
お客様へ 申込書は以下へ送付ください。
　 ＊OCNサービス内で関連性のあるお申込みがある場合は、同じOCNセンタへあわせて送付ください。

郵送 〒920－0963
石川県金沢市出羽町4－1
金沢OCNサービスセンタ
ビジネスサービス担当行

ＦＡＸ ０１２０－０４７－８２４

申込に関する問合せ

ＴＥＬ ０１２０－００３３００

申込書到着確認専用フリーダイヤル

ＴＥＬ ０１２０－０４７－８０８

※ガイダンス音声が流れた後、申込書にご記入いただいた事務担当者の電話番号を入力してください。

※到着確認が可能となるまで少々お時間をいただいております。通常、FAX送信後1時間程度で、ご確認が可能となります。

注） 申込書送付後、2－3日（※土・日・祝日は除く）経ってもOCNセンタからのご連絡がない場合は、申込書がOCNセンタに届いていない場合がありますの
で、送付したOCNセンタへご確認をお願いいたします。

ＨＰ用

I P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」
＜契約申込書＞

NTTコミュニケーションズ株式会社
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●Bizメール＆ウェブ　プレミアムの提供条件に関する注意事項
・

・ 日本国内で住所、所在地などを確認できるお客さまに限ります。

・

・ 本サービスは、サーバ共有型のホスティングサービスです。他のお客さまのご迷惑になる行為は制限します。

・ 最低利用期間は2ヶ月と設定します。月額利用料金は日割り計算を行います。 各種有料オプションについては最低利用期間を設定せず、日割り計算を行います。

・

●利用ドメインに関する注意事項
・ 日本語等の多言語ドメインはご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

・

・

・ ドメインを代行申請する場合、申請可能なドメイン数は60個までといたします。

・

・

●サービスの組み合わせに関する注意事項
・ 同一ドメインにて、Bizメール＆ウェブ　プレミアムと組み合わせてご利用いただけるサービスは以下の通りです。

・ 以下のサービスからBizメール＆ウェブ　プレミアムを新たにお申し込みになる場合、【ホスティングサービスから移行される場合の注意事項】を必ずお読みください。

※ OCN契約回線の付加サービスです。

※

※

第５種
ホスティングサービス

Bizメール＆ウェブ　ビジネス ×

マイアドレスプラス（C向けサービス）で取得された独自ドメイン（●●●.JP）やOCNサブドメイン（***.ocn.ne.jp）を、本サービスの利用ドメインとしてお申込みいただくこと
はできません。ビジネスOCN、OCN 光/ADSLアクセス（IP8）等のお客さまが利用中のOCNサブドメイン（●●●-unet.ocn.ne.jp等）も不可となります。尚、お客さま所有の
独自ドメインのサブドメインにつきましては、第5レベル（△△△.□□□.●●●.co.jp等）までご利用いただけます。

同一ドメインで複数のBizメール＆ウェブ　プレミアムをお申込いただくことはできません。同一ドメインで新たに別のBizメール＆ウェブ　プレミアムをお申込希望の場合
は、現在のご契約の廃止、または変更（ドメイン削除）申込書をあわせてご提出ください。詳しくは【ホスティングサービスから移行される場合の注意事項】をご参照くださ
い。

弊社で管理可能なｇTLDドメインは1契約につき1個までとなっております。ｇTLDドメインを複数管理することはできません。OCN管理のgTLDドメインが複数となる場合
は、レジストラ移転（NTTcomドメイン登録サービス等）が必要になります。

独自ドメインをお持ちでない場合、本サービスでご利用いただくことを前提として、弊社でドメイン代行申請を行うことができます。代行申請可能なドメイン種別、及び代行
申請の方針については、弊社ホームページ（http://www.ocn.ne.jp/business/domain/）を必ずご確認下さい。

制限事項サービス名
組合せ
可・不可

                   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） 「申込みに関する注意事項　1/3」

※「ご利用内容のご案内」は、メールにて送信されるURLから専用サイトへアクセスし、確認パスワードを入力することで、閲覧/保存出来ます。
※「ご利用内容のご案内」メールは、「customer@mail.kaian.ntt.com」から届きますので、メール受信設定いただきますようお願いいたします。

ホスティングサービス（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頂いております。　本サービスの申込みに際しては、必ず弊社ホー
ムページへ掲載されている「IP通信網サービス契約約款」、各種利用規約、及び 「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
お申込みください。契約約款は弊社各支店、営業窓口及びホームページ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等にご確認下さい。

OCN回線サービスの契約者だけでなく、他社のインターネット回線を使用されるお客さまについても本サービスの利用が可能です。但し、本サービスにはインターネット
接続（回線接続）環境の提供を含まない為、必ずインターネットに接続できる環境をご準備下さい。

ホスティングサービスでは、サービスをご利用いただくための作業はお客さまにて実施していただく必要がございます。なお、設定・管理にあたってのコントロールパネル
等の操作につきましては各種マニュアルとカスタマサポートにてご案内させていただきます。また複数ドメインウェブ設定、DNSゾーン編集につきましては、弊社にて設
定代行サービスを行っております。詳しくは http://www.ntt.com/mw-vps/data/service.html をご覧ください。

「Bizメール＆ウェブ　プレミアム」の利用申込は、1プランにつき1つのホスティング契約をお申込いただきます。
 尚、申込者は1つのホスティング契約につき1名（組織）に限ります。

組み合わせ不可サービスからBizメール＆ウェブ　プレミアム（以下、本サービス）を新たにお申込を希望される場合は、先行して本サービスを新設することが可
能です。ただし、移行元サービスの変更申込書／廃止申込書を必ずご提出下さい。また、お申し込みいただきますサービス内容によってはご希望のご利用開始
希望日に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

回線付加機能

OCN契約回線の付加サービスですので、OCN回線サービスのご契約が
必要です。

メール機能は本ホスティングサービスをご利用いただけません。Biz
メール＆ウェブ　プレミアム以外のメールサーバを利用し、左記サービ
スを組み合わせてご利用されたい場合は弊社販売担当者にご相談く
ださい。

メール監査アーカイブサービス △

DNSサービス　アウトソーシングプラン

SecureOCN メール不正中継防止機能 △

セカンダリメールサーバサービス △

△ウイルスチェック・ゲートウェイ

○

必ずご確認下さい
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●Bizメール＆ウェブ　プレミアム の利用形態とDNSサーバの設置形態
※
「
ご

①

②

③

④

◆ テンポラリドメインとは

・

・

・ システムより自動で払出される為、お客さま都合での変更はできません。

●ホスティングサービスから移行される場合の注意事項

【迷惑メールフィルタリングサービスをご利用いただいているドメインの移行利用について】
<第５種ホスティングサービスで迷惑メールフィルタリングをご利用の場合>

＜移行元契約で提出いただくお申込書＞
迷惑メールフィルタリングサービス廃止申込書

＜移行先（本サービス）で提出いただくお申込書＞
迷惑メールフィルタリングサービス／メール監査アーカイブサービス新規申込書

【独自ドメイン名の移行利用について】
＜第５種ホスティングサービスでご利用中の場合＞

本サービスにコンテンツ等移行された後移行元契約の廃止申込書をご提出ください。

詳しくは欄外の【独自ドメイン
名の移行利用について】をご
確認いただき、必要となるお
申込書をご提出ください。

迷惑メールフィルタリングサービスを継続して本サービスでご利用いただけません。必ず、移行元契約側で廃止申込書と本サービスの「迷惑メールフィルタリン
グサービス／メール監査アーカイブサービス」の新規お申込書の提出が必要になります。

第
５
種

Bizメール＆ウェブ
ビジネス

お客さまで再度新しいSSL
サーバ証明書をご契約いた
だく必要があります。
なお本サービスを新規でお申
込の場合、SSLサーバ証明
書はご開通後にお申込いた
だけます。

ご利用開始希望日までにお
客さまにて新サーバへの作
成／設定をお願い致します。

ご利用開始希望日までにお
客さまにて新サーバへの作
成／設定をお願い致します。

詳しくは欄外の【迷惑メール
フィルタリングサービスをご利
用いただいているドメインの
移行利用について】をご確認
いただき、必要となるお申込
書をご提出ください。

ホスティングサービス（第１種/第２種/第４種）から第８種（Bizメール＆ウェブ　プレミアム/以下、本サービス）に移行してご利用になられる場合、ご利用契約形態に
よってご提出いただくお申込書が異なります。以下の注意事項を必ずお読みください。

SSL メールアカウント コンテンツ
迷惑メール

フィルタリング
独自ドメイン

ただし、テンポラリドメインに設定されている証明書は自己証明書のため、ご利用のメールソフトやブラウザで暗号化通信を行う際、警告やエラーが表示されま
す。この為、別途、独自ドメインにてSSLをお申し込みいただく事を推奨いたします。

独自ドメインを
利用

 正引き：弊社で設定

Bizメール＆ウェブ　プレミアム
のDNSサーバを利用

同一ドメイン利用のOCN回線サービスをご契約で継続利用の場合、回線サービ
スの契約内容を「OCNサブドメイン利用」の形態に変更ください。
（本サービスDNSでは、OCNより割り当てた回線のIPアドレスに対しての正引き/
逆引き設定が行えません。）

 正引き：お客さまで設定
お客さまご準備のDNSサーバ
を利用
（他プロバイダ含む）

 正引き：お客さまで設定
DNSアウトソーシングプランの
DNSサーバを利用 「DNSアウトソーシングプラン」はOCN契約回線の付加サービスですので、OCN回

線サービスのご契約が必要です。
お申込の際は本申込書と併せてご提出下さい。

独自ドメインを
利用しない

 正引き：弊社で設定

Bizメール＆ウェブ　プレミアム
のDNSサーバを利用
（テンポラリドメイン利用）

・ネームサーバの登録は不要です。（独自ドメインを利用されない為）
・テンポラリドメインでコンテンツをご利用いただく事も可能です。
・本お申込書の（1/2）（2/2）のみご提出下さい。
 　（ドメイン情報ページは不要です。）

テンポラリドメインとは、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのIPアドレスに対して弊社より自動的に払出されるもので、独自ドメインの利用有無に関わらず、メールア
ドレスやウェブ（URL）として利用することができます。

                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） 「申込みに関する注意事項　2/3」

DNSサーバの設置形態により、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのサービス提供形態が異なります。各パターンの注意事項を必ずご確認下さい。
（複数の独自ドメインを利用される場合は、それぞれについて①～④をご確認下さい。）

申込形態 DNSサーバ設置形態 DNSサーバ設定区分 注意事項

移行項目
ご利用中のサービス

必ずご確認下さい
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●サブドメインをご利用の場合の注意事項
※
「

サブドメインをご利用希望の場合、サブドメイン・親ドメインそれぞれのDNSサーバ設置形態により、ご利用いただけない場合がございます。下表をご確認下さい。

*1 *1 *2 *1 *2

*2 *2

*2 *2

*1 サブドメインをお客さまで用意されたメールサーバやウェブサーバ（他プロバイダ提供含む）でご利用いただく場合には、

別途「設定代行サービス（DNSゾーン編集）」のお申込みが必要になります。
*2 お客さまにてサブドメインへの権限委譲設定が必要となります。

*3 お客さまが用意したメールサーバを利用することはできません。

●Bizメール＆ウェブ　プレミアム：基本サービス機能内容一覧 

・サービス仕様全般 ・アプリケーション仕様（インストール済）

サーバOS CentOS 6 （64bit） HTTP Apache + mod_ssl + OpenSSL

CPU 仮想1～16コア SMTP Postfix

メモリ 仮想8～128GB POP3/IMAP Dovecot

ストレージ 仮想100GB～1000GB FTP Vsftpd

利用可能なドメイン数（DNSゾーン数） 60個 *4 webDAV WebDAV

OSの同時起動プロセス数 無制限（リソース上限） SSH 利用不可

グローバルIPアドレス（v4） 1個 ウェブメール *9 ActiveMaiｌ

グローバルIPアドレス（v6） 非対応 データベース MySQL

DNS逆引きレコード変更 非対応（c****.securesites.netのみ） PostgreSQL

ファイアウォール（iptables） 有 データベース操作 phpMyadmin

文字コード es_US.UTF-8 phpPgAdmin

迷惑メールフィルタリング 有償提供 *5 プログラム実行環境 Java

メール監査アーカイブ 有償提供 *6 Perl

ウィルスチェック 有償提供 *7 PHP

データバックアップ・リストア 過去2週間まで有償提供 Python

SSLサーバー証明書 複数可 *8 Ruby

データ転送量 無制限 アクセス解析 Webalizer

データ冗長化 有（RAID10）

ネットワーク有人監視 24時間/365日

サービス（アプリケーション）有人監視 非対応

サーバー設置場所 非公開

帯域幅（bandwidth） 非公開

※各機能の詳細については、弊社ホスティングサービスホームページ（http://www.ntt.com/mw-vps/）で必ずご確認下さい。

◆ ご利用上の注意事項
*4

*5 ・

・ 迷惑メールフィルタリングサービスは、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのメール機能をご利用のお客さまのみご利用いただけます。

・ Bizメール＆ウェブ　プレミアムのDNSサーバをご利用の場合は弊社にてMXレコードの編集を行います。
・

・

*6 ・

・

・ お申込いただいた後のサービス開始、変更、廃止希望日の前々日以降の記載事項変更申込は受領できない場合がございます。
*7

*8

*9 ウェブメールをご利用いただけるメールアドレスは1000個までとなります。

●Bizメール＆ウェブ　プレミアム 新設のサービス開始日について

　　　　　　　　　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） 「申込みに関する注意事項　3/3」

Bizメール＆ウェブ
プレミアムのDNSサーバ

お客さまご用意の
DNSサーバ

※他プロバイダ含む

DNSサービス
アウトソーシングプランの

DNSサーバ

○ ○

お客さまご用意の
DNSサーバ ×

○

○

Bizメール＆ウェブ　プレミアムの
DNSサーバ

お客さまにてDNSサーバをご用意されている場合はお客さまにてMXレコードの編集を行ってください。設定方法につきましてはご契約後に送付いたしま
すご利用ガイドに記載のご契約者さま専用ページより「セットアップガイド」をダウンロードいただき、ご覧下さい。

本サービス申込みと同時にドメイン代行申請する場合は、開通に１５営業日（NE.JP／GR.JPは約２０営業日）を設けさせていただきます。また、お客さまで取得されたド
メインのみでお申込みされる場合は、約１０営業日を設けさせていただきます。（代行申請するドメインが1個でもある場合、１５営業日となります）尚、記入漏れや不備が
あった場合、OCNセンタ受付担当が申込書の不備がない状態まで処理を行った段階で、サービス開通日を決定させていただきます。
また、開通日には当社営業日以外を指定することはできません。
※営業日は土／日／祝日等を除きます。
※メール監査アーカイブサービスを同時にお申込のお客さまに関しましては、場合によって記載事項変更をお受けできないことがございます。

迷惑メールフィルタリングサービス新設申込では、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのDNSサーバに独自ドメイン情報は登録されません。Bizメール＆ウェブ
プレミアムのDNSサーバへのドメイン情報登録が必要な場合は、本お申込書にて「独自ドメイン追加」をお申込ください。

メール監査アーカイブサービスは、迷惑メールフィルタサービスを契約されたお客さまのみ契約できるサービスです。独立してサービス契約はできませ
ん。また、メール監査アーカイブサービス及び追加アーカイブ容量は、追加ドメインに紐付けられるものとなります。

メール監査アーカイブサービスに関するお申込は、迷惑メールフィルタリングサービスと同じ、別専用申込書となります。「迷惑メールフィルタリングサー
ビス／メール監査アーカイブサービス 」をご記入・送付ください。

Bizメール＆ウェブ　プレミアムのウイルスチェックサービスは、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのメール機能をご利用のお客さまのみご利用いただけます
（main.cf等、設定ファイルの修正が必要となりますが、弊社側で自動設定致しますのでお客さまでの設定は不要です）。お客さまで設定ファイル等を変更し
てご利用中の場合には、正常に動作しない場合がございますので、設定ファイルへの変更は行わないようにご注意下さい。

SSLを弊社で代行設定希望の場合は、ご利用開始後にお申込いただけます。お申し込みフローの詳細は弊社ホームページをご確認下さい。
（http://www.ntt.com/mw-vps/data/change_ssl.html）
（注）設定においてはお客さまとベリサイン社／グローバルサイン社との契約に関する作業が発生し、お客さま側の作業の進捗に大きく影響を受けるため、
ご利用開始希望日の保障は致しかねます。

迷惑メールフィルタリングサービスに関するお申込みは別専用申込書となります。「迷惑メールフィルタリングサービス／メール監査アーカイブサービス
新設・変更・廃止申込書」をご記入・送付ください。

独自ドメイン利用の場合に、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのDNSサーバに登録いただけるドメイン数の最大値を示しています。こちらは、アプリケーションの動
作上からの推奨値を示しています。お客さまでご準備いただいたDNSサーバご利用の場合には、上限値を越えてのご利用は弊社でのサポート外となり、また動
作保証ができませんので、お客さまにて動作状況をご確認・ご判断の上ご利用いただくようご注意下さい。

○

DNSサービスアウトソーシング
プランのDNSサーバ × ○ ○

サブドメインの

DNSサーバ

必ずご確認下さい

親ドメインの

DNSサーバ
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◆DNSサーバの登録申請方法は下表をご確認下さい。ご希望の登録方法より、本サービスのお申込みと併せて手続きをお願いします。

【 指定事業者変更／DNSサーバ登録申請に関する注意事項 】
・ お客さまから直接、JPRSへDNSサーバ登録申請を行うことはできません。必ず指定事業者を通して申請しなければなりません。

・

・

・

 弊社からDNSサーバの
 登録申請は希望しない

ご利用されるDNSサーバの登録申請は、現在の指定事業者へお問合せいただき、お手続き下さい。

※Bizメール＆ウェブ　プレミアムのDNSサーバをご利用される場合、DNSサーバ情報は、「セットアップガイド」よりご
確認いただけます。（「セットアップガイド」はご利用開始前にお届けする「ご利用ガイド」をご確認いただき、弊社
ホームページ内よりご取得下さい。）

指定事業者変更を行う場合、申込から2週間程度の日数が必要となることがあります。OCNからJPRSへ指定事業者変更を申請すると同時
に、現在の指定事業者からOCNへ移る旨の承認が必要であるため、ドメインを取得した際の指定事業者へ、指定事業者変更について必ず
お問合せ下さい。
※現在の指定事業者から承認が下りない場合には、指定事業者変更手続きが、サービスの標準開通日数より長く時間がかかる場合があり
ますのでご注意下さい。

 弊社からDNSサーバの
 登録申請を希望する
 
 （指定事業者を
 　　　　　　OCNに変更する）

本申込書に添付されている「別紙 DNSサーバ登録申請依頼書」を、申込書と併せてご提出下さい。
下記【 指定事業者変更／DNSサーバ登録申請に関する注意事項 】をご確認下さい。

※現在の指定事業者がOCN以外の場合、OCNへの指定事業者変更申請を実施し、完了した後でDNSサーバの
登録を行います。また、指定事業者変更には別途料金が発生します。各種料金ページの「本サービスに利用する、
ドメインに関する料金について」をご確認下さい。御理解の上、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

取得済みのドメイン名をご利用される場合のご確認事項

本ページ記載のご確認事項は、本サービスに「取得済みのドメイン名をご利用」をご希望としてお申込みする場合の確認事項です。

※「ご利用内容のご案内」は、メールにて送信されるURLから専用サイトへアクセスし、確認パスワードを入力することで、閲覧/保存出来ます。
※「ご利用内容のご案内」メールは、「customer@mail.kaian.ntt.com」から届きますので、メール受信設定いただきますようお願いいたします。

お客さまで事前にDNSサーバを設置されており、引き続きそのDNSサーバを利用される場合は、本手続きの必要はありません。 DNSサーバの設置場
所の変更や、指定事業者の変更が必要な場合に、以下のいずれかの手続きが必要となります。

DNSサーバの登録方法 必要な手続き　

弊社で取得されたgTLDドメインを複数利用される場合は、レジストラ移転（NTTcomドメイン登録サービス等）が必要
になります。詳しくは弊社ホームページ（http://www.nttdomain.com/ocn/service/）をご確認下さい。

 弊社でドメイン名を取得した

※Bizメール＆ウェブ　プレミアム のDNSサーバ情報は、「セットアップガイド」よりご確認いただけます。（「セットアップガイド」はご利用開始前に
お届けする「ご利用ガイド」をご確認いただき、弊社ホームページ内よりご取得下さい。）

変更申請希望日の午前中にＪＰＲＳへＤＮＳサーバデータベースの申請作業を行ないます。申請受付が完了してもＪＰＲＳでの処理（ＤＮＳ伝
播遅延含）の為、変更後のドメインをすぐにご利用できない場合がございます。

ＤＮＳサーバ変更（登録)申請の依頼は、ＤＮＳ変更希望日の２営業日前の午前中までに連絡願います。それ以降のご連絡の場合は、希望日
での申請を保証をいたしかねます。

 NTTコミュニケーションズ
 「ドメイン登録サービス」で
 ドメイン名を取得した

 他社でドメイン名を取得した

ドメイン名取得時に別途郵送済みの「ドメイン登録サービス 開通のご案内」をご覧いただき、“ドメインマネージャー”
画面より、現在登録されているDNSサーバを、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのDNSサーバへ変更して下さい。

ドメイン名の取得状況

ドメイン名取得時の登録確認のメールをご覧いただき、 “ドメインマネージャー”画面より、仮登録しておりますDNS
サーバを、Bizメール＆ウェブ　プレミアムのDNSサーバへ変更して下さい。

※「ドメイン登録サービス」に関するサポートは、「ドメイン登録サービス」のご連絡先までお問い合わせください。詳
細は下記URLをご覧下さい。
◆ NTTコミュニケーションズ「ドメイン登録サービス」　【URL ： http://www.nttdomain.com/】

お客さまにてドメインを取得した事業者へお問い合わせ下さい。

必要な手続き　

◆DNSサーバの登録申請は、下表をご確認いただき、本サービスお申込みと併せて、お客さま自身にて手続きをお願い致します。

《b》 JPドメイン名以外のドメイン名（例：「●●●.com」、「 ●●●.net」）をご利用されるお客さまへ

《a》 JPドメイン名（例：「●●●.co.jp」、「 ●●●.jp」）をご利用されるお客さまへ

●指定事業者とは？
指定事業者とは、JPドメイン名の管理組織であるJPRSが指定する、ドメイン名登録申請やDNSサーバ登録・変更申請などの取り次ぎを行う事
業者のことです（OCN もJPRSの指定事業者です）。指定事業者の業務については、JPRSのホームページをご覧下さい。
◆ JPRSのホームページ【URL ： http://jppartners.jp/】

●DNSサーバの登録申請とは？
インターネット上でドメイン名を使用した通信を行う場合は、そのドメイン名を管理するDNSサーバの情報を所定のドメイン管理組織に申請する必要
があります。ドメイン管理組織とは、JPドメインならJPRSという組織で、ドメイン名の登録管理とDNSの運用を行っている組織です。
よって、取得済みドメイン名をご利用で、そのドメイン名を管理しているDNSサーバを変更する場合、DNSサーバの登録(変更)申請の手続きを実施す
る必要がございます。
※本申請手続きが正しく行われない場合、お客さまホームページが閲覧できなかったり、メールが正しく送受信できなくなりますのでご注意下さい。

●指定事業者とは？
指定事業者とは、JPドメイン名の管理組織であるJPRSが指定する、ドメイン名登録申請やDNSサーバ登録・変更申請などの取り次ぎを行う事
業者のことです（OCN もJPRSの指定事業者です）。指定事業者の業務については、JPRSのホームページをご覧下さい。
◆ JPRSのホームページ【URL ： http://jppartners.jp/】

5/19



1

2

3

※「ご利用内容のご案内」は、メールにて送信されるURLから専用サイトへアクセスし、確認パスワードを入力することで、閲覧/保存出来ま
す。

本ホスティングサービス（以下「本サービス」といいます）については、以下の
事項についてご注意の上ご利用ください。

本ホスティングサービスご利用上の注意事項

・本サービスを利用するホーム・ページのコンテンツに関する全責任は契
約者に帰属し、弊社はいかなる責任も負わないものとします。万一第三者
から弊社に対して損害賠償その他のクレームがあった場合は、契約者が
自己の責任において対応するものとします。
・弊社が上記２に掲げる措置をとった場合、弊社は損害賠償その他一切
の責任を負わないものとし、契約者は弊社に対して異議の申し立てをしな
いものとします。

・契約者（又は利用者）に対する警告
・上記１に掲げる行為に該当すると弊社が判断するコンテンツの全部（ま
たは一部）の表示の停止
・本サービスの廃止

ご遠慮いただく行為

上記１に掲げる行為を発見した場合の弊社の措置

弊社の免責

本サービスのご利用に際しましては、次の行為はご遠慮下さい。

・他人の著作権、その他の権利（プライバシー、名誉等を含みます）を侵
害する行為
・公序良俗に反する行為
・法令に違反する行為

上記１に掲げる行為が行われていると弊社が認めた場合は、弊社は次の
措置をとることがあります。

6/19



　※太線枠内全項目を黒のボールペンで記入ください。該当する□項目に「レ点」にてチェックください。

※
「
ご2.
3.

上記「申込みにおける確認事項」に同意の上、申請致します。
※ 必ずチェックを入れて下さい。
※ チェックがないとお申込いただけません。

１.　お申込み者情報（必須）

〒

２.　ネットワーク技術担当者情報（必須）　　※故障等緊急時や認証ID/PW再通知申請等、重要なお知らせ時の連絡先として使用します。

３.　お支払情報（必須）　※記入方法に関しましては記入例（１）ページの[3.お支払情報]をご覧ください。

 請求書によるお支払 ⇒毎月の利用料の請求先をご記入下さい。

H
N

※

※

※

※

※

※

〒

申込者（契約者）

フリガナ

お名前

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）契約申込書 （1/2）

お申込年月日 ご利用開始希望日
（土/日/祝日不可）

《申込みにおける確認事項》
NTTコミュニケーションズ株式会社の定める「IP通信網サービス契約約款」、各種利用規約、及び「重要事項に関する説明」の内容を承諾の上、下記
の通り申込みます。

申込書の「注意事項」の内容を承諾のうえ、下記の通り申込みます。
「申込書等に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。

事務担当者
＜お申込に関するご連絡先＞

担当者名 部課名

ビル
名等

※個人の場合は戸籍上のお名前
ご住所、法人の場合は登記簿上
の正式名称および住所にてご記
入ください。
※必ずご捺印ください

ご住所
都道
府県

電話番号
（日中連絡先）

ＦＡＸ

E-mail

※法人の場合、ご契約組織に属する
方を記入ください。 E-mail

ネットワーク技術担当者 担当者名

  事務連絡担当者と同じ 電話番号
（日中連絡先）

ＦＡＸ

お支払方法

【口座振替及びクレジットカードでのお支払】をご希望のお客さま
　※「請求書によるお支払」をご選択いただき、松山料金センタ（TEL：0120-047128）までご連絡下さい。
　　弊社より口座振替によるお支払をご希望のお客さまは「口座振替依頼書」、クレジットカードでの
    お支払をご希望のお客さまは「クレジットカード払い申込書」を送付いたします。

既契約のお支払情報と同一にする　　　　　⇒引継ぎを希望する契約のお客さま番号をご記入下さい。

OCN利用料をフレッツ光利用料と合わせて、お支払いただいているお客さまはご利用いただけません。

現在、ご利用中のサービスのお支払情報と同一にします。（但し、ご契約者名義が同一の場合のみ）

引継ぎ元の請求がファイナンス社の場合は対象外となります。

※宛先に記入いただいた内容は、そ
のまま請求書に印刷されます。会社
名・部署名・氏名等を20文字以内でご
記入ください。

ご住所

複数の請求を一枚にまとめている場合もお支払情報を同一にします。

お支払情報に関するお知らせの送付先は既契約と同一になります。

初回のご請求は「請求書によるお支払」になる場合があります。

毎月の利用料の請求先

フリガナ

宛先
（20文字以内）

都道
府県

ビル
名等

請求に関する連絡先 担当者名 電話番号

　申込者情報と同じ
　右記のとおり

※重要なご連絡をさせて頂く場合があります。必ず、携帯以外の受信可能なメールアドレスを記入下さい。

印

※重要なご連絡をさせて頂く場合があります。携帯以外の受信可能なメールアドレスを記入下さい。
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４.　「ご利用内容のご案内」に関する情報（必須）

ご契約者住所 毎月の利用料の請求先

５.　追加オプション（必須）
※本ホスティングサービスの初期値は、（CPU）1コア/（メモリ）8GB、（ディスク容量）100GBとなっております。

追加する
コア GB　追加

追加しない

※1～15でご指定ください。 ※①にてご記入いただいた数字×８の値をご記入ください。

追加する 0
GB　追加

追加しない

ウィルスチェックサービス （※本サービスのメール機能をご利用の場合のみ適応）

迷惑メールフィルタリングサービス

メール監査アーカイブサービス

６.　独自ドメイン使用の有無（必須）

本ホスティングサービスで独自ドメインを使用しない

必要な申込書：契約申込書（1/2）、（2/2）

本ホスティングサービスで独自ドメインを使用する

1個の独自ドメインを使用する

２個以上の独自ドメインを使用する

【販売担当者記入欄】　※お客さま直接のお申込みの場合は、記入不要です。

法人 国・地方自治体 業務用

個人 外国公館等

追加ディスク容量

独自ドメイン使用の有無

申
込
受
付
部
門

所属

送付先メールアドレス

半角英数６４桁まで
※複数のメールアドレスを指定することはできません。
※携帯電話のメールアドレスは指定できません。

必要な申込書：契約申込書（1/2）、（2/2）
　　　　　　　　　ドメイン情報

必要な申込書：契約申込書（1/2）、（2/2）
　　　　　　　　　ドメイン情報、ドメイン情報（複数用）
※4個以上の独自ドメインをお申込になる場合は、「ドメイン情報(複
数用)」をコピーしてお申込ください。

※ドメインのご利用形態によってご記入いただく申込書が異なります。必要な申込書のご確認をお願いいたします。

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）契約申込書 （2/2）

追加CPU
追加メモリ × 8

※（CPU）1コア追加につき、（メモリ）8GB追加となり、最大15コア/120GBまで追加可能です。
※CPUのみ、メモリのみの追加は許容しておりません。

半角英数８桁～１０桁まで（英大文字、英小文字、数字からそれぞれ1文字以上使用してください）
※「ご利用内容のご案内」専用サイトにログインする際に本パスワードが必要となりますので、ご案内のメールが届くまで必ず保管願います。

※「ご利用内容のご案内」は、メールにて送信されるURLから専用サイトへアクセスし、確認パスワードを入力することで、閲覧/保存出来ます。
※「ご利用内容のご案内」メールは、「customer@mail.kaian.ntt.com」から届きますので、メール受信設定いただきますようお願いいたします。

「ご利用内容のご案内」
送信先

確認
パスワード

メールが送信エラー
となった場合の送付先

※10GB単位の最大900GBまでの追加が可能です。
※追加後、ディスク容量を減らすお申込みは承っており
ません。

Bizメール＆ウェブ　プレミアム
 有料オプション

（ご希望の場合のみご記入下
さい）

注）別紙「迷惑メールフィルタリングサービス／メール監査アー
カイブサービス 」を必ず本申込書と併せてご提出ください。

ＦＡＸ

E-mail E-mail

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

組織区分

お
客
さ
ま
対
応
部
門

所属

名前 名前

ＴＥＬ ＦＡＸ ＴＥＬ

使用するドメインの取得状況によっては、必要な申込書が追加になる場合がございます。
詳しくは「ドメイン情報」のページをご確認下さい。

Com第五法人Com第三法人 Com第四法人Com第一法人 Com第二法人
Com関西営業本部 Comチャネル営業本部 ComＮＢ本（ＶＡ東日本エリア） ComＮＢ本（ＶＡ西日本エリア）
ComＮＢ本（ＶＡ以外） Com一般 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本
金沢OCNSC 名古屋OCNSC 幕張DSC その他

① ②
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正引き設定ドメイン情報

弊社よりドメイン代行申請を希望する　（以下の書類を併せてご提出下さい。）

取得済みドメイン（JPドメイン）を利用する

弊社からDNSサーバ登録申請を希望する

「別紙　DNSサーバ登録申請依頼書」をご提出下さい。

弊社からDNSサーバ登録申請を希望しない

取得済みドメイン（JPドメイン以外）を利用する

本ホスティングサービスのDNSサーバをご利用

お客さまにてご準備いただいたDNSサーバをご利用

DNSアウトソーシングプラン のDNSサーバをご利用

ホスティングサービス Ｈ

常時系接続回線 Ｎ

※「ご利用内容のご案内」は、メールにて送信されるURLから専用サイトへアクセスし、確認パスワードを入力することで、閲覧/保存出来ます。
※「ご利用内容のご案内」メールは、「customer@mail.kaian.ntt.com」から届きますので、メール受信設定いただきますようお願いいたします。

 「ｇTLD（.com/.net./org）ドメイン名代行登録申請書」

 【別紙】「DNSサーバ登録申請依頼書」

属性型JPドメイン

※以下の手続きと
同じになります。

代行申請に必要な
ドメイン名

代行登録申請書

 example.co.jp

 example.com

DNSサーバ登録申請の希望有無

※本申込書と併せて
右表中の必要書類
をご提出下さい。

※現在の指定事業者（＝お客さまのドメインを管理している業者）がOCN以外の
場合、OCNへの指定事業者変更申請を実施し、完了した後でDNSサーバ登録を
行います。ご理解の上、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

例

<汎用>
 example.jp
<都道府県型>
example.tokyo.jp

 汎用・都道府県型
JPドメイン

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）契約申込書 　【 ドメイン情報 】

ドメイン名

1

関連契約無し

関連
契約
番号

ホスティングサービスで利用しているDNS情報を本サービスに引継ぐ。（第２種/第４種/第８種に限る）
※初めてホスティングサービスにお申し込みになられる方は、本項目が該当いたしませんのでチェックのご記入は不要です。
※第２種/第４種/第８種ホスティングサービスにご契約いただいている場合に限り、既契約の本ホスティングサービスのDNSで設定されているDNS
情報を本サービスに引き継ぐことが出来ます。ご希望の方はチェックをご記入ください。引継ぎを希望されない場合、チェックのご記入は不要です。

※本ホスティングサービスで独自ドメインを利用する場合は、以下の項目について必ずご記入下さい。
　（独自ドメインを利用されない場合は、【７．使用ドメイン情報】のご記入は不要です。）

DNSサーバ
設置形態

ドメイン代行申請に必要な書類

 「汎用・都道府県型ＪＰドメイン名
　代行登録申請書」
 【別紙】「DNSサーバ登録申請依頼書」

  「属性型ＪＰドメイン名代行登録申請書」
 【別紙】「DNSサーバ登録申請依頼書」

ドメインの種類

 gTLDドメイン
（.com/.net/.org）

ＯＣＮ関連契約の有無
（同一ドメイン利用の

　他契約の有無）

DNS情報引継ぎ

各設置形態における注意事項に
つきましては、「申込みに関する
注意事項2/3」を必ずご確認下さ
い。

上記ドメインの
取得状況

関連契約有り

※英大文字でご記入下さい。

【注意】 使用ドメインが複数個ある場合は、次ページの【ドメイン情報（複数用）】へご記入いただき、併せてご提出下さい。

ご利用されるDNSサーバの登録申請は、現在、お客さまのドメインを管理している業者へお問合せいただきお手続
き下さい。尚、 Bizメール＆ウェブ プレミアムのDNSサーバをご利用希望の場合は、「セットアップガイド」よりDNS
サーバ情報をご確認いただきますようお願い致します。（「セットアップガイド」はご利用開始前にお届けする「ご利

【ご注意】各種ドメイン取得申請書は弊社ホームページより
ダウンロード下さい。

9/19



（ ／ ）

◆正引き設定ドメイン情報　（2個目以降）　※ご利用ドメインが4個を超える場合は、このページを複写しご記入ください。
※

【1】各種ドメイン名代行登録申請書

【2】「別紙 DNSサーバ登録申請依頼書」

弊社からDNSサーバ登録申請を希望する

「別紙 DNSサーバ登録申請依頼書」を本申込書と併せてご提出下さい。

本ホスティングサービスのDNSサーバを利用 DNSアウトソーシングプランのDNSサーバを利用

お客さまにてご準備いただいたDNSサーバを利用

ホスティングサービス Ｈ

常時系接続回線 Ｎ

【1】各種ドメイン名代行登録申請書

【2】「別紙 DNSサーバ登録申請依頼書」

弊社からDNSサーバ登録申請を希望する

「別紙 DNSサーバ登録申請依頼書」を本申込書と併せてご提出下さい。

本ホスティングサービスのDNSサーバを利用 DNSアウトソーシングプランのDNSサーバを利用

お客さまにてご準備いただいたDNSサーバを利用

ホスティングサービス Ｈ

常時系接続回線 Ｎ

【1】各種ドメイン名代行登録申請書

【2】「別紙 DNSサーバ登録申請依頼書」

弊社からDNSサーバ登録申請を希望する

「別紙 DNSサーバ登録申請依頼書」を本申込書と併せてご提出下さい。

本ホスティングサービスのDNSサーバを利用 DNSアウトソーシングプランのDNSサーバを利用

お客さまにてご準備いただいたDNSサーバを利用

ホスティングサービス Ｈ

常時系接続回線 Ｎ

4

ドメイン名

ご利用されるDNSサーバの登録申請は、現在、お客さまのドメインを管理している業者
へお問合せいただきお手続き下さい。

関連契約有り 関連
契約
番号関連契約無し

上記ドメインの
取得状況

関連契約有り

ホスティングサービスで利用しているDNS情報を本サービスに引継ぐ。（第２種/第４種/第８種に限る）
※初めてホスティングサービスにお申し込みになられる方は、本項目が該当いたしませんのでチェックのご記入は不要です。
※第２種/第４種/第８種ホスティングサービスにご契約いただいている場合に限り、既契約の本ホスティングサービスのDNSで設定されているDNS情
報を本サービスに引き継ぐことが出来ます。ご希望の方はチェックをご記入ください。引継ぎを希望されない場合、チェックのご記入は不要です。

ご利用されるDNSサーバの登録申請は、現在、お客さまのドメインを管理している業者
へお問合せいただきお手続き下さい。

関連契約無し

ＯＣＮ関連契約の有無
（同一ドメイン利用の

　他契約の有無）

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」契約申込書 　【 ドメイン情報(複数用) 】

2

ドメイン名

上記ドメインの
取得状況

DNSサーバ設置形態
※「注意事項」をご確認下さい。

DNS情報引継ぎ

関連契約無し

ドメイン代行申請を希望する

取得済みドメイン
（JPドメイン）を利用する

ホスティングサービスで利用しているDNS情報を本サービスに引継ぐ。（第２種/第４種/第８種に限る）
※初めてホスティングサービスにお申し込みになられる方は、本項目が該当いたしませんのでチェックのご記入は不要です。
※第２種/第４種/第８種ホスティングサービスにご契約いただいている場合に限り、既契約の本ホスティングサービスのDNSで設定されているDNS情
報を本サービスに引き継ぐことが出来ます。ご希望の方はチェックをご記入ください。引継ぎを希望されない場合、チェックのご記入は不要です。

弊社からDNSサーバ登録申請を希望しない　（※以下の手続きと同じになります。）

取得済みドメイン
（JPドメイン以外）を利用する

DNS情報引継ぎ

DNSサーバ設置形態
※「注意事項」をご確認下さい。

ＯＣＮ関連契約の有無
（同一ドメイン利用の

　他契約の有無）

3

ドメイン名

上記ドメインの
取得状況

関連
契約
番号

取得済みドメイン
（JPドメイン以外）を利用する

ドメイン代行申請を希望する

ホスティングサービスで利用しているDNS情報を本サービスに引継ぐ。（第２種/第４種/第８種に限る）
※初めてホスティングサービスにお申し込みになられる方は、本項目が該当いたしませんのでチェックのご記入は不要です。
※第２種/第４種/第８種ホスティングサービスにご契約いただいている場合に限り、既契約の本ホスティングサービスのDNSで設定されているDNS情
報を本サービスに引き継ぐことが出来ます。ご希望の方はチェックをご記入ください。引継ぎを希望されない場合、チェックのご記入は不要です。

弊社からDNSサーバ登録申請を希望しない　（※以下の手続きと同じになります。）

ドメイン代行申請を希望する

弊社からDNSサーバ登録申請を希望しない　（※以下の手続きと同じになります。）

ご利用されるDNSサーバの登録申請は、現在、お客さまのドメインを管理している業者
へお問合せいただきお手続き下さい。

DNSサーバ設置形態
※「注意事項」をご確認下さい。

取得済みドメイン
（JPドメイン）を利用する

取得済みドメイン
（JPドメイン）を利用する

取得済みドメイン
（JPドメイン以外）を利用する

DNS情報引継ぎ

ＯＣＮ関連契約の有無
（同一ドメイン利用の

　他契約の有無）

関連
契約
番号

関連契約有り

を本申込書と併せてご提出下さい。

を本申込書と併せてご提出下さい。

を本申込書と併せてご提出下さい。

※英大文字でご記入下さい。

※英大文字でご記入下さい。
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※
「
② 取得済み属性型・地域型ＪＰドメインをご利用される場合は、対象ドメイン名と【Ａ】【Ｂ】をご記入下さい。

③ 取得済み汎用・都道府県型ＪＰドメインをご利用される場合は、対象ドメイン名と【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】をご記入下さい。

対象ドメイン名

【A】 ご利用されるDNSサーバ情報

本ホスティングサービスのDNSサーバを利用希望

DNSアウトソーシングプランのDNSサーバを利用希望

上記以外 ( お客さま側で設置／他社で契約 ） のDNSサーバを利用希望

プライマリDNS： ． ． ．

セカンダリDNS： ． ． ．

【B】 属性型・地域型JPドメイン 及び 汎用・都道府県型JPドメイン を管理するDNSサーバへの登録希望日

 ホスティングサービスのご利用開始日にあわせて切り替えを希望する

 ホスティングサービスのご利用開始日以降を希望する 年 月 日 （ ）

※DNSサーバの登録希望日は当社OCNサービスセンタ営業日になります。（土日祝日、年末年始を除く当社営業日）

● DNSサーバ申請の状況をメールでお知らせ致しますので、その連絡先を選択して下さい。

申込担当者と同じ ネットワーク技術担当者と同じ 販売担当者と同じ

※

● お客さま情報を含む内容をメールでお送りする場合はPDFで暗号化致しますので、復号化するためのパスワードを任意のものでご記入下さい。

パスワード：

【C】 汎用・都道府県型JPドメインの公開連絡窓口情報　

〒 －

）

【別紙】DNSサーバ 登録申請依頼書　【Bizメール＆ウェブ　プレミアム用】　　

名前又は組織名
[英文]

　DNSサーバ申請の状況連絡用窓口

名前又は組織名

※英数字 及び ハイフンを利用して、4文字以上8文字以内でご指定下さい。
また、記載いただきました英文字は、全て小文字に置き換えさせていただきま
す。
※本パスワードは、ネームサーバ申請完了時まで使用しますので、大切に保
管して下さい。

上記の選択に関わらず、弊社販売担当者（又は代理店ご担当者）が窓口となっている場合は、本件に関する連絡先は販売担当者（又は代理店
ご担当者）とさせていただきますので、予めご了承下さい。

登録希望日

市区
郡

市町
村

ご住所

3

2

1

2

3

Web Page

E-mail
〔必ず1件登録要

（最大3件まで登録可能）〕

住   所
住所の英文は一般的な表記で

弊社が申請致します

FAX

ビル名等（

電話番号
〔必ず1件登録要

（最大3件まで登録可能）〕

1

都道
府県

 http://

◆弊社からDNSサーバ登録申請する場合は、以下①～③の該当する利用ドメインパターンより本依頼書をご記入ください。
（本依頼書は、OCNにて新規にドメインを取得する場合、もしくは取得済みＪＰドメインをご利用される場合に必要です。OCN以外で取得されたgTLDはDNSサーバ登録申
請をお受け出来ませんので、本依頼書は不要です。）
◆依頼するドメインが複数あるときは本紙を複写し、ご記入ください。

＜ お客さま側でご用意されるDNSサーバ名 ＞
※ドメイン名を省略せずにホスト名からドメイン名まで全てをご記入下さい。

＜DNSサーバのグローバル ＩＰアドレス ＞

※ この情報は、Whoisデータベースに公開されることを予めご了承ください。
※ ◎印の項目については、JPRSへの申請時の必須項目です。

◎

◎

◎

◎
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◆契約申込書（1/2）の記入例

◆契約申込書（2/2）の記入例

【５．追加オプション】

◆追加CPU数/追加メモリ

・CPUのみ、メモリのみの追加は許容しておりません。

◆追加ディスク容量

・10GB単位の最大900GBまでの追加が可能です。

・追加後、ディスク容量を減らすお申込みは承っておりません。

◆ウイルスチェックサービス
・「ウイルスチェックサービス」は、定額です。

・（CPU）1コア追加につき、（メモリ）8GB追加となり、最大15コア
/120GBまで追加可能です。

◆請求書送付先
・【1．お申込み者情報】でご記入いただいた内容と同じ場合は、
「申込者情報と同じ」をチェック下さい。異なる場合はご記入下さ
い。
・支払方法で「既契約のお支払情報と同一にする」を選択された
場合、請求書送付先の変更は行えませんので、ご記入頂きませ
んようお願いいたします。
・ご記入の内容で請求書を印字いたします(20文字以内)。

【４．「ご利用内容のご案内」に関する情報】
・ご希望の送付先及びパスワードをご記入ください。
・メールが送信エラーとなった場合の送付先についてもご希望の
送付先へチェックをお願いします。

【６．サービス利用形態】
・本ホスティングサービス上で使用する独自ドメインの有無を選択
して下さい。
・本ホスティングサービス上で独自ドメインを使用する場合は、単
数か複数か選択し、各場合に必要な申込書をご確認下さい。

【２．ネットワーク技術担当者情報】
・【1．お申込み者情報】の事務担当者でご記入いただいた内容と
同じ場合は、「事務連絡担当者と同じ」をチェックして下さい。異な
る場合は、ご担当者さまをご記入下さい。

・既契約のお支払方法と新しいご契約サービスのお支払方法を同
一にする場合は、「既契約のお支払情報と同一にする」をご選択く
ださい。その際、現在ご契約頂いているお客さま番号を必ずご記
入願います。

【３．お支払情報】
◆お支払方法

契約申込書(1/2),(2/2)の記入例とご注意事項

【申込みにおける確認事項】
・内容をご確認の上、必ずチェックして下さい。チェックがない場合
はお申込いただけません。

【お申込年月日およびご利用開始希望日】
・ご利用開始希望日については、標準開通日をご確認の上、ご記
入下さい。※詳しくは「申込みに関する注意事項3/3」をご確認下
さい。

【１．お申込み者情報】
・事務担当者の方は、弊社からお申込内容のご確認等を行う場
合がありますので、必ず日中連絡がとれるTEL（連絡先）と、お持
ちのE-Mailアドレス（通常ご利用のもの)をご記入下さい。
・申込者（契約者）のお名前は、個人の場合は、戸籍上のお名
前、法人の場合は登記簿上の正式名称にてご記入下さい。
・記載住所は必ず登記簿（個人の場合は住民票）に記載されてい
る住所であることをご確認下さい。
※ビル名も忘れずご記入下さい。
・必ずご捺印ください。

※ご指定の支払い方法に関わらず、手続きの日程上、初回請求
は請求書でお支払いいただくことがあります。また、ご指定の支払
方法により弊社が引き落としできなかった場合は、請求書による
お支払いとなります。

下段の該当する項目より、DNSサーバ登録方法をご確認下さい。◆『取得済みドメインをご利用』される場合
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◆【ドメイン情報】ページの記入例

 【7-1．正引き設定ドメイン情報】

◇上記ドメインの取得状況

◇DNSサーバ設置形態

◇OCN関連契約の有無（同一ドメイン利用の他契約の有無）

◆【ドメイン情報（複数用）】ページの記入例

契約申込書【ドメイン情報】／【ドメイン情報（複数用）】ページの記入例とご注意事項

【7-1．正引き設定ドメイン情報】
・ご利用ドメイン名を、英大文字でご記入下さい。

※ご記入いただいたドメインそれぞれについて以下の内容を
ご確認・ご記入下さい。

いずれかのパターンをご選択下さい。

≪「取得済みドメイン（JPドメイン以外）を利用する」場合≫
・別途提出が必要な書類はございません。
・お客さまにてDNSサーバの登録申請を行って下さい。

≪「弊社よりドメイン代行申請を希望する」場合≫
・各種ドメイン取得申請書は弊社ホームページよりダウンロード下さい。

http://www.ocn.ne.jp/hosting/order/download.html#domain
・『DNSサーバ登録申請依頼書』をご記入下さい。

≪「取得済みドメイン（JPドメイン）を利用する」場合≫
・DNSサーバ登録方法を確認し、ご選択下さい。
※取得済みドメインがＪＰドメインの場合で、かつ弊社からDNSサーバ

を登録申請する場合は、必ず、『DNSサーバ登録申請依頼書』を

≪ご利用いただくドメインのDNS設置形態について≫
・ご利用されるDNSサーバを選択して下さい。
・いずれの場合でも、「申込みに関する注意事項（2/3）」をご確認下さい。

・同一ドメインで他OCN契約をご利用中の場合は「有」にチェックして
下さい。

・「有」の場合は該当契約のお客さま番号をご記入下さい。

◆正引き設定ドメイン情報 （2個目以降）
・ドメインを複数ご利用される場合にご記入下さい。
・各ドメインの取得状況／DNSサーバ設置形態／

OCN関連契約の有無（関連契約番号） は、【ドメイン情報】ページに
準じます。

・ご利用ドメインが4個を超える場合は、このページを複写しご利用
下さい。

≪第２種/４種/８種ホスティングサービスからドメイン情報を引き継がれる場合≫
第２種/第４種/８種ホスティングサービスにご契約いただいている場合に限り、
既契約の本ホスティングサービスのDNSで設定されているDNS情報を
本サービスに引き継ぐことが出来ます。ご希望の方はチェックをご記入
ください。引継ぎを希望されない場合、チェックのご記入は不要です。
なお、第１種ホスティングサービスのDNS情報は引継ぎできませんので、
あらかじめご了承ください。
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DNSサーバ登録申請依頼書【Bizメール＆ウェブ　プレミアム用】の記入例とご注意

◆本依頼書は、①/②/③ いづれかのドメインご利用形態であり、かつ、弊社からDNSサーバを登録申請する場合に必要です。
◆依頼するドメインが複数あるときは本紙を複写し、ご記入ください。

【C】汎用・都道府県型JPドメインの公開連絡窓口情報
・汎用・都道府県型JPドメインを指定事業者変更するために
必要な公開連絡窓口情報になります。属性型/地域型JPド
メインの場合は、ご記入不要です。
・汎用・都道府県型ドメインの場合、公開連絡窓口情報はド
メインの所有者が個人であっても、個人名を公開する必要
はありません。店舗名やグループ名などの登記されていな
い組織名でも問題ございません。
・この公開連絡窓口情報は、JPドメイン名の管理組織である
株式会社日本レジストリサービス(以下、JPRS)へ弊社から
提供を行います。これにより、JPRSのデータベース（Whois）
に登録され、そして公開されます。
・Web Page、住所、FAXの項目は、任意の登録項目ですの
で、公開を希望されない場合は、ご記入いただく必要はござ

1

2

3

【Ａ】 ご利用されるDNSサーバ情報
・本ホスティングサービスのDNSサーバを利用する場合は上
にチェックして下さい。
・それ以外のDNSサーバをご利用する場合は下にチェックし
て下さい。また、下段「上記以外（DNSサービス（セカンダリ
DNSプラン）／お客さま側で設置／他社で契約）のDNSサー
バを利用希望」の場合の記入例をご覧下さい。

【B】 属性型・地域型ＪＰドメイン 及び 汎用・都道府県型JPド
メインを管理するDNSサーバへの登録希望日
・DNSサーバ登録希望日をどちらかチェックして下さい。ご利
用開始日以降を希望は、下段「ホスティングサービスのご利
用開始日以降を希望する」の場合の記入例をご覧下さい。

◆ 「上記以外（DNSサービス（セカンダリDNSプラン）／お客さま側で設置
／他社で契約）のDNSサーバを利用希望」の場合の記入例
・左の欄にはプライマリ／セカンダリDNSサーバ名をホスト名からドメイン名まで
（例：ns1.example.jp）全てご記入下さい。
・右の欄には、それぞれのDNSサーバのIPアドレスをご記入下さい。
※DNSサーバ名は、プライマリDNS、セカンダリDNSの両方をお客さまにてご用
意されている場合は、２つ必ずご記入下さい。
※DNSサービスのセカンダリプラン、または回線サービスのOCNセカン
ダリをご利用の場合は、プライマリDNSサーバ名とIPアドレスをご記入の上、
セカンダリDNSの欄に「OCNサービスのセカンダリ利用」とご記入下さい。

◆ 「ホスティングサービスのご利用開始日以降を希望する」場合の記入例

・開通日以降、お客さまご希望のDNSサーバ登録反映日をご記入下さい。
DNSサーバの登録希望日は当社OCNサービスセンタ営業日になります。（土
日祝日、年末年始を除く当社営業日）
例：2006年11月3日(金) は祝日のため、受付不可

【重要！】

②取得済み属性型・地域型ＪＰドメイン／③取得済み汎用・都道府県型ＪＰドメインの指定事業者変更を行う場合の注意事項

ご利用になるJPドメインの指定事業者がOCNで無い場合は、OCNへの指定事業者変更申請を先に実施致します。DNSサーバの登録申請は、指定事業者変

更の完了後に行います。変更を完了するためには、現在の指定事業者との合意が必要となりますので、必ず現在の指定事業者の方に『OCNへ移管する』旨

を事前にご連絡して下さい。未連絡の場合、指定事業者変更が完了しないため、ＤＮＳサーバ登録も行えず、開通日にサービスを開始することが困難な状態

となってしまいます。

○ JPRSのJPドメイン関連文書について

[ .JPの登録と情報公開]   http://jprs.jp/info/service/disclosure/index.html
[JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて]    http://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html

○ JPRSは、JPドメインの登録管理やDNSの運用を行っている会社です。弊社は、JPRSとの契約に基づき認定された「JPドメイン名登録申請やDNS
登録申請などの取次ぎを行う事業者」です。

◆DNSサーバ申請の状況連絡用窓口
・JPRSへのDNSサーバ変更手続きには、指定事業者変更
手続きを伴う場合があるため、2週間程度かかる場合があ
ります。この手続きの状況を弊社からメールでご連絡する
ため、窓口となる方をご指定下さい。
・メールでの状況連絡の中には、お客さま情報が含まれる
ため、パスワード設定し暗号化したファイルをお送り致しま
すので、お客さまで予めパスワードをご指定下さい。このパ
スワードは、DNSサーバの申請手続きが完了するまで、使
わせていただきますので、紛失しないようメモなどして、保

③ 取得済み汎用・都道府県型ＪＰドメインをご利

用

① 弊社によるドメイン代行申請を希望

⇒対象ドメイン名と【Ａ】を
ご記入下さい。

② 取得済み属性型・地域型ＪＰドメインをご利用

⇒対象ドメイン名と【Ａ】【Ｂ】をそれぞれ
ご記入下さい。

対象ドメイン名
・DNSサーバ登録の対象ドメインをご記入ください。
・複数ある場合は、複写しご記入ください。
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丸岡 亨
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0120-003300
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申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて

当社はお客さまの氏名・生年月日・住所・お申し込みのサービス内容等の個人情報の保護に関し、ＣＳＯを個人情
報管理責任者として以下の取組みを実施いたしております。

当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客さまの大切な個人情報の保護に万全を尽くしま
　
当社は、口頭、書面、電磁的記録、録音、録画その他の方法をもってお客さまの個人情報を適正に取得します（お
客さまから直接取得する以外に、当社がお客さま以外から間接的に取得する場合を含みます）。なお、お客さまと
のお電話での応対時において、ご注文・ご意見・ご要望内容等の正確な把握、今後のサービス向上のために、通話
を録音させていただく場合がございます。

当社は、お客さまの個人情報については、下記の目的の範囲内で適正に取り扱いさせていただきます。
　　

当社サービスの契約者情報

・ご本人確認、ご利用料金の請求、およびご利用料金・ご利用サービス提供条件の
変更、工事日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除契約者情報の通知並びにそ
の他当社サービスの提供に係ること

・電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関するご紹介・ご
提案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと

・当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと

・お問い合わせ、ご相談にお答えすること

その他の個人情報

・当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと

・お問い合わせ、ご相談にお答えすること

・電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関するご紹介・ご
提案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと

なお、上記利用目的の他、サービス・アンケート等により個別に利用目的等を定める場合があります。また、お客
さまとの電気通信サービス等に係る契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用
することがございます。

当社は、お客さまの個人情報を適正に取扱うため、社内規程および社内管理体制の整備、従業員の教育、並びに、
個人情報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、
その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めてまいります。

（1）当社は、上記利用目的を達成するために必要な範囲内でお客さまの個人情報を、業務委託先に提供すること
があります。
（2）当社は、契約約款等に基づき電気通信サービスの料金等に係る債権をＮＴＴファイナンス株式会社に譲渡す
るにあたり、当該料金債権の請求及び回収に用いるため同社に対し必要なお客さまの個人情報を提供いたします。
（3）前2項の場合において、当社は、個人情報保護法、電気通信事業法、その他の法令等の規定に従い、開示・提
供先として、個人情報の保護が十分に図られていることを確認したうえ、個人情報保護の契約を締結する等必要か
つ適切な措置を実施いたします。
（4）法令等に基づき裁判所・警察機関等の公的機関から開示の要請があった場合については、当該公的機関に提
供することがございます。　　
当社は、以下のとおり、お客さまサービスの利便性向上のため、法人のお客さまに属する社員の方の個人情報を共
同利用いたします。
（1）共同して利用される個人情報の項目
氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス等）、所属組織名（会社名・団体名等）、その他、特定の個人を識別す
ることができる情報
（2）共同して利用する者の範囲
当社および当社のグループ会社
（3）共同して利用する者の利用目的
上記3記載の利用目的
（4）共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
（5）取得方法
上記2記載の方法

お客さまが、お客さまの個人情報の開示等をご希望される場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡いただけれ
ば合理的な範囲で速やかに対応いたします。なお、１ご契約につき1,000 円（税込 1,080円）※の事務手数料を申
し受けます。

当社は、認定個人情報保護団体である財団法人日本データ通信協会の対象事業者です。当社の個人情報の取扱いに
関する苦情については、同協会内に設けられている電気通信個人情報保護推進センターへ解決の申出をすることも
できます。

当社では、お客さまの個人情報の保護を図るために、また、法令その他の規範の変更に対応するために、プライバ
シーポリシーを改定する事がございます。改定があった場合はホームページにてお知らせいたします。
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