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IP通信網サービス
オープンコンピュータ通信網サービス

第８種ホスティングサービス

「Bizメール&ウェブ プレミアム」

<設定代行サービス 契約申込書>

NTTコミュニケーションズ株式会社

NTTコミュニケーションズ株式会社

ホスティングサービス コンサルティング担当 設定代行サービス部門

TEL ： 0120-047-238 （営業時間 平日：10:00～17:00）
Mail ： mwp-set@ml.ntt.com

注）申込書送付後、2－3日（※土・日・祝日は除く）経っても弊社からの連絡がない場合は、
申込書が弊社に未着の可能性がございますので、送付した担当へご確認をお願いします。

【お問い合わせ／お申し込みについて】

設定代行サービスのお申し込みの流れ

1
本申込書のExcelファイルに必要事項を記入します。

※ お申し込みに必要なシート全てにご記入をお願いします。
（例）DNSのレコード編集の場合は、以下の2シートにご記入ください。

・「設定代行申込書」
・「DNSゾーン編集」

2

作成した「申込書のExcelファイル」を、以下宛先にメール添付で送付します。

設定代行のお申し込みにあたりましては、以下の流れでお手続きをお願いします。

3 内容に問題がないことが確認できましたら、弊社よりお申し込みの担当者さま宛に
「お申し込み承りメール」を送付します。（送付に数日掛かる場合がございます。）
また、不備がある場合は別途ご連絡させていただきます。

宛先 ： ホスティングサービス コンサルティング担当

Mail ： mwp-set@ml.ntt.com
件名 ： 設定代行申込書の送付（ご契約名義）

※ メールアドレスが変更になりました。

※ ご捺印、およびFAXは不要となりました。



第８種ホスティングサービス設定代行サービス（以下”本サービス”）は、当社IP通信網サービス契約約款に基づきご提供させて
いただいております。
本サービスの申し込みに際しては、必ずNTTコミュニケーションズのWebサイトへ掲載されている「IP通信網サービス契約約款」、
各種利用規約、および「重要事項に関する説明」「個人情報取り扱い」を事前にお読みいただき、承諾された上でお申し込みください。
契約約款は弊社各支店、営業窓口およびWebサイト（「http://www.ntt.com/tariff/」　「http://www.ntt.com/mw-vps/data/attention.html」）で
公開していますが、詳細な内容につきましては弊社販売担当者、または販売窓口にご確認ください。
第８種ホスティングサービスの設定代行をお申し込みにあたっては以下の注意事項をご確認ください。

【各設定代行メニューの注意事項】

【お申し込みにあたって】
・ 工事時間帯は、平日の9:00～17：00の間となります。
・ 当社での作業完了後、完了した旨をご連絡しますので、お客さまにて設定内容をご確認ください。
・ 完了後、明らかに当社の責による作業内容の不備が発覚した場合、工事の作業完了後 2週間以内については無償で対応します。 
・ 当社の作業完了報告日から2週間以内に、お客さまから不備などのご連絡がない場合、確認が完了したものとみなします。
・ 設定代行の工事料金につきましては、Bizメール＆ウェブ プレミアムの月額料金と合算でご請求させていただきます。

■DNSゾーン編集
・ 通常、お申込書の受領後、内容の確認が取れた日から5営業日での対応となります。

（例：2/1（月）に確認が取れた場合、5営業日後は2/8（月）となります。）
・ 工事は平日9:00～17:00の時間内での作業となります。また工事の時間指定は承ることができませんので、予めご了承ください。
・ お申し込み受領日から1～4営業日以内の指定日にて設定する短納期オプションについては1レコード毎に別途費用がかかります。
・ DNSゾーン編集は、A/MX/CNAME/TXTの「編集/追加/削除」が可能です。また、料金は1レコード単位で6,600円（税込）がかかります。

※ NSレコード、SRVレコードなど、上記以外のレコードの編集はできません。
・ ドメインの主となるAレコードを外部サーバーへ向けてのご利用はできません。 

（※ドメインの主となるAレコードは、契約上のサーバーに紐付けられており、変更することができません。）
　【編集不可箇所】  例： EXAMPLE.JP　IN　A　211.xxx.xxx.xxx <Bizメール&ウェブ プレミアムのIPアドレス>
　【編集可能箇所】　例： WWW.EXAMPLE.JP　IN　CNAME　EXAMPLE.JP　⇒　WWW.EXAMPLE.JP　IN　A　<外部サーバーIPアドレス>

・ TXTレコード自体は複数行記述可能ですが、「SPFレコード」は既存の1行に対する編集のみ可能です。
（※SPFレコードの場合は「レコード追記」では無く、「レコード編集」にてお申し込みください。）

・ TXTレコードの構文に関してはサポートいたしかねますのでお客さまにてご確認の上、お申し込みください。
・ 編集/追加したレコードのTTL値は一律3600(秒)となります。
・ お申し込みにあたっては、Bizメール&ウェブ プレミアムのDNSに、該当ドメインが追加されている必要があります。

該当ドメインがBizメール&ウェブ プレミアムのDNSに追加されていない場合は、事前に「ドメイン追加」のお申し込みを行ってください。
※「ドメイン追加」は別途工事料6,600円（税込）が必要になります。

・ サブドメインのAレコードを外部IPアドレスに向けたい場合、サブドメインのドメイン追加を事前にされますと、
Aレコードの編集をすることができませんのでご注意ください。（www.サブドメインのCNAMEの編集でしたら可能です。）
サブドメインのAレコードを外部IPアドレスに向けたい場合は、「親ドメイン」に対するDNS編集で、サブドメインを追加することにより
対応が可能となります。

・ MXレコードの優先順位は「10単位」でのみ、追加が可能です。（5単位の優先順位設定不可） 
・ CNAMEのホスト名は、「MX／A／CNAME／TXT」レコードのホスト名と、同じホスト名で登録することはできません。
・ すべてのレコード情報(Web/Mailなど)を外部サーバーへ向けてのご利用はできません。（※DNS機能のみのご利用はできません。）
・ 「迷惑メールフィルタリングサービス」ご契約のお客さまで、MXレコード編集をご希望の場合は、「迷惑メールフィルタリング

サービス」を廃止後、MXレコード編集をお申し込みください。
・ 「ウイルスチェックサービス」をご契約のお客さまで、MXレコード編集をご希望の場合は、編集ご希望ドメインの

ウイルスチェックサービスを廃止後、MXレコード編集をお申し込みください。
・ 記述内容に付いては、一切のサポートをいたしかねますのでご了承願います。

また、設定代行の作業により、影響が生じた場合につきましても、責任は負いかねますので、予めご了承ください。
・ 「www．ドメイン」を外部サーバーのIPアドレスに向けた場合、「http://お客さまドメイン」と、「http://www.お客さまドメイン」

（www有り・無しの違い）へアクセスをした場合、ブラウザー上での表示結果が異なりますので、
必要に応じて、外部サーバーにページ転送させる設定（リダイレクト設定）などをお客さまで実施いただくことをお勧めします。

・ TXTレコードの編集・追記は、「255文字」が文字数の登録上限となります。
また長文の文字列を「"A" "B"」の様に分割登録することもできかねます。

■複数ドメインウェブ設定
・ 工事予定日は、お申し込み受付完了から最短で5営業日以内に実施します。ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、

サーバー本体工事完了後の作業となります。
・ 下記項目が標準設定となります。

 　　・ご指定いただいたドメインのドキュメントルート： /home/ドメイン管理者ID/www/ドメイン名
 　　・スクリプトエイリアス： /home/ドメイン管理者ID/www/cgi-bin
　　 ・cgi-bin実行ユーザー：　ドメイン管理者ID
 　　・ドメイン別ディスク容量：  各プランの4分の1を自動割り振り
　　 ・ドメイン管理者IDに使用できる文字数は最大16文字
　　 ・お申し込みドメインは、ドメインまたはサブドメイン形式のドメインのみとなります。また、「www.ドメイン」のお申し込みはできませんが、
　　　www.ドメインのエイリアス設定を行うため、「www」有り・無しどちらの申し込みの場合でもアクセスが可能になります。
　　　（Bizメール＆ウェブ プレミアム以外のDNSをご利用の場合、www有り・無しのレコード記述を別途行う必要があります。）

第８種ホスティングサービス設定代行申し込みに関する注意事項必ずご確認下さい



■アクセスレポート設定（Piwik）
・ アクセスレポート(Piwik)のバージョンは NTTコミュニケーションズ指定の物となります。
・ アクセスの際のURLは「http://お客さまドメイン/piwik」となります。
・ 原則、設定日以降のデータが解析対象となります。 
・ コンテンツへのタグ追加は設定代行サービスの範囲外です。お客さまでコンテンツへご登録ください。
・ アクセスレポート(Piwik)の詳細な操作方法・運用などにつきましてはご案内いたしかねますのでご了承願います。
・ お客さま独自ドメインをご利用の場合で、コントロールパネル（CPX）から「ドメイン追加」、または「ドメイン管理者の追加」の

作業を行っていない場合、お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定代行のお申し込みが必要となります。
・ MySQL管理者パスワード／MovableType用データベースユーザー用パスワード／MovableType管理者パスワードは、

NTTコミュニケーションズで設定し、ご連絡します。
MySQLをすでに「ご利用中」の場合は、MySQLの管理者パスワードを変更します。現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」で
MySQLをご利用中の場合は、変更によりお客さまコンテンツなどへ影響が生じる場合がございますので、予めご確認をお願いします。

■サイボウズインストール
 ◇共通注意事項
・ サイボウズインストールのお申し込み時は、「新規インストール」または、「バージョンアップ」のどちらかをご選択ください。
・ サイボウズの新規インストール、およびバージョンアップ時のバージョンはNTTコミュニケーションズ指定のものとなります。
・ 新規インストール、およびバージョンアップ時の工事料金は、各33,000円（税込）となります。
・ ご利用には該当ドメインのAレコードとMXレコードがBizメール&ウェブ プレミアム サーバーを向いている必要があります。

（他社サービスなどからの移行の場合、DNSサーバー切替日、またはお客さまDNSサーバーのゾーン編集日以降より可能となります。）
・ サイボウズ試用期間後もご利用いただくためには、お客さまにてライセンスキーの登録が必要となります。
・ サイボウズの基本設定はお客さま作業となります。
・ サイボウズのオプションはすべてインストールされます。
・ サイボウズの詳細な操作方法・運用などに付きましてはご案内いたしかねますのでご了承願います。
・ 工事は、お申し込み完了から最短で5営業日以内に実施します。

ただし、ホスティングサービスと同時申し込の場合、サーバー本体工事完了後の工事となります。

 ◇サイボウズを新規でインストールする場合
・ ご利用にあたり、コントロールパネル（CPX）でドメイン追加（ドメイン管理者の追加）をしていない場合、

お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定のお申し込みが必要となります。
・ サイボウズを未利用の場合は、「新規インストール」にてお申し込みください。
・ サイボウズご利用時のURLは、「 http://お客さまの独自ドメイン名/cgi-bin/cbag/ag.cgi 」となります。

（※ご利用状況により、URLが変更となる場合がございます。）

 ◇すでにインストール済みのサイボウズをバージョンアップする場合
・ バージョンアップ作業に伴う、お客さまデータなどの保証はできかねますので、お客さまにて事前にデータのバックアップなどを必ずご実施ください。
・ 過去に設定代行サービスにてサイボウズインストールをされた場合に限り、バージョンアップが可能です。

（現在のご利用バージョンによっては、バージョンアップのお申し込みができない場合がございます。）
・ サイボウズバージョンアップ時は、お客さまにてサイボウズを「メンテナンス中」の状態へ変更をお願いします。

（必ずお客さまによる作業が必要です。また、メンテナンス中は、お客さまでサイボウズの操作を行うことはできません。）

■MovableTypeインストール
・ MovableTypeは新規インストールのみ承ります。また、設定内容、およびバージョンはNTTコミュニケーションズ指定の物となります。
・ インストール工事は、弊社で設定代行のお申し込み内容の確認が取れた日から、最短で5営業日以内の実施となります。

ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、サーバー本体工事完了後の工事となります。
・ MovableTypeは、独自ドメインでのご利用時のみ、お申し込みが可能です。
・ お客さま独自ドメインのご利用にあたり、コントロールパネル（CPX）から「ドメイン追加」、または「ドメイン管理者の追加」の

作業を行っていない場合、お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定代行のお申し込みが必要となります。
・ ご利用にあたっては、該当ドメインのDNS情報がBizメール&ウェブ プレミアム サーバーに向いている必要があります。

（※DNS情報がBizメール＆ウェブ プレミアムに向いていない場合、MovableTypeインストール代行にてインストールしたMovableTypeへの
　　アクセスは、本サービスで利用するドメインのDNSサーバー切替日、またはお客さまDNSサーバーのゾーン編集日以降より可能となります。）

・ MovableTypeインストール後の設定はお客さま作業となり、詳細な操作方法・運用などに付きましてはご案内いたしかねますのでご了承願います。
・ MovableTypeのライセンス登録はお客さま作業となります。
・ MovableTypeインストール代行で使用するデータベースはMySQLのみとなります。 
・ MySQL管理者パスワード／MovableType用データベースユーザー用パスワード／MovableType管理者パスワードは、

NTTコミュニケーションズで設定し、ご連絡します。
MySQLをすでに「ご利用中」の場合は、MySQLの管理者パスワードを変更します。現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」で
MySQLをご利用中の場合は、変更によりお客さまコンテンツなどへ影響が生じる場合がございますので、予めご確認をお願いします。

・ インストール時にMovableTypeのサンプルサイトを設定しますので、必要に応じて、変更・追加・削除などの作業を行ってください。

■PukiWikiインストール
・ PukiWikiのバージョンはNTTコミュニケーションズ指定のものとなります。 
・ WikiサイトのURLは「https://お客さまドメイン名/pukiwiki/」です。
・ 該当ドメインのAレコードはBizメール&ウェブ プレミアム サーバーを向いている必要があります。 
・ 該当ドメインと管理者をBizメール&ウェブ プレミアム のサーバーに設定している必要があります。 
・ PukiWikiインストール代行にてインストールしたPukiWikiへのアクセスは本サービスで利用するドメインの

DNSサーバー切替日、またはお客さまDNSサーバーのゾーン編集日以降に可能となります。
・ PukiWikiの詳細な操作方法・運用などに付きましてはご案内いたしかねますのでご了承願います。
・ お客さま独自ドメインをご利用の場合で、コントロールパネル（CPX）から「ドメイン追加」、または「ドメイン管理者の追加」の

作業を行っていない場合、お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定代行のお申し込みが必要となります。



■メールアドレス作成
・ メールアドレス設定では、50アカウント毎に22,000円（税込）の工事料金がかかります。
・ 「メールアドレスの@マークの左側」は「ユーザーアカウント」と同一となります。 
・ １つのユーザーアカウントに対し複数のドメインを紐づけることはできません。
・ 該当ドメインのAレコードとMXレコードはBizメール&ウェブ プレミアム サーバーを向いている必要があります。 
・ お客さま独自ドメインをご利用の場合で、コントロールパネル（CPX）から「ドメイン追加」、または「ドメイン管理者の追加」の

作業を行っていない場合、お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定代行のお申し込みが必要となります。
・ 申込書はドメイン毎に必要となります。 
・ ユーザーアカウント作成条件 

　　ユーザーアカウントに使用できる文字数は最大16文字 
　　半角の英小文字,数字と一部の記号（ハイフン「-」,ドット「.」,アンダースコア「_ 」）が使用可能 
　　※ただし、最初の一文字目はアルファベットに限定 

・ ユーザーの本名作成条件 
　　ローマ字での表記とし、漢字・ひらがなは不可 
　　本名に使用できる文字数は最大80文字 
　　コロン（:）、感嘆符（!）、アットマーク（@）は使用不可 

・ メールアドレス作成代行にて作成されたメールアドレスでの送受信が全面的に可能になるのは
DNSサーバー切替日、またはお客さまDNSサーバーのゾーン編集日以降となります。

■サーバー引越しパック（他社サービスなどからの移行用）
 ◇サーバー引越しパックの作業内容
・ 複数ドメインウェブ設定（ドメイン管理者の作成）
・ メールアカウント設定（基本：50アカウント。51個以上のご希望の場合は「メールアドレス作成代行」を追加でお申し込みください）
・ Webコンテンツの移行（データ移行のみ）

 ◇サーバー引越しパックに関する注意事項（共通事項）
・ 工事日はお申し込みから5営業日以降に実施をさせていただきますが、サーバーの開通状況やお申し込み件数などの状況により、

ご希望の日程迄に作業ができない場合もございますので、日程に余裕を持ったお申し込みをお願いします。
工事予定日が決まりましたら、担当よりご連絡します。

・ サーバー引越しパックはドメイン単位でのお申し込みが必要です。
・ 複数ドメインウェブ設定の各種設定については、個別メニューの複数ドメインウェブ設定に準じます。
・ メールアドレス設定については、個別メニューのメールアドレス設定に準じます。
・ サーバー引越しパックご利用時は、お客さまで新サーバーに対して事前にコントロールパネルでの作業（ユーザー作成、メールアドレス作成、

ホームページアップロードなど）を行わないでください。
（※ サーバー引越しパック工事により、新サーバーへ事前に登録を実施した情報の変更、上書き、削除などが生じる場合がございます。）

・ サーバー引越しパックの工事日以降は、旧サーバーに対していかなる変更作業（メールアドレス追加、ホームページ修正など）を
行った場合でも、新サーバー側には反映されませんので、ご注意ください。

・ 使用するソフトウェアやお客さまのご利用状況に応じて、ご案内事項以外にも、お客さま作業が必要な場合がございます。

 ◇ウェブコンテンツ移行に関する注意事項
・ 移行対象となるデータは、現在ご利用のホームページ設置領域にある、コンテンツデータのみとなります。

（サイズ、容量、権限など、お客さまコンテンツの状況によっては、移行ができない場合もございます。）
・ ホームページデータ移行に関しましては、すべての動作を保障するものではございません。
・ お客さまが作成したコンテンツ（お客さま設定CGI、PHP など）のコピーは行いますが、スクリプト言語の宣言文の変更、

パーミッションの変更などの作業が必要な場合には、お客さまにて実施をお願いします。
また、バージョン、利用可能モジュールなどが異なる場合がございますので、ご注意ください。

・ MySQL データのエクスポート/インポート作業はお客さま自身で行なっていただく作業となりますので、予めご了承願います。
また、バージョンなどが異なる場合がございますので、ご注意ください。

・ WordPress/XOOPS/MovableType/サイボウズなどの、インストール型アプリケーションの移行はできませんので、予めご了承ください。
・ 作業完了後の動作確認については、お客さまでご実施をお願いします。
・ お客さまで作成されたコンテンツやデータベースの動作保障、動作確認、および修正についてはサポート対象外となります。
・ ドメイン管理者の割当ディスク容量が足りない場合は、弊社にて容量設定の値を変更する場合がございます。

 ◇メール設定の移行に関する注意事項
・ 「admin」などのプレミアムのシステムで利用のIDやメールアドレスはご利用いただけません。
・ 各ユーザーの割当容量は、「50MB」で設定します。容量設定の変更が必要な場合は、工事完了後にお客さまで実施をお願いします。
・ 基本料金内で50個までのメールアドレス作成を行います。51個以上ご希望の場合は、「メールアドレス作成代行」を追加でお申し込みください。



　　　※下記をご承諾の上、レ点を入れてください。

）

※ 設定代行の工事料金につきましては、Bizメール＆ウェブ プレミアムの月額料金と合算でご請求させていただきます。

DNSゾーン編集設定

複数ドメイン ウェブ設定

アクセスレポート設定（Piwik）

MovableTypeインストール

メールアドレス作成

【販売担当者記入欄】  ※お客さま直接のお申し込みの場合は、記入不要です。

事務連絡担当者 ※必須

＜お申し込みに関するご連絡先＞

設定代行に関するご連絡を
しますので、必ず「ご契約名

義
の組織の担当者情報」を

ご記入ください

Ｈから始まる
9桁のお客さま番号

 ※ お申し込み受付は、申込書に不備が無い状態で平日の15時までとなります。15時以降につきましては、翌営業日以降の受付となります。
 ※ 設定代行は翌営業日～5営業日以内の実施となります。（DNSゾーン編集の短納期オプションご利用時のみ、翌営業日より指定可能。）
 ※ ホスティングサービスと同時申し込みの場合、サーバー本体工事完了後の工事となります。

お客さま番号 ※必須

　

ご契約名義

ご住所

申込者（加入者）

※必須

フリガナ

〒

ビル名等（

年 月 日

第８種 ホスティングサービス Bizメール＆ウェブ プレミアム設定代行サービス申込書

私は｢重要事項に関する説明｣｢IP通信網サービス契約約款｣「お申し込みに関する注意事項」「各種利用規約」の内容について承諾の上、下記の通り申し込みます｡
「申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて」の内容を承諾します。

太線枠内全項目にご記入ください。　　　　　　　　　　は、必須項目となります。

お申し込み年月日

テンポラリドメイン ※必須
（コントロールパネルURLの

ドメインに記載のcから始まるID）
．mwprem.net

H

E-mail

電話番号
（日中連絡先）

担当者名

フリガナ

部課名

設定数

レコード 4,400円（税込）／1レコード

11,000円（税込）／ドメイン

有
　 レコード 6,600円（税込）／1レコード

短納期（4営業日以内の
指定日に工事） 　

設定内容
申込書
別紙

ドメイン 11,000円（税込）／ドメイン

　　　設定料金

有 　 ドメイン

サイボウズ新規インストール 有 ドメイン 33,000円（税込）／ドメイン

有 　

サイボウズバージョンアップ 有 ドメイン 33,000円（税込）／ドメイン

有 ドメイン 33,000円（税込）／ドメイン

33,000円（税込）／ドメイン

有 アドレス

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

設定
申し込み内容

※必須

有 ドメイン 55,000円（税込）／ドメイン

お客さま区分

Pukiwikiインストール 有 ドメイン

22,000円（税込）／50アドレス毎

サーバー引越しパック
　（※ 他社サービスなどからの移行用）

記事欄

お
客
さ
ま

対
応
部
門

申
し
込
み

受
付
部
門

販売チャネル名 組織区分

お名前

TEL FAX

メールアドレス

組織名

お名前

TEL FAX

メールアドレス

部課名 部課名



　　　※下記をご承諾の上、レ点を入れてください。

）

※ 設定代行の工事料金につきましては、Bizメール＆ウェブ プレミアムの月額料金と合算でご請求させていただきます。

DNSゾーン編集設定

複数ドメイン ウェブ設定

アクセスレポート設定（Piwik）

MovableTypeインストール

メールアドレス作成

【販売担当者記入欄】  ※お客さま直接のお申し込みの場合は、記入不要です。

事務連絡担当者 ※必須

＜お申し込みに関するご連絡先＞

設定代行に関するご連絡を
しますので、必ず「ご契約名

義
の組織の担当者情報」を

ご記入ください

記事欄

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

お
客
さ
ま

対
応
部
門

申
し
込
み

受
付
部
門

有 アドレス 22,000円（税込）／50アドレス毎

サーバー引越しパック
　（※ 他社サービスなどからの移行用）

有 ドメイン 55,000円（税込）／ドメイン

有 ドメイン 33,000円（税込）／ドメイン

Pukiwikiインストール 有 ドメイン 33,000円（税込）／ドメイン

サイボウズ新規インストール 有 ドメイン 33,000円（税込）／ドメイン

サイボウズバージョンアップ 有 ドメイン 33,000円（税込）／ドメイン

有 　 ドメイン 11,000円（税込）／ドメイン

有

電話番号
（日中連絡先） 03-0000-0000

E-mail daiko@example.jp

　 ドメイン 11,000円（税込）／ドメイン

1 レコード 6,600円（税込）／1レコード

設定
申し込み内容

※必須

設定内容
申込書
別紙 設定数 　　　設定料金

有
短納期（4営業日以内の
指定日に工事） 1 レコード 4,400円（税込）／1レコード

　●●町 １－１－１
ビル名等（ ダイコウビル2F

フリガナ ダイコウ　タロウ

部課名 情報システム部担当者名 代行　太郎

申込者（加入者）

※必須

フリガナ エヌティティコミュニケーションズカブシキガイシャ

ご契約名義 NTTコミュニケーションズ株式会社

ご住所 〒 000-0000 東京都 千代田区

 ※ お申し込み受付は、申込書に不備が無い状態で平日の15時までとなります。15時以降につきましては、翌営業日以降の受付となります。
 ※ 設定代行は翌営業日～5営業日以内の実施となります。（DNSゾーン編集の短納期オプションご利用時のみ、翌営業日より指定可能。）
 ※ ホスティングサービスと同時申込の場合、サーバー本体工事完了後の工事となります。

お客さま番号 ※必須
Ｈから始まる

9桁のお客さま番号 H012345678

テンポラリドメイン ※必須
（コントロールパネルURLの

ドメインに記載のcから始まるID）
c12345678 ．mwprem.net

第８種 ホスティングサービス Bizメール＆ウェブ プレミアム設定代行サービス申込書

私は｢重要事項に関する説明｣｢IP通信網サービス契約約款｣「お申し込みに関する注意事項」「各種利用規約」の内容について承諾の上、下記の通り申し込みます｡
「申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて」の内容を承諾します。

太線枠内全項目にご記入ください。　　　　　　　　　　は、必須項目となります。

お申し込み年月日 2021 年 3 月 1 日

販売チャネル名 組織区分

お名前

TEL FAX

メールアドレス

組織名

お名前

TEL FAX

メールアドレス

部課名 部課名

ご希望の設定数を
ご記入ください。ご希望の設定内容

にチェックを入れて
ください。

すでにBizメール&ウェブ プレミアムをご契約の場合、
cから始まるテンポラリドメイン名をご記入ください。

Bizメール&ウェブ プレミアムの新規お申し込みと同時に設
定代行をお申し込みの場合は、発行されましたら、別途お
知らせください。

記入例

✔
設定代行をお申し込みいただくためにはこちら
に必ずチェックを入れてください。

お客さまから直接お申し込みいただく場合は、ご記入不要です。



◆DNSゾーンファイル編集

　

※工事日指定なしの場合、お申し込みより「5営業日」で工事を行います

◆ゾーン編集（A、CNAME、MX、TXT）

◆ゾーン追加・削除

記事欄

年

編集後

編集前

編集後

編集前

□ 「1～4営業日以内」を指定
※短納期オプション料金がかかります

ホスト名

日

対象ドメイン

追加 ・ 削除
短納期
(※2)

編集後

　
   工事希望日

  ※未記入時は
　 　最短で工事

月

□

□

□

□

□

短納期
(※2)

第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書【DNSゾーン編集】

編集前

データ

工事日指定なし

※1　工事は平日9:00～17:00の時間内での作業となります。また工事の時間指定は承ることができませんので、予めご了承ください。
※2　短納期オプションのお申し込み期限は、前営業日の15時までに確認が取れたもののみとなります。また短納期オプションはレコード毎にお申し込みが
　　　必要となり、オプション利用無しの通常納期は「5営業日後」です。（例：2/1（月）に確認が取れた場合、5営業日後は2/8（月）となります。）
※3　編集可能タイプは「A、CNAME、MX10、MX20、MX30、MX40、MX50、MX60、TXT」ですが、ドメインの主となるAレコードを外部サーバーへ
　　　向けての編集はできません。 （※ドメインの主となるAレコードは、契約上のサーバーに紐付けられており、変更することができません。）
※4 「www．ドメイン」と、「MXレコード」の両方を外部に向けたお申し込みはできません。
※5 「www．ドメイン」を外部サーバーのIPアドレスに向けた場合、ホームページにアクセス時のwww有無で、ブラウザー上での表示結果が
　　　異なりますので、必要に応じて外部サーバーにページ転送させる設定（リダイレクト設定など）をお客さまで実施いただくことをお勧めします。
※6　「迷惑メールフィルタリングサービス」や、「ウイルスチェックサービス」をご契約のお客さまが、MXレコード編集をご希望の場合は、
　　　メールのオプションサービス廃止のお手続きが完了した日以降より、MXレコードの編集が可能となります。
※7 そのほか、お申し込みにあたってのご注意点については、「注意事項」のページをご覧ください。
※8 TXTレコードの編集・追記は、「255文字」が文字数の登録上限となります。また長文の文字列を「"A" "B"」の様に分割登録することもできかねます。

作業内容

編集後

編集前

タイプ
（※3）

□

工事日指定あり
□ 「5営業日以降」を指定

※通常料金

編集 □
　

編集 □

　

編集 □

編集 □

ホスト名 データ

　

タイプ
（※3）

□

□

文字列が長い場合は、「記事欄」にご記入ください

行数が多い場合は、シートをコピーしてご記入ください



◆DNSゾーンファイル編集

　

※工事日指定なしの場合、お申し込みより「5営業日」で工事を行います

◆ゾーン編集（A、CNAME、MX、TXT）

◆ゾーン追加・削除

記事欄

□

編集前： "v=spf1 +a include:_spf.mwprem.net ~all"
編集後： "v=spf1 +a include:_spf.mwprem.net include:*****.jp ~all"

□

□

□

□

追加 ☑ example.jp TXT MS=123456789

□

追加 ・ 削除
短納期
(※2)

ホスト名
タイプ
（※3）

データ

編集後 　

編集後

編集 □
編集前

 =spf1 +a include:_spf.mwprem.net ~

編集後 example.jp TXT =spf1 +a include:_spf.mwprem.net ~

編集 □
編集前

example.jp

編集後 www.example.jp A 111.222.***.***

編集 ☑
編集前 example.jp TXT

作業内容
短納期
(※2)

ホスト名
タイプ
（※3）

データ

編集 ☑
編集前 www.example.jp CNAME

3 月 3 日

□ 「1～4営業日以内」を指定
※短納期オプション料金が掛かります

工事日指定あり
☑ 「5営業日以降」を指定

※通常料金
   工事希望日

 ※未記入時は
　　最短で工事

2021 年

　　　　　第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書【DNSゾーン編集】

※1　工事は平日9:00～17:00の時間内での作業となります。また工事の時間指定は承ることができませんので、予めご了承ください。
※2　短納期オプションのお申し込み期限は、前営業日の15時までに確認が取れたもののみとなります。また短納期オプションはレコード毎にお申し込みが
　　　必要となり、オプション利用無しの通常納期は「5営業日後」です。（例：2/1（月）に確認が取れた場合、5営業日後は2/8（月）となります。）
※3　編集可能タイプは「A、CNAME、MX10、MX20、MX30、MX40、MX50、MX60、TXT」ですが、ドメインの主となるAレコードを外部サーバーへ
　　　向けての編集はできません。 （※ドメインの主となるAレコードは、契約上のサーバーに紐付けられており、変更することができません。）
※4 「www．ドメイン」と、「MXレコード」の両方を外部に向けたお申し込みはできません。
※5 「www．ドメイン」を外部サーバーのIPアドレスに向けた場合、ホームページにアクセス時のwww有無で、ブラウザー上での表示結果が
　　　異なりますので、必要に応じて外部サーバーにページ転送させる設定（リダイレクト設定など）をお客さまで実施いただくことをお勧めします。
※6　「迷惑メールフィルタリングサービス」や、「ウイルスチェックサービス」をご契約のお客さまが、MXレコード編集をご希望の場合は、
　　　メールのオプションサービス廃止のお手続きが完了した日以降より、MXレコードの編集が可能となります。
※7 そのほか、お申し込みにあたってのご注意点については、「注意事項」のページをご覧ください。
※8 TXTレコードの編集・追記は、「255文字」が文字数の登録上限となります。また長文の文字列を「"A" "B"」の様に分割登録することもできかねます。

対象ドメイン example.jp

工事日指定なし □

文字列が長い場合は、「記事欄」にご記入ください

行数が多い場合は、シートをコピーしてご記入ください

記入例

文字列が長い場合は、「記事欄」にも
内容をご記入ください

短納期工事をご希望の場合はチェックを
入れてください（別途有料オプション）

複数の異なるドメインでお申し込みの場合は、
シートをコピーして、それぞれご記入ください



◆複数ドメインウェブ設定

◆記入例

記事欄

第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書【複数ドメインウェブ設定】

※工事予定日は、お申し込み完了から最短で5営業日以内に実施します。ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、
　 サーバー本体工事完了後の工事となります。

 ・ご指定いただいたドメインのドキュメントルート： /home/ドメイン管理者ID/www/ドメイン名
 ・スクリプトエイリアス：     /home/ドメイン管理者ID/www/cgi-bin
 ・cgi-bin実行ユーザー：     ドメイン管理者ID
 ・ドメイン別ディスク容量：  各プランの4分の1を自動割り振り
 ・ドメイン管理者IDに使用できる文字数は最大16文字
 ・お申し込みドメインは、ドメインまたはサブドメイン形式のドメインのみとなります。また、「www.ドメイン」の申し込みはできませんが、
　 www.ドメインのエイリアス設定を行うため、「www」有り・無しどちらの申し込みの場合でもアクセスが可能になります。
　 （Bizメール＆ウェブ プレミアム以外のDNSをご利用の場合、www有り・無しのレコード記述を別途行う必要があります。）

URL http://example.jp

ドメイン管理者ID vhost

1

URL http://

ドメイン管理者ID

空欄の場合、ドメイン管理者IDは弊社で設定します

2

URL http://

ドメイン管理者ID

空欄の場合、ドメイン管理者IDは弊社で設定します

3

URL http://

ドメイン管理者ID

空欄の場合、ドメイン管理者IDは弊社で設定します

4

URL http://

ドメイン管理者ID

空欄の場合、ドメイン管理者IDは弊社で設定します

5

URL http://

ドメイン管理者ID

空欄の場合、ドメイン管理者IDは弊社で設定します



◆アクセスレポート設定（Piwikインストール）

◆記入例

上記注意事項を了承し、申し込む

◆お申し込み内容

上記注意事項を了承し、申し込む

記事欄

申込み ☑

第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書【アクセスレポート設定】

※ 工事は、お申し込み完了から最短で5営業日以内に実施します。
　　ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、サーバ本体工事完了後の工事となります。
※ MySQL管理者パスワード／MovableType用データベースユーザー用パスワード／MovableType管理者パスワードは、
　　NTTコミュニケーションズで設定し、ご連絡します。
　　MySQLをすでに「ご利用中」の場合は、MySQLの管理者パスワードを変更します。現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」で
　　MySQLをご利用中の場合は、変更によりお客さまコンテンツなどに影響が生じる場合がございますので、予めご確認をお願いします。
※ お客さま独自ドメインをご利用の場合で、コントロールパネル（CPX）から「ドメイン追加」、または「ドメイン管理者の追加」の
　　作業を行っていない場合、お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定代行のお申し込みが必要となります。

管理画面URL用ドメイン example.jp

管理者メールアドレス test@example.jp

アクセスレポート対象
ドメイン

アクセスレポート対象ドメイン example.jp

ウェブサイト名 自社コーポレーションサイト

MｙSQL管理者パスワード変更に
おける注意事項

申込みにおける
注意事項

すでにお客さま環境でMySQLをご利用されている場合、NTTコミュニケーションズにて
MySQLの管理者パスワードを変更します。
現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」でMySQLをご利用中の場合は、変更により
お客さまコンテンツなどに影響がある場合がございますので、予めご確認をお願いします。

ウェブサイト名

Piwik管理画面URLに
使用するドメイン

※指定がない場合、テンポラリドメインとなります。

管理者メールアドレス

1

ウェブサイト名

3

アクセスレポート対象
ドメイン

ウェブサイト名

2

アクセスレポート対象
ドメイン

申込みにおける
注意事項

すでにお客さま環境でMySQLをご利用されている場合、NTTコミュニケーションズにて
MySQLの管理者パスワードを変更します。
現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」でMySQLをご利用中の場合は、変更により
お客さまコンテンツなどに影響がある場合がございますので、予めご確認をお願いします。

4

アクセスレポート対象
ドメイン

ウェブサイト名

申込み □

5

アクセスレポート対象
ドメイン

ウェブサイト名

MｙSQL管理者パスワード変更に
おける注意事項



◆サイボウズインストール

◆サイボウズを新規でインストールする場合

◆すでにインストール済みのサイボウズをバージョンアップする場合

年 月 日

記事欄

※ ご利用にあたり、コントロールパネル（CPX）でドメイン追加（ドメイン管理者の追加）をしていない場合、
お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定のお申し込みが必要となります。

※ サイボウズを未利用の場合は、「新規インストール」にてお申し込みください。

※ サイボウズご利用時のURLは、「 http://お客さまの独自ドメイン名/cgi-bin/cbag/ag.cgi 」となります。
（※ご利用状況により、URLが変更となる場合がございます。）

※ サイボウズ試用期間後もご利用いただくためには、お客さまにてライセンスキーの登録が必要となります。

サイボウズで使用する
独自ドメイン名

第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書【サイボウズインストール】

【共通注意事項】
※工事は、お申し込み完了から最短で5営業日以内に実施します。

ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、サーバー本体工事完了後の工事となります。

※サイボウズインストールのお申し込み時は、「新規インストール」または、「バージョンアップ」のどちらかをご選択ください。
（インストールバージョンは、弊社指定のものとなります。）

※新規インストール、およびバージョンアップ時の工事料金は、各33,000円（税込）となります。

お申し込み内容 □ サイボウズの新規インストールを希望する

お申し込み内容 □ すでにインストール済みのサイボウズのバージョンアップを希望する

サイボウズで使用する
独自ドメイン名

ドメイン管理者ID

会社名

注意事項

作業開始希望時間

※ 上記は作業開始時刻のため、メンテナンス時間は「1時間程度プラスした時間を設定」してください。
（例： 「11:00～13:00」をご選択の場合、サイボウズ上のメンテナンス時間は、「11:00～14:00」を設定する、など）

※ 作業実施時は、お客さまにてサイボウズを「メンテナンス中」の状態へ変更する必要がございます。
（以下をご参考に作業を行ってください。また、メンテナンス中は、サイボウズの操作を行うことはできません。）

　＜参考＞ メンテナンス時間の設定方法について
1．管理者でサイボウズの「システム設定画面」にログインをし、「メンテナンス時間」をクリックします。
2．メンテナンスの開始時刻と、終了時刻を選択します。
3．メンテナンス中に表示するメッセージを入力後、「設定する」をクリックし、完了となります。

　上記設定方法については、弊社ではサポートができかねますので、ご不明点などがございましたら
　お手数ですがサイボウズ社にご相談をいただきますよう、お願いします。

※ バージョンアップ作業が終わり次第、弊社にてサイボウズのメンテナンス状態を解除させていただきます。

注意事項

※ バージョンアップ作業に伴う、お客さまデータなどの保証はできかねますので、誠に恐れ入りますが、
お客さまにて事前にデータのバックアップなどを実施いただくよう、お願いします。

※ 過去に設定代行サービスにてサイボウズインストールをされた場合に限り、バージョンアップが可能です。
（現在のご利用バージョンによっては、バージョンアップのお申し込みができない場合がございます。）

※ バージョンアップ時に弊社にて取得したバックアップデータは、必要に応じお客さまにて削除をお願いします。

作業希望日 ※作業希望日は3営業日以降をご指定ください。

※サイボウズを設定代行サービスにてインストールをされた場合に限ります。

9:00～11:00 11:00～13:00 13:00～15:00 15:00～17:00



◆Pukiwikiインストール

◆記入例

記事欄

第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書【Pukiwikiインストール】

※工事予定日は、お申し込み完了から最短で5営業日以内に実施します。ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、
　 サーバー本体工事完了後の工事となります。
※ご利用にあたり、コントロールパネル（CPX）でドメイン追加（ドメイン管理者の追加）をしていない場合、お客さまで追加いただくか、
   複数ドメインウェブ設定のお申し込みが必要となります。
※PHPバージョンの7以降をご利用の場合、Pukiwikiはご利用いただけませんので、ご注意ください。
※下記項目はNTTコミュニケーションズの標準設定となります。
   Pukiwiki公開URL　　　　　 ：http://お申込書でご指定のドメイン名/pukiwiki
   Pukiwiki管理用アカウント ：pukiwiki_admin
   Pukiwiki管理用パスワード：NTTコミュニケーションズで設定しご連絡します。

Pukiwikiで使用する
独自ドメイン名 example.jp

ドメイン管理者ID vhost

Pukiwikiで使用する
独自ドメイン名

ドメイン管理者ID



◆メールアドレス作成(1/2)

◆記入例

@

@

◆メールアドレス作成(1/2)
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記事欄

example.jp

第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書【メールアドレス作成】

※工事予定日は、お申し込み完了から最短で5営業日以内に実施します。ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、
　 サーバー本体工事完了後の工事となります。
※ご利用にあたり、コントロールパネル（CPX）でドメイン追加（ドメイン管理者の追加）をしていない場合、お客さまで追加いただくか、
   複数ドメインウェブ設定のお申し込みが必要となります。
※すでにメールアドレスをコントロールパネルから作成済みの場合はお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
※下記項目が標準設定となります。
　 各メールアドレスのパスワードは、NTTコミュニケーションズで設定しご連絡します。
※ユーザーアカウントの文字制限は以下の通りとなります
　　・ ユーザーアカウントに使用できる文字数は最大16文字になります。
　　・ 半角の英小文字,数字と一部の記号（ハイフン「-」,ドット「.」,アンダースコア「_ 」）が使用可能です。
　　・ ただし、最初の一文字目はアルファベットでなければなりません。
※ユーザーの氏名は以下の条件を満たすものとします。
　　・ サーバへの登録はローマ字表記となります。
　　・ 本名に使用できる文字数は最大80文字になります。
　　・ コロン（:）、感嘆符（!）、アットマーク（@）、スペースは使用できません。※姓と名が一続きになります。
※ユーザーのグループはメールグループ・Webメールとなります。お客さま指定はできません。
※ユーザー1人当りの容量制限は50MBとなります。お客さま指定はできません。

項番
氏名

（アルファベット表記）

メールアドレス ユーザーアカウント読み仮名
※本シートを、メールで送付

　　　いただく際は記入不要です。ユーザーアカウント(16文字まで) ドメイン

ティー　ハイフン ダイコウ

2

メールアドレス ユーザーアカウント読み仮名
※本シートを、メールで送付

　　　いただく際は記入不要です。ドメインユーザーアカウント(16文字まで)

1

1 DaikouTaro t-daikou

3

項番
氏名

（アルファベット表記）
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◆メールアドレス作成(2/2)
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記事欄

氏名
（アルファベット表記）

項番
メールアドレス ユーザーアカウント読み仮名

※本シートを、メールで送付
　　　いただく際は記入不要です。ユーザーアカウント(16文字まで) ドメイン
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◆MovableTypeインストール

◆記入例

上記注意事項を了承し、申し込む

上記注意事項を了承し、申し込む

記事欄

ドメイン管理者ID vhost

第８種 ホスティングサービス　設定代行サービス申込書 【MovableTypeインストール】

※ MovableTypeは新規インストールのみ承ります。また、設定内容、およびバージョンはNTTコミュニケーションズ指定の物となります。

※ インストール工事は、弊社で設定代行のお申し込み内容の確認が取れた日から、最短で5営業日以内の実施となります。
　　ただし、ホスティングサービスと同時申し込みの場合、サーバー本体工事完了後の工事となります。

※ MovableTypeは、独自ドメインでのご利用時のみ、お申し込みが可能です。

※ お客さま独自ドメインのご利用にあたり、コントロールパネル（CPX）から「ドメイン追加」、または「ドメイン管理者の追加」の
 　 作業を行っていない場合、お客さまで追加いただくか、複数ドメインウェブ設定代行のお申し込みが必要となります。

※ ご利用にあたっては、該当ドメインのDNS情報がBizメール&ウェブ プレミアムに向いている必要があります。
　　　（*）DNS情報がBizメール＆ウェブ プレミアムに向いていない場合、MovableTypeインストール代行にてインストールしたMovableTypeへの
　　　　　 アクセスは、本サービスで利用するドメインのDNSサーバー切替日、またはお客さまDNSサーバーのゾーン編集日以降より可能となります。

MovableTypeで使用する
独自ドメイン名 http://www.example.jp

※ MovableTypeインストール後の設定はお客さま作業となり、詳細な操作方法・運用方法、ディレクトリ構成の説明などを含め、
　　一切のサポートができかねますので、予めご了承ください。

※ MovableTypeのライセンス登録はお客さま作業となります。

※ MovableTypeインストール代行で使用するデータベースはMySQLのみとなります。

※ MovableTypeのご利用に際して、サーバーにモジュールがあるかについては、お客さまにて予めご確認をください。
　　（必要モジュールが無いことにより、ご希望の機能などがご利用いただけない場合もございます。）

※ MySQL管理者パスワード／MovableType用データベースユーザ用パスワード／MovableType管理者パスワードは、
　　NTTコミュニケーションズで設定し、ご連絡します。
　　MySQLをすでに「ご利用中」の場合は、MySQLの管理者パスワードを変更します。現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」で
　　MySQLをご利用中の場合は、変更によりお客さまコンテンツなどに影響が生じる場合がございますので、予めご確認をお願いします。

※ インストール時にMovableTypeのサンプルサイトを設定しますので、必要に応じて、変更・追加・削除などの作業を行ってください。

MySQLのご利用状況

申し込みにおける
注意事項

MovableType管理者
メールアドレス test@example.jp

MySQLのご利用状況

申し込みにおける
注意事項

すでにお客さま環境でMySQLをご利用されている場合、NTTコミュニケーションズにて
MySQLの管理者パスワードを変更します。
現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」でMySQLをご利用中の場合は、変更により
お客さまコンテンツなどに影響がある場合がございますので、予めご確認をお願いします。

申し込み ☑

すでにお客さま環境でMySQLをご利用されている場合、NTTコミュニケーションズにて
MySQLの管理者パスワードを変更します。
現在、「MySQLの管理者ID/パスワード」でMySQLをご利用中の場合は、変更により
お客さまコンテンツなどに影響がある場合がございますので、予めご確認をお願いします。

申し込み □

MovableTypeで使用する
独自ドメイン名 http://

ドメイン管理者ID

MovableType管理者
メールアドレス



◆サーバー引越しパック（複数ドメインウェブ設定・ウェブコンテンツ移行・メールアドレス作成）

●サーバー引越しパックの作業内容

●サーバー引越しパックに関する注意事項（共通事項）

●複数ドメインウェブ設定（ドメイン管理者の作成）に関する注意事項

●ウェブコンテンツ移行に関する注意事項

●メールアカウント設定の移行に関する注意事項

ウェブコンテンツ「移行元」サーバー情報 (現在ご利用中のサーバーの情報です。)

ウェブコンテンツ「移行先」サーバー情報 (新たにご利用いただくBizメール＆ウェブ プレミアムのサーバー情報です。)

記事欄

第８種 ホスティングサービス 設定代行サービス申込書　【サーバー引越しパック】（1/3）

●本申込書は、他社サービスなどからBizメール＆ウェブ プレミアムへ移行時の申込書となります。
※ 2ドメイン以上をご希望の場合は、お申込書を複数枚ご提出ください。

・複数ドメインウェブ設定（ドメイン管理者の作成）
・メールアカウント設定（基本：50アカウント。51個以上のご希望の場合は「メールアドレス作成代行」を追加でお申し込みください）
・Webコンテンツの移行（データ移行のみ）

・工事日はお申し込みから5営業日以降に実施をさせていただきますが、サーバの開通状況やお申し込み件数などの状況などにより、
ご希望の日程迄に作業ができない場合もございますので、日程に余裕を持ったお申し込みをお願いします。
工事予定日が決まりましたら、担当よりご連絡します。

・サーバー引越しパックはドメイン単位でのお申し込みが必要です。
・メールアドレス設定については、個別メニューのメールアドレス設定に準じます。
・サーバー引越しパックご利用時は、お客さまで新サーバーに対して事前にコントロールパネルでの作業（ユーザー作成、メールアドレス作成、
ホームページアップロードなど）を行わないでください。
（※ サーバー引越しパック工事により、新サーバへ事前に登録を実施した情報の変更、上書き、削除などが生じる場合がございます。）

・サーバー引越しパックの工事日以降は、旧サーバーに対していかなる変更作業（メールアドレス追加、ホームページ修正など）を
行った場合でも、新サーバー側には反映されませんので、ご注意ください。

・使用するソフトウェアやお客さまのご利用状況に応じて、ご案内事項以外にも、お客さま作業が必要な場合がございます。

・「admin」などのプレミアムのシステムで利用のIDなどは指定することができません。また、ご指定の文字列によってはご希望の
ドメイン管理者IDが作成できない場合もございます。

・複数ドメインウェブ設定の各種設定については、個別メニューの「複数ドメインウェブ設定」に準じます。詳細はそちらをご確認ください。

・移行対象となるデータは、現在ご利用のホームページ設置領域にある、コンテンツデータのみとなります。
（サイズ、容量、権限など、お客さまコンテンツの状況によっては、移行ができない場合もございます。）
・ホームページデータ移行に関しましては、すべての動作を保障するものではございません。
・お客さまが作成したコンテンツ（お客さま設定CGI、PHP など）のコピーは行いますが、スクリプト言語の宣言文の変更、

パーミッションの変更などの作業が必要な場合には、お客さまにて実施をお願いします。
また、バージョン、利用可能モジュールなどが異なる場合がございますので、ご注意ください。

・MySQL データのエクスポート/インポート作業はお客さま自身で行なっていただく作業となりますので、予めご了承願います。
また、バージョンなどが異なる場合がございますので、ご注意ください。

・WordPress/XOOPS/MovableType/サイボウズなどの、インストール型アプリケーションの移行はできませんので、予めご了承ください。
・作業完了後の動作確認については、お客さまでご実施をお願いします。
・お客さまで作成されたコンテンツやデータベースの動作保障、動作確認、および修正についてはサポート対象外となります。
・ドメイン管理者の割当ディスク容量が足りない場合は、弊社にて容量設定の値を変更する場合がございます。

移行元 コンテンツフォルダー
※必須

移行元 CGIデータフォルダー
※必須

移行元サービス名

・すでにメールアドレスをコントロールパネルから作成済みの場合はお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
・「admin」などのプレミアムのシステムで利用のIDやメールアドレスはご利用いただけません。
・各ユーザーの割当容量は、「50MB」で設定します。容量設定の変更が必要な場合は、工事完了後にお客さまで実施をお願いします。
・基本料金内で50個までのメールアドレス作成を行います。51個以上ご希望の場合は、「メールアドレス作成代行」を追加でお申し込みください。

ドメイン名　※必須

 【お申し込みに関する注意事項】
※ご記入内容にはFTPログインID/パスワード情報を

含みますので、お申し込み時の誤送信に
ご注意ください。

IPアドレス　※必須

FTPログインID　※必須

FTPパスワード　※必須

ドメイン名　※必須

IPアドレス　※必須

　ご希望ドメイン管理者ID　※必須

（FTPログインID）

※1 ご希望のドメイン管理者IDをご記入ください。
コントロールパネルから、ドメイン管理者を作成済みの
場合は、設定済みのドメイン管理者IDをご記入ください。

※2 パスワードは弊社にて設定をしますので、未記入で構いませんが、
　ドメイン管理者を作成済みの場合はパスワードをご記入ください。

　ドメイン管理者パスワード ※必須

移行先 コンテンツフォルダー /home/ドメイン管理者ID/www/ドメイン名

移行先 CGIデータフォルダー /home/ドメイン管理者ID/www/cgi-bin

3262519
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●メールアドレス作成に関する注意事項

◆記入例

◆メールアドレス作成(1/2)

記事欄

※すでにメールアドレスをコントロールパネルから作成済みの場合はお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
※下記項目が標準設定となります。

各メールアドレスのパスワードは、NTTコミュニケーションズで設定しご連絡します。
※ユーザーアカウントの文字制限は以下の通りとなります

・ ユーザーアカウントに使用できる文字数は最大16文字になります。
・ 半角の英小文字,数字と一部の記号（ハイフン「-」,ドット「.」,アンダースコア「_ 」）が使用可能です。
・ ただし、最初の一文字目はアルファベットでなければなりません。

※ユーザーの氏名は以下の条件を満たすものとします。
・ サーバーへの登録はローマ字表記となります。
・ 本名に使用できる文字数は最大80文字になります。
・ コロン（:）、感嘆符（!）、アットマーク（@）、スペースは使用できません。※姓と名が一続きになります。

※ユーザーのグループはメールグループ・Webメールとなります。お客さま指定はできません。
※ユーザー1人当りの容量制限は50MBとなります。お客さま指定はできません。

項番 氏名（アルファベット表記）
ユーザーアカウント名

（メールアドレスの@より左の文字列）
ユーザーアカウント読み仮名（任意）

※本シートをメールで送付いただく際は記入不要です。

第８種 ホスティングサービス 設定代行サービス申込書　【サーバー引越しパック】（2/3）

1

2

例 PremiumTaro premium_taro プレミアム タロウ

項番 氏名（アルファベット表記）
ユーザーアカウント名

（メールアドレスの@より左の文字列）
ユーザーアカウント読み仮名（任意）

※本シートをメールで送付いただく際は記入不要です。
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16

19

20



◆メールアドレス作成(2/2)

記事欄

第８種 ホスティングサービス 設定代行サービス申込書　【サーバー引越しパック】（3/3）

項番 氏名（アルファベット表記）
ユーザーアカウント名

（メールアドレスの@より左の文字列）
ユーザーアカウント読み仮名（任意）

※本シートをメールで送付いただく際は記入不要です。
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