
                         

電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用 語 意 味 

１～60 （略） （略） 

61 基地局回線 当社の通信用建物に設置するＰＨＳ接続装置又は当社が指定する加入者交換機

と活用型ＰＨＳ事業者の設置する無線接続装置又は活用型ＰＨＳ事業者の設置

する伝送装置（当社の通信路設定伝送機能等に係る区間及び活用型ＰＨＳ事業

者の設備に係る区間を経由して無線接続装置に接続する場合に限ります。）と

の間に設置される端末回線 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料 

 

区  分 単 位 料金額 備 考 

ア 保守の区別がタ

イプ１－１のもの

１回線ごと

に 

1,623円(1) ＰＨＳ基地局

回線機能 

基地局回線

により接続

する機能 イ 保守の区別がタ

イプ１－２のもの

１回線ごと

に 

1,623円

活用型ＰＨＳ事

業者に適用しま

す。 

 

２－１－１－２～２－１０－２ (略) 

 

２－１１ その他の機能 

区  分 単 位 料金額 備 考 

(1)～(13)（略） (略) (略) (略) (略) 

(14) ＰＨＳ基地局

回線管理機能 

協定事業者の基地局回線の情報の管

理を行うとともに網使用料を請求す

る機能 

１回線ごと

に月額 

51円 活用型ＰＨＳ事

業者に適用しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用 語 意 味 

１～60 （略） （略） 

61 基地局回線 当社の通信用建物に設置するＰＨＳ接続装置又は当社が指定する加入者交換機

とＰＨＳ事業者の設置する無線接続装置又はＰＨＳ事業者の設置する伝送装置

（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

を経由して無線接続装置に接続する場合に限ります。）との間に設置される端

末回線 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料 

 

区  分 単 位 料金額 備 考 

ア 保守の区別がタ

イプ１－１のもの

１回線ごと

に 

1,623円 

 

(1) ＰＨＳ基地局

回線機能 

基地局回線

により接続

する機能 イ 保守の区別がタ

イプ１－２のもの

１回線ごと

に 

1,623円 

 

ＰＨＳ事業者に

適用します。 

 

２－１－１－２～２－１０－２ (略) 

 

２－１１ その他の機能 

区  分 単 位 料金額 備 考 

(1)～(13)（略） (略) (略) (略) (略) 

(14) ＰＨＳ基地局

回線管理機能 

協定事業者の基地局回線の情報の管

理を行うとともに網使用料を請求す

る機能 

１回線ごと

に月額 

51円 

 

ＰＨＳ事業者に

適用します。 

 

 

 

 

 

 



                         

第２ 手続費 

 ２ 手続費の額  

 ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備  考 

(1) （略） （略） （略） （略） 

ア （略） （略） （略） （略） 

(ｱ)月額 当社が回収

する利用者

料金額の

14.0%に相当

する額 

携帯・自動車電

話事業者、活用

型ＰＨＳ事業

者、ＰＨＳ接続

地域事業者又は

特定中継事業者

に適用します。

(2) 料金回収

手続費 

別表２（接続形

態）第２表にお

いて協定事業

者が利用者料

金設定事業者

となる接続形

態の場合であ

って、同別表第

３表において

当社が利用者

料金請求事業

者となるとき

に、当社が行う

利用者料金の

回収業務に要

する費用 

イ 当社の公衆電話から

発信する場合（その料

金の支払いを要する

者が公衆電話の利用

者となる場合に限り

ます。） 

(ｲ)（略）

 

（略） （略） 

 

 

別表２ 接続形態 

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 

Ｃ１の１３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者 

(ｲ)発信事業者欄：活用型ＰＨＳ事業者 

Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 

Ｇ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｇ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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：活用型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：活用型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：活用型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：活用型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：活用型ＰＨＳ事業者 

第２ 手続費 

 ２ 手続費の額  

 ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備  考 

(1) （略） （略） （略） （略） 

ア （略） （略） （略） （略） 

(ｱ)月額 当社が回収

する利用者

料金額の

14.0%に相当

する額 

携帯・自動車電

話事業者、ＰＨ

Ｓ事業者又は特

定中継事業者に

適用します。 

(2) 料金回収

手続費 

別表２（接続形

態）第２表にお

いて協定事業

者が利用者料

金設定事業者

となる接続形

態の場合であ

って、同別表第

３表において

当社が利用者

料金請求事業

者となるとき

に、当社が行う

利用者料金の

回収業務に要

する費用 

イ 当社の公衆電話から

発信する場合（その料

金の支払いを要する

者が公衆電話の利用

者となる場合に限り

ます。） 

(ｲ)（略）

 

（略） （略） 

 

 

別表２ 接続形態 

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 

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 

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：活用型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：活用型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：活用型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：活用型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：活用型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：活用型ＰＨＳ事業者 

(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者 

Ｇ２ 活用型ＰＨＳ事業者(発信事業者) 

 

 

 

 

(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) 

 

附 則（平成 24 年 10 月 31 日東相制第 12－0073 号） 

この改正規定は、平成24年10月31日から実施します。 

 



                         

電気通信事業法第33条第７項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 

 

別表２ 接続形態 

 １ 適用  

区 分 内 容 

（１）～（２） (略) (略) 

（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～カ （略） 

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「活用型ＰＨＳ事業者」と記述がある場合に

は、「発信事業者」欄に記載された活用型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活用型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活用型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」

欄に記載された活用型ＰＨＳ事業者に着信する場合があります。 

 

 

ク （略） 

ケ 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本欄の第１表において、「発信事

業者欄」又は「着信事業者欄」に「活用型ＰＨＳ事業者」と記載されている場

合であって、「経由事業者欄」に「中継事業者及び当社等」と記載されている

ときは、当社等を経由せずに接続することがあります。 

 

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 

別添１のとおり 

 

２－２ ＤＳＬ回線以外との接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等 

別添３のとおり 

 

別表２ 接続形態 

 １ 適用 

区 分 内 容 

（１）～（２） (略) (略) 

（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～カ （略） 

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。 

 

 

ク （略） 

 

 

 

 

  

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 

別添２のとおり 

 

２－２ ＤＳＬ回線以外との接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等 

 別添４のとおり 

 

附 則（平成 24 年 10 月 26 日東相制第 12-0074 号） 

この改正規定は、平成 24 年 10 月 31 日から実施します。 

 



別添１

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

当社等

活用型ＰＨＳ事業者
及び当社等

22 当社 ― 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 ―

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

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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

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

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：２－２表による

―



別添２

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

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

―

(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

21 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１の９－２



別添３

２－２  ＤＳＬ回線以外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 ― 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 当社 活用型ＰＨＳ事業者

1-3 当社 ― 活用型ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者

1-4 当社 ― 活用型ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

1-5 Ｃ 当社 ― 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者 活用型ＰＨＳ事業者

1-7 当社 ― 活用型ＰＨＳ事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

19 活用型ＰＨＳ事業者 ― 当社 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

20 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 ― 当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

20-3 活用型ＰＨＳ事業者 ― 当社 Ａ１ 当社 当社 ―

146 当社 当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 当社 活用型ＰＨＳ事業者

146-2 当社 中継事業者 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 当社 中継事業者

146-5 当社 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

146-6 当社 中継事業者及び当社等 活用型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)

146-7 当社 中継事業者 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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 活用型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) ―

146-10 Ｄ 当社 中継事業者及び当社等 活用型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)

146-11 Ｄ 当社 中継事業者及び当社等 活用型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 ―

146-12 Ｄ 当社 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

当社 活用型ＰＨＳ事業者

146-13 Ｄ 当社 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型ＰＨＳ事業者

146-14 Ａ 当社 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)発信事業者欄：中継事業者

中継事業者 活用型ＰＨＳ事業者

146-15 Ａ 当社 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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) 活用型ＰＨＳ事業者

146-16 Ｃ 当社 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者 活用型ＰＨＳ事業者

146-17 当社 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

202 活用型ＰＨＳ事業者 当社等 当社 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

202-2 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ａ１ 当社 当社 ―

203 活用型ＰＨＳ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

203-2 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

活用型ＰＨＳ事業者
―

204 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

205 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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

206-2 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

206-3 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

206-6 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から３社目の中継事業者)

207 活用型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 中継事業者

207-2 活用型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２社目の中継事業者)

207-3 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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)

207-8 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 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)

207-9 活用型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 活用型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)

208 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

中継事業者
―

208-2 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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)

活用型ＰＨＳ事業者

活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者

備考欄
第２表(参考)

ＮＯ.

146-3 当社 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 中継事業者活用型ＰＨＳ事業者

206 活用型ＰＨＳ事業者 当社 Ｇ１



208-12 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者

209-3 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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)
―

210 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

活用型ＰＨＳ事業者
―

210-2 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

活用型ＰＨＳ事業者

210-3 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者 当社 Ｇ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

―

210-4 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

210-5 活用型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：活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

210-6 活用型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：活用型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：活用型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)

活用型ＰＨＳ事業者
―

210-7 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者

活用型ＰＨＳ事業者
―

297 特定端末系事業者 当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 特定端末系事業者 活用型ＰＨＳ事業者

297-2 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 ―

297-3 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型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 活用型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 活用型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)

297-6 Ｄ 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型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)

297-7 Ｄ 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型ＰＨＳ事業者

297-8 Ａ 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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) 活用型ＰＨＳ事業者

297-9 Ｃ 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者 活用型ＰＨＳ事業者

297-10 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型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

344 活用型ＰＨＳ事業者 当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

344-2 活用型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

345 活用型ＰＨＳ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

345-2 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

活用型ＰＨＳ事業者
―

346 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者

348-2 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

348-3 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

348-4 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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：活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者

活用型ＰＨＳ事業者
―

350-2 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

活用型ＰＨＳ事業者

350-3 活用型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：活用型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：活用型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)

活用型ＰＨＳ事業者
―

351 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)区間Ｄ：特定中継事業者

活用型ＰＨＳ事業者
―

352 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者



353 活用型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 活用型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 活用型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)
―

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 活用型ＰＨＳ事業者 当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 －

428 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者

当社等

中継事業者及び当社等

429-2 活用型ＰＨＳ事業者 当社等 端末回線線端接続事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 －

430 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者

431 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者

432 活用型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：活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者

活用型ＰＨＳ事業者

433 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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)

―

433-3 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者
―

434-2 活用型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：活用型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：活用型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

中継事業者及び当社等

435-2 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者
発側：活用型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

437-2 Ａ 活用型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 活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者

活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者

439 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者及び端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：活用型ＰＨＳ事業者

端末系事業者

440 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

440-2 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型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 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

中継事業者
―

440-8 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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)

活用型ＰＨＳ事業者

440-13 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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：活用型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：活用型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：活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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)
―

中継事業者

活用型ＰＨＳ事業者(発信事業者)

活用型ＰＨＳ事業者

活用型ＰＨＳ事業者(発信事業者) 活用型ＰＨＳ事業者(発信事業者)

活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

活用型ＰＨＳ事業者(発信事業者) 活用型ＰＨＳ事業者(発信事業者)

426 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ２

427 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ２

429 活用型ＰＨＳ事業者 端末回線線端接続事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

435 活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｇ１

(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

―

端末系事業者活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｃ１

活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者

端末系事業者 端末系事業者

Ｇ１

440-19 活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ａ１の４

437

436 活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者



441-6 活用型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

ー

当社等

中継事業者及び当社等

442-2 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者

活用型ＰＨＳ事業者
―

442-3 活用型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：活用型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：活用型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)

活用型ＰＨＳ事業者
―

443 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者

443-2 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

443-5 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

443-6 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者
発側：活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者
発側：活用型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 活用型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)

444 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

445 活用型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 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

447 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者

447-2 Ｈ 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者（発側から１社目の中継事業者）

447-3 Ｈ 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 中継事業者（発側から２社目の中継事業者）

447-4 Ｈ 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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）

447-5 Ｈ 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者
発側：中継事業者

着側：活用型ＰＨＳ事業者

447-6 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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：活用型ＰＨＳ事業者

448 活用型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 活用型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 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ接続地域事業者及び当社等 接続型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

451 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 当社等 国際系事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 国際系事業者

455 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者及び当社等 端末回線線端接続事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 －

455-3 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 －

455-4 活用型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：活用型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：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

活用型ＰＨＳ事業者

455-5 活用型ＰＨＳ事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型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 活用型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者

当社等

中継事業者及び当社等

472-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型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 活用型ＰＨＳ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

504 携帯・自動車電話事業者 中継事業者及び当社等 活用型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

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

ＰＨＳ接続地域事業者及び当社等

ＰＨＳ接続地域事業者、中継事業者及び当社等

532 衛星系事業者 中継事業者及び当社等 活用型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 活用型ＰＨＳ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

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 活用型ＰＨＳ事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 中継事業者

543 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 活用型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

543-30 旧第２種電気通信事業者 中継事業者及び当社等 活用型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 活用型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)

当社等

中継事業者及び当社等

ＰＨＳ接続地域事業者

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

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: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 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

―

活用型ＰＨＳ事業者
―

活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｄ１

Ｇ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

中継事業者

442

472 端末系事業者 活用型ＰＨＳ事業者

活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者

453 活用型ＰＨＳ事業者 国際系事業者

443-7

Ｇ１ 活用型ＰＨＳ事業者 端末系事業者 活用型ＰＨＳ事業者473-5 端末系事業者 活用型ＰＨＳ事業者

473-7 端末系事業者 活用型ＰＨＳ事業者 Ａ１の１０-２

活用型ＰＨＳ事業者 Ｆ１

503 携帯・自動車電話事業者 活用型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

516 接続型ＰＨＳ事業者 活用型ＰＨＳ事業者 Ｈ１ 接続型ＰＨＳ事業者 接続型ＰＨＳ事業者

504-2 携帯・自動車電話事業者

国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者538 国際系事業者 活用型ＰＨＳ事業者 Ｊ１

543-42 旧第２種電気通信事業者 活用型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 旧第２種電気通信事業者

端末系事業者

国際系事業者 国際系事業者

Ｃ１

中継事業者 中継事業者

Ｊ１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：活用型ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者



別添４

２－２  ＤＳＬ回線以外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 ― ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 当社 ＰＨＳ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

1-5 Ｃ 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 中継事業者 ＰＨＳ事業者

1-7 当社 ― ＰＨＳ事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

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 ―

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

146-5 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 中継事業者

146-6 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) 中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

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) ―

146-10 Ｄ 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)

146-11 Ｄ 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 ―

146-12 Ｄ 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

146-13 Ｄ 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

146-14 Ａ 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

146-15 Ａ 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

146-16 Ｃ 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

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

203 ＰＨＳ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

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

206-2 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２社目の中継事業者)

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)

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)

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)

206 ＰＨＳ事業者 当社 Ｇ１

備考欄
第２表(参考)

ＮＯ.

146-3 当社 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ 中継事業者ＰＨＳ事業者

ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 中継事業者

中継事業者

中継事業者(サービス制御事業者)

ＰＨＳ事業者

当社 ―

中継事業者 中継事業者

146-17 当社 ＰＨＳ事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

202-2 ＰＨＳ事業者 当社 Ａ１ 当社

207 ＰＨＳ事業者 当社 Ｄ１

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)207-8 ＰＨＳ事業者 当社 Ｄ８

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) 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)
―

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
―

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)

297-6 Ｄ 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)

297-7 Ｄ 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

297-8 Ａ 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

297-9 Ｃ 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

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

345 ＰＨＳ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

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)
―

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)

―

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

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

437-2 Ａ 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)
―

437

436 ＰＨＳ事業者 端末系事業者

440-19 ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ａ１の４

ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 端末系事業者

端末系事業者 端末系事業者

Ｇ１

端末系事業者ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｃ１

(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

―

435 ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｇ１

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

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

426 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ２

ＰＨＳ事業者

ＰＨＳ事業者(発信事業者) ＰＨＳ事業者(発信事業者)

ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

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)

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

447-2 ＰＨＳ事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 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）

447-3 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）

447-4 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）

447-5 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 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ接続地域事業者及び当社等 接続型ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者

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

当社等

中継事業者及び当社等

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

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

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

ＰＨＳ接続地域事業者及び当社等

ＰＨＳ接続地域事業者、中継事業者及び当社等

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

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

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

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)

当社等

中継事業者及び当社等

中継事業者 中継事業者

Ｊ１

(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

端末系事業者

国際系事業者 国際系事業者

Ｃ１

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

538 国際系事業者 ＰＨＳ事業者 Ｊ１ 国際系事業者 国際系事業者 国際系事業者

516 接続型ＰＨＳ事業者 ＰＨＳ事業者 Ｈ１ 接続型ＰＨＳ事業者 接続型ＰＨＳ事業者

504-2 携帯・自動車電話事業者 ＰＨＳ事業者 Ｆ１

503 携帯・自動車電話事業者 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

473-7 端末系事業者 ＰＨＳ事業者 Ａ１の１０-２

473-5 端末系事業者 ＰＨＳ事業者 Ｇ１ ＰＨＳ事業者 端末系事業者 ＰＨＳ事業者

442

472 端末系事業者 ＰＨＳ事業者

ＰＨＳ事業者 端末系事業者

453 ＰＨＳ事業者 国際系事業者

443-7 ＰＨＳ事業者 端末系事業者 Ｄ１

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

中継事業者

ＰＨＳ事業者
―

ＰＨＳ接続地域事業者

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

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: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 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

―
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