
別表２　接続形態 
　　

１　適用

（１）事業者の区分 本表及び附則においては、左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。

意      味

1

2

利用者が通信の発信を行う場合に、その通信が経由する電気通信設備を設置する電気通信事業者
（発信事業者及び着信事業者を除きます。）

4

5

(２)「料金設定事業者」欄、 本表「料金設定事業者」欄・「料金請求事業者」欄における次表の左欄の略称は､それぞれ右欄の区間の意味で使用します。

　　　   「料金請求事業者」欄に 略称
　　　　　おける略称 区間Ａ

区間Ｂ

区間Ｃ

区間Ｄ

（３）表の適用 　本表においては、接続形態を次の各号により規定します。

 ア　「発信事業者」欄に示す事業者から発信し、「経由事業者」欄に示す事業者（同一の事業者を複数経由する場合も含みます）を経由して「着信事
業者」欄に示す事業者に着信する通信。ただし、該当の事業者が存在しない場合はその欄を空欄とし、右の「着信事業者」欄に示す事業者に着信するも
のとします。
 イ  ＤＳＬ回線との接続形態は２－１表に、２－１表及び２－３表以外の接続形態は２―２表に、第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第７－２
欄で接続する場合の接続形態は２－３表に規定します。この場合において、２―２表の発信事業者欄又は着信事業者欄に規定する当社又は協定事業者
と、２―１表（「着信事業者」とあるのは「発信事業者」と、「発信事業者」とあるのは「着信事業者」と読み替える場合があります。）の着信事業者
欄に規定する当社又は協定事業者が同一である場合は、２－２表に規定する接続形態は、２－１表の着信事業者欄に規定する当社又は協定事業者に接続
することがあります。なお、２－１表と２－２表を組み合わせて適用する場合において、２－２表に規定する接続形態は、当社を含まない接続形態に接
続することがあります。
 ウ  ２－２表の着信事業者欄に当社（電話網又は総合ディジタル通信網に限ります。）と規定されている接続形態については、一般番号ポータビリ
ティが行われた場合、着信事業者である当社を経由して移転先事業者に接続されます。この場合において、本表に規定する第２表から第４表の変更はあ
りません。
 エ　第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「発信事業者欄」又は「着信事業者欄」に「携帯・自動車電話事業者」と記述が
ある場合には、「発信事業者」欄に記載された携帯・自動車電話事業者から当社の通信路設定伝送機能等に係る区間を経由して経由事業者若しくは着信
 オ　第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「発信事業者欄」、「経由事業者欄」又は「着信事業者欄」に当社以外の事業者
が記述されている場合には、当該事業者の区間に当社又は特定端末系事業者の端末回線伝送機能表中第６欄の機能又は光信号中継伝送機能に係る区間を
含む場合があります。

着信事業者である特定端末事業者を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず
経由します。）

発信事業者である特定端末事業者を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず
経由します。）

着信事業者である当社を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず経由します。）

用  語
利用者が通信の発信を行う場合に、その利用者と直接接続する電気通信事業者（ただし、２―２表及び２－３表で規定する発
信事業者はこの限りでありません。）

利用者が通信の発信を行う場合に、通信を行う相手に直接接続する電気通信事業者（ただし、２―２表及び２－３表で規定す
る着信事業者はこの限りでありません。）

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成15年法律第125号）による改正前の電気
通信事業法（以下「旧事業法」といいます。）第22条第１項の規定による届出を行った者又は同法第24条第１項の登録を受け
た者

3 経由事業者

旧第２種電気通信事業者

発信事業者

着信事業者

中間経由等事業者
国際電気通信サービス又は相互接続点相互間の国内電気通信サービスを提供する電気通信回線設備を設置している電気通信事
業者であって、番号規則別表第10号に規定する電気通信番号を有しない電気通信事業者

意味
発信事業者である当社を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず経由します。）

区 分 内 容
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 キ　第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「発信事業者欄」又は「着信事業者欄」に「ＰＨＳ事業者」と記述がある場合に
は、「発信事業者」欄に記載されたＰＨＳ事業者から当社の通信路設定伝送機能等に係る区間及びＰＨＳ事業者の設備に係る区間を経由して経由事業者
若しくは着信事業者に接続する場合又はＰＨＳ事業者の設備に係る区間及び当社の通信路設定伝送機能等に係る区間を経由して「着信事業者」欄に記載
されたＰＨＳ事業者に着信する場合があります。

 カ　本表の第２表及び第３表において、各役務提供事業者と記述されている場合であって、当社以外の着信事業者が第５条（標準的な接続箇所）第１
項表中第１欄又は第５欄でIP通信網と接続するときは、第２表及び第３表の記述にかかわらず、当社の第４条（端末回線線端接続事業者の料金及び技術
的条件等）に係る区間又は通信路設定伝送機能等に係る区間の料金設定及び料金請求を行っている場合があります。

 ク　第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「着信事業者欄」に「携帯・自動車電話事業者」と規定されている接続形態につ
いては、移動体番号ポータビリティが行われた場合は、他の携帯・自動車電話事業者又はＰＨＳ事業者に係る区間を経由して「着信事業者欄」に規定さ
れた携帯・自動車電話事業者に着信する場合があり、ローミングが行われた場合は、他の携帯・自動車電話事業者に係る区間を経由して「着信事業者
欄」に規定された携帯・自動車電話事業者に着信する場合があります。また、本表の第１表において、「着信事業者欄」に「ＰＨＳ事業者」と規定され
ている接続形態については、移動体番号ポータビリティが行われた場合、携帯・自動車電話事業者に係る区間を経由して「着信事業者欄」に規定された
ＰＨＳ事業者に着信する場合があります。これらの場合において、本表に規定する第２表から第４表の変更はありません。
 ケ　２－２表又は２－３表に規定する接続形態において、着信事業者欄に規定する協定事業者と、その他の接続形態において発信事業者欄に規定する
協定事業者が同一である場合は、２－２表又は２－３表に規定する接続形態は、２－２表又は２－３表に規定するその他の接続形態の発信事業者欄に規
定する協定事業者に接続することがあります。なお、２－２表又は２－３表同士を組み合わせて適用する場合において、２－２表又は２－３表に規定す
る接続形態は、当社を含まない接続形態に接続することがあります。

（６）第２表から第４表におけ
　　る旧第２種電気通信事業者
　　の特定について

　本表第１表経由事業者欄において旧第２種電気通信事業者が複数ある場合であって、「利用者料金設定事業者」欄、「利用者料金請求事業者」欄及び
「網使用料支払事業者」欄において旧第２種電気通信事業者が存在する場合は、「（発側から１社目の旧第２種電気通信事業者）」、「（発側から２社
目の旧第２種電気通信事業者）」、「（発側から３社目の旧第２種電気通信事業者）」と記述します。

　本表の第１表において、「経由事業者」欄に「当社等」と記述がある場合は、それぞれの接続形態において、「当社」、「特定中継事業者」又は「特
定端末系事業者」のいずれかを経由（「当社」、「特定中継事業者」又は「特定端末系事業者」を複数経由する場合も含みます。）する場合を表しま
す。

　本表第１表経由事業者欄において中継事業者が複数ある場合であって、「利用者料金設定事業者」欄、「利用者料金請求事業者」欄及び「網使用料支
払事業者」欄において中継事業者が存在する場合は、「（発側から１社目の中継事業者）」、「（発側から２社目の中継事業者）」、「（発側から３社
目の中継事業者）」と記述します。この場合において、当該中継事業者は発信事業者から「特定中継事業者」を除いて数えた中継事業者を表している場
合があります。ただし、同一の接続形態であって利用者が「利用者料金設定事業者」及び「利用者料金請求事業者」を選択できる場合は、「（発側から
ｎ社目の中継事業者）」と記述し、中継事業者の契約約款等に規定する電話等サービスであって当社、特定端末系事業者又は端末系事業者の専用回線に
着信する接続形態において、その中継事業者が当該専用回線区間の利用者料金設定事業者である場合は「（着側から１社目の中継事業者）」、「（着側
から２社目の中継事業者）」と記述し、中継事業者の電気通信設備により制御を行うことにより当該中継事業者の契約者向けサービスを実現する接続形
態の場合において、２－２表第１表に当該中継事業者以外の中継事業者のみが規定されているときに限り、第２表から第４表において「中継事業者
（サービス制御事業者）」と記述します。

（５）第２表から第４表におけ
    る中継事業者の特定につ
    いて

（４）第１表における「当社
     等」の表記について

 コ　２表に規定する利用者料金設定事業者若しくは２－３表に規定する発信事業者欄、着信事業者欄、利用者料金設定事業者欄、利用者料金請求事業
者欄又は網使用料支払事業者欄において「協定事業者」と記述がある場合には、当社以外の全ての事業者に適用できるものとします。
 サ　第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、２－３表に規定する接続形態及びＩＰ音声接続に係る接続形態であって発信事業者及び着信事業者が協定
事業者となる接続形態は、当社又は特定端末系事業者の中間配線盤を経由する場合があります。

シ　２－２表又は２－３表に規定する接続形態において、着信事業者欄に規定する事業者と利用者料金設定事業者が同一となる接続形態は、以下の場合
に限ります。
（ｱ）着信事業者の電気通信設備により制御を行うことにより、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号）（以下「番号計画」といいます。）
　　に定める付加的役務電話番号又は事業者識別番号を使用する当該着信事業者の契約者向けサービスを実現する場合
（ｲ）当社又は特定端末系事業者が着信事業者となる場合であって、番号計画に定める電報受付機能に係る番号に着信するとき
（ｳ）携帯・自動車電話事業者が着信事業者となる場合であって、当該携帯・自動車電話事業者が指定する特定の電話番号への着信により当該着信
　　事業者の契約者向けサービスを実現するとき
（ｴ）当社又は特定端末系事業者が発信事業者となる場合であって、ＰＨＳ事業者が着信事業者となるとき
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２ 利用者料金設定、請求事業者等  

○ 利用者料金設定事業者の別 

番号 利用者料金設定事業者 

Ａ１ 当社 

Ａ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ａ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ａ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ａ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ａ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ａ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ａ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者 

Ａ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ａ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ａ１の１０

－２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ａ１の１０

－３ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

Ａ１の１０

－４ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ａ１の１０

－５ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 

Ａ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ａ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ａ１の１３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者 

Ａ１の１４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ａ１の１５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ａ１の１６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ａ１の１７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者) 

Ａ１の１８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者 

Ａ１の１９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ａ１の２０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

番号 利用者料金設定事業者 

Ａ１の２１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ａ１の２２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者） 

Ａ１の２３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ａ１の２４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｂ１ 特定端末系事業者 

Ｂ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｂ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｂ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｂ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｂ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｂ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｂ１の７ 

－２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｂ１の７ 

－３ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

Ｂ１の７ 

－４ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｂ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｂ１の９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｂ１の１０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｂ１の１１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｂ１の１２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｂ１の１３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者) 

Ｂ１の１４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｂ１の１５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｂ１の１６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｂ１の１７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｂ１の１８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者） 

Ｃ１ 端末系事業者 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｃ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｃ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｃ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｃ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｃ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｃ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｃ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｃ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｃ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｃ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｃ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者 

Ｃ１の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：ＰＨＳ事業者 

Ｃ１の１４ 削除 

Ｃ１の１５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｃ１の１６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

Ｃ１の１７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

Ｃ１の１８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｃ１の１９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｃ１の２０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社 

Ｃ１の２１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

(ｳ)ＤＳＬ回線区間：当社 

Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 

Ｃ２の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｃ２の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｃ２の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者) 

Ｃ２の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｃ２の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｃ２の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｃ２の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者) 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｃ３ 端末系事業者(着信事業者) 

Ｃ３の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｃ３の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

Ｃ３の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｃ３の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｃ３の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

Ｄ１ 中継事業者 

Ｄ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｄ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者 

Ｄ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｄ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ１の９－

２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者 

Ｄ１の９－

３ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄： ＰＨＳ事業者 

Ｄ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｄ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者(発信事業者) 

Ｄ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：当社 

Ｄ１の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

Ｄ１の１４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者 

Ｄ１の１５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

Ｄ１の１６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｃ：当社 



番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ１の１７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ１の１８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定端末系事業者 

Ｄ１の１９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ１の２０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ１の２１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ１の２２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ１の２３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)区間Ｃ：当社 

Ｄ１の２４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ１の２５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)区間Ｄ：特定端末系事業者 

Ｄ１の２６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ１の２７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ１の２８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ１の２９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ１の３０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)区間Ｃ：当社 

Ｄ１の３１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ１の３２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ１の３３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ１の３４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：当社 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ１の３５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：当社 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ１の３６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：当社 

(ｳ)区間Ｃ：当社 

Ｄ１の３７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ１の３８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ１の３９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ１の４０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ１の４１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ１の４２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ１の４３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ１の４４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ１の４５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ２ 中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ２の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｄ２の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｄ３の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ３の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｄ３の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ３の７ 

－２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｄ３の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｄ３の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ３の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３の１０

－２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 

(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者 

Ｄ３の１０

－３ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 

(ｲ)発信事業者欄： ＰＨＳ事業者 

Ｄ３の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｄ３の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

Ｄ３の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

Ｄ３の１４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｃ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の１５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ３の１６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｄ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の１７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ３の１８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ３の１９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ３の２０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３の２１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の２２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ３の２３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ３の２４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ３の２５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ３の２６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３の２７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の２８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ３の２９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ３の３０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ３の３１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３の３２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の３２ 

－２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｄ３の３３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ３の３４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ３の３５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者) 

Ｄ３の３６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｄ３の３７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３の３８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の３９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｄ３の４０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ３の４１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ３の４２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ３の４３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ３の４４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｄ３の４５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ３の４６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ３の４７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ３の４８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

Ｄ４の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｄ４の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ４の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ４の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｄ４の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ４の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｄ４の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ４の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ４の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の１４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

Ｄ４の１５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の１６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

Ｄ４の１７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ４の１８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ４の１９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ４の２０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 



番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ４の２１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ４の２２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ４の２３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の２４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ４の２５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ４の２６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ４の２７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の２８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者) 

Ｄ４の２９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ４の３０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の３１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の３２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ４の３３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｄ４の３４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ４の３５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ４の３６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ４の３７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

Ｄ５の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ５の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ５の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ５の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ５の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

Ｄ５の７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ５の８ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ５の９ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ５の１０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｄ５の１１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ５の１２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ５の１３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ５の１４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ５の１５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

Ｄ６の２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ６の３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から５社目の中継事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 

Ｄ８の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ８の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｄ８の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ８の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｄ８の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ８の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｄ８の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ８の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

Ｄ８の１０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ８の１１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ８の１２ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ８の１３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ８の１４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｄ８の１５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｄ８の１６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者) 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ９ 中継事業者(発側からｎ社目の中継事業者) 

Ｅ１ 特定中継事業者 

Ｅ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｅ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｅ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｅ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者 

Ｅ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｅ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：衛星系事業者 

Ｅ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：国際系事業者 

Ｅ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｅ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｅ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｅ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者 

Ｅ１の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：国際系事業者 

Ｅ１の１４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｅ１の１５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者 

Ｅ１の１６ 

 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者 

Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 

Ｆ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｆ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｆ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｆ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｆ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｆ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｆ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｆ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｆ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｆ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｆ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｆ１の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｆ１の１４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(サービス制御事業者) 

Ｆ１の１５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｆ１の１６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｆ２ 携帯・自動車電話事業者(発信事業者) 

Ｆ３ 携帯・自動車電話事業者(着信事業者) 

Ｇ１ ＰＨＳ事業者 

Ｇ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｇ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｇ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｇ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｇ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｇ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｇ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｇ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｇ１の９ 

－２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：２－２表による 

Ｇ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｇ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｇ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｇ１の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｇ２ ＰＨＳ事業者(発信事業者) 

Ｈ１～Ｈ１

の１２ 
削除 

Ｉ１ 衛星系事業者 



番号 利用者料金設定事業者 

Ｉ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｉ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｉ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｉ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｉ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｉ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｉ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｉ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｉ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｊ１ 国際系事業者 

Ｊ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｊ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｊ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｊ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｊ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｊ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｊ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｊ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｊ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

Ｊ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｊ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｊ１の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者 

Ｊ１の１４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者 

Ｊ１の１５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｊ１の１６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｋ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｋ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｋ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｋ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｋ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｋ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

Ｋ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｋ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社 

Ｋ１の１０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：当社 

Ｋ１の１１ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｋ１の１２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｋ１の１３ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：当社 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｋ１の１４ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｋ１の１５ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｋ１の１６ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者 

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｋ２ 旧第２種電気通信事業者(発信事業者) 

Ｋ２の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者(発信事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者(着信事業者) 

Ｋ３ 旧第２種電気通信事業者(発側から２社目の旧第２種電気通信事業者) 

Ｋ４ 旧第２種電気通信事業者(着信事業者) 

Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 

Ｌ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｌ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｌ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｌ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｌ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｌ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

番号 利用者料金設定事業者 

Ｌ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｌ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定端末系事業者 

Ｌ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｌ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者 

(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社 

Ｍ１ 各役務提供事業者 

Ｍ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者 

(ｲ)着信事業者欄：２－２表による 

Ｎ１ ２－２表による 

Ｎ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：２－２表による 

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｏ１
 

(ｱ)当社の利用者に対して当社 

(ｲ)特定端末系事業者の利用者に対して特定端末系事業者
 

Ｐ１ 無線呼出し事業者 

Ｑ１ 協定事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２－１  ＤＳＬ回線との接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等 

第１表 第３表 第４表

発信事業者 経由事業者 着信事業者 番号 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者

1 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１の２０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

2 当社 ― 端末回線線端接続事業者 Ｌ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

3 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

4 当社 ― 端末系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

5 端末系事業者 端末系事業者及び当社等 当社 Ｍ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

5-2 当社 端末系事業者 当社 Ｍ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

6 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
当社 Ｍ１の２

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

6-2 当社 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｍ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

7 端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

8 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
端末系事業者 Ｃ１の２０

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

8-2 当社 旧第２種電気通信事業者 端末系事業者 Ｃ１の２０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

9 旧第２種電気通信事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

10 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
端末系事業者 Ｃ１の２１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

当社等

端末系事業者及び当社等

11-2 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

11-3 当社
旧第２種電気通信事業者

及び端末系事業者
端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

12 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

中継事業者

旧第２種電気通信事業者
及び当社等

13 旧第２種電気通信事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

13-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

14 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
端末系事業者 Ｃ１の１５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

―

15 旧第２種電気通信事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｎ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：２―２表による
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：２―２表による
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

―

15-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

16-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｎ１の２ ２―２表による ２―２表による ―

17 当社 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｋ４ 旧第２種電気通信事業者(着信事業者） 旧第２種電気通信事業者(着信事業者） ―

17-2 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

18 当社 旧第２種電気通信事業者 端末系事業者 Ｋ３
旧第２種電気通信事業者

（発側から２社目の旧第２種電気通信事業者）
旧第２種電気通信事業者

（発側から２社目の旧第２種電気通信事業者）
－

19 当社
旧第２種電気通信事業者

及び中継事業者
端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 －

19-2 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ４
中継事業者

（発側から２社目の中継事業者）
中継事業者

（発側から２社目の中継事業者）
－

20 当社
旧第２種電気通信事業者

及び中継事業者
当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 －

当社等

ＰＨＳ事業者
及び当社等

22 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ―

23 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ｇ１の９－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：２－２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：２－２表による

―

―21 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の９－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：２－２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：２－２表による

ＮＯ.
第２表（参考）

備考欄

11 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

12-2 当社 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―



２－２  ２－１表及び２－３表以外の接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等

第１表 第３表 第４表

発信事業者 経由事業者 着信事業者 番号 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者

1 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 当社 ＰＨＳ事業者

1-2 当社 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者
1-3 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者
1-4 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者
1-5ＡＣＣel3 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 中継事業者 ＰＨＳ事業者

1-6 当社 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者
1-7 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

1-8 当社 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び当社 中継事業者
中継事業者の特定番号着信機能サービス(協定事業者の契約約款に規定する地域指定特
定番号着信機能に係るサービスをいいます。以下同じとします。)を利用する場合に限
ります。

1-9 当社 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―
2 当社 ― 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 当社 端末回線線端接続事業者

3 当社 ― 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

3-2 当社 ― 端末回線線端接続事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

4 当社 ― 端末系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

5 当社 ― 端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

6 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

6-2 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―
6-3 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 当社 端末系事業者
6-4 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 当社 ―
6-5 当社 ― 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者
6-6ｅＣＡll6 当社 ― 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者
6-7 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者及び当社 端末系事業者 端末系事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

6-8 当社 ― 端末系事業者 Ａ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

6-9 当社 ― 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

6-10 当社 ― 端末系事業者 Ｄ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

6-11 当社 ― 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
7 当社 ― 無線呼出し事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

8 当社 ― 無線呼出し事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 当社 ―

8-2 当社 ― 無線呼出し事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

9 当社 ― 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 当社 携帯・自動車電話事業者

9-2ＡＣＣel1 当社 ― 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 携帯・自動車電話事業者

9-3 当社 ― 携帯・自動車電話事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

10 当社 ― 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

10-2 当社 ― 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

当社 中継事業者

10-3 当社 ― 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 中継事業者

11 当社 ― 衛星系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

12 当社 ― 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

13 当社 ― 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 当社 衛星系事業者

14 当社 ― 国際系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

15 当社 ― 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

16 当社 ― 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 当社 国際系事業者

16-2 当社 ― 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 当社 ―

16-3 当社 ― 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 ―

17 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者
17-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―
17-3 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ａ１ 当社 当社 ―
18 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

19 ＰＨＳ事業者 ― 当社 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

20 ＰＨＳ事業者 ― 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

20-2 ＰＨＳ事業者 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

20-3 ＰＨＳ事業者 ― 当社 Ａ１ 当社 当社 ―

21 端末回線線端接続事業者 ― 当社 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

21-2 端末回線線端接続事業者 ― 当社 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 ―

22 端末回線線端接続事業者 ― 当社 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 当社 ―

23 端末回線線端接続事業者 ― 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

24 （削除）

25 （削除）

26 端末系事業者 ― 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

26-2 端末系事業者 ― 当社 Ｃ１ 端末系事業者 当社 端末系事業者

26-3 端末系事業者 ― 当社 Ｃ１ 端末系事業者 当社 ―

26-4 端末系事業者 ― 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

26-5 端末系事業者 ― 当社 Ａ１ 当社 端末系事業者 ―

26-6 端末系事業者 ― 当社 Ａ１ 当社 当社 ―

26-7 端末系事業者 ― 当社
Ａ１の１０

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

27 端末系事業者 ― 当社 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

28 端末系事業者 ― 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

28-2 端末系事業者 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

28-3 端末系事業者 ― 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者及び当社 端末系事業者 端末系事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
29 携帯・自動車電話事業者 ― 当社 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

30 携帯・自動車電話事業者 ― 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

30-2 携帯・自動車電話事業者 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者
30-3Ｄenpo１携帯・自動車電話事業者 ― 当社 Ａ１ 当社 携帯・自動車電話事業者 ―

30-4 携帯・自動車電話事業者 ― 当社 Ａ１ 当社 当社 ―

31 衛星系事業者 ― 当社 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

32 衛星系事業者 ― 当社 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

33 国際系事業者 ― 当社 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

33-2 国際系事業者 ― 当社 Ｊ１ 国際系事業者 当社 国際系事業者

33-3 国際系事業者 ― 当社 Ｊ１ 国際系事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

33-4 国際系事業者 ― 当社 Ｊ１ 国際系事業者 当社 ―

33-5 国際系事業者 ― 当社 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 ―

34 国際系事業者 ― 当社 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

35 旧第２種電気通信事業者 ― 当社 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

36 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

36-2 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の３４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

36-3 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｃ：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｃ：当社

―

36-4 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の３６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社
(ｳ)区間Ｃ：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社
(ｳ)区間Ｃ：当社

―

36-5 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

備考欄
第２表(参考)

ＮＯ.



36-6 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社

―

36-7 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

36-8 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：当社

―

36-9 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

中継事業者
ＡＣＣel20 中継事業者及び当社等

36-11 当社 中継事業者 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

37 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

37-2 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２０

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

37-3 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

37-4 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から3社目の中継事業者)

38 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中間経由等事業者

―

38-2 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者及び中間経由等事業者
中継事業者

中継事業者及び当社等
39-3 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

39-4 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

着側：中間経由等事業者
―

中継事業者
中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

39-7 当社 中継事業者 当社 Ｄ９ 中継事業者(発側からｎ社目の中継事業者) 中継事業者(発側からｎ社目の中継事業者) ―

39-8 当社 中継事業者 当社 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

39-9 当社 中継事業者 当社 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

39-10ｅＣＡll3 当社 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者

39-11 当社 中継事業者 当社 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

39-12 当社 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

39-13 当社 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

40-4 当社 中継事業者 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

40-5 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

40-6 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中間経由等事業者

 ―

40-7 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

―

40-8 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

40-11 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

40-12 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

40-13 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

40-15 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

40-16 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

40-17 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

40-18 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

40-19 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

39-14

36-10 当社 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

―
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

36-12 当社 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者 中継事業者中継事業者39 当社 当社 Ｄ１

39-5 当社 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

39-2 ―当社 当社 Ｄ１

Ｄ４

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者 中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

39-6 当社 当社 Ｄ３

当社

40 当社 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

当社

40-2 当社 当社 Ａ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

40-3 当社 当社 Ｄ３の５

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

40-20 当社 当社

40-10 当社 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

当社 Ａ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

―Ａ１の７

40-14 当社



中継事業者

中継事業者及び当社等

40-22 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

40-23 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

40-24 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

40-25 当社 中継事業者 当社
Ａ１の１０

－４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

41 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者

42 当社 中継事業者 当社 Ｄ１の２０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

42-2 当社 中継事業者 当社 Ｄ３の２１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

42-4 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

43 当社 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｋ１の１０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

43-2 当社 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

43-4 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

43-5 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

43-7 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

43-8 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

中継事業者
旧第２種電気通信事業者

44 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

44-2 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

45 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の３７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

45-2 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

45-3 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

46 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の３９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

48 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

中継事業者

49 当社 中継事業者 当社 Ａ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

50 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｅ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：当社

特定中継事業者   

51 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｅ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：当社

特定中継事業者   

中継事業者

中継事業者及び当社等

52 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ａ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

53 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｅ１の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

特定中継事業者   

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

54-4 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
54-7 当社 中継事業者 当社 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

54-8 当社 中継事業者 当社 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

54-9 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

IＤＣ1 中継事業者

中継事業者及び当社等
IＤＣ2 中継事業者

中継事業者及び当社等
Ｃ&WIＤＣ1 中継事業者

中継事業者及び当社等

54-13 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ー

54-14 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

54-16 当社 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

54-17 当社 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

54-18 当社 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

40-21 当社 当社 Ｄ４の５

当社 Ｋ１

当社 当社 Ｄ３の２１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

42-3

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

旧第２種電気通信事業者43-6 当社 当社 Ｋ１の７

43-3 当社

Ｄ３の５

Ｄ１の７

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者
―

旧第２種電気通信事業者

当社 当社

47

54 当社 当社

当社 当社

51-2 当社 当社

Ｄ３の８

54-5 当社 当社 Ｄ３

54-3 当社 当社 Ｄ４の５

54-10 当社 当社 Ｄ４

54-6 当社 当社 Ｄ４

Ｄ３

当社 当社 Ｄ４

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

54-11

54-15 当社 当社

54-12 当社 当社

Ｄ８の８ 中継事業者(サービス制御事業者)

43-9 当社 当社 Ａ１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

―40-26 当社 当社
Ａ１の１０

－５



54-19 当社 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

54-20 当社 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

55 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

56 当社 中継事業者 当社 Ｄ３の１８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

57 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の４０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

57-2 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

57-3ＡＣＣel11 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ー

中継事業者及び中間経由等事業者

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

59-3 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

60 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

60-2 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

60-3 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

61 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

62 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の４０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

63 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の４３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

64 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

64-6 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

64-7 当社 中継事業者 当社 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)

―

64-8 当社 中継事業者 当社 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

64-9 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

65 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：区間Ａ：特定中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

67 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

68 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の事業者)

68-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

68-3 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の２５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｄ：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｄ：特定端末系事業者

―

68-4 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：当社

―

68-5 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定端末系事業者

―

68-6 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

68-7 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

69 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の事業者)
―

70 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中間経由等事業者

―

70-2 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

ＡＣＣＡ15 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等
中継事業者

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

ＡＣＣＡ11 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

―

中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者

 中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

56-2 当社 当社 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

58 当社 当社 Ｄ１

56-3 当社 当社 Ｄ５の１３

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

 中継事業者
 発側：中継事業者

着側：中間経由等事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

59 当社 当社 Ｄ３

64-2 当社 当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

64-3 当社 当社 Ｄ４の１２

Ｄ４の１２

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

64-4 当社 当社 Ｄ５の５

66 当社 当社 Ｄ３の２

64-5 当社 当社 Ｄ４の１２

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

71-2 当社 特定端末系事業者 Ｄ１

当社 特定端末系事業者 Ｄ１71



中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

71-4 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等
71-6 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ９ 中継事業者(発側からｎ社目の中継事業者) 中継事業者(発側からｎ社目の中継事業者) ―

71-7 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

71-8 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

―

71-9 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

71-10 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

71-11 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

―

71-12ｅＣＡll4 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者

71-13 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ８の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

71-14 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
71-15 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

71-16 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

71-17 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等
71-19 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び特定端末系事業者 ― 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
71-20 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

72-9 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者網：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者網：特定端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

72-10 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

72-12 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

72-13 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

72-14 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

72-15 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

72-16 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ー

72-17 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

72-19 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

72-20 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

72-21 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

72-22 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

73 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者
―

74 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

74-2 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

中継事業者
ＡＣＣel21 中継事業者及び当社等

76 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の２６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

―

76-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

77 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

77-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

78 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の４０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

79-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

80 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

中継事業者
―

81 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

81-3 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

81-4 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者
Ｂ１の７－

４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

特定端末系事業者

82 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｅ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

特定中継事業者

83 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

―

84 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

特定中継事業者

―81-2 当社 特定端末系事業者 Ａ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

71-3 当社 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―71-5 当社 特定端末系事業者 Ｄ３

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)71-18 当社 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

72 当社 特定端末系事業者 Ｄ１の３

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

72-2 当社 特定端末系事業者 Ｄ３の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

72-4 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

72-5 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の３

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

72-6 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

72-11 当社 特定端末系事業者 Ｄ３の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

72-18 当社 特定端末系事業者 Ｄ３の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

72-23 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の５

中継事業者
―

74-3 当社 特定端末系事業者 Ｄ３の５

79 当社 特定端末系事業者 Ｄ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社



85 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ａ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

85-2 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｏ１
(ｱ)当社の利用者に対して当社
(ｲ)特定端末系事業者の利用者に対して特定端末系事業者

(ｱ)当社の利用者に対して当社
(ｲ)特定端末系事業者の利用者に対して特定端末系事業者

―

85-3 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

中継事業者

中継事業者及び当社等

86-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

87 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ３の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

87-3 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

89 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ３の１９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

89-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の２１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

89-3 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の２０

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

89-4 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ３の２１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

89-6 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

89-7 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

89-8 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

89-11 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

90 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の４１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

90-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

90-3 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

90-4 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

90-5ＡＣＣel12 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ー

中継事業者及び中間経由等事業者

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

94 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の４１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

95 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の２３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

96 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の４４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

97-2 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

97-4 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

97-6 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

97-8 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)

(ア)(イ)以外の区間：特定端末系事業者
(イ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)

―

98 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

100 当社 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

100-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の４１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

100-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

100-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

86-3

86 当社 特定端末系事業者 Ｅ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

Ｄ３

当社 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

88 当社 特定端末系事業者

87-2 当社 特定端末系事業者

Ｄ３の１２
中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―89-5 当社 特定端末系事業者 Ｄ３の８

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―89-9 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の３０

91 当社 特定端末系事業者 Ｄ１  中継事業者  中継事業者 中継事業者

89-10 当社

92 当社 特定端末系事業者 Ｄ３

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－特定端末系事業者 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

93 当社 特定端末系事業者 Ｄ３の１９

97-3 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の１２

97 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

―
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

97-5 当社 特定端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

97-7 当社 特定端末系事業者 Ｄ４の１２ ―

99 当社 特定端末系事業者 Ｄ３の３



100-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者

―

100-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

100-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：当社

―

100-8 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

100-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の４１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

100-10 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：当社

―

100-11 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

100-14 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

100-15 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

100-16 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

－

100-17 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

100-19 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

－

100-20 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

100-21 当社 旧第２種電気通信事業者 特定端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

100-23 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

100-24 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

―

101 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

101-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

101-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

101-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

101-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から3社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から1社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から3社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から1社目の中継事業者)

中継事業者(発側から3社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

102 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

102-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

103 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中間経由等事業者
―

103-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者及び中間経由等事業者

ＡＣＣＡ14 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等
中継事業者

中継事業者及び当社等
104-3 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中間経由等事業者

IＤＣ4 中継事業者

中継事業者及び当社等
中継事業者

中継事業者及び当社等

104-6 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

104-9 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

104-10 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

104-11 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

104-12 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

104-13 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―

104-14 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

IＤＣ3 中継事業者

中継事業者及び当社等

104-16ｅＣＡll5 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

104-17 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者 ―

104-18 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

104-19 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者及び中継事業者 ― 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

104-20 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

―

101-7 当社 Ｄ５の１３ ―

―

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から3社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から1社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から3社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から1社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から1社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

100-12 当社 特定端末系事業者 Ｋ１ ―

100-13 当社 特定端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

Ｋ１の７

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

100-22 当社 特定端末系事業者 Ａ１の５

－

101-5 特定端末系事業者 当社 Ｄ４の３０

100-18 当社 特定端末系事業者

104 特定端末系事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

特定端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

104-2 特定端末系事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者

104-5 特定端末系事業者 当社 Ｄ３

―

104-4 特定端末系事業者 当社 Ｄ４

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

104-7 特定端末系事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)104-8 特定端末系事業者 当社 Ｄ４

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)104-15 特定端末系事業者 当社 Ｄ４



104-21 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

104-22 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

104-23 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び特定端末系事業者 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

中継事業者

中継事業者及び当社等

105-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

105-3 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

105-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

105-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

105-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

105-8 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

105-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

105-11 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

ＡＣＣel10 中継事業者及び当社等

105-13 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

105-14 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

105-15 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

105-16 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

105-17 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

106 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者
―

107 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

109 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

109-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

110 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の４２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

110-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

110-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

110-4ＡＣＣel14 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ー

111 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の４４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

113 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

中継事業者
―

114 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｂ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

114-2 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ａ１ 当社 当社 ―

114-3 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｏ１
(ｱ)当社の利用者に対して当社
(ｲ)特定端末系事業者の利用者に対して特定端末系事業者

(ｱ)当社の利用者に対して当社
(ｲ)特定端末系事業者の利用者に対して特定端末系事業者

―

114-4 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

115 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｂ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

116 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｅ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

117 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｅ１の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ) 区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

118 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｂ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

119 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｅ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

119-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

121 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

122 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の２４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

122-2 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の２７

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

123 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の４５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者及び中間経由等事業者

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

126 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２４

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

126-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２７

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

126-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２３

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者
―

105 特定端末系事業者 当社 Ｄ１の２

105-12 特定端末系事業者 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

105-10

107-2 特定端末系事業者 当社 Ｄ３の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―特定端末系事業者 当社 Ｄ３の５

―

112 特定端末系事業者 当社 Ｄ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

116-2 特定端末系事業者 当社 Ｄ３の５

当社
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

Ｄ３の９

―

 中継事業者  中継事業者 中間経由等事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　　 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　　

124 特定端末系事業者 当社 Ｄ１

120 特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)125 特定端末系事業者 当社



127 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２８

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

128 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の４５

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

128-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３５

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

129 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の４８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

130-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

130-7 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

130-8 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

130-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

131 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

132-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

132-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

132-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

132-10 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

133 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

134 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

134-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

134-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

134-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

134-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

134-7ＡＣＣel22 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

-

134-8ＡＣＣel9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

134-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

134-10HＤＤ6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

134-11 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

134-12 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

134-13 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

135 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者
―

136 特定端末系事業者 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１の２８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

137 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

―

137-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

138 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の４３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

138-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

138-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

138-4ＡＣＣel15 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ー

139 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の４５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

―

140 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

140-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

140-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

140-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

141 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

中継事業者
―

142 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の２５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

142-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

130 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の９

Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

130-4

当社 Ｄ４の１２

―

当社 Ｄ５の５

130-2 特定端末系事業者

特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

Ｄ４の１２

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

130-6 特定端末系事業者 当社

130-3 当社

132 特定端末系事業者 当社 Ｄ３の２

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

特定端末系事業者

132-4 特定端末系事業者 当社 Ｄ３の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

132-8 特定端末系事業者 当社 Ｄ４の５ ―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―



142-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

143 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の４６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

143-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

143-3ＡＣＣel13 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

142-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の事業者)

144 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

145 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の２５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

145-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

145-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

145-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

145-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

145-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
146 当社 当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 当社 ＰＨＳ事業者

146-2 当社 中継事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 当社 中継事業者
中継事業者

中継事業者及び当社等

146-4 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者
中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

146-7 当社 中継事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 ―

146-8 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

146-9 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―
146-10ＡSＤ活P1 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 当社 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
146-11ＡSＤ活P3 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 当社 ―

146-12ＡSＤ活P4 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

当社 ＰＨＳ事業者

146-13ＡSＤ活P5 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

当社 ＰＨＳ事業者

146-14ＰＨＳＡＣＣel6 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 ＰＨＳ事業者

146-15ＰＨＳＡＣＣel8 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ＰＨＳ事業者

146-16ＡＣＣel4 当社 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 中継事業者 ＰＨＳ事業者

中継事業者
中継事業者及び当社等

146-18 当社 中継事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 中継事業者（サービス制御事業者） ＰＨＳ事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

146-19
146-20

当社 中継事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者

147 当社 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 当社 端末回線線端接続事業者

148 当社 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

148-2xwＡve1 当社 中継事業者及び当社等 端末回線線端接続事業者 Ｄ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

中継事業者
―

148-3xwＡve2 当社 中継事業者及び当社等 端末回線線端接続事業者 Ｄ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

中継事業者
―

149 当社 当社等 端末系事業者 Ｅ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

特定中継事業者

150 当社 当社等 端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
151-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 端末系事業者

当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

152-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

152-4 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の２３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

152-5 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

特定端末系事業者

152-6 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

特定端末系事業者

153 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中間経由等事業者

153-2 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中間経由等事業者

153-3 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

153-4 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

154 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

154-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

154-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

154-4 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

154-5 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

154-6 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

155 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

146-17 当社 ＰＨＳ事業者 Ａ１ 当社

151 当社 端末系事業者 Ａ１

―当社

当社 ―

ＰＨＳ事業者ＰＨＳ事業者

当社

146-3 当社 ＰＨＳ事業者 Ｇ１

152-2

中継事業者

152 当社 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者

153-5 当社 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

Ａ１の４当社 端末系事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者 中継事業者 中継事業者146-5 当社 ＰＨＳ事業者 Ｄ１

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)146-6 当社 ＰＨＳ事業者 Ｄ３

中継事業者（発側から２社目の中継事業者）146-19 当社 ＰＨＳ事業者 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）



155-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

155-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ２の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(着側から１社目の中継事業者)
―

155-4 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

155-5 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

155-6 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

155-7 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

155-8 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

155-9 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

155-10 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

155-11 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

156 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

ＡＣＣＡ22 旧第２種電気通信事業者及び当社等

ＡＣＣＡ17 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

157-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

端末系事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

157-5 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

端末系事業者

158 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者
―

159 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

中継事業者
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

ＡＣＣＡ19 旧第２種電気通信事業者

ＡＣＣＡ18 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

160-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 当社 ―
160-3 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

161-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

161-5 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

着側：中間経由等事業者

中継事業者

ＡＣＣel32 中継事業者及び当社等
161-7 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ９ 中継事業者(発側からｎ社目の中継事業者) 中継事業者(発側からｎ社目の中継事業者) ―

161-8 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

161-9 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

161-10 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

161-11 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

―

161-12 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

161-13 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

161-14 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

161-15 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

中継事業者

中継事業者及び当社等
Ｃ&WIＤＣ2 中継事業者

中継事業者及び当社等
161-18 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―

161-19 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

161-20 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

161-21 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

161-22 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

161-23 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

161-24 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

161-25 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

161-26 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

161-27 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

161-28 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者 中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

端末系事業者

―Ｃ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―157-2 当社 端末系事業者 Ｃ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―157-4 当社 端末系事業者 Ｃ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

―160 当社 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者

中継事業者161 当社 端末系事業者 Ｄ１

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)161-2 当社 端末系事業者 Ｄ３

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)161-4 当社 端末系事業者 Ｄ４

中継事業者 中継事業者 ―161-6 当社 端末系事業者 Ｄ１

中継事業者 当社 ―161-16 当社 端末系事業者 Ｄ１

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―161-17 当社 端末系事業者 Ｄ３

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)161-29 当社 端末系事業者 Ｄ４

157 当社 端末系事業者



161-30 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

161-31 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

161-32 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

161-33 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) ―

161-34 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

162 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ３の２０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

中継事業者
ＡＣＣel35 中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

163 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

中間経由等事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

中間経由等事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

166-5 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

166-6 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

166-7 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

166-11 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

166-12 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

166-13 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

166-14 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

166-15 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

166-16 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

167 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１  中継事業者  中継事業者
 発側：中継事業者

着側：中間経由等事業者

167-2 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１  中継事業者  中継事業者 中継事業者
167-3 HＤＤ4 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者

167-4 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 当社 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

167-5 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

167-6 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)及び当社 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

中継事業者

中継事業者及び当社等

168-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

169 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

170 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者
ＡＣＣel33 中継事業者及び当社等

中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―162-2 当社 端末系事業者 Ｄ３の４

―162-3 当社 端末系事業者 Ｄ３の４

164 当社 端末系事業者 Ｃ１の８

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

端末系事業者
―

165 当社 端末系事業者 Ｃ１の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

端末系事業者
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

166 当社 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

166-3 当社 端末系事業者 Ｄ３の５

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

166-2 当社 端末系事業者 Ｄ４の４

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

166-4 当社 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

Ｄ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)166-8 当社 端末系事業者

166-9 当社 端末系事業者 Ｄ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

－

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)166-10 当社 端末系事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

166-17 当社 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

Ｄ４の６

168 当社 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者
―

166-18 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)当社 端末系事業者 Ｄ４の４

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

171 当社 端末系事業者 Ａ１の４

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

171-3 当社 端末系事業者 Ａ１の５

171-2 当社 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

171-4 当社 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

171-6 当社 端末系事業者 Ａ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

－

171-5

端末系事業者 Ｄ３の６

―当社 端末系事業者 Ｄ１の４

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

171-7 当社



中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

172 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｅ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

特定中継事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

172-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

172-4 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

173 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の２０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

173-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

173-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

174 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

174-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

174-3 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

175 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

175-2 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

175-3 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中間経由等事業者

175-4 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

175-5 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

175-6 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

175-7 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

175-8 当社 旧第２種電気通信事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

175-9 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

旧第２種電気通信事業者

175-10 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

175-11 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

175-12 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

175-13 当社 旧第２種電気通信事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 －

175-14 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

－

175-15 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

－

175-16 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 －

175-17 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

175-18 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

－

175-19 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

175-20 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

175-21 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

175-22 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者、当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

175-25 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

－

175-26 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

175-27 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

175-28 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

175-29 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

－

175-30 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

175-31 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

175-32 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

175-33 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

175-34 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

175-36 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

175-37 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

175-38 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

171-8 当社 端末系事業者 Ａ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

－

172-2 当社 端末系事業者 Ｄ３の５

175-24 当社 端末系事業者 Ｋ１の７

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

175-23 当社 端末系事業者 Ｋ１の７

175-35 当社 端末系事業者 Ａ１ 当社 当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

旧第２種電気通信事業者

－



175-39 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

175-40 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

175-41 当社 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

176 当社 当社等 無線呼出し事業者 Ｅ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

特定中継事業者

177 当社 当社等 無線呼出し事業者 Ｅ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

当社 特定中継事業者

177-2 当社 当社等 無線呼出し事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

178-2 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

発側：中継事業者
着側：中間経由等事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

178-5 当社 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ３の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

178-6 当社 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ４の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中間経由等事業者

―

178-7 当社 旧第２種電気通信事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ａ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

―

179 当社 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ１の２２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者
―

中継事業者

中継事業者及び当社等
180-2ＡＣＣel2 当社 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者
180-3ＡＣＣel2 当社 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 Ａ１ 当社 中継事業者(サービス制御事業者) ―

中継事業者

中継事業者及び当社等
181-2 当社 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

183-3 当社 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

183-4 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

当社 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

183-5 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

当社 ―

183-6 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

当社 ―

183-7 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

携帯･自動車電話事業者

183-8 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

183-9 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

183-10 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

183-11 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

当社 携帯･自動車電話事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

183-13 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 携帯･自動車電話事業者

183-14 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

携帯･自動車電話事業者

183-15 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

183-16 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

183-17 当社 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―

183-18 当社 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

183-19ｅＣＡll1 当社 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(サービス制御事業者)

当社 中継事業者(サービス制御事業者)

183-20ｅＣＡll2 当社 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

183-24 当社 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―

中継事業者

中継事業者及び当社等

183-26 当社 中継事業者 携帯･自動車電話事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

184～
184-13

（削除）

185 当社 当社等 衛星系事業者 Ｅ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：衛星系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：衛星系事業者

―

186 当社 当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

187 当社 当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 当社 衛星系事業者

188 当社 中継事業者 衛星系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

188-2 当社 中継事業者 衛星系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

189 当社 中継事業者 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 中継事業者

189-2 当社 中継事業者 衛星系事業者 Ｉ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

189-3 当社 中継事業者 衛星系事業者 Ｉ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

―

190 当社 当社等 国際系事業者 Ｅ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：国際系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：国際系事業者

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者

178-3 当社 無線呼出し事業者 Ｄ３の７

178 当社 無線呼出し事業者 Ｄ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

178-4 当社 無線呼出し事業者 Ｄ４の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

180 当社 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

携帯・自動車電話事業者 当社 中継事業者181 当社 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１

携帯・自動車電話事業者 当社 携帯・自動車電話事業者182 当社 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者183 当社 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１

―183-2 当社 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１２

183-12 当社 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者中継事業者中継事業者Ｄ１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 ―

183-22 当社 携帯･自動車電話事業者 Ｄ１

183-21 当社 携帯･自動車電話事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)中継事業者(発側から１社目の中継事業者)Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者 中継事業者 ―

当社 携帯･自動車電話事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

183-23 当社 携帯･自動車電話事業者

183-25



当社等

中継事業者
192 当社 当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 当社 国際系事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
中継事業者

中継事業者及び当社等
193-4 当社 中継事業者 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 国際系事業者

193-5 当社 中継事業者 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 ―

中継事業者

中継事業者及び当社等

193-7 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社
発側：中継事業者
着側：国際系事業者

193-8 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 当社
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：国際系事業者

193-9 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 当社 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

193-10 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 国際系事業者

193-11 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―

193-12 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 国際系事業者

193-13 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―

193-14 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者
発側：中継事業者
着側：国際系事業者

193-15 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：国際系事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
194 当社 中継事業者 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者

194-2 当社 中継事業者 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

194-3 当社 旧第２種電気通信事業者 国際系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

194-4 当社 旧第２種電気通信事業者 国際系事業者 Ｋ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

－

195 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

国際系事業者

195-2 当社 中継事業者 国際系事業者 Ｊ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

195-3 当社 中継事業者 国際系事業者 Ｊ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

―

195-4 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

195-5 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

国際系事業者
―

195-6 当社 中継事業者 国際系事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

196 当社 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

国際系事業者
―

当社等
中継事業者

中継事業者及び当社等

197-2 当社 旧第２種電気通信事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

198 当社 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ａ：特定中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

ＡＣＣＡ6 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者
中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

ＡＣＣＡ2 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

199-3 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者
199-4 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 ―
199-5 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

199-6 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ａ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

―

中継事業者
中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
201-2 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
201-3 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

201-4 当社 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者
Ｄ３の７

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

202 ＰＨＳ事業者 当社等 当社 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

203-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

ＰＨＳ事業者
―

204 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

204-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

204-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

204-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

204-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

204-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

205 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

206-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

206-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

206-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
206-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

203 ＰＨＳ事業者 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社

―202-2 ＰＨＳ事業者 当社 当社

特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者191 当社 国際系事業者 Ｊ１

中継事業者 中継事業者 中継事業者193 当社 国際系事業者 Ｄ１

193-2 当社 国際系事業者 ―中継事業者Ｄ１

中継事業者 中継事業者 国際系事業者193-3 当社 国際系事業者 Ｄ１

中継事業者193-6 当社 国際系事業者 Ｄ１

193-16 当社 国際系事業者 Ｄ３

中継事業者 当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

193-17 当社 国際系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

197 当社 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

中継事業者 中継事業者 中継事業者199 当社 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１

中継事業者 中継事業者 ―199-2 当社 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―200 当社 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１の７

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)201 当社 旧第２種電気通信事業者 Ｄ３

206 ＰＨＳ事業者 当社 Ｇ１

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

ＰＨＳ事業者ＰＨＳ事業者

Ａ１ 当社

中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)206-2 ＰＨＳ事業者 当社 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者



中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

207-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

207-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

207-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１ 中継事業者 当社 ―
207-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
207-7 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等
207-9 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―
207-10 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
207-11 ＰＨＳ事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者

208 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

208-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

208-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

208-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

208-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

208-7 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

208-9 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

208-10 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

208-12 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

208-13 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

208-15 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

208-16 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

208-17 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

208-18 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

209 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

209-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者

209-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

209-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

209-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

209-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

209-7 ＰＨＳ事業者 中継事業者 当社
Ｄ１の９－

３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：ＰＨＳ事業者

ＰＨＳ事業者 中継事業者

209-8 ＰＨＳ事業者 中継事業者 当社
Ｄ３の１０

－３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｲ)発信事業者欄：ＰＨＳ事業者

ＰＨＳ事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

210 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

ＰＨＳ事業者
―

210-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

ＰＨＳ事業者

210-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者 当社 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

210-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

210-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

210-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ＰＨＳ事業者
―

210-7 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

211 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

ＰＨＳ事業者
―

212 端末回線線端接続事業者 当社等 当社 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

213 端末回線線端接続事業者 当社等 当社 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 当社 ―

214 端末回線線端接続事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

215 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 中継事業者

216 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

216-2 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

216-3 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

216-4 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

216-5 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

216-6 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

216-7 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

217 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者
―

218 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

端末回線線端接続事業者
―

218-2 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

端末回線線端接続事業者

218-3 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

219 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

220 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

220-2 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

221 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者
―

222 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者発側から２社目の中継事業者)

207

207-8 ＰＨＳ事業者 当社 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

207-2 ＰＨＳ事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

ＰＨＳ事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)



222-2 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者発側から２社目の中継事業者)

223 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

224 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

225 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｌ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

226 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

227 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

228 （削除）

229 （削除）

230 端末系事業者 当社等 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

231 端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：発信事業者欄：端末系事業者

―

当社等

中継事業者及び当社等

233 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

233-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の１０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

233-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

234 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

235 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

236 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　      中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　      
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

236-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　      中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　      中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

236-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)　      中継事業者(発側から２社目の中継事業者)　      
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

237 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

238 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

239 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　    

239-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

239-3ＡＣＣel23 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

240 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の３３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

241 端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｃ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中間経由等事業者
―

241-2 端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｃ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中間経由等事業者
―

241-3 端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 当社 Ｃ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中間経由等事業者
―

242 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

242-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

242-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

242-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

242-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

242-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

242-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

242-8 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

243 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

244 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ２の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

244-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

245 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ２の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

245-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｃ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

246 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

246-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

246-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

246-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

247 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

中継事業者
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者
Ｃ&WIＤＣ3 中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者

当社中継事業者

243-2 端末系事業者 当社 Ｄ３の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

246-3 端末系事業者 当社
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者 中継事業者 ―

248 端末系事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者

248-3 端末系事業者 当社 Ｄ１

中継事業者

248-2 端末系事業者 当社 Ｄ１

―

248-4 端末系事業者 当社 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

248-5 端末系事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

248-6 端末系事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―

232 端末系事業者 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者



中継事業者及び当社等

Ｃ&WIＤＣ5 中継事業者

中継事業者及び当社等

248-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

248-9 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 端末系事業者 中継事業者
248-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) ―
248-11 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 当社 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

248-12 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

248-13 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) －

248-14 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 端末系事業者 ―

248-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継系事業者) 端末系事業者 ―

248-16 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 端末系事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

248-17 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者及び当社 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側から２社目の中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限りま
す。

248-18 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 端末系事業者及び中継事業者 ― 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

248-19 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者及び中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―
発側から２社目の中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限りま
す。

248-20 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
248-21 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
248-22 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
248-23 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
248-24 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
248-25 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
248-26 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び端末系事業者 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
248-27 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８ 中継事業者（サービス制御事業者） 当社 中継事業者（サービス制御事業者）

248-28 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)及び端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側から２社目の中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限りま
す。

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

249-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中間経由等事業者及び当社等

249-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

端末系事業者
―

249-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

249-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

端末系事業者

249-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

249-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

250 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の１８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

端末系事業者
―

中継事業者

中継事業者及び当社等
Ｃ&WIＤＣ4 中継事業者

中継事業者及び当社等
Ｃ&WIＤＣ7 中継事業者

中継事業者及び当社等
Ｃ&WIＤＣ8 中継事業者

中継事業者及び当社等

251-5 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

251-6 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

252-5 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

252-6 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

252-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

252-9 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

252-10 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ８の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

252-13 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

252-14 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

252-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

－

252-16 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

252-17 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

－

252-18 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

252-19 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

252-20 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

252-21 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

253 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

253-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

中継事業者
ＡＣＣel8 中継事業者及び当社等

253-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

端末系事業者
―

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

248-6 端末系事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

249 端末系事業者 当社 Ｃ１の２

中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―

端末系事業者
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

249-2 端末系事業者 当社 Ｃ１の４

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

248-7 端末系事業者 当社 Ｄ４

端末系事業者 当社 Ｃ１の４

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

249-3

251 端末系事業者 当社 Ｄ３

249-5 端末系事業者 当社 Ｃ１の４

251-2 端末系事業者 当社 Ｄ３

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)Ｄ４

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

251-3

252 端末系事業者 当社

251-4 端末系事業者 当社

端末系事業者 当社

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

Ｄ３の１０

Ｄ４

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

252-3 端末系事業者 当社 Ｄ４の１２ ―

Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

当社 Ｄ４の１２

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

Ｄ８の９

252-11 端末系事業者 当社 Ｄ８の８

252-7 端末系事業者 当社

253-3 端末系事業者 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

252-12 端末系事業者 当社

252-4 端末系事業者 当社

252-2 端末系事業者



253-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

253-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

253-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)
―

Ｃ&WIＤＣ6 中継事業者

ＡＣＣel16 中継事業者及び当社等

253-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

253-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

253-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

253-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

253-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

253-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

253-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

254 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

254-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の３２

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

254-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２７

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

254-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の１１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

254-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

254-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の１１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

254-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者

ＡＣＣel5 中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

254-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

254-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

254-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

254-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ６の３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

254-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ６の３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

254-16 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

254-17 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者
発側：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
着側：中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

中継事業者
中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者

255-6 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

当社等
中継事業者及び当社等

中継事業者

255-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ａ１の１３

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

―

255-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ａ１の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

―

255-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ａ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

―

255-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

255-12 端末系事業者 中継事業者 当社
Ａ１の１０

－４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

255-4 端末系事業者 当社 Ａ１ 当社 端末系事業者 ―

―

―

中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

当社

端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

253-8 端末系事業者 当社 Ｄ４の５ ―

254-8 当社 Ｄ３の３２

Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

254-9 端末系事業者 当社 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

254-11 端末系事業者 当社

―

255

255-2 端末系事業者 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者

端末系事業者

255-3 端末系事業者 当社 Ｃ１ 端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

端末系事業者 当社

端末系事業者 当社 Ａ１

Ａ１の１０
－５

255-5

当社 Ｃ１

端末系事業者

255-7 端末系事業者 当社
Ａ１の１０

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

255-13



256 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

256-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

256-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

257 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

258-2 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中間経由等事業者

260 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｃ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

260-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

ＡＣＣel18 中継事業者及び当社等

260-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社
Ｂ１の７－

２
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

特定端末系事業者

260-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｂ１の９

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

特定端末系事業者

260-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｂ１の１０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

特定端末系事業者

260-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｂ１の１１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

特定端末系事業者

中間経由等事業者

中間経由等事業者及び当社等

当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

262-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 当社 ―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
263-4 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
263-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
263-6 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

263-7 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 ―

263-8 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
263-9 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社 ― 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
263-10 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 携帯・自動車電話事業者及び中継事業者 ― 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
263-11携帯・自動車電話事業者携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―

263-12携帯・自動車電話事業者携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
263-13携帯・自動車電話事業者携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び携帯・自動車電話事業者 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。
263-14 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）及び携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）
263-15 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

当社等

中継事業者
265 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

265-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者
Ｄenpo２ 中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

265-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

266 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

266-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

267 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｆ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

追加 中継事業者及び当社等

267-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

中継事業者及び当社等
旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び当社等

269 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

携帯･自動車電話事業者
―

269-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

携帯･自動車電話事業者

269-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

携帯･自動車電話事業者
―

269-4 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

携帯・自動車電話事業者
―

269-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

携帯・自動車電話事業者
―

中継事業者
ＡＣＣel3 中継事業者及び当社等

270 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

携帯･自動車電話事業者
―

271 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

271-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

271-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

272 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)　   

中継事業者

中継事業者及び当社等

272-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

272-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

272-6 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

265-3 携帯・自動車電話事業者 当社 Ａ１ 当社 携帯・自動車電話事業者

Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

262 携帯・自動車電話事業者 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

―

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者

263-3

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

―

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

端末系事業者端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

端末系事業者 当社 Ｃ１

258 端末系事業者 当社 Ｄ１の９

260-2 端末系事業者 当社 Ｃ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

259

261 端末系事業者 当社 Ｃ１

260-4 端末系事業者 当社 Ｃ１の５

端末系事業者 端末系事業者 中間経由等事業者

中継事業者 中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

263 携帯・自動車電話事業者 当社 Ｄ１

264 携帯・自動車電話事業者 当社 Ｆ１

携帯・自動車電話事業者 当社

263-2 携帯・自動車電話事業者 当社 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

当社 当社 ―

Ｆ１の６

265-4

267-2 携帯・自動車電話事業者 当社 Ｆ１の５

携帯・自動車電話事業者 当社 Ａ１

268 携帯・自動車電話事業者 当社 旧第２種電気通信事業者Ｆ１

267-4 携帯・自動車電話事業者 当社

269-6 携帯・自動車電話事業者 当社
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ｆ１の６ ―

272-4 携帯・自動車電話事業者 当社 Ｄ３の５

272-2 携帯・自動車電話事業者 当社 Ｄ３

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)中継事業者(発側から１社目の中継事業者)



272-7 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１ 中継事業者 当社 ―

272-8 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

272-9 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

272-10 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ８の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)
―

272-11携帯・自動車電話事業者携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

272-12携帯・自動車電話事業者携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

272-13 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社
Ｄ１の９－

２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者 中継事業者

272-14 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社
Ｄ３の１０

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

272-15 携帯・自動車電話事業者 中継事業者 当社
Ｄ３の１０

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

273～273-3 （削除）

274～274-
16

（削除）

275 （削除）

276～276-8 （削除）

277 （削除）

278～278-3 （削除）

279 （削除）
280 衛星系事業者 当社等 当社 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等
282 衛星系事業者 中継事業者 当社 Ｉ１ 衛星系事業者 中継事業者 中継事業者

282-2 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｉ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

282-3 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｉ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

282-4 衛星系事業者 中継事業者 当社 Ｉ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

282-5 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｉ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

282-6 衛星系事業者 中継事業者 当社 Ｉ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者 ―

283 衛星系事業者 中継事業者 当社 Ｉ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

283-2 衛星系事業者 中継事業者 当社 Ｉ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

284 衛星系事業者 当社等 当社 Ｉ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

―

285 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｉ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

衛星系事業者
―

285-2 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｉ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

衛星系事業者

285-3 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｉ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

衛星系事業者
―

286 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｉ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

衛星系事業者
―

当社等

中継事業者

288 国際系事業者 当社等 当社 Ｅ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：国際系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：国際系事業者

―

288-2 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

国際系事業者
―

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等
中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者
中継事業者及び当社等

289-4 国際系事業者 中継事業者 当社 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

290 国際系事業者 中継事業者 当社 Ｊ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

中継事業者
ＡＣＣel7 中継事業者及び当社等

291 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

292 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

国際系事業者

292-2 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

国際系事業者

292-3 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者  (発側から１社目の中継事業者)

292-4 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

国際系事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者

292-6 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

292-7 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

293 国際系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｊ１の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

国際系事業者
―

当社等
中継事業者

中継事業者及び当社等

295 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 中継事業者

295-2 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

295-3 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

295-4 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
NTT-WT1 中継事業者

旧第２種電気通信事業者及び当社等

295-6NTT-WT3旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

295-8 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：―

中継事業者

国際系事業者国際系事業者

国際系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

281 衛星系事業者 当社 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者

Ｉ１の５ ―
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者

287 国際系事業者 当社 Ｊ１

283-3 衛星系事業者 当社

288-3 国際系事業者 当社 Ｊ１の５

289 国際系事業者 当社 Ｊ１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

Ｊ１289-2 国際系事業者 当社

国際系事業者

国際系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)国際系事業者

Ｊ１

290-2 国際系事業者 当社

289-3 国際系事業者 当社

Ｊ１の５

国際系事業者 当社 Ｊ１の６

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

―

294 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

Ｋ１

295-7 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｋ１の４

292-5

295-5 旧第２種電気通信事業者 当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

旧第２種電気通信事業者 －



295-9 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：―

295-10 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｄ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者

295-11 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｄ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

－

295-12 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

295-13 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の３８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

295-14 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

-

295-15 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

295-16 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者

中継事業者及び当社等

ＡＣＣＡ5 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

296-2 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
296-3 旧第２種電気通信事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

297 特定端末系事業者 当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 特定端末系事業者 ＰＨＳ事業者

297-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ―

297-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者 中継事業者
297-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者
297-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
297-6ＡSＤ活P2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 特定端末系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

297-7ＡSＤ活P6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

特定端末系事業者 ＰＨＳ事業者

297-8ＰＨＳＡＣＣel7特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ＰＨＳ事業者

297-9ＡＣＣel5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 中継事業者 ＰＨＳ事業者

297-10 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

298 特定端末系事業者 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 特定端末系事業者 端末回線線端接続事業者

299 特定端末系事業者 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

299-2xwＡve3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末回線端接続事業者 Ｄ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

中継事業者
―

299-3xwＡve4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末回線端接続事業者 Ｄ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末回線線端接続事業者

中継事業者
―

300 特定端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｅ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

301 特定端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者

301-2 特定端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 ―

301-3 HＤＤ3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者 中継事業者

301-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 特定端末系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
302 特定端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

303 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中間経由等事業者

304 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

304-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

304-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

304-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

305 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

306 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

―

307 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

308 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

中継事業者
―

308-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

308-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

308-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

308-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

309 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

309-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 特定端末系事業者 ―

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等
310-2 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中間経由等事業者
310-3 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中間経由等事業者
310-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
310-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
310-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
310-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
310-8 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)
310-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―
310-10 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―
310-11 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―

310-12 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

310-13 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

310-14 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

310-15 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

310-16 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び特定端末系事業者 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

310-17 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)及び特定端末系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

311 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

312 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

端末系事業者
―

312-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

端末系事業者

312-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

端末系事業者

313 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

端末系事業者
―

314 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

310 特定端末系事業者 端末系事業者 Ｄ１

296 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｄ１

中継事業者 中継事業者 中継事業者

中継事業者 中継事業者 中継事業者



314-2 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中間経由等事業者

314-3 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中間経由等事業者

314-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

314-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

314-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

314-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

315 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１  中継事業者  中継事業者
 発側：中継事業者

着側：中間経由等事業者

316 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者
―

316-2ＡＣＣel36 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

317 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｅ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

特定中継事業者

317-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

317-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

317-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

317-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

317-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

317-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

318 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の２６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

318-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

318-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

318-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

318-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

318-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―

319 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

319-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

319-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

319-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

319-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｂ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

319-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

319-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

319-8 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

319-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

319-10 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

319-11 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

319-12 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

319-13 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

320-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

320-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

320-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

320-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

320-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

320-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

320-8 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

320-9 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

320-10 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

旧第２種電気通信事業者

320-11 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

320 特定端末系事業者 端末系事業者 Ｄ３の４
中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

―
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者



320-12 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

320-13 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

320-14 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

320-15 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

320-16 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

320-18 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

320-19 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

320-20 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

320-21 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

320-22 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

320-23 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

320-25 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

特定端末系事業者

320-26 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

特定端末系事業者

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

320-28 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

特定端末系事業者

320-29 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間:特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄:端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間:特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄:端末系事業者

特定端末系事業者

320-30 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

320-31 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 端末系事業者

321 特定端末系事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｅ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)：着信事業者欄：無線呼出し事業者

特定中継事業者

322 特定端末系事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｅ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

特定端末系事業者 特定中継事業者

322-2 特定端末系事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

323-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ３の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

323-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ４の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

323-4 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中間経由等事業者
―

323-5 特定端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ４の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中間経由等事業者
―

323-6 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｂ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

特定端末系事業者

324 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ１の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者
―

当社等

中継事業者及び当社等

325-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

特定端末系事業者 携帯･自動車電話事業者

325-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

特定端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

325-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

携帯･自動車電話事業者

325-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

325-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者  携帯・自動車電話事業者

325-7 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

 携帯・自動車電話事業者

325-8 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

325-9 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

325-10 JP13 特定端末系事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 ―

325-11 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

325-12 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

325-13 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

325-14 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

325-15 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

当社等

中継事業者及び当社等

327～327-9 （削除）

328 特定端末系事業者 当社等 衛星系事業者 Ｅ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：着信事業者欄：衛星系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：着信事業者欄：衛星系事業者

―

329 特定端末系事業者 当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

330 特定端末系事業者 当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 特定端末系事業者 衛星系事業者

331 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 衛星系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

332 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 中継事業者

333 特定端末系事業者 当社等 国際系事業者 Ｅ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：着信事業者欄：国際系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：着信事業者欄：国際系事業者

―

334 特定端末系事業者 当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

334-2 特定端末系事業者 当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 ―

335 特定端末系事業者 当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 特定端末系事業者 国際系事業者

336 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

336-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 国際系事業者

336-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者 国際系事業者
336-4 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 特定端末系事業者 国際系事業者

336-5 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 国際系事業者

336-6 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 国際系事業者

337 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者

携帯・自動車電話事業者

Ｂ１の５

Ｆ１

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

320-27 特定端末系事業者 端末系事業者

325 特定端末系事業者 特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

特定端末系事業者

携帯・自動車電話事業者

特定端末系事業者

携帯・自動車電話事業者

旧第２種電気通信事業者

特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

携帯・自動車電話事業者

特定端末系事業者特定端末系事業者 端末系事業者 Ｂ１

320-17 特定端末系事業者 端末系事業者 Ｋ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

323 特定端末系事業者 無線呼出し事業者 Ｄ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者

320-24

携帯・自動車電話事業者 Ｆ１326 特定端末系事業者



338 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

国際系事業者

339 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

国際系事業者
―

340 特定端末系事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

340-3 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

340-4 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

340-6 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の１４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

340-7 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｋ１の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

340-8 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

340-9 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｂ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

特定端末系事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

340-11 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 当社 Ｂ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

特定端末系事業者

340-12特定端末系事業者特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｂ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

340-13特定端末系事業者特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｂ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

―

341 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１の１５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｂ：特定中継事業者

―

342 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

中継事業者及び当社等

ＡＣＣＡ7 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

343 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
344 ＰＨＳ事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

344-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

当社等

中継事業者及び当社等

345-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

ＰＨＳ事業者
―

346 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

346-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

346-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

346-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

346-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

346-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

346-7 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

346-8 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

346-9 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

346-10 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

346-11 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

346-12 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

347 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

348 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者

348-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
348-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

348-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

348-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

349 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

349-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
349-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
349-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)
349-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

350 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

ＰＨＳ事業者
―

350-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

ＰＨＳ事業者

350-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ＰＨＳ事業者
―

351 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

ＰＨＳ事業者
―

352 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者

352-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者

353 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者

353-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

353-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

354 端末回線線端接続事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

355 端末回線線端接続事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 特定端末系事業者 ―

356 端末回線線端接続事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者

357 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 中継事業者

358 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

358-2 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

旧第２種電気通信事業者

特定端末系事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者旧第２種電気通信事業者340-2 特定端末系事業者 当社 Ｋ１

Ｄ１

340-5 特定端末系事業者 当社 Ｋ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者

特定端末系事業者 当社

中継事業者 中継事業者 ―

Ｂ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

340-10

342-2 特定端末系事業者

345 ＰＨＳ事業者 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者



358-3 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

359 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者
―

360 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

361 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

362 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

362-2 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

端末回線線端接続事業者

362-3 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

363 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者
―

364 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定端末系事業者

端末回線線端接続事業者

365 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

366 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

367 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｌ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

368 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

368-2 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

369 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

370 （削除）

371 （削除）

当社等

中継事業者及び当社等
372-2 端末系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

372-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者
Ａ１の１０

-２
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

―

372-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の１３

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者

―

372-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

―

372-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

―

372-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

372-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者
Ｂ１の７－

２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

特定端末系事業者

372-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者
Ｂ１の７－

４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄 ：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

特定端末系事業者

373 端末系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

当社等

中継事業者及び当社等

374-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

374-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

端末系事業者
―

375 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

375-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

375-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

375-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

375-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

375-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

375-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

375-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

375-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

376 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

377 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
377-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
377-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―

377-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

377-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

377-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

377-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

377-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
377-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
377-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
377-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
377-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

378 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

379 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

380 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

380-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３２

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

380-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の２７

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

380-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

380-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

端末系事業者Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者372 端末系事業者 特定端末系事業者

特定中継事業者特定端末系事業者374 端末系事業者 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者



380-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

380-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

―

380-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

380-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

380-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

380-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

380-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ６の３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

381 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

382 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の２５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

382-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

382-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の１１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

382-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

383 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

383-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

端末系事業者

383-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

383-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

383-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

端末系事業者

383-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

383-8ＡＣＣel19 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

383-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

384 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の１９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

385 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者
―

385-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

385-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

386 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

中継事業者
―

387 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

388-2 端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中間経由等事業者
―

389 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１の１９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

端末系事業者
―

389-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ｄ：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

390 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)       中継事業者(発側から１社目の中継事業者)       中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

391 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

391-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

391-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

391-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

391-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

391-6 端末系事業者 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ８の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

391-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

391-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

391-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

391-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

391-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ８の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

391-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ８の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

392 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者

392-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

392-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

393 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の１９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

―

394 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

中間経由等事業者

中間経由等事業者及び当社等

396 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の２５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

当社等

中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等
398 携帯・自動車電話事業者 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者

携帯・自動車電話事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

端末系事業者
―

388 端末系事業者 特定端末系事業者 Ｃ１の３

中間経由等事業者395 端末系事業者 特定端末系事業者 Ｃ１

携帯・自動車電話事業者 特定端末系事業者 Ｆ１

端末系事業者 端末系事業者

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者397



399 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

399-2 JP2 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―
399-3 JP1 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 特定端末系事業者 ―
399-4 JP3 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ―
400 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

400-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

401 携帯・自動車電話事業者 旧第２種電気通信事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 旧第２種電気通信事業者

402 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

携帯･自動車電話事業者
―

402-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

402-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

402-4 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

携帯･自動車電話事業者

402-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

携帯・自動車電話事業者
―

402-6 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

402-7 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

402-8 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

402-9 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
402-10 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
402-11 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
402-12 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

402-13ＡＣＣel4携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

402-14 JP5 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

402-15 JP8 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

402-16 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者
Ｄ３の１０

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

403 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｆ１の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

携帯･自動車電話事業者
―

404～404-2 （削除）

405～405-6 （削除）

406 （削除）

407～407-3 （削除）

408 （削除）

409～409-3 （削除）

410 （削除）
411 衛星系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

412 衛星系事業者 中継事業者 特定端末系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 中継事業者

413 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 中継事業者 中継事業者

414 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｉ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

衛星系事業者
―

414-2 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｉ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

衛星系事業者
―

414-3 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｉ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

415 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｉ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

衛星系事業者
―

416 衛星系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｉ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

―

417 国際系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

417-2 国際系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 ―

418 国際系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：国際系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：国際系事業者

―

418-2 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

418-3 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

国際系事業者
―

418-4ＡＣＣel6 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

国際系事業者

418-5 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

国際系事業者

418-6 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

419 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者

419-2 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

419-3 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

420 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

国際系事業者

421 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

国際系事業者
―

422 国際系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｊ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

中継事業者

当社等
中継事業者及び当社等

423-2 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

424 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 中継事業者

425 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

425-2 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

425-3 端末回線線端接続事業者 当社等 特定中継事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者
425-4 端末系事業者 当社等 特定中継事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

425-5 携帯・自動車電話事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

―

425-6ＡＣＣＡ3旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

中継事業者及び当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

当社等

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等
427-2 ＰＨＳ事業者 当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 －
428 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等

429-2 ＰＨＳ事業者 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 －

430 ＰＨＳ事業者 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 ＰＨＳ事業者

431 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末回線線端接続事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者

432 ＰＨＳ事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｇ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

ＰＨＳ事業者

433 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｇ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者

433-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｇ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

ＰＨＳ事業者(発信事業者)

423 旧第２種電気通信事業者 特定端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

ＰＨＳ事業者(発信事業者) 中継事業者426 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ２

ＰＨＳ事業者(発信事業者) ＰＨＳ事業者(発信事業者) ＰＨＳ事業者(発信事業者)427 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ２

ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者429 ＰＨＳ事業者 端末回線線端接続事業者 Ｇ１



433-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｇ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

―

433-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｇ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

433-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｇ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

433-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｇ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

434 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者
―

434-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

当社等

HＤＤ2 中継事業者及び当社等

435-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：ＰＨＳ事業者
着側：端末系事業者

当社等

中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等
437-2Ｃom-ＡirH" ＰＨＳ事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―
437-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者

438 ＰＨＳ事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：ＰＨＳ事業者

ＰＨＳ事業者 端末系事業者

439 ＰＨＳ事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：ＰＨＳ事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者及び端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：ＰＨＳ事業者

端末系事業者

440 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

440-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

440-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

―

440-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

440-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

440-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―

440-7 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者
―

440-8 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

440-9 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

440-10 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

―

440-11 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

―

440-12 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

ＰＨＳ事業者

440-13 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

440-14 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

440-15 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

440-16 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

440-17 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

440-18 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

当社等

中継事業者及び当社等

440-20 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

特定端末系事業者

441 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

441-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

441-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

441-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

441-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

441-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

当社等

中継事業者及び当社等

442-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

ＰＨＳ事業者
―

442-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

ＰＨＳ事業者
―

443 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者

443-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

443-3 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

443-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
443-5 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
443-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

当社等

中継事業者及び当社等

443-8 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
443-9 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
443-10 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)
443-11 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ー

443-12 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

443-13 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：ＰＨＳ事業者
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

443-14 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
443-15 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者
443-16 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

ＰＨＳ事業者

端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

435 ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｇ１

436

443-7 ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｄ１

ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

437 ＰＨＳ事業者

442 ＰＨＳ事業者 端末系事業者

中継事業者 中継事業者 中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

ＰＨＳ事業者
―

Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―440-19 ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ａ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 端末系事業者ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｇ１



444 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

445 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

446 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

447 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者

447-2ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
447-3ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

447-4ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
着側：中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

447-5ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者
着側：ＰＨＳ事業者

447-6 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
着側：ＰＨＳ事業者

448 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

448-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

449 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

450 （削除）
451 ＰＨＳ事業者 当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

452 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 衛星系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等
453-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者
454 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

454-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 国際系事業者
454-3 ＰＨＳ事業者 当社等 国際系事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 国際系事業者
455 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

455-2 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者及び当社等 端末回線線端接続事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 －

455-3 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 －

455-4 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｇ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

ＰＨＳ事業者

455-5 ＰＨＳ事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

456 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

457 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｌ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

458 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

459 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 中継事業者

460 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

461 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｌ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

端末回線線端接続事業者
―

462 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者
―

463 端末回線線端接続事業者 当社等 端末系事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

463-2xwＡve5端末回線線端接続事業者 当社等 端末系事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 ―

463-3 端末回線線端接続事業者 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 －

464 端末回線線端接続事業者 当社等 端末系事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末系事業者

465 端末回線線端接続事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｌ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者

466 端末回線線端接続事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｌ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

端末回線線端接続事業者

467 端末回線線端接続事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｌ１ 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者 端末回線線端接続事業者

468 端末回線線端接続事業者 当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

469 端末回線線端接続事業者 当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

470 （削除）

471 （削除）

当社等

中継事業者及び当社等
472-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

472-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者

472-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

473 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

473-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

473-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

473-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

当社等

中継事業者及び当社等

473-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

当社等

中継事業者及び当社等

473-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者
Ｂ１の７－

２
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

特定端末系事業者

473-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 端末系事業者 中継事業者

476 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

476-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
―
―

476-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

476-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

476-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

476-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

476-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

476-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

476-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

476-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の３０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

476-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

―

476-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

国際系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

端末系事業者 端末系事業者472 端末系事業者 ＰＨＳ事業者

453 ＰＨＳ事業者 国際系事業者

473-5 端末系事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者

473-7 端末系事業者 ＰＨＳ事業者
Ａ１の１０

-２

Ｃ１

―
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

端末系事業者

端末系事業者

国際系事業者 国際系事業者Ｊ１

ＰＨＳ事業者



476-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の２９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

476-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の３６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

476-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

476-16 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

476-17 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

476-18 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

―

476-19 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

476-20 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

476-21 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

476-22 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ６の２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

476-23 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ６の３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

477 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

477-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

478 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

478-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

478-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄの４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

当社等

中継事業者及び当社等
479-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
479-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
479-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) ―

479-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
479-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)
479-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

479-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

479-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

479-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

479-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

479-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

479-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から５社目の中継事業者)
479-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
479-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者
479-16 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
479-17 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
479-18 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び端末系事業者（発信事業者） 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

479-19 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)及び端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
発側から２社目の中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限りま
す。

479-20 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)及び端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

480 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

480-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

480-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

480-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

480-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

端末系事業者(発信事業者)

480-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

480-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

480-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

480-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

481 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

481-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

481-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

481-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の３２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―
―

481-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ２ 中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 中継事業者(着側から１社目の中継事業者)
中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

481-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ２の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(着側から１社目の中継事業者)
―

481-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

481-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)
―

481-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

481-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

481-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

482 端末系事業者 中継事業者、中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中間経由等事業者
―

483 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者
―

483-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

中継事業者 中継事業者479 端末系事業者 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者



483-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

483-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

483-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

483-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

483-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

483-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

483-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

483-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

483-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

483-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

483-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

483-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

483-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

484 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

端末系事業者(発信事業者)
―

484-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

端末系事業者(発信事業者)
―

484-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

端末系事業者(発信事業者)
―

484-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

―

484-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

485 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

端末系事業者(発信事業者)
―

当社等

中継事業者及び当社等
当社等

中継事業者及び当社等
当社等

中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

485-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の１８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄: 中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄: 中継事業者

―

485-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の１９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

－

485-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の２０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

－

485-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者
Ｂ１の７－

３
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者（発信事業者）

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者（発信事業者）

特定端末系事業者

485-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

特定端末系事業者

485-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄: 中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄: 中継事業者

特定端末系事業者

485-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

特定端末系事業者

485-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

特定端末系事業者

485-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

―

485-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の２２
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

―

485-16 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の２４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

―

485-17 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

特定端末系事業者

485-18 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

特定端末系事業者

486 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

486-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

486-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

486-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

486-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

－

486-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

－

486-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

486-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から４社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

486-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から５社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

487 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ３の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

端末系事業者(着信事業者)
―

487-2 端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) ―

487-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

端末系事業者(着信事業者)

487-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者（発信事業者）

485-2 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ２の４

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者(着信事業者)

485-3 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ２の４ 端末系事業者(発信事業者)

―

Ａ１の１７

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者（発信事業者）

―485-4 端末系事業者 端末系事業者
Ａ１の１０

-３

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者（着信事業者）

―485-5 端末系事業者 端末系事業者



487-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

487-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

487-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

487-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ３の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)

―

487-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

487-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)

487-11 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(着信事業者)
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

端末系事業者(着信事業者)

487-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

487-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

487-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から４社目の中継事業者)

487-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から５社目の中継事業者)

488 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者

488-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

488-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

488-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

488-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者)
発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者）

489 端末系事業者 中間経由等事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) 中間経由等事業者

当社等

中間経由等事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

490-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者)
発側：端末系事業者(発信事業者)
着側：端末系事業者(着信事業者）

当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

ＡＣＣＡ21 旧第２種電気通信事業者及び当社等

491-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ３ 端末系事業者(着信事業者) 端末系事業者(着信事業者) 中継事業者

当社等

中間経由等事業者及び当社等

492-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｃ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者
―

492-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｃ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

492-4 端末系事業者 中間経由等事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｃ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中間経由等事業者
―

当社等

中継事業者及び当社等

492-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｂ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

特定端末系事業者

492-7 端末系事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｐ１ 無線呼出し事業者 無線呼出し事業者 無線呼出し事業者

492-8 端末系事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

493 端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ１の３３
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者

494 端末系事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｄ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等
当社等

JP22(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

496 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 中継事業者

496-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 携帯･自動車電話事業者

496-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

携帯･自動車電話事業者

496-4 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

携帯･自動車電話事業者

496-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

携帯･自動車電話事業者

496-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

496-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

496-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

496-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯･自動車電話事業者 Ｆ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯･自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

496-10 JP11 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

―

496-11 JP12 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 ―

496-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

496-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

496-14 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

496-15 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ３の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

496-16 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
496-17 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ１ 中継事業者 端末系事業者 中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等
携帯・自動車電話事業者

端末系事業者(発信事業者)

端末系事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

490 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ２

端末系事業者 Ｃ３

端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者)

端末系事業者(着信事業者) ―

491 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ３ 端末系事業者(着信事業者) 端末系事業者(着信事業者) 端末系事業者(着信事業者)

490-2 端末系事業者

491-2 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ３ 端末系事業者(着信事業者) 端末系事業者(着信事業者) ―

端末系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

Ｃ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

端末系事業者

携帯・自動車電話事業者

―

495-2 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 ―

495

497 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者

492-5 端末系事業者

492 端末系事業者 無線呼出し事業者

無線呼出し事業者 Ａ１の１６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

490-3 Ｃ２ 端末系事業者(着信事業者)端末系事業者(発信事業者)端末系事業者(発信事業者)端末系事業者 端末系事業者



当社等

JP21(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

497-4 端末系事業者 当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者

498 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等
498-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

499～
499-10

（削除）

500 端末系事業者 当社等 衛星系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

当社等

HＤＤ5 中継事業者及び当社等

501-2 端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

501-3 端末系事業者 旧第２種電気通信事業者及び当社等 国際系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

501-4 端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者
501-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者

501-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者
Ａ１の１０

-２
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

―

501-7 端末系事業者 当社等 国際系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 国際系事業者

501-8 端末系事業者 当社等 国際系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

502 端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｊ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

国際系事業者
―

502-2 端末系事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

当社等

ＡＣＣＡ1 旧第２種電気通信事業者及び当社等

502-4ＡＣＣＡ4 端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

502-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

502-6 端末系事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

502-7 端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｃ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

端末系事業者

502-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

502-9 端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者
Ｄ３の７

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

502-10 端末系事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者
Ｄ３の３２

－２

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

502-11 端末系事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

当社等

中継事業者及び当社等
504 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

中継事業者及び当社等

JP30(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

504-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者
Ｄ３の１０

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

当社等

中継事業者及び当社等

505-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

携帯･自動車電話事業者
―

505-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

携帯･自動車電話事業者
―

505-4 JP7 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の事業者)

―

505-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

携帯・自動車電話事業者

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

505-7 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

－

506 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

506-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等
JP27(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

JP28(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等
当社等

JP31(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等
当社等

JP32(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

506-7Jt-fomＡ1携帯・自動車電話事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

―

506-8 携帯・自動車電話事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ１の１２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者 －

当社等

中継事業者及び当社等

506-10 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

特定端末系事業者

507 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

507-2 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者
―

507-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

507-4 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

507-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
―

507-6 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―

507-7 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)
―

507-8 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(サービス制御事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(サービス制御事業者)
―

中継事業者及び当社等

JP29(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

507-10 JP4 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

507-11 JP6 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

507-12 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

ー

携帯・自動車電話事業者 ―携帯・自動車電話事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

携帯・自動車電話事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

端末系事業者携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者

国際系事業者

端末系事業者

―

497-3 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者

497-2

501 端末系事業者 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者国際系事業者

―端末系事業者

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

502-3

503 携帯・自動車電話事業者 ＰＨＳ事業者 Ｆ１

端末系事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｃ１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

504-2 携帯・自動車電話事業者 ＰＨＳ事業者 Ｆ１

505 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｆ１の４

―

506-3

505-6 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｆ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

―携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｆ１の４

506-4 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｆ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

506-5 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｆ１の４ ―

506-6 携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ａ１の４

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：携帯・自動車電話事業者及び端末系事業者

―端末系事業者 Ｆ１の４

507-9 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｄ１の４

506-9

―

498-2 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者
Ａ１の１０

-２

端末系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄 ：端末系事業者

―

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

携帯･自動車電話事業者
―

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者



508 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

当社等
中継事業者及び当社等

JP23(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

JP34(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

当社等

JP26(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

508-4 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

508-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

当社等

中継事業者及び当社等
当社等

中継事業者及び当社等
509-3 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
509-4 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ５ 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者) 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)
509-5 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ８ 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者) 中継事業者(サービス制御事業者)

当社等

JP19(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等
中継事業者及び当社等

JP20(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

509-8 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

509-9 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者 －

509-10 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

509-11 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から３社目の中継事業者）

509-12 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）
発側：中継事業者（発側から２社目の中継事業者）
着側：中継事業者（発側から３社目の中継事業者）

509-13 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

509-14 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者及び携帯・自動車電話事業者 中継事業者 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

509-15 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

509-16 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）及び携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者の特定番号着信機能サービスを利用する場合に限ります。

509-17 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

509-18 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ４ 中継事業者（発側から２社目の中継事業者） 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）及び携帯・自動車電話事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

509-19 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者
Ｄ３の１０

－２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
(ｲ)発信事業者欄：携帯・自動車電話事業者

中継事業者（発側から１社目の中継事業者） 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

当社等

中継事業者及び当社等

511 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｆ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

携帯･自動車電話事業者
―

512 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｆ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

中継事業者

512-2 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｆ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

携帯・自動車電話事業者 －

当社等

中継事業者及び当社等

当社等

JP36(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

JP17(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

当社等

JP15(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

JP33(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

JP14(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

JP35(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

513-8 JP10 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ３ 携帯・自動車電話事業者(着信事業者) 携帯・自動車電話事業者(着信事業者) ―

513-9 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社等 国際系事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 －

当社等

中継事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

513-12 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｆ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

携帯・自動車電話事業者 －

513-13 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 －

513-14 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) －

513-15 携帯・自動車電話事業者 当社 端末回線線端接続事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

当社等

中継事業者及び当社等

513-17 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

513-18 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｆ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

携帯・自動車電話事業者

513-19 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

513-20 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

513-21 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
当社等

中継事業者及び当社等

514 （削除）
515 （削除）
516 （削除）
517 （削除）

518～518-8 （削除）
519 （削除）

520～520-6 （削除）
521～521-8 （削除）

522 （削除）
523 （削除）
524 （削除）
525 （削除）
526 （削除）
527 （削除）

528～528-2 （削除）
529～529-2 （削除）

530 （削除）
531～531-4 （削除）

532 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 中継事業者 中継事業者

533 衛星系事業者 当社等 ＰＨＳ事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

534 （削除）
535 衛星系事業者 当社等 端末系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 衛星系事業者 衛星系事業者

535-2 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｉ１ 衛星系事業者 中継事業者 中継事業者

―

端末系事業者 端末系事業者

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

中継事業者中継事業者

携帯・自動車電話事業者

国際系事業者

携帯・自動車電話事業者

国際系事業者 国際系事業者

携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 ―

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

中継事業者 中継事業者

508-2 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｆ１

508-3

509 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者

―

Ｄ１

携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｆ１

中継事業者

Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 端末系事業者509-2 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者

―

509-7 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者

509-6 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者 Ｃ１

510 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者

Ｄ１

Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者

513 携帯・自動車電話事業者 無線呼出し事業者 Ｆ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

携帯・自動車電話事業者

513-3 携帯・自動車電話事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

513-2

国際系事業者 Ｊ１

―携帯・自動車電話事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｆ１

―

513-5 携帯・自動車電話事業者 国際系事業者 Ｊ１ 携帯・自動車電話事業者 ―

513-4 携帯・自動車電話事業者

―513-6 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１

513-7 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者(発信事業者) ―Ｆ２ 携帯・自動車電話事業者(発信事業者)

513-16 携帯・自動車電話事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｆ１

国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者513-10

携帯・自動車電話事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１

513-22 携帯・自動車電話事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１

513-11

携帯・自動車電話事業者 国際系事業者 Ｊ１

旧第２種電気通信事業者

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 －

携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者



536 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｉ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

衛星系事業者
―

536-2 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｉ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

536-3 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｉ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：衛星系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

衛星系事業者
―

537 （削除）

当社等

中継事業者及び当社等
539 国際系事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者

当社等

HＤＤ1 中継事業者及び当社等

540-2 国際系事業者 当社等 端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 －

当社等

中継事業者及び当社等

541-2 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

国際系事業者
―

541-3 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

国際系事業者
―

541-4 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者

541-5 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 ―

541-6 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

541-7 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

国際系事業者

541-8 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

－

541-9 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

541-10 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

541-11 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

541-12 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

541-13 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

541-14 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

541-15 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

541-16 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

541-17 国際系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｊ１の７
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

542 （削除）
当社等

JP16(Ａu) 携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等
543 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等

543-3 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 無線呼出し事業者 Ｋ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

旧第２種電気通信事業者

当社等

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者及び当社等

543-5 旧第２種電気通信事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

当社等
中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等
中継事業者及び当社等

JP18(Ａu) 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

543-8ＡＣＣＡ16旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 ―

543-9NTT-WT2旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 中継事業者

543-10NTT-WT4旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-11NTT-WT5旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-12 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

旧第２種電気通信事業者

543-13 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

旧第２種電気通信事業者

543-14 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

543-15 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

－

543-16 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者

543-17 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-18 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

543-19 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の３７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-20 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の３８
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-21 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の３９
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-22 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-23 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

543-24 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-25 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

543-26 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-27 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｄ３の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

543-28 旧第２種電気通信事業者 当社 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

543-29 旧第２種電気通信事業者 当社 端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

543-30 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者

543-31 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 ＰＨＳ事業者 Ｄ３の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

国際系事業者

国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

端末系事業者 Ｊ１

538 国際系事業者 ＰＨＳ事業者 Ｊ１

542-2 国際系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｊ１

国際系事業者 端末系事業者

国際系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｊ１

国際系事業者 国際系事業者 ―

国際系事業者国際系事業者

543-2 旧第２種電気通信事業者 端末系事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

542-3

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―543-4 旧第２種電気通信事業者 端末系事業者 Ｋ１

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―543-6 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―543-7 旧第２種電気通信事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｋ１

540 国際系事業者

541
国際系事業者

―

国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

Ｊ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：国際系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者



543-32～
543-33

（削除）

543-34 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者

543-35 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ３の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

543-36 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｄ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者(発信事業者)

旧第２種電気通信事業者(発信事業者) 中継事業者

543-37 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ２の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者(着信事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者(発信事業者)
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者(着信事業者)

旧第２種電気通信事業者(発信事業者)

543-38 旧第２種電気通信事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ２ 旧第２種電気通信事業者(発信事業者) 旧第２種電気通信事業者(発信事業者) 旧第２種電気通信事業者(発信事業者)

当社等

中継事業者及び当社等

543-40 旧第２種電気通信事業者 当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者

543-41 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者 中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等

543-43 （削除）

543-44 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 中継事業者

543-45 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）
544 当社 ― 特定中継事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 当社 ―

545 当社 ― 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

546 当社 ― 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―
着信事業者欄の特定中継事業者は、特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコン
ピュ-タ通信網。

547 当社 ― 特定中継事業者 Ｅ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―
着信事業者欄の特定中継事業者は、特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコン
ピュ-タ通信網。

548 特定中継事業者 ― 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者
549 特定中継事業者 ― 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者
550 特定中継事業者 ― 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 特定中継事業者
551 特定中継事業者 ― 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 ―
552 当社 当社等 当社 Ａ１ 当社 当社 ―
553 当社 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

553-2 当社 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 ―
554 当社 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―
555 当社 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 特定中継事業者

556 当社 当社等 当社 Ｅ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

特定中継事業者
第２表及び第３表の(イ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ファクシミリ網通信サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

556-2 当社 当社等 当社 Ａ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者

当社 ―

557 当社 当社等 当社 Ｅ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

特定中継事業者
第２表及び第３表の(ウ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ファクシミリ網通信サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

558 当社 当社等 特定端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 ―
559 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

559-2 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 ―
560 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―
561 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者
562 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 特定中継事業者

562-2 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

特定中継事業者

562-3 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

562-4 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

563 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―
第２表及び第３表の(イ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ファクシミリ通信網サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

564 当社 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

―
第２表及び第３表の(ウ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ファクシミリ通信網サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

565 当社 当社等 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者
566 当社 当社等 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―

567 当社 当社等 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―
着信事業者欄の特定中継事業者は、特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコン
ピュ-タ通信網。

568 当社 当社等 特定中継事業者 Ｅ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―
第２表及び第３表の(イ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ビデオテックス通信サ-ビスに係るセンタ設備までの区間を表
す。

569 当社 当社等 特定中継事業者 Ｅ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：当社

―

570 当社 当社等 特定中継事業者 Ｅ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

―
第２表および第３表の(ウ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ
-タ通信網を起点として、ビデオテックス通信サ-ビスに係るセンタ設備までの区間を
表す。

571 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者
572 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

572-2 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 ―

573 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者
574 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―
575 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 特定中継事業者

575-2 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

575-3 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

特定中継事業者

575-4 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

575-5 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

―

576 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

特定中継事業者
第２表および第３表の(イ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ
-タ通信網を起点として、ファクシミリ通信網サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

577 特定端末系事業者 当社等 当社 Ｅ１の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

特定中継事業者
第２表および第３表の(ウ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ
-タ通信網を起点として、ファクシミリ通信網サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

578 特定端末系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

579 特定端末系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―
第２表及び第３表の(イ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ファクシミリ通信網サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

580 特定端末系事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―
第２表及び第３表の(ウ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ファクシミリ通信網サ-ビスの着信ユ-ザまでの区間を表す。

581 特定端末系事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 ―
582 特定端末系事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者

583 特定端末系事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―
着信事業者欄の特定中継事業者は、特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコン
ピュ-タ通信網。

584 特定端末系事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―
第２表及び第３表の(イ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ-
タ通信網を起点として、ビデオテックス通信サ-ビスに係るセンタ設備までの区間を表
す。

585 特定端末系事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

―

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者543-39 旧第２種電気通信事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｋ１

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者543-42 旧第２種電気通信事業者 ＰＨＳ事業者 Ｋ１

旧第２種電気通信事業者



586 特定端末系事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―
第２表および第３表の(ウ)着側は特定中継事業者の契約約款に定めるオ-プンコンピュ
-タ通信網を起点として、ビデオテックス通信サ-ビスに係るセンタ設備までの区間を
表す。

587 特定中継事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者

587-2 特定中継事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

特定中継事業者

588 特定中継事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者
589 特定中継事業者 当社等 当社 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 特定中継事業者
590 特定中継事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定端末系事業者
591 特定中継事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 当社 特定中継事業者
592 特定中継事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

592-2 特定中継事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

特定中継事業者

593 特定中継事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定端末系事業者 特定中継事業者
594 特定中継事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 特定端末系事業者
595 特定中継事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 特定中継事業者

596 特定中継事業者 当社等 特定中継事業者 Ｅ１ 特定中継事業者 特定中継事業者 ―



２－３　ＩＰ音声接続に係る接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等

第３表 第４表

発信事業者 着信事業者 番号 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者

1 当社 協定事業者 Ａ１ 当社 当社 -
2 当社 協定事業者 Ｑ１ 協定事業者 協定事業者 協定事業者
3 協定事業者 当社 Ａ１ 当社 当社 -
4 協定事業者 当社 Ｑ１ 協定事業者 協定事業者 協定事業者
5 協定事業者 当社 Ａ１ 当社 協定事業者 -
6 当社 協定事業者 Ｑ１ 協定事業者 当社 協定事業者

第１表

ＮＯ.
第２表(参考)

備考欄


