
 

 

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１種ホスティングサービス 

「PowerMail」,「メール ＆ ウェブ2」 

加入申込書 

NTTコミュニケーションズ株式会社 

 

  ＜申込・SOに関する問い合わせ先＞ 

 

  お問い合わせ : 0120 – 435 – 233 

 

  FAX送信先  : 0120 – 435 - 230 

 
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



センタからのご

センタに届いていない場合がありますので、送付



●ご利用ドメインについて
・ 本サービスご利用の場合、必ずお客さまの独自ドメインをご利用いただきます。

・ 日本語等の国際化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。

・ www.ドメイン等お申込になれないドメインがございます。あらかじめご了承ください。

・

・

●ＳＳＬ設定について

●メールセキュリティサービス契約について

●他OCNホスティングサービスから移行される場合について

※

※ 本サービスは、「第１種ホスティングサービス（PowerMail）」との併用はできません。

■OCNホスティングサービスご利用上の注意事項
ＯＣＮの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。

１.ご遠慮いただく行為
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

２.上記１に掲げる行為を発見した場合の弊社の措置
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。
・ 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

３.弊社の免責
・

・

ご利用サービスをメール＆ウェブ2以外のOCNホスティングサービスからメール＆ウェブ2へ移行する場合、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。

移行項目
独自ドメイン

迷惑メール
フィルタリング

コンテンツアカウントSSL
ご利用中のサービス

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、OCN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、OCNホームページ（http://www.ocn.ne.jp/business/domain/）を必ずご確認下さい。

SSLをOCNで取得代行設定希望の場合は、カスタマサポートデスクが利用可能になった時点からお申込いただけます。またお客さまにて設定することも可能です。お
申し込みフローの詳細はOCNホスティングサービスホームページをご確認下さい。（http://www.ocn.ne.jp/hosting/service/mw2/index.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。

同一ドメインにて、米国Trend Micro ™社のサービスをご利用されていた場合、ご希望のご利用開始希望日に添えない場合がございますことを、ご
了承願います。

第5種ホスティングサービス（メール＆ウェブ2） 「申込みに関する注意事項」

OCN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OCN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（http://www.ntt.com/tariff/）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ください。

本サービス申込書は「第５種ホスティングサービス（メール＆ウェブ2） （以下“メール＆ウェブ2”と記載）」の契約申込書となります。サービスの詳細につ
いてはOCNホスティングサービスホームページ（http://www.ocn.ne.jp/hosting）で必ずご確認下さい。

マイアドレスプラス（個人向けサービス）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。

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。

OCNが指定事業者の場合、OCNでDNSサーバの切替を代行して申請を承ります。その場合には、別途ドメイン変更料が発生する場合がございますので、予め
ご了承願います。

メール＆ウェブ
Windows Edition

メール＆ウェブPro

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。

ご利用いただいている同一ド
メインにては本サービスと併
用してご利用いただくことは
出来ません。

本サービスの申込と合わせて
移行元契約の廃止申込書を
提出ください。

ご利用いただいているSSL
サーバ証明書を本サービス
に移行してご利用いただくこ
とは出来ません。
　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。

お客様にて、SSLサーバ証明
書移行手続きを行ってくださ
い。

該当なし

メール＆ウェブPro2

ご利用いただいているアカウ
ントは、自動的に本サービス
に移行されません。

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。

他ホスティングサービスでご
利用いただいているコンテン
ツは、自動的に本サービスに
移行されません。

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。

※各サービスの仕様差異に
より、移行後の挙動を保障す
ることはできません。

ご利用いただいております迷
惑メールフィルタリングサービ
スは本サービスに移行されま
せん。

PowerMail

メール＆ウェブ

必ずご確認下さい 



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

◆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。

●指定事業者とは？

◆ JPRSのホームページ【URL ： http://jppartners.jp/】

・

・

・

・

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

◆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。

※メール＆ウェブ2 のDNSサーバ情報は、「管理者マニュアル」を参照ください。

DNSサーバの登録方法 必要な手続き　

 OCN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」を申込書とあわせてご提出下さい。
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。

取得済みのドメイン名を持込みで利用する場合、本サービス申込みと同時に、そのドメイン名を管理するDNSサーバの登録申請手続きが必要です。ド
メイン名の種類によって登録方法が違うため、下記《a》《b》のうち該当する項目をご確認いただき、手続き方法をご確認下さい。お手続きされなかった
場合、開始日を過ぎても本サービスをご利用になることができませんので、何卒ご注意下さい。

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。

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。

 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「.com/.net/.orgドメイン登録のご案内」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、「管理者マニュアル」を参照の上、メール＆ウェブ2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、
メール＆ウェブ2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OCNではできませんので、「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。

※取得した事業者により手続きが異なるため、各種手続きについて、OCNではサポートできません。

 OCN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。

※メール＆ウェブ2 のDNSサーバをご利用される場合、DNSサーバ情報は、「管理者マニュアル」を参照ください。

OCN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OCNホームページ（http://www.nttdomain.com/ocn/service/）をご確認下さい。

 OCNでドメイン名を取得した

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。

【 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。

必要な手続き　

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。

様 様 所属 お名前 ＴＥＬ e-mail 

●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。 



［月額利用料］ ※月途中のご加入・ご解約につきましては日割りにて料金を計算致します。

■メール&ウェブ2

○月額料金（税込）

概要・料金

プラン

○オプション料金（税込）

［工事費］

○工事費（税込）

サービスの利用開始

プラン変更

アカウント数の追加

メールセキュリティサービスの追加

SSL設定料 *2

データリストア

サーバ初期化

*1　新規加入同時工事の場合、オプション数にかかわらず、2,100円のみ（利用開始工事費は別）となります。

*2 お申し込みはサービスの利用開始日以降となります（別途サーバ証明書会社との契約が必要です）。

また、サーバ証明書の更新時にOCNへ工事を依頼する場合は再度工事費が必要となります。

お客さまご自身でサーバ証明書を取得された場合はコントロールパネル上からご自身で設定することができます（この場合、SSL設定料はかかりません）

●ドメイン種類別代行申請手数料（１ドメインあたり）

【A】 OCNでドメインを代行申請希望する場合

ドメイン種類別申請手数料（1ドメインあたり） （税込）

*3　ドメイン更新料は、ドメイン登録の次年度以降に発生する料金です。

【B】 取得済みドメインを利用希望する場合　

OCNからDNSサーバを変更する場合にかかります。料金が発生します。（税込）

※

※

※

第5種ホスティングサービス（メール＆ウェブ2） 「ご利用料金」

ドメイン関連の料金について

変更無し取得済み属性型・地域型／汎用JPドメインを持込みでご利用になる際に、指定事業者変更希望する場合は、必ず「取得済みのドメイン
名を利用時のご確認事項」ページ、または、以下のURLをご確認下さい。指定事業者変更申請は本申込書に添付の「別紙 DNSサーバ登録申請
依頼書」をご提出いただくか、下記ＵＲＬよりお手続き下さい。
【　URL：http://www.ocn.ne.jp/business/domain/apply/index.html　】

 属性型・地域型JPドメイン

 汎用JPドメイン

 ｇTLDドメイン（.com/.net/.org）　

サービス概要
料金 

アカウント数 ディスク容量

ｇTLDドメインはOCNへ管理を変更することはできません。NTTドメイン登録サービスへドメイン移転を希望する場合は、以下のURLをご確認下さ
い。
【　URL：　http://www.nttdomain.com/transfer/gtld1.html　】

OCNの第5種ホスティングサービス間のDNSサーバ変更の場合は料金がかかりませんが、お客様設置のDNSサーバに変更される場合は料金が
発生いたします。

ドメイン種類 ドメイン登録料 ドメイン更新料*3

 汎用JPドメイン

ドメイン種類

OCNへの変更はできません ｇTLDドメイン（.com/.net/.org）　

3,675円

データ転送量

ライト 10個 20GB 無制限

ベーシック 100個 40GB 無制限

オプションサービス名
料金

プラン名 ライト ベーシック

1,1550円

メールセキュリティサービス

2,100円

2,100円

2,100円

追加アカウント（80個まで/10個単位） 1,050円/10個毎

工事費項目
料金

-

変更申込

22,050円

5,145円

3,150円

2,100円

 属性型・地域型JPドメイン

変更料金

サーバ
　設定料

-

2,919円

5,985円

3,990円1,995円

6,050.1円

4,725円

8,400円

*1

-

-

6,195円

3,675円

新規申込

-

1,050円

1,050円



OCNホスティングサービスでは、同時にご利用いただくその他OCNサービス等によって、必要な申込書やその送付先が異なることがあります。
下記をご参考に、必要な申込書を漏れなくご記入お願いいたします。

※ JPドメインの取得をご希望の場合には、以下のＵＲＬにて取得状況を確認することが可能です。

※ OCNホスティングサービスとOCN回線サービスと同時にご利用の場合、ご請求はサービス毎となります。
またサービスを廃止する場合も、別途サービス廃止のお申し込みが必要となりますのでご注意下さい。

＜標準開通日＞ ※ 申込内容に不備のない状態となり、受付が完了した時点からの日程となります。

※ お客さまのお申し込み形態（指定事業者の変更がある場合等）によっては、さらに日数がかかることがあります。

既得ドメイン名を利用する場合

ホスティングサービスのメール機能をお申込の場合、同一ドメインでOCNのメールゲートウェイサービスを利用
いただくことはできません。※既にウィルスチェックゲートウェイサービスを利用中の場合には、サービスの廃止
申込が必要となります。詳細はOCNホームページ、もしくは販売担当者に確認ください。

ドメイン名申請書
※本申し込みでドメイン名を新規取得される場合

http://www.ocn.ne.jp/hosting/order/から必要なドメイン名取得申請書をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして下さい

 『OCN回線サービス各種申込書』
 同時にご利用の場合、OCNホスティ
ングサービスと一緒にお申し込み下
さい。(送付先は回線サービスの宛先
となりますのでご注意下さい。)

必要な申込書

必要なドメイン名取得申請書ドメイン名の種類

 属性型/地域型JPドメイン名
 (「●●●.co.jp /.ac.jp /.go.jp /.ad.jp/.or.jp/.ed.jp/ 地域型ドメイン名」)

 属性型JPドメイン名
 (「●●●ne.jp」、「●●●.gr.jp」)
   ⇒各ドメインに必要な書類を記入例で確認のうえ送付ください

 『属性型・地域型JPドメイン取得申請書』 

 『属性型・地域型JPドメイン取得申請書』
 ※記入例は「NE.JP用」「GR.JP用」に対
応

OCNから
DNS登録申
請をご希望
のお客さま

DNSサーバの利用形態によりご記入方法が異なります。

 OCNにて代行取得は行っておりません。 その他ドメイン名

【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】および契約申込書（2/2）をご確認いただ
き、ご記入をお願い致します。

新規にドメイン名を取得の場合

 約15営業日
 （gr.jp/ne.jpドメインは約20営業日）

OCN回線
サービスを
同時にお申
し込みの方

＋

DNSサーバ登録申請依頼書

OCN回線サービスプラン名

 ・固定IP型OCN常時接続回線

同時に利用するサービス

＋

約10営業日

　第５種ホスティングサービス（メール＆ウェブ2）お申込みパターン別申込書

O
C
N
ホ
ス
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

『
契
約
申
込
書

』

新規にドメイ
ン名を取得
されるお客さ
ま

取得を希望ドメインが重複していないか、あるいは申請したドメインの取得が完了しているか
どうか等を確認する際ご利用ください。http://whois.jprs.jp/

サービス組合せ
の注意事項

※あわせて
ご注意くださ
い

 ・OCN ADSLアクセスIP8/IP16
　　   「フレッツ」プラン
 ・スーパーOCN  等

 『gTLDドメイン取得申請書』
 ｇTLDドメイン名（以下の３種類のみ代行可能）
 （「●●●.com」、「●●●.net」、「●●●.org」)

＋

 『OCN回線サービス各種申込書』
 お申し込み先、標準開通日等が
OCNホスティングサービスと別となり
ますのでご注意下さい。

 ・OCN ADSLアクセス（フレッツ）プラ
ン
 ・OCN ADSLサービス(ｅ)
 ・OCN 光アクセス「Bフレッツ」プラン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

 ・OCN ADSL接続サービス
 ・OCN 光アクセス
 ・OCNダイヤルアクセス

OCN回線サービス各種申込書

 汎用JPドメイン名
 （例：「●●●.jp」）

 『汎用JPドメイン取得申請書』 様 様 様 様 



FAX:0120-435-230

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）

３.　お支払い情報（必須）

請求書による支払い

クレジットカードによる支払い

カードの種類（該当するカードにチェック下さい）

 NTTグループカード  AMEX  UC  Orico  DC

 イオンクレジット  NICOS  CF  ライフ  KC

 Mastercard  UFJ　Card  BC  JCB

 Diners Club  SAISON  OMC  VISA

カード番号（左詰で記入ください） ※AMEXは15桁、DinersClubは14桁、OMCは16桁のもののみ利用可能

カード所有者名（カードに刻印された表記） 有効期限

月 年

〒

４.　「ご利用内容のご案内」送付先（必須）

 お申込み者情報と同じ  請求書送付先情報と同じ

ネットワーク技術担当者

E-mail

ＦＡＸ

ク
レ
ジ
ッ
ト
情
報

宛先
（20文字以内）

フリガナ

都道
府県

ご住所

※ご指定の支払方法により弊社
が引き落しできなかった場合は、
請求書によるお支払いとさせてい
ただきます。

第５種ホスティングサービス（メール＆ウェブ2）契約申込書 （1/2）

私は｢重要事項に関する説明｣｢IP通信網サービス契約約款｣｢お申込みに関する注意事項」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。

電話番号
（日中連絡先）

担当者名

E-mail

フリガナ

担当者名

ご利用開始希望日
（土/日/祝日不可）

お名前

お申込年月日

※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。

申込者（契約者）

事務連絡担当者
＜お申込に関するご連絡先＞

「ご利用内容のご案内」
送付先

請求に関する連絡先

請求書送付先

電話番号
（日中連絡先）

支払方法

※法人の場合、ご契約組織に属
する方を記入ください。

※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。

担当者名

部課名

ビル
名等

都道
府県

ご住所

※お客様情報や設定に必要なサーバ情報が記載されています。下記以外の送付先は指定いただくことはできません。

※口座振替をご希望のお客さまは口座振替用紙を送付しますので、「請求書による支払い」をご選択下さい。

※「クレジットカードによるお支払い」を選択された場合、手続きの日程上、初回のご請求は請求書によりお支払いいただくことがあります。

電話番号

※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。　

ビル
名等

ＦＡＸ

所属 お名前 ＴＥＬ e-mail 

印 

事務連絡担当者と同じ

申込者情報と同じ

右のとおり

Ver1.1A
1/2
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５.　お申込情報（必須）

５―１.基本プラン

ライト ベーシック
（アカウント数:10個・ディスク容量: 20ＧB） （アカウント数:100個・ディスク容量: 40GB）

５―２.オプション　※追加単位や上限及びご利用料金につきましては、前述の「ご利用料金」又はホームページにてご確認下さい。

利用しない 利用する

追加しない 追加する 0 個　追加

６.　ドメイン情報（必須）

本ホスティングサービスのDNSサーバを利用（※1） 本ホスティングサービス以外のDNSサーバを利用（※2）

◆OCNによるドメイン代行申請を希望される場合は、以下を必ずご確認の上、必要書類をご提出下さい。

 汎用JPドメイン　  example.jp

 属性型・地域型JPドメイン　  example.co.jp

 gTLDドメイン（.com/.net/.org）　  example.com

 OCN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。

 OCNからDNSサーバ登録申請を希望しない

※DNSサーバ登録の詳細については、「取得済みドメイン名をご利用される場合のご確認事項」ページをご覧下さい。

販売担当者記入欄

第５種ホスティングサービス（メール＆ウェブ2）契約申込書 （2/2）

基本プラン

メールセキュリティサービス

追加アカウント

※1： 本サービスのお申込でOCN契約回線の利用がある場合、OCNより割当てたIPアドレスの設定ができません。OCN契約回線の契約
内容をOCNサブドメイン利用の形態へ変更して頂く必要があります。OCNサブドメインをご利用頂けない契約種別の場合は、必ずお
客さま側でDNSサーバをご準備頂く必要があります。

※10個単位でご記入ください。
※各プラン共、最大80個まで追加できます。

利用ドメイン
※英数大文字でご記入ください。

 ・「汎用JPドメイン取得申請書」
 ・【別紙】「DNSサーバ登録申請依頼書」

 ・「属性型・地域型JPドメイン取得申請書」
 ・【別紙】「DNSサーバ登録申請依頼書」

※本申込書と併せて右表
中の必要書類をご提出下
さい。

 ・「gTLDドメイン取得申請書」
 ・【別紙】「DNSサーバ登録申請依頼書」

【ご注意】各種ドメイン取得申請書はＯＣＮホスティングサービスホームページよりダウンロード下さい。
　           ◆ＯＣＮホスティングサービスホームページ　【 ＵＲＬ：　http://www.ocn.ne.jp/hosting/ 】

JPドメイン以外を
ご利用される
お客さまへ

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、本ホスティングサービスのDNSサーバを利用希望の場合は、サービス開始前にお届けする
 ｢管理者マニュアル｣ よりDNSサーバ情報をご確認頂きますようお願い致します。

※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、そのままではDNSサー
バの変更権限が無いため、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。
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。

※以下の手続きと同じになります。

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

DNS情報

※2： 「お客さまにてDNSサーバを用意する場合」又は「本サービス以外のDNSホスティングサービス等（他社ホスティングサービスや
「OCN　DNSサービス」を含む）を利用する場合 」に該当する場合は本項目を選択下さい。尚、「OCN　DNSサービス」に関しては、ドメ
インを管理する常時接続回線と共にお客さまがお申込みになるものとなり、別途お申込が必要となります。

代行申請に必要な
ドメイン取得申請書

ドメインの種類  例 ドメイン代行申請に必要な書類

◆取得済みのドメインをご利用される場合は、以下のＤＮＳサーバ登録方法について該当する方法を選択し、内容を必ずご確認下さい。

JPドメインをご利用
されるお客さまへ

04260600 お客さま区分

記事欄

申
込
受
付
部
門

0120-435-233

お
客
様
対
応
部
門

共通顧客ID

プロデュースＩＮＣ

ＯＣＮホスティングサービス担当　森

0120-435-230

所属 組織区分 お名前 ＴＥＬ ＦＡＸ e-mail ＴＥＬ e-mail 所属 お名前 

所属 お名前 ＴＥＬ e-mail 

所属 組織区分 

お名前 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

e-mail 

所属 

お名前 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

e-mail 

2/2



FAX:0120-435-230

① OCNによるドメイン代行申請を希望される場合は、【Ａ】をご記入下さい。※別途ドメイン取得申込書の提出が必要です。

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、【Ａ】【Ｂ】をご記入下さい。

③ 取得済み汎用ＪＰドメインをご利用される場合は、【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】をご記入下さい。

本ホスティングサービスのDNSサーバを利用希望

OCN 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 ( お客様側で設置／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： ． ． ．

 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 （ ）

　　● 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

※

パスワード：

〒 －

）

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

　　● お客様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。

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。

　DNSサーバ申請の状況連絡用窓口

登録希望日

※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）

【A】 ご利用されるDNSサーバ情報

◆OCN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。）

 【別紙】 DNSサーバ 登録申請依頼書 【第５種ホスティングサービス（メール＆ウェブ2）】

   http://

＜ 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 ＞

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

2

3

Web Page

住   所

住所の英文は一般的な
表記でOCNが申請致します

ご住所
都道
府県

市区
郡

市町
村

◎名前又は組織名

1

◎名前又は組織名
[英文]

※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。

【C】 汎用JPドメインの公開連絡窓口情報

◎E-mail
〔必ず1件登録要

（最大3件まで登録可能）〕

※ 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。

3

2



■IP通信網サービスのご利用にあたっては、この「重要事項に関する説明について」の内容を十分にご理解の上お申込みください。

※既存ユーザへの継続提供を目的としているため新規受付は行っておりません。
■事業者の概要

■品質
・ 本サービスは、弊社で提供するネットワーク・サーバを複数のお客様で共有するサービスです。

そのため品質についてはネットワーク・サーバの混雑状況により低下する場合があります。
（メール送受信時の遅延、ホームページ表示・動作が不安定になる場合があります。）

・ ネットワーク・サーバ工事等により通信が切断されることがあり、接続を常時保証・確保するサービスではありません。
・ サーバは、堅牢な弊社データセンタにてお預かりしております
・ サーバについて常に最新の情報を収集して、セキュリティ対策を検討・実施しており、不正なアクセスについては常時厳重に監視しております。

但し、これらの詳細につきましては、情報を開示しないことをセキュリティポリシーとしておりますので、その旨ご了承ください。
・ UNIXの特性上、本来の利用目的から外れた利用方法や不正な操作等によるお客様のID情報が第三者に見えてしまう等の可能性について当社は責任を持ちません。

■利用停止

■利用中止

・ 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
・ 契約約款第77条（通信利用の制限等）の規定により、通信の利用を中止するとき。

■契約の解除
契約者が次のいずれかに該当する場合、当社は契約を解除することがあります。
・ 料金その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
・ 次項に定める契約者の義務の規定に違反したとき。

重要説明事項　2010年02月16日現在

タイプ2

メールホスティング

メール＆ウエブPro

メール＆ウエブWindows® Edition

第１種ホスティングサービス
第３種
ウイルスチェックサービス

第１種
ウイルスチェックサービス

第４種
ウイルスチェックサービス

第２種ホスティングサービス

PowerMail

ドメインエイリアス

メール＆ウエブ３０
メール＆ウエブ１００
メール＆ウエブ２００
エントリー７

※
※
※
※

メール＆ウエブProA
メール＆ウエブProB
メール＆ウエブProC

重要事項に関する説明について　　　　１／３

IP通信網サービス契約約款 ウイルスチェック利用規約 迷惑メールフィルタリング
サービス利用規約タイプ１

メール・ウエブホスティング

メール＆ウエブエントリー
メール＆ウエブスタンダード
メール＆ウエブアドバンス

※
※
※

当社は、契約者が料金その他債務をお支払いいただけない時、契約者の義務規定に違反した時等、約款の規定に反する行為があった場合、当者が定める期間、IP
通信網サービスの一部又は全部の利用を停止する事があります。

当社は、次の場合には、ＩＰ通信網サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。この場合、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急や
むを得ない場合は、この限りではありません。

タイプ２

付加機能
ﾒｰﾙ監査ｱｰｶｲﾌﾞ

タイプ５

タイプ４

タイプ３

タイプ１

第６種
ウイルスチェックサービス

※
※
※

事業者の名称

代表者の氏名

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

代表取締役社長　和才 博美

付加機能
メールセキュリティ

メール＆ウエブ２

第５種
ウイルスチェックサービス

メール＆ウエブPro2 L1
メール＆ウエブPro2 L2
メール＆ウエブPro2 L3
Privateサーバー

メール＆ウエブPro２ / Privateサーバー

メール＆ウエブWindows® Edition W1
メール＆ウエブWindows® Edition W2
メール＆ウエブWindows® Edition W3

第５種ホスティングサービス メール＆ウエブ2 ライト
メール＆ウエブ2 ベーシック

第３種ホスティングサービス

第４種ホスティングサービス



■契約者の義務

・ 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
・ 当社がＩＰ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
・

■ＩＰ通信網サービスにおける禁止事項
契約者はＩＰ通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
・ 他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
・ 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為 
・ 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 
・ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
・ わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
・ 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為
・ ＩＰ通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 
・ 他人になりすましてＩＰ通信網サービスを利用する行為（偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。）
・ 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為 
・ 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為 
・ 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為 
・ 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
・ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為 
・

‐ 契約者（または利用者）に対する警告
‐ ホームページ、コンテンツの全部（または一部）の表示の停止
‐ 当該サービスの廃止

■最低利用期間
・ 各サービス毎に、サービスを提供した日から起算して以下の通り規定させて頂きます。

■承継・改称

■料金の請求、支払方法及び支払期限

・

■月額料金の日割計算

・ その他、料金の請求についての詳細は所属ＩＰ通信網サービス取扱所にお問合せ願います。

■従量料金

■OCNビジネス安心パックについて
・

・

■収容サーバの変更

■損害賠償
・

（詳しくはＩＰ通信網サービス契約約款　第９３条を参照ください）

重要説明事項　2010年02月16日現在
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その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為 。なお、上記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。

契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
IP通信網サービスについて、料金月の初日以外の日に利用開始、品目等の変更及び契約の解除があった場合は、月額で定める利用料金及び使用料を日割します。

メール＆ウェブPro 、メール＆ウェブPro2、Privateサーバー ２ヶ月

相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立さ
れた法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属ＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。契約者の地位の承継が二人以上になる場合等
は所属ＩＰ通信網サービス取扱所にお問合せ願います。

契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきま
す。料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

サービス 最低利用期間

メール＆ウェブ、メール＆ウェブWindows® Edition、メール＆ウェブ2 １ヶ月

スタンダード アドバンス W１ W２

支払期日を超過してもなお支払いがない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5％の割合で計算した額を延滞利息としお支
払いいただきます。

第１種/第３種ホスティングサービス（メール＆ウェブ（エントリー7、30、100、200、エントリー、スタンダード、アドバンス、Windows® Edition)）については月額基本料金に
加え、従量料金として基本プランで規定されたデータ転送量を超えるデータ量に対して料金を頂いております。

サービス

当社は、当社の原因により本サービスを提供しなかった場合は、当社が知った時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償
します。損害賠償の額は、サービスが利用できなかった状態を当社が知った時刻以降２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金の合計額
に限って損害を賠償します。

　従量料金（超過データ転送量） 1MB毎に2.1円（税込） 1MB毎に2.1円（税込）

「OCNビジネス安心パック」とは、OCNセキュリティplusと「OCNホスティング　メール＆ウェブ（エントリー、スタンダード、アドバンスの各プラン）」 または「OCNホスティン
グ　メール＆ウェブ２（ライト、ベーシックの各プラン）」の２つのサービスをセットでご利用いただく場合に、パック割引料金を適用するサービスです。

40GB 80GB

メール＆ウェブ メール＆ウェブWindows® Edition

契約者には次のことを守っていただきます。 なお、契約者がこれらの規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその
補充、修繕その他の工事等に必要な費用を契約者に負担していただきます。

他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でＩＰ通信網サービスを利用しないこと。 なお、次項に
定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。

「OCNビジネス安心パック」は、パック適用条件を満たし、かつ別途お客さまから「OCNビジネス安心パック」のお申込みをいただいた場合に適用になります。パック適
用対象の全てのサービスにご加入いただいた場合でも、「OCNビジネス安心パック加入申込書」の提出がない場合は、パック割引料金が適用となりせんのでご注意く
ださい。なお、「OCNビジネス安心パック」の適用条件については、別紙「OCNビジネス安心パック重要事項に関する説明について」をご参照ください。

当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合に収容サーバの変更を行うことがあります。この場合、あらかじめそのことを契約者に通知しま
す。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

W３

　データ転送量上限値／月 30GB 40GB 50GB 20GB
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■契約約款
ＩＰ通信網サービス契約約款及び契約約款の改訂に関するお知らせは、当社のホームページに掲載します。

ＵＲＬ：http://www.ntt.com/tariff/ 

■契約者申し出による契約の変更・解除について
・ 契約者が当社へ契約変更、及び解除申込を実施する場合、下記に記載する当社連絡先へご連絡ください。その際、以下の情報が必要となりますのでご用意ください。

契約変更の場合：契約者情報、お客様番号、変更内容に関わる情報等
契約解除の場合：契約者情報、お客様番号等

■事業者の連絡先

サービスに関するお問合せ（ご契約前） 電話　：0120-047-816 （9:00-19:00 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

開通時にお客様に郵送させて頂きます「ご連絡先一覧」に掲載された番号にご連絡ください。

故障等に関するお問合せ 開通時にお客様に郵送させて頂きます「ご連絡先一覧」に掲載された番号にご連絡ください。

料金に関するお問合せ

■ご利用場所が北海道・東北・信越・関東・北陸エリアのお客様
電話　：0120-047-057　（9:00-17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール：hosting@soc.ocn.ad.jp

サービスの変更・解約のお申込み
■ご利用場所が東海・関西・四国・九州エリアのお客様

電話　：0120-047-131　（9:00-17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール：hosting@soc-n.ocn.ad.jp
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当社は、本サービス提供に係わる設備、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事において、契約者に関する土地、建物、工作物等に損害を与えた場合
で、やむをえない理由があった場合は、その損害の賠償を行ないません。
当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社のＩＰ通信網サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積して
いるホームページに係る情報の転送を停止し、又は消去することがあります。
上記規定により現に蓄積しているホームページに係る情報の転送の停止又は消去を行う場合は、当社は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。なお、緊急
やむを得ない場合は、この限りでありません。

契約者は、本サービスの解約をする際、ドメイン代理申請に係る附帯 サービスを利用している場合は、あらかじめ当社に指定事業者の変更 又はドメイン名の廃止の
申請手続きをしていただきます。 申請手続きをされていない場合、本サービス解約後、当社はそのドメイン名の廃止を行ないます。この当社が行なうドメイン名の廃
止に伴い契約者に損害が生じたとしても当社はいかなる責任も負わないものとします。契約者又は当社によるドメイン名の廃止申請手続き中にドメイン名の年間更新
日を超えた場合、契約者は年間更新料の支払を要します。
当社が提供するオプションサービスのウィルスチェックサービスはウィルスチェックサービスに関わる電子メールメッセージ等の送信または受信の際、当該電子メール
メッセージ等に含まれるコンピュータウィルスついて、トレンドマイクロ株式会社が提供する「InterScan VirusWall」を用いてコンピュータウィルスの検知及び駆除を行い
ます。ただし、駆除可能なコンピュータウィルスは、コンピュータウィルスの検知及び駆除の実施時における、当社が別に定めるウィルスパターンファイルにより対応可
能なウィルスとします。
当社が提供するオプションサービスの迷惑メールフィルタリングサービスは迷惑メールフィルタリングサービスに関わる電子メールメッセージ等の受信の際、当該電子
メールメッセージ等を、クラウドマーク社が提供するデーターベースに基づいて判定を行います。

電話　：0120-047-128　（9:00-17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール：bill@ocn.ad.jp

各種サービスの内容や各種設定方法に関する
お問合せ（ご契約後）

ホームページに係る情報の蓄積又は転送等に伴い発生する損害（上記規定により現に蓄積しているホームページに係る情報の転送の停止又は消去を行ったことに
伴い発生するものを含みます。）については、責任を負いません。
当社は、契約者が現に蓄積している電子メール及びホームページに係る情報について滅失、毀損、漏洩、又は改ざん等があった場合であっても、その結果発生する
損害について、責任を負いません。

当社が提供するオプションサービスのメールセキュリティサービスはウィルスチェックと迷惑メールフィルタの機能を提供します。 ウイルスチェック機能に関わる電子
メールメッセージ等の送信又は受信の際、当該電子メールメッセージ等に含まれるコンピュータウィルスについて、トレンドマイクロ株式会社が提供するウィルスチェッ
ク機能を用いてコンピュータウィルスの検知及び駆除を行います。 また迷惑メールフィルタリング機能に関わる電子メッセージ等の受信の際、当該電子メールメッセー
ジ等をトレンドマイクロ株式会社が提供するデータベースに基づいて判定を行います。

当社は、契約の解除があった場合は、あらかじめ契約者に対し通知することなく、蓄積していた電子メール及びホームページに係る情報を消去します。この場合にお
いて、当社は、電子メール及びホームページに係る情報の消去を行ったことに伴い発生する損害について、責任を負いません。
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当社は、ご提供いただいた個人情報については、上記利用目的を達成するため、業務委託
先又は提携先に預託する場合がございます。その場合は、個人情報の保護が十分に図られ
ている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等必要かつ適切な処置を実施いたし
ます。 なお、法令等に基づき裁判所・警察機関など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。

お客様が、お客様の個人情報の開示等をご希望される場合には、下記の当社窓口までご連
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、個人情報の開示等のご要
望に対しては、１ご契約番号につき所定の事務取扱手数料を申し受けます。
　＜個人情報保護に関するお問い合せ先＞
　　　個人情報お問合せ窓口　電話番号　０１２０－５０６―００９　（平日　９：００～１７：００）

当社は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保
護に万全を尽くします。

当社は、ご提供いただいた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。

ご本人確認、ご利用料金の請求、及びご利用料金・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販売推奨・アンケート
調査及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を定める場合があ
ります。

申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて

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

　当社は、お客様が当社の提供する「第５種ホスティングサービス（メール＆ウェブ ２）」のお申
込みの際にご記入いただきました、お客様の個人情報を、以下の通りお取り扱いいたします。
　なお、下記に同意の上個人情報をご提供頂けない場合には、通信サービス等を提供させてい
ただくことができませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

当社はお客様からご提供いただいた個人情報の保護に関し、以下の取組みを実施いたしてお
ります。

当社は、ご提供いただいた個人情報を適正に取扱うため、社内規程及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、改ざん及
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。


