オランダからの
格安電話

ヒルフテレコムで通信費を節約しましょう。
ご自宅（会社）の電話番号を登録するだけで、国際電話､国内電話全て安くなります。
ヒルフテレコムは IP 電話ではありませんので特別な機器は必要ありません。

お申し込み手順
１）先ず KPN に加入していることが前提です。
２）KPN の契約の種類は、BelBasis(普通契約)であること。
BelBudget や、BelPlus は、格安電話サービスが使用できないようブロックされています。

３）裏面の申込書にご記入の上、FAX して下さい。
４）数日後にヒルフテレコムより登録完了の通知が届き使用可能となります。
登録後、特に面倒なかけ方はありません。今までどおりのかけ方で全ての通話が安くなります。
KPN からは基本料金のみ請求され、通話料はヒルフテレコムより請求されます。
＊注）有料番号（0900‑
）、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱｸｾｽ番号(0676‑
)は引き続き KPN から請求されます

毎月の請求と一緒に通話明細が出ますので、いつ、どこに、何分かけたか分かります。
回線の品質
国内電話＝KPN の回線を使用しておりますので、同じ品質です。
国際電話＝KPN と同レベルの回線供給会社の通信を使用しております。
（KPN からヒルフの回線に変わったのが分からない位との評判をいただいております）
不具合
万が一音声が悪い等ありましたら、頭に 1655 をつければその時のみ KPN の回線が使用できます。
☆入会金、解約金、月々の最低使用料なし。使った分だけ請求されます。
☆今ご使用の電話に何の影響も与えません。
☆もちろんＩＳＤＮ回線でもご利用頂けます。
☆ＡＤＳＬにも影響を与えません。
☆他社からの切り替え問題なし。
☆ご自宅だけでなく、会社でもご利用いただけます。
☆日系エージェントがいつでも日本語でご相談を承ります。

日本への通話

0.12EUR/分（19% 税抜き）

（法人契約の場合 0.09EUR/分）

主要国ディスカウント率
Hilf
KPN
割引率
日本
0.12
0.29
‑59%
日本の携帯へ
0.27
0.55
‑51%
ｲｷﾞﾘｽ
0.03
0.06
‑50%
ﾄﾞｲﾂ
0.03
0.06
‑50%
SetUpCharge *↓ 0.039
0.086
‑54%
* 電話がつながった際に 1 回かかるコスト
ｵﾗﾝﾀﾞ国内通話
Hilf
KPN
割引率
ｵﾗﾝﾀﾞ市内
0.0218 0.0242
‑10%
SetUpCharge
0.0330 0.0358
‑ 8%
ｵﾗﾝﾀﾞ市外
0.0279 0.0368
‑25%
SetUpCharge
0.0340 0.0453
‑25%
24 時間格安料金。常に KPN よりお安くなります。
2005 年 3 月現在（19%税抜き、EURO/分）

その他、世界各国の料金は欧州在住日本人の為の情報ネット “ ばいばいねっと ” ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾅｰでご覧いただけます。

www.baibainet.com

Hilf Telecom(CPS)申込書
約 3 営業日で使用可能。日本語の登録確認レターが届きます。

個人用 Residential

法人用 Commercial(会社名を①,担当者を②に記入して下さい）

利用者名
①ローマ字

□Mr
□Ms

Family name
②漢

First name

字
氏

名

＊＊＊法人用は発行 1 年未満の商工会議所登録証写しを添付してください。＊＊＊
Street
& No

ご住所

Post
Code
発信側(ｵﾗﾝﾀﾞ)の
1)
ﾋﾙﾌ登録用電話、FAX 番号
を大きくはっきりとご記入 3)
ください。

CPS
携帯電話からのサービス

City
2)
携帯番号 mobile no

*ISDN の場合全ての電話番号を記入。

ご家庭（会社）の固定電話加入の場合のみ受付

携帯電話からヒルフの専用番号にかけ、そこから相手先の番号にかけますと、固定電話からと同じ料金でかけられます。通話
料は固定電話からの分と一緒にヒルフから請求されます。 注）携帯からヒルフの専用番号までの通話料は携帯電話会社から

ご希望の場合、携帯番号を上欄にご記入ください。
上記の電話番号を CPS(CarrierPreSelect＝日本で言うマイライン)登録いたします。
請求されます。（通常契約、ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞどちらでも可能）

一時的に KPN の回線を使用する場合は頭に 1655 をつけます。Telephone numbers above will be registered as CPS.

ﾋﾙﾌの登録後、16**で始まる他社との併用が出来なくなる場合がありますこと予めご了承ください。
Hereby I agree to connect the telephone numbers mentioned above to the network of Hilf Telecom. If it’s necessary I agree
to deactivate the mentioned numbers above from my current provider and activate at Hilf Telecom.

KPN BelBasis 契約のみ可。KPN BelBudget,BelPlus 及び UPC 等は不可。この場合暗証番号で対応可能です。

勤務先名

e‑
mail

連絡用電話番号

FAX

Authorization: I(we) do hereby authorize Hilf Telecom to charge the total amount of my Hilf Telecom monthly bill through my credit card/bank
account listed below. This authorization is to remain in effect until Hilf Telecom receives written notification from the undersigned to cancel this
authorization. Charges are made in the name of Hilf Telecom.

支払方法 １ 銀行自動引き落とし（一般、法人）
銀行名

銀行口座番号

口座名義名
自動引き落としを希望しない（個人は不可。法人のみ選択可） Invoice Customer (Company Only)
支払方法 ２ クレジットカード （カード会社名

名義人
有効期限

←

月/

）
年

カード裏面のサインをする個所にある 3 桁の数字をご記入下さい。3 桁以上の数字がある場合は最後の 3 桁を記入

申込日 Date

サイン Signature

オランダ格安国際電話エージェントグループ

9001

ディーズ・インターナショナル D’s International
Jacob de Graeflaan 63
TEL 06-5475-3288 FAX 020-647 0324
1181 DL Amstelveen

e-mail : doi@xs4all.nl (お申し込みは FAX または郵送で)

6.1IN

