
ニフクラ ビジネスメール申込書

mail-1-1807

送　　付　　先：  〒790-8790　愛媛県松山市千舟町5-6-1　富士通クラウドテクノロジーズ株式会社　法人登録センター行
お問い合わせ先： メールソリューション専用窓口 0120-802-026 受付時間  9:00～17:45（土･日･祝日除く）

ビジネスメール申込書について
本申込書は「ニフクラ ビジネスメール」に新規でお申し込みいただく場合にご利用ください。

ご注意事項
■ご記入内容を訂正される場合は、誤記を赤二重線で消し「赤字」で訂正の上、訂正印をご捺印ください。
■本申込書は必要事項をご記入・ご捺印後、必ず郵送にてご提出ください。FAXではお受けしておりません。
■会社印欄には貴社名の入った社印をご捺印ください（スタンプ不可）。個人事業者様など社印がない場合は、メールソリューション専
用窓口までご連絡ください。
■ご記入内容に不備がある場合は、返送させていただくことがございます。
■確認のために商業登記簿謄本、会社印鑑証明書、個人証明書などのご提出をお願いする場合がございます。
■本申込書は返送いたしませんので、ご提出いただく前に控えとしてコピーをお取りください。お申し込み内容の照会などで必要となる
場合がございます。

ご記入欄について
本申込書は①と②に分かれており、それぞれにご記入が必要です。以下より必要項目をご確認の上、必ず①と②をセットでご提出ください。
・ @niftyとのご契約が初めての場合
・ すでに@niftyとの法人契約がある場合

C DBＡ ＦＥ
ＦＥBＡ

※必ず記入例をご確認の上、ご記入ください。

◆個人情報の取り扱いについて◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．利用目的　お申し込み及び各種申請手続きにおいて記載いただいた個人情報は、次の目的の範囲内において取り扱うものとします。
　①弊社の提供する法人向けサービスについての契約者への連絡、通知及び情報を提供すること。
　②インターネット接続サービス、通信、情報サービス、決済等弊社サービスを提供すること。
　③弊社サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
　④弊社又は他社の商品、サービス、懸賞等の情報を、メール（※）・ウェブ画面等オンライン、電話、郵便等によりご案内すること。
　⑤ドメイン名取得申請およびドメイン名管理を行うこと。
　なお、@niftyサービス解約後も、解約日より1年間を限度として、上記利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うことがあります。
　※広告メールは@niftyメールアドレス宛にのみお送りします。送信の設定・解除は「http://support.nifty.com/support/ct/mol.htm」にて可能です。
2．個人情報の取り扱いの委託　上記の利用目的に必要な範囲で、弊社の委託先に個人情報の取り扱いを委託することがあります。
3．第三者への開示　お客様よりいただいた個人情報は、次の場合に必要な範囲で適切な方法により媒体・データ等で開示、提供することがあります。
　①ネットワーク・サービスの提供に関わる範囲で、弊社と契約のあるNTT等電気通信事業者に開示いたします。
　②会員による@niftyサービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合に、クレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に開示、提供いたします。
　③@nifty会員規約 第28条（債権譲渡）に定める債権譲渡のために必要と認めた場合に、債権の譲渡先である債権管理回収業者に開示、提供いたします。
4.ドメイン名取得申請および管理に伴う第三者提供について　1.⑤に掲げる目的を遂行するために必要な範囲で、記載いただいた個人情報を以下に定める組織（以下「上位組織」といいます）に提供します。なお、
提供した個人情報は、上位組織が別途定める利用目的の範囲内で取り扱われます。
　・上位組織一覧　　株式会社日本レジストリサービス（JPRS）
5．個人情報の提供に関する本人の任意性の確保および当該情報を提供しなかった場合に生じる結果について　1.利用目的に記載したネットワーク・サービス事業の提供に必要となる項目を「必須項目」とし、この
必須項目をいただけないとネットワーク・サービスの提供ができない場合もありますが、それ以外の不利益は生じません。
6．個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口　個人情報の取り扱いに関するご質問等は次の窓口までお申し出ください。
　 https://fjct.fujitsu.com/privacy/contact/index.html



記入日 年　　　　　月　　　　日

ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ①

※当社は富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めた本サービス関連規約、
　および「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、本サービスに申し込みます。

法人名

契約区分

新規ご契約

〒790-8790　愛媛県松山市千舟町 5-6-1
ニフクラ　法人登録センター行

●契約番号はBAまたはBACから始まる番号です。ご不明な
　場合は、請求明細書をご確認ください。契約番号 B A

フリガナ

（30文字以内）

Ａ
既存の法人契約に追加 【 と裏面の必要事項をご記入ください】   ※会社印欄の捺印は不要ですB

【 と裏面の必要事項をご記入ください】   ※会社印欄にご捺印くださいCB D

フリガナ

都・道
府・県

（〒　　　　　　－　　　　　　　　）

フリガナ
代表者氏名

役　職

本社所在地

代表電話番号（　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　

（決 裁 者）

【代表者情報】

(姓) (名)

Ｃ

会社印

フリガナ
部署名

（30文字以内）

フリガナ

都・道
府・県

（〒　　　　　　－　　　　　　　　）

フリガナ

(姓) (名)

請求書
送付先住所

請求書の宛名

預金口座振替決済方法
（いずれかを選択）

（いずれかを選択） ●ご選択がない場合は 「法人名 部署名 御中」と印字いたします。

【請求先情報】 

支払担当者名

●別紙「預金口座振替依頼書」と併せてご提出ください。「預金口座振替依頼書」がご提出されない場合は、銀行振込となります。

Ｄ

（　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　 （　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　電話番号 FAX番号

銀行振込 ●振込先金融機関は「みずほ銀行・内幸町営業部」または「三菱東京UFJ銀行・東京営業部」となります。振込手数料はお客様負担となります。

法人名 法人名+部署名 法人名+部署名+担当者名

●会社印欄には貴社名の入った社印をご捺印ください（スタンプ不可）。個人事業者様など社印がない場合は、メールソリューション専用窓口までご連絡ください。

フリガナ

フリガナ

フリガナ

部署名
（30文字以内）

住　所 都・道
府・県

（〒　　　　　　－　　　　　　　　）

【契約担当者情報】  ●契約担当者とは、登録情報・決済方法の変更など、契約・手続きに関するご担当者となります。

Ｂ

(姓) (名)
担当者名

（　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　 （　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　電話番号 FAX番号

（姓名合わせて
16文字以内）

続いて、「ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ②」をご記入ください。 ※複数ドメインでご契約される場合は、「ニフクラ  ビジネスメール
　申込書 - ②」をご契約ドメイン数分ご用意の上、ご記入ください。

記入例

2017 6 1

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

フジツウクラウドテクノロジーズカブシキカイシャ

東京 新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

169　　　  0074

03　      1234　　    678903　      1234　　    5678

次郎

営業部

オオイ

シンジュククキタシンジュク　シンジュク

大井

ジロウ

エイギョウブ

東京 新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

169　　　  0074

03　      1234　　    1234

一郎

代表取締役

シナガワ

シンジュククキタシンジュク　シンジュク

品川

イチロウ

03　      1234　　    987603　      1234　　    8765

経理部

太郎

オオモリ

大森

タロウ

ケイリブ

東京 新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

169　　　  0074 シンジュククキタシンジュク　シンジュク

　  で既存のご契約番号（例：BAC12345）をご
記入いただいた場合は、現在ご登録いただい
ている契約担当者情報をご記入ください。
　  の契約担当者情報に変更がある場合は別
途「@nifty法人会員  契約変更届」をご提出く
ださい。

Ａ

B

「既存の法人契約に追加」の
場合は、会社印欄の捺印は
不要です。



ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ②

mail-1-1807

申  込

【申込内容】　ご希望されるサービスの□にチェックを入れ、数量をご記入ください。

サービス 数　量 備　考

① 基本サービス(50アカウント・50GB・10ML)

(1) ドメインの取得

【ご利用環境】　ご利用いただく際に必要な情報について、ご記入ください。
※複数ドメインでご契約される場合は、本用紙「ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ②」をご契約ドメイン数分ご用意の上、ご記入ください。

（2）希望/使用ドメイン名
  ※サブドメインおよびマルチドメインは別契約となります。
　  (1)で「ドメイン名登録申請代行」を選択した場合は第一希望
  　のドメインをご記入ください。

（3）ドメインの管理者メールアドレス
  ※（2）で指定したドメインのメールアドレスになります。ご記入
　  がない場合は、弊社にて「admin」に設定させていただきます。

（4）メーリングリストのサブドメイン
  ※「○○.example.co.jp」の○○の部分をご記入ください。

② メールアカウント追加（10アカウント・1GB） 基本サービス（50アカウント・50GB・10ML）にさらに
追加する分をご記入ください。
基本サービス（50アカウント・50GB・10ML）にさらに
追加する分をご記入ください。

基本利用分（必須）

③ メールボックス容量追加（10GB）

お申し込みメールアカウント合計（①+②）

お申し込みメールボックス容量合計（①+②+③）

1 ドメイン

メールログ検索サービス 1 ドメイン
ドメイン管理代行サービス 1 ドメイン
DNS管理サービス 1 ドメイン
接続制限サービス 1 ドメイン

弊　社
記入欄

キャンペーンコード 確　認 営　業登録センター
確  認確  認受  付

ドメイン取得申請の代行を申し込む（ドメイン名登録申請代行）

すでに取得済みのドメインを使用する

【　　　　　　】 セット10GB ×

基本サービス（50アカウント・50GB・10ML）にさらに
追加する分をご記入ください。

■プラン種別
[アーカイブ・ライト]
　検索1カ月、ダウンロード1カ月の計2カ月保存
[アーカイブ・スタンダード]
　検索1カ月、ダウンロード5カ月の計6カ月保存
[アーカイブ・スタンダード+6]
　検索1カ月、ダウンロード11カ月の計12カ月保存
[アーカイブ・スタンダード+12]
　検索1カ月、ダウンロード17カ月の計18カ月保存

④メーリングリスト追加（5ML）

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。迷惑メールフィルター

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。添付ファイル保護サービス

アーカイブ・ライト（送信のみ）
アーカイブ・ライト（送受信）
アーカイブ・スタンダード（送信のみ）
アーカイブ・スタンダード（送受信）
アーカイブ・スタンダード+6（送信のみ）
アーカイブ・スタンダード+6（送受信）
アーカイブ・スタンダード+12（送信のみ）
アーカイブ・スタンダード+12（送受信）

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

メールアーカイブ
以下のプランから一つをご選択ください。

【　　　　　　】 セット5ML ×

お申し込みメールアカウントの合計数を超えたお
申し込みはできません。メール共有サービス 【　　　　　　】 セット10個 ×

お申し込みは200MBから50MBごとで、最大
2,000MBまでとなります。ホームページ公開サービス

【　　　　　　　　　　　】 アカウント

【　　　　　　　　　　　】　    GB

【　　　　　　　　　　　】　    MB

お申し込みメーリングリスト合計（①+④） 【　　　　　　　　　　　】　    ML

【　　　　　　】 セット10アカウント・1GB ×

Ｅ

Ｆ

別途「ドメイン名登録申請代行申込書」の提出が必要です。また、F欄の「ドメイン管理代行サービス」の
お申し込みが必須となります。

F

.co.jp

.com

.or.jp

.net

.go.jp

.org

.ac.jp

.info

.ed.jp

.biz

.jp

@貴社ドメイン

代理店記入欄

※代理店名/担当者部署名/担当者名を記入

記入例

example

kanri
ml

2
1 基本サービスおよびオプションで追加した

メールアカウントの合計数をご記入ください。
  例）①（50アカウント×1）+②（10アカウント×2）
　　＝70アカウント

基本サービスおよびオプションで追加した
ディスク容量の合計数をご記入ください。
  例）①（50GB×1）+②（1GB×2）+③（10GB×1）
　　＝62GB

70
62
10

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。サンドボックス(ウイルス振る舞い検知)

基本サービスおよびオプションで追加した
メーリングリストの合計数をご記入ください。
  例）①（10ML×1）+④（5ML×0）＝10ML



記入日 年　　　　　月　　　　　日

ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ①

※当社は@niftyが定めた本サービス関連規約、および「個人情報の取り扱いについて」に
　同意の上、本サービスに申し込みます。

法人名

契約区分

新規ご契約

●契約番号はBAまたはBACから始まる番号です。ご不明な
　場合は、請求明細書をご確認ください。契約番号 B A

フリガナ

（30文字以内）

Ａ
既存の法人契約に追加 【 と裏面の必要事項をご記入ください】   ※会社印欄の捺印は不要ですB

【 と裏面の必要事項をご記入ください】   ※会社印欄にご捺印くださいCB D

フリガナ

都・道
府・県

（〒　　　　　　－　　　　　　　　）

フリガナ
代表者氏名

役　職

本社所在地

代表電話番号（　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　

（決 裁 者）

【代表者情報】

(姓) (名)

Ｃ

会社印

フリガナ
部署名

（30文字以内）

フリガナ

都・道
府・県

（〒　　　　　　－　　　　　　　　）

フリガナ

(姓) (名)

請求書
送付先住所

請求書の宛名

預金口座振替決済方法
（いずれかを選択）

（いずれかを選択） ●ご選択がない場合は 「法人名 部署名 御中」と印字いたします。

【請求先情報】 

支払担当者名

●別紙「預金口座振替依頼書」と併せてご提出ください。「預金口座振替依頼書」がご提出されない場合は、銀行振込となります。

Ｄ

（　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　 （　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　電話番号 FAX番号

銀行振込 ●振込先金融機関は「みずほ銀行・内幸町営業部」または「三菱東京UFJ銀行・東京営業部」となります。振込手数料はお客様負担となります。

法人名 法人名+部署名 法人名+部署名+担当者名

●会社印欄には貴社名の入った社印をご捺印ください（スタンプ不可）。個人事業者様など社印がない場合は、メールソリューション専用窓口までご連絡ください。

フリガナ

フリガナ

フリガナ

部署名
（30文字以内）

住　所 都・道
府・県

（〒　　　　　　－　　　　　　　　）

【契約担当者情報】  ●契約担当者とは、登録情報・決済方法の変更など、契約・手続きに関するご担当者となります。

Ｂ

(姓) (名)
担当者名

（　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　 （　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　電話番号 FAX番号

（姓名合わせて
16文字以内）

続いて、「ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ②」をご記入ください。 ※複数ドメインでご契約される場合は、「ニフクラ  ビジネスメール
　申込書 - ②」をご契約ドメイン数分ご用意の上、ご記入ください。



ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ②

mail-1-1807

申  込

【申込内容】　ご希望されるサービスの□にチェックを入れ、数量をご記入ください。

サービス 数　量 備　考

① 基本サービス(50アカウント・50GB・10ML)

(1) ドメインの取得

【ご利用環境】　ご利用いただく際に必要な情報について、ご記入ください。
※複数ドメインでご契約される場合は、本用紙「ニフクラ  ビジネスメール申込書 - ②」をご契約ドメイン数分ご用意の上、ご記入ください。

（2）希望/使用ドメイン名
  ※サブドメインおよびマルチドメインは別契約となります。
　  (1)で「ドメイン名登録申請代行」を選択した場合は第一希望
  　のドメインをご記入ください。

（3）ドメインの管理者メールアドレス
  ※（2）で指定したドメインのメールアドレスになります。ご記入
　  がない場合は、弊社にて「admin」に設定させていただきます。

（4）メーリングリストのサブドメイン
  ※「○○.example.co.jp」の○○の部分をご記入ください。

② メールアカウント追加（10アカウント・1GB） 基本サービス（50アカウント・50GB・10ML）にさらに
追加する分をご記入ください。
基本サービス（50アカウント・50GB・10ML）にさらに
追加する分をご記入ください。

基本利用分（必須）

③ メールボックス容量追加（10GB）

お申し込みメールアカウント合計（①+②）

お申し込みメールボックス容量合計（①+②+③）

1 ドメイン

メールログ検索サービス 1 ドメイン
ドメイン管理代行サービス 1 ドメイン
DNS管理サービス 1 ドメイン
接続制限サービス 1 ドメイン

弊　社
記入欄

キャンペーンコード 確　認 営　業登録センター
確  認確  認受  付

ドメイン取得申請の代行を申し込む（ドメイン名登録申請代行）

すでに取得済みのドメインを使用する

【　　　　　　】 セット10GB ×

基本サービス（50アカウント・50GB・10ML）にさらに
追加する分をご記入ください。

■プラン種別
[アーカイブ・ライト]
　検索1カ月、ダウンロード1カ月の計2カ月保存
[アーカイブ・スタンダード]
　検索1カ月、ダウンロード5カ月の計6カ月保存
[アーカイブ・スタンダード+6]
　検索1カ月、ダウンロード11カ月の計12カ月保存
[アーカイブ・スタンダード+12]
　検索1カ月、ダウンロード17カ月の計18カ月保存

④メーリングリスト追加（5ML）

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。迷惑メールフィルター

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。添付ファイル保護サービス

アーカイブ・ライト（送信のみ）
アーカイブ・ライト（送受信）
アーカイブ・スタンダード（送信のみ）
アーカイブ・スタンダード（送受信）
アーカイブ・スタンダード+6（送信のみ）
アーカイブ・スタンダード+6（送受信）
アーカイブ・スタンダード+12（送信のみ）
アーカイブ・スタンダード+12（送受信）

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

メールアーカイブ
以下のプランから一つをご選択ください。

【　　　　　　】 セット5ML ×

お申し込みメールアカウントの合計数を超えたお
申し込みはできません。メール共有サービス 【　　　　　　】 セット10個 ×

お申し込みは200MBから50MBごとで、最大
2,000MBまでとなります。ホームページ公開サービス

【　　　　　　　　　　　】 アカウント

【　　　　　　　　　　　】　    GB

【　　　　　　　　　　　】　    MB

お申し込みメーリングリスト合計（①+④） 【　　　　　　　　　　　】　    ML

【　　　　　　】 セット10アカウント・1GB ×

Ｅ

Ｆ

別途「ドメイン名登録申請代行申込書」の提出が必要です。また、F欄の「ドメイン管理代行サービス」の
お申し込みが必須となります。

F

.co.jp

.com

.or.jp

.net

.go.jp

.org

.ac.jp

.info

.ed.jp

.biz

.jp

@貴社ドメイン

代理店記入欄

※代理店名/担当者部署名/担当者名を記入

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。サンドボックス(ウイルス振る舞い検知)


