
e-お菓子ねっと ２０１３年９月吉日

ご利用企業様各位

e - お 菓 子 ね っ と

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

接続電話番号変更のご案内（ＪＣＡ手順・全銀手順用）

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ｅ－お菓子ねっとでは２０１３年１１月末をもってＪＣＡ手順・全銀手順のサービス終了をご案内して

おりますが、サービス終了までにご利用企業様の切替えが難しいと判断致しましたので新たなＪＣＡ手順・全

銀手順の通信環境（暫定）をご提供致します。

つきましては、下記のとおり接続定義(電話番号)の変更のご対応をお願い申し上げます。

今後とも、ｅ－お菓子ねっとサービスご利用・ご活用の程、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

１．電話番号変更理由

ｅ－お菓子ねっとでは｢ＪＣＡ手順・全銀手順のサービス終了に関するご案内とお願い｣をご連絡しておりま

すが、サービス終了までに切替えが難しいご利用企業様に対して新たなＪＣＡ手順・全銀手順の通信環境（暫

定）をご提供致します。

２．対象

①２０１３年１１月末までに全銀 TCP/IP 手順，Ｗｅｂ２００８またはＦＡＸ配信に切替えが難しいご利用

企業様（当面、ＪＣＡ手順・全銀手順をご利用する企業様）

※全銀 TCP/IP へ切替えをご希望のご利用企業様については、新サービスに向けて全銀 TCP/IP の環境を整

備中です。環境が整いしだいご案内させて頂きます。

３．送付資料

①接続電話番号変更のご案内（ＪＣＡ手順・全銀手順用）※本紙

②アクセスポイント切替要綱（ＪＣＡ手順・全銀手順用）

③切替完了報告書

４．新電話番号への切替期間

２０１３年１０月１日 (火) ～ ２０１３年１２月２７日 (金)

切替期間内であればご利用企業様の都合の良い日で実施して頂けます。

５．ご依頼及び作業内容

①通信定義(電話番号)の変更をお願い致します。

新電話番号へ切替え後、接続エラー(*3)になった場合は元の電話番号に戻して、６．お問合せ先へ

ご連絡ください。

②切替完了後、「切替完了報告書」を移行事務局宛にｅ-ｍａｉｌまたはＦＡＸで送付お願い致します。

接続手順 回線種類 現行電話番号 新電話番号 *1

００７７－４８－３８５２

０１２０－９１９－０９２
０５７０－０００－４４１

公衆 ２４００bps

０４４－７９７－４８３７ *2 同左

００７７－４８－３８５３

０１２０－９１９－０９４
０５７０－００３－２２１

JCA 手順

ＩＮＳ ９６００bps

０４４－７４０－５４６３ *2 同左

００７７－４８－３８５０

０１２０－９１９－９２６
０５７０－０５３－０３０

公衆 ２４００bps

０４４－７９７－４８６１ *2 同左

００７７－４８－３８５１

０１２０－９１９－９６０
０５７０－０５３－０３１

全銀手順

ＩＮＳ ９６００bps

０４４－７４０－０４１４ *2 同左



*1：新電話番号へ切替え後につきましては、発信者（ご加入企業様）に電話料金が課金されます。

電話料金については、NTTコミュニケーションズのナビダイヤル通話料を参照ください。

ＵＲＬ http://www.ntt.com/navidial/data/cost2.html
*2：緊急用の代替電話番号ですので変更はございません。緊急以外は新電話番号をご利用ください。

*3：接続エラーが発生する原因の一例

例えば：電話料金割引サービスに加入されている場合 (ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｲﾝ etc.)

電話交換機の設定で”0570”の発信を拒否している場合

通信定義(電話番号)の設定ミスをしている場合

６．お問合せ先

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 移行事務局

電話番号 ：０４５－９４９－５８２８（受付時間：平日（月～金） 9:00～17:00 祝祭日は除く）

ＦＡＸ番号：０４５－９４３－１２５３

ｅメールアドレス：fip-tfjca-ikou@ml.jp.fujitsu.com

※お問合せの際には、「御社名，お名前，お取引先コード，ご連絡先」をお伝えください。

－以上－
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１．アクセスポイント切替概要

（２）切替え内容

（３）切替え実施期間

（１）目的

サービス終了(2013年11月末)までにＪＣＡ手順・全銀手順の切替えが難しい
ご利用企業様に対して新たな通信環境(暫定)をご提供します。

２０１３年１０月１日（火） ～ ２０１３年１２月２７日（金）
・ご加入企業様の都合の良い日を選定して頂きます。
・設定変更後は新電話番号での運用になります。

新電話番号での接続の確認及び新電話番号での運用を実施します。

新電話番号変更後、接続エラーになった場合は元の電話番号に戻して移行
事務局へご連絡ください。

例えば：電話料金割引サービスに加入されている場合(ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｲﾝ 等)
電話交換機の設定で”0570”の発信を拒否している場合
通信定義(電話番号)の設定ミスをしている場合

（４）注意事項
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２．切替の流れ

移行の流れ お取引先様作業手順 富士通FIP 詳細

１．ご案内
①切替案内・要綱資料を確認
（不明点がございましたら、
富士通FIP移行事務局までお問い合わせください）

①切替案内・要綱資料を送付
（メール）
②お問い合わせ対応

2013年9月

２．切替日の決定
②お取引先様の都合の良い日を決定
③事前に、通信ソフトの変更手順を確認 ③お問い合わせ対応

2013年10月1日
（火）
～
2013年12月27日
（金）

３．切替当日

④通信ソフトの接続先電話番号を変更
⑤データ送受信ができることを確認
⑥「切替完了報告書」を富士通FIP移行事務局へ
送付
⑦切替当日より、新電話番号で運用
（戻しの必要はございません）

④接続状況の確認

2013年10月1日
（火）
～
2013年12月27日
（金）

★接続不可の場合

⑧通信ソフトの電話番号を現行電話番号に戻す
⑨通常通りデータ送受信ができることを確認
⑩原因の究明、および必要に応じてFIP移行事務局
へお問い合わせください

⑤お問い合わせ対応 随時

お取引先様

現行電話番号

B

新電話番号

B

電話番号を変更頂
き、問題なければ
そのまま運用
（戻しの必要はござ
いません）

お取引先様

現行電話番号

B

新電話番号

B

接続不可となった
場合、電話番号を
戻して頂く

お取引先様

現行電話番号

B

新電話番号

B



4

接続手順 通信速度 方式 使用中の電話番号 新電話番号 ※1

JCA手順

公衆2400bps 半二重

００７７－４８－３８５２
０５７０－０００－４４１

０１２０－９１９－０９２

０４４－７９７－４８３７ 同左

INS 9600bps 全二重

００７７－４８－３８５３
０５７０－００３－２２１

０１２０－９１９－０９４

０４４－７４０－５４６３ 同左

全銀手順

公衆2400bps 半二重

００７７－４８－３８５０
０５７０－０５３－０３０

０１２０－９１９－９２６

０４４－７９７－４８６１ 同左

INS 9600bps 全二重

００７７－４８－３８５１
０５７０－０５３－０３１

０１２０－９１９－９６０

０４４－７４０－０４１４ 同左

※1：新電話番号へ切替え後につきましては、発信者(ご利用企業様)に電話料金が課金されます。
電話料金については、NTTコミュニケーションズのナビダイヤル通話料を参照ください。

ＵＲＬ http://www.ntt.com/navidial/data/cost2.html
※2：緊急用の代替電話番号ですので変更はございません。緊急以外は新電話番号をご利用ください。

３．新電話番号情報

※2

※2

※2

※2
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対応手順
① 設定変更：新電話番号の設定
② コール ：新電話番号にアクセス
③ 内容確認：接続が出来、データの送受信が正常に実施出来れば切替え完了

切替え完了後、新電話番号にて運用
（接続エラーの場合、元の電話番号に戻す）

④ 結果報告：切替完了報告書を移行事務局宛に送付(e-mailもしくはFAX)

富
士
通
Ｆ
Ｉ
Ｐ

電話回線網
手順：JCA/全銀

①②

③

移行事務局

④

ご利用企業様

新
電
話
番
号

４．接続切替の対応手順
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５．切替完了報告書

富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ㈱ 移行事務局 宛

(送信先e-mail : fip-tfjca-ikou@ml.jp.fujitsu.com)

切替完了報告書（□JCA手順，□全銀手順） ※対象手順の□にレを記入

日付 2013年 月 日

取引先コード 取引先名

連絡先

担当者名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメール

現行電話番号 新電話番号

切替えが完了したことを連絡します。

切替完了日 2013年 月 日

その他ご質問欄

切替が完了しましたら、
切替完了報告書をご提出ください。
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富士通エフ・アイ・ピー株式会社

移行事務局

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：fip-tfjca-ikou@ml.jp.fujitsu.com

TEL:045-949-5828

FAX:045-943-1253

（受付時間：平日（月～金）9:00～17:00 祝祭日は除く）

６．アクセスポイント切替に関するお問い合わせ先



富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ㈱ 移行事務局 宛

(送信先e-mail : fip-tfjca-ikou@ml.jp.fujitsu.com)

切替完了報告書（□JCA手順・□全銀手順） ※対象手順の□にレを記入

年 月 日

切替えが完了したことを連絡します。

年 月 日

その他ご質問欄

2013

2013

Ｅメール

日付

切替完了日

連絡先

取引先コード

担当者名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

取引先名

新電話番号現行電話番号


