サービス解約の注意事項
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社（以下「当社」といいます。）が提供するニフクラ ベーシックホスティング、ニフクラ ビジネスメール、
ホスティングサービス スタンダードプランおよびドメイン管理に関するサービスをご解約される場合、必ず事前に本注意事項をご確認ください。
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解約後によくあるお問い合わせ

1.1 大事なメールが届かなくなった。
ご契約中のメールホスティングでご利用いただいているメールア
ドレスがご解約と同時に削除されます。取引先との連絡やホームペ
ージの代表メールアドレスとして使用している場合は、ご注意くだ
さい。
1.2 ホームページが表示できなくなった。
ご契約中の Web 環境でご利用いただいているホームページやブロ
グなどは、ご解約後は環境が削除され、表示できなくなります。ま
た、アクセス解析やアクセスログを保存されている場合も、ご解約
後はデータが削除されますのでご注意ください。
1.3 ブログなどに書き込まれたメッセージが消えてしまった。
開設しているメッセージボードやブログに書き込まれたメッセー
ジなどはご解約後にデータが削除されます。大切なデータはご解約
の前に必ずお客様の環境へバックアップいただくなど対策をお取
りください。当社提供のメッセージボードをご利用の場合は、当社
の環境でのみ動作する機能のため、他社ホスティングサービスでは
継続してご利用いただけません。
1.4 新しいアドレスにしたらアクセスが激減した。
ドメインも変更される場合、ご解約と同時に現在のアドレスをご利
用いただけなくなります。特に SEO 対策など実施されているホーム
ページの場合、元の順位を維持できない場合もあります。
1.5 必要なドメインを解約してしまった。
ドメインを廃止してしまうと、一定期間、そのドメインの再取得も
できなくなります。ドメインの再取得が可能になった場合でも、誰
かにそのドメインを取得されてしまう可能性があります。ドメイン
は世界に 1 つだけの大切な財産です。ご利用不要になった場合でも、
ドメインの廃止には十分にご注意ください。
1.6 移行先サーバー準備が整わないため解約を延期したい。
解約受付後の解約延期や取り消しは、お受けできませんのでご注意
ください。必ず、他社の新環境の構築が完了されてから、ご解約い
ただけますようお願いいたします。
1.7 他社サーバー移行後に必要な機能が動作しないことが分かった。
解約受付後の取り消しや解約済み環境の復活はお受けできません。
移行先のサーバー機能など十分ご確認ください。
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2.4 Web メールをご利用ではありませんか？
メールホスティングで Web メールをご利用の場合、他社ホスティン
グサービスでは継続してご利用いただけません。主に Web メールを
ご利用で、今まで受信したメールなど大事なメールデータがある場
合は、ご利用いただけない状況が発生しても問題ないか必ずご確認
ください。
2.5 ご解約後の独自ドメインの管理について
当社にて管理していたお客様の独自ドメインは、ホスティングサー
ビスを解約されますと、廃止または移管する必要がございます。ホ
スティングサービスのご解約に伴い、gTLD ドメイン名はお客様と
レジストラとの直接契約となります。今後のドメイン更新の手続き
を含むすべての手続きはお客様ご自身で行っていただきます。属
性・地域型ドメイン名、汎用 JP ドメイン名は、ドメインの廃止また
は他指定事業者への移管手続きが別途必要となります。重要な独自
ドメインの取り扱いですので、今後の管理・廃止につきましては今
一度必ずご検討いただけますようお願いいたします。
2.6 他社ホスティングサービスのご利用を検討されている場合
他社ホスティングサービスのご利用を検討されている場合は、必ず
他社の新環境の構築が完了されてから、当社ホスティングサービス
をご解約いただけますよう、お願いいたします。※解約用紙受付後
の解約延期や取り消しはお受けできませんのでご注意ください。ま
た、他社ホスティング環境に情報が完全に切り替わるまで、当社ホ
スティングサービスと他社ホスティングサービスを併用して運用
する期間を設けていただきますようご案内しております。ご解約の
時期やタイミングには十分ご注意ください。
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解約後の独自ドメインの管理について
当社はドメイン管理のみのサービスをご提供していないため、当社
ホスティングサービスをご解約されますと、当社管理の独自ドメイ
ンは、廃止または移管する必要がございます。当社ホスティングサ
ービスのご解約に伴い、gTLD ドメイン名はお客様とレジストラと
の直接契約となります。今後のドメイン更新手続きを含むすべての
手続きはお客様ご自身で行うこととなります。属性・地域型ドメイ
ン名、汎用 JP ドメイン名は、ドメインの廃止または他指定事業者へ
の移管手続きが別途必要となります。重要な独自ドメインの取り扱
いですので、今後の管理・廃止につきましては必ずご検討いただけ
ますようお願いいたします。

3.1 属性型・地域型ドメイン（.co.jp/.or.jp/.go.jp/.ac.jp/.ed.jp）または
汎用ドメイン（.jp）について

解約に際しての注意点

2.1 当社提供の CGI をご利用ではありませんか？
アクセスカウンター・メッセージボード・メールフォームなどの当
社が提供している CGI をご利用の場合、当社のホスティング環境で
のみ動作する機能のため、他社ホスティングサービスでは継続して
ご利用いただけません。大切なデータがある場合は、ご利用いただ
けない状況が発生しても問題ないか必ずご確認ください。
2.2 当社提供の共用 SSL をご利用ではありませんか？
当社のホスティングサービスで提供している共用 SSL をご利用の
場合、当社の環境でのみご利用いただける機能のため、他社ホステ
ィングサービスでは継続してご利用いただけません。共用 SSL を利
用して大切なデータの受け渡しを行っている場合は、ご利用いただ
けない状況が発生しても問題ないか必ずご確認ください。
2.3 メールのセキュリティ機能をご利用ではありませんか？
スパムメールブロック・ウイルスチェックサービス・迷惑メールフ
ィルター機能を迷惑メール対策としてご利用の場合、今までに蓄積
していた設定内容などは、解約されるとご利用いただけません。他
社サービスへ乗り換えたと同時に「今まで届かなかった迷惑メール
が届くようになってしまった」
、
「今まで届いていた大事なメールが
届かなくなった」ということもありえます。ご利用中のセキュリテ
ィ機能を引き続きご利用いただけない状況が発生しても問題ない
か必ずご確認ください。

A) 他社 ISP 等に管理を移行する場合
必要書類：「ベーシックホスティング解約申請書*」
*スタンダードプランの方は「ホスティングサービス スタンダードプラン
解約申請書」

他社 ISP などに管理を移行される場合は、解約月の月末までに移
行の手続きを完了させてください。解約月の月末までに移行され
ていないドメインは、お客様に事前の通知をせずに当社にて廃止
手続きを行う場合があります。あらかじめご了承ください。
B) ドメイン管理組織に対しドメイン廃止の手続きを行う場合
必要書類：「ベーシックホスティング解約申請書*」および「ドメ
イン名廃止申請代行申込書」
*スタンダードプランの方は「ホスティングサービス スタンダードプラン
解約申請書」

現在ご利用のドメイン名を廃止する場合、ドメイン管理組織の規
則**に基づき、ドメイン名廃止の届け出を行うことになります。
原則として解約月の月末がドメイン廃止日となります。用紙がそ
ろっていない場合は当社より直接廃止申請を行います。株式会社
日本レジストリサービスよりお客様へ連絡が入る場合がございま
す。
**属性型・地域型ドメイン名は「属性型（組織種別型）
・地域型 JP ドメイン
名登録等に関する規則」第 26 条、汎用 JP ドメイン名は「汎用 JP ドメイン
名登録等に関する規則」第 23 条を指します。
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3.2 gTLD ドメイン（.com／.net／.org／.biz／.info）について
A) 他社 ISP などに管理を移行する場合
必要書類：
「ベーシックホスティング解約申請書*」
「ドメイン管理
元変更申請書」
*スタンダードプランの方は「ホスティングサービス スタンダードプラン
解約申請書」

他社 ISP などに管理を移行される場合は、AuthCode とトランスフ
ァーロックの解除が必要です。ドメイン管理元変更申請書の受領
をもって、弊社より AuthCode のご連絡とトランスファーロック
の解除を行います。AuthCode のご連絡は、admin コンタクトのメ
ールアドレス宛てに行いますので、必ず受信可能なメールアドレ
スか事前にご確認ください。AuthCode のご連絡後は、移転先事業
者とご調整ください。admin コンタクトのメールアドレスへご連
絡ができない場合、解約手続きを進めることができませんので、
ご承知おきください。admin コンタクトのメールアドレスを変更
する場合は、ご解約の前に「ドメイン情報変更申込書」にてお手
続きください。解約月の月末までに移行の手続きを完了させてく
ださい。解約月の月末までに移行されていないドメインは、お客
様に事前の通知をせずに当社にて廃止手続きを行う場合がありま
す。あらかじめご了承ください。
B) ドメイン管理組織に対しドメイン廃止の手続きを行う場合
必要書類：
「ベーシックホスティング解約申請書*」
「ドメイン名廃
止申請代行申込書」
*スタンダードプランの方は「ホスティングサービス スタンダードプラン
解約申請書」

現在ご利用のドメイン名を廃止する場合、ドメイン名取得申請代
行サービス規約および gTLD 等ドメイン名登録等に関する規則に
基づきドメイン名廃止の届け出を行うことになります。原則とし
て解約月の月末がドメイン廃止日となります。用紙がそろってい
ない場合は当社より直接廃止申請を行います。廃止された gTLD
ドメイン名は、実際の廃止日より 25 日経過するまで再度の登録
はできませんのでご注意ください。
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他社サービスのご利用を検討されている場合
他社でホスティングサービスのご利用を検討されている場合は、必
ず他社の新環境の構築が完了されてから、当社ホスティングサービ
スをご解約ください。解約受付後の解約延期や取り消しはお受けで
きませんのでご注意ください。
また、ホスティングサービスの移行については、当社ホスティング
サービスをご解約後、新しい他社ホスティング環境に情報が完全に
切り替わるまで、当社ホスティングサービスと他社ホスティングサ
ービスを併用して運用する期間を必ず設けてください。Web サーバ
ーについては約 1 週間、メールサーバーについては約 2 週間の併用
期間をおすすめいたします。ご解約の時期やタイミングには十分ご
注意ください。
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ホスティングサービス解約の流れ

① お客様からの解約申請書を毎月 10 日まで（当社到着日）に受け付
けた場合、当月末日をもって解約となります。
② お客様からの解約申請書を毎月 11 日以降（当社到着日）に受け付
けた場合、翌月末日をもって解約となりますのでご注意ください。
③ 解約月の末日をもってホスティングサービスの提供を停止いたし
ます。
④ 解約月まで、ホスティングサービスの月間管理費が発生いたします。
⑤ サービスの解約に合わせてサーバー内に保管されていたデータは
すべて削除され、ご利用されていたメールアカウント、オプション
設定などもすべて消去、無効となります。データ保管が必要な場合
は、事前にバックアップ作業を行ってください。いかなる場合でも
サービス解約後のデータの保管については保障いたしかねます。

附則
2017 年 12 月 1 日 改定施行

Copyright 2017 FUJITSU CLOUD TECHNOLOGIES LIMITED

