網サービス及びアクセスデータ通信サービスを用いて

提供されるサービス 

【新規販売終了】「フレッツ・オフィ

ス」接続サービス 

別表１に 

規定 

「フレッツ・オフィス」を用いて提供される IP 型通信網接続サー

ビス 

【新規販売終了】「フレッツ・オフィ

ス ワイド」接続サービス 

別表１に 

規定 

「フレッツ・オフィス ワイド」を用いて提供される IP 型通信網

接続サービス 

「フレッツ・VPN ゲート」接続サー

ビス 

別表１に

規定 

「フレッツ・VPN ゲート」を用いて提供される IP 型通信網接続サ

ービス 

「フレッツ」専用タイプ接続サービ

ス 

別表１に 

規定 

「フレッツ・オフィス」接続契約、「フレッツ・オフィス ワイド」

接続契約において、クライアント回線として用いられる接続サー

ビス。「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フ

レッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、および光コラ

ボレーション事業者が提供する光コラボレーションモデルの内別

途当社が定めたもの（以下「光コラボ回線」といいます。）が利用

可能。 

【新規販売終了】セキュア･インタ

ーネット VPN 接続サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する冗長化された IP 通信網に接続するサービス。 

セキュア・インターネット VPN Lｉ

ｇｈｔ接続サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する IP 通信網に接続するサービス。 

セキュア・インターネット VPN-

HighSpeed シンプルメニュー 接続

サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する冗長化された IP 通信網に接続するサービス。 

セキュア・インターネット VPN-

HighSpeed 接続サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する冗長化された IP 通信網に接続するサービス。 

セキュア・インターネット VPN-コラ

ボレーション接続サービス 

別表 1 に

規定 

契約者が設定・設置した自営ネットワーク接続装置を通じて当社

の用意する冗長化された IP 通信網に接続するサービス。 

セキュア・インターネット VPN-ワイ

ヤレス接続サービス 
※ 

(本サービスはセキュアリモートアクセスのサービスメニューの

種類に記載します) 

【新規販売終了】CO-CO イーサ接続

サービス 

別表１に

規定 

UCOM から提供される回線を用いて提供される IP 型通信網サービ

ス 

構内接続サービス 
別表１に 

規定 

当社の提供するデータセンタ内に設置された契約者のラックに接

続するサービス 



マルチキャリア接続サービス 
別表１に 

規定 

当社が定める電気通信事業者のサービスと、当社 IP-VPN サービス

を相互接続するサービス 

【新規販売終了】ビジネス専用網接

続型サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する冗長化された IP 通信網に接続するサービス。 

 

2 Ether-VPN のサービスメニューの種類 

サービスメニューの種類 品目 内容 

イーサ接続サービス 
別表１に

規定 

LAN 型通信網サービス及びアクセスデータ通信サービスを用いて

提供されるサービス 

【新規販売終了】ブロードバンド・

イーサ接続サービス 

別表１に

規定 

当社が設定したネットワーク接続装置を通じて当社の用意する冗

長化された IP 通信網に接続するサービス。 

【新規販売終了】ブロードバンド・

イーサ Lｉｇｈｔ接続サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する IP 通信網に接続するサービス。 

ブロードバンド・イーサ ハイグレ

ード接続サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する冗長化された IP 通信網に接続するサービス。 

構内接続サービス 
別表１に 

規定 

当社の提供するデータセンタ内に設置された契約者のラックに接

続するサービス 

Ether-VPN・IP-VPN 接続サービス 
別表１に

規定 
IP-VPN サービスと Ether-VPNサービスを相互接続するサービス 

マルチキャリア接続サービス 
別表１に 

規定 

当社が定める電気通信事業者のサービスと、当社 Ether-VPN サー

ビスを相互接続するサービス 

【新規販売終了】ビジネス専用網接

続型サービス 

別表１に 

規定 

当社が設定・設置したネットワーク接続装置を通じて当社の用意

する冗長化された IP 通信網に接続するサービス。 

 

3 セキュア･リモートアクセスのサービスメニューの種類 

サービスメニューの種類 品目 内容 

【新規販売終了】リモートクライ

アント接続サービス 

別表１に

規定 

当社のネットワークセンタに設置されているネットワーク機器と、

契約者の使用する１つの端末とを電話回線もしくは ISDN 回線等に

より PPP 手順で接続するサービス 

【新規販売終了】AIR-EDGE 接続サ

ービス 

別表１に

規定 

ソフトバンク株式会社の提供するパケット通信サービス AIR-EDGE

を利用してリモートクライアント接続を行うサービス 

【新規販売終了】「FOMA」接続サー

ビス 

別表１に

規定 

株式会社 NTT ドコモの提供する「FOMA」パケット通信サービスを利

用してリモートクライアント接続を行うサービス 

【新規販売終了】au 接続サービス 
別表１に

規定 

KDDI 株式会社の提供する au パケット通信サービスを利用してリモ

ートクライアント接続を行うサービス 

プロトコルフリー型接続サービス 
別紙１に

規定 

トンネリング技術を利用してリモートクライアント接続を行うサー

ビス 



IP-WARP 接続サービス 
別表１に

規定 

インターネットを経由し、トンネリング技術と通信の暗号化を利用

してリモートクライアント接続を行うサービス 

【新規販売終了】ワイヤレス VPN接

続サービス 

別紙１に

規定 

株式会社 NTT ドコモの提供する「FOMA」パケット通信サービス及び

当社より提供するネットワーク機器を利用してリモートクライアン

ト接続を行うサービス 

セキュア・インターネット VPN-ワ

イヤレス接続サービス 

別表１に

規程 

株式会社 NTT ドコモの提供する「Xi」パケット通信サービス及び当

社より提供するネットワーク機器を利用してリモートクライアント

接続を行うサービス 

【新規販売終了】モバイル付加機

能（PPP_PLUS） 

別表１に

規定 

セキュア･リモートアクセスサービスに対して利用できるオプショ

ンサービス 

モバイル付加機能（セキュアリモー

トアクセス（プロトコルフリー接続

型サービス）） 

別表１に

規定 

次のサービスに対して利用できる機体認証、アクセスフィルタ付加サ

ービス 

・セキュアリモートアクセス（プロトコルフリー接続型サービス） 

データコネクト接続サービス 
別表１に

規定 

「データコネクト」を利用してリモートクライアント接続を行うサ

ービス 

【 新 規 販 売 終 了 】 NNCS IP 

PrivateService ダイヤルアップ

クライアント接続サービス 

別表１に

規定 

当社のネットワークセンタに設置されているネットワーク機器と、

契約者の使用する１つの端末とを電話回線もしくは ISDN 回線等に

より PPP 手順で接続するサービス 

【新規販売終了】SuperEBN リモー

トクライアント接続サービス 

別表１に

規定 

当社のネットワークセンタに設置されているネットワーク機器と、

契約者の使用する１つの端末とを電話回線もしくは ISDN 回線等に

より PPP 手順で接続するサービス 

【新規販売終了】i モード CUG接続

サービス 

別表１に

規定 

株式会社ＮＴＴドコモが運営するＮＴＴドコモｉモードセンタ向け

に当社が設置するi モードGWと、契約者が設置するネットワーク接

続装置とを当社等が提供するVPN型通信により結んで提供されるサ

ービス 

【新規販売終了】i モード GW 接続

サービス 

別表１に

規定 

インターネットからのアクセス及びｉモードCUG 利用者相互間のア

クセスを遮断し、ｉモードセンタと当社等が提供するVPN 型通信を

接続するサービス 

 

 

4 モバイルインターネットの種類 

【新規販売終了】モバイルインター

ネット for Biz 

別表１に

規定 

株式会社 NTT ドコモの提供するパケット通信サービスを利用して

インターネットへ接続するサービス 

 

5 Master’sONE モバイルの種類 

【サービス終了】インターネットタ

イプ(InfoSphere モバイルスタン

ダードタイプに統合) 

統合先サ

ービスの

利用規約

に規定 

移動体通信網を利用した M2M用パケット通信サービスであり、イン

ターネットへ接続されるもの。 



モバイルスタンダードタイプ(旧

称:モバイル M2M VPN タイプ) 

別表１に

規定 

移動体通信網を利用した M2M 用パケット通信サービスであり、IP-

VPN サービス、及びその付帯サービスへ接続されるもの。 

モバイルスタンダードタイプ 認

証オプション(旧称:セキュアモバ

イル定額通信接続サービス) 

別表１に

規定 

株式会社 NTT ドコモまたはイー・モバイル株式会社の提供するパ

ケット通信サービスを利用してリモートクライアント接続を行う

サービス 

【新規販売終了】モバイル付加機

能（PPP_PLUS） 

別表１に

規定 

モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモ

バイル定額通信接続サービス)に対して利用できるオプションサ

ービス 

モバイル付加機能（モバイルスタ

ンダードタイプ 認証オプション

(旧称:セキュアモバイル定額通信

接続サービス)） 

別表１に

規定 

次のサービスに対して利用できる機体認証、アクセスフィルタ付加

サービス 

・モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモ

バイル定額通信接続サービス) 

モバイルマルチキャリアタイプ 別表１に

規定 

国際ローミング網を利用した IoT 用パケット通信サービスであり、

IP-VPN サービス、及びその付帯サービスへ接続されるもの。 

 

6 付加機能のサービスメニューの種類 

サービスメニューの種類 品目 内容 

ハウジング接続サービス 
別表１に

規定 

「WebARENA ハウジングサービス 利用規約」に準じて提供するサ

ービス 

【新規販売終了】インターネット

接続サービス 

別表１に

規定 
契約者に対してインターネット接続機能を提供するサービス 

【新規販売終了】ネットワーク UTM

サービス 

別表１に

規定 
契約者に対して UTM 機能を提供するサービス 

ビジネスインターネット接続サー

ビス 

別表１に

規定 
契約者に対してインターネット接続機能を提供するサービス 

【新規販売終了】バーチャルルー

タサービス 

別表１に

規定 
構内接続サービスにバーチャルルータを提供するサービス 

ルータパックサービス 
別表１に

規定 
各サービスメニューに適合するルータを提供するサービス 

監視サービス 
別表１に

規定 
契約者に対して監視機能を提供するサービス 

DC 内接続サービス 
別表 1 に

規定 

NTTPC バーチャルデータセンタ(vDC)利用規約「DC 内接続サービス

版]」に基づき提供するサービス 

ファイバーラインサービス 
別表 1 に

規定 

ファイバーライン利用規約に基づき当社が提供する光コラボ回線

サービス 

無線 LAN サービス 

別表 1 に

規定 

契約者に対して認証機能を提供し、契約者または当社が設定・設置

した無線 LAN アクセスポイントにて契約者社内 LAN への Wi-Fi 接

続を行うサービス 

 



7 オンデマンドアプリケーションのサービスメニューの種類 

サービスメニューの種類 品目 内容 

スマートデバイス管理サービス 
別表１に

規定 

インターネットに接続されたスマートデバイスを遠隔管理するサ

ービス 

 

8 Master’ｓONE CloudWAN のサービスメニューの種類 

サービスメニューの種類 品目 内容 

オーバレイタイプ 
別表１に

規定 

既存の回線を変更することなく、そのまま導入が可能なオーバーレ

イ型 SD-WAN サービス 

セキュアパッケージタイプ 
別表１に

規定 
閉域ネットワークに SD-WAN 機能を搭載したパッケージサービス 

 

 


