MediaZoneP サービス申込書
株式会社 TCP
2006 年 3 月 16 日版
本サービスは、独自ドメインでホームページ・メールの運用が可能な共有レンタルサーバサービ
スです。
会社案内や商品の PR、求人、通信販売等にお客様の創意工夫を活かしてさまざまにご利用いただ
けます。ただし、レンタルサーバーという性格上、データの制作や投入（アップロード）・管理・
運営などにつきましては、お客様に行っていただきます。
ご利用いただく URL は、「http://www.username.xx.jp/」となります。
(※「username.xx.jp」には、お客様の独自ドメイン名が入ります)
【基本料金】（税込）
項目
初期設定費用
ドメイン申請費用 ※1 ※2
月額費用 ※3 ※4
Web 容量
メールアカウント数
メール容量
※1
※2
※3
※4

価格
2,100 円
10,500 円
1,575 円
30MB
5個
無制限

ドメインをすでに取得されている方は不要です。ドメインの所有者はお客様となります。
jp ドメイン全般・.com・.org・.net・.info 他取得可能です。お問い合わせください。
月額費用にドメイン管理手数料が含まれています。
12 ヶ月分を一括前払いいただきますと、10%引きとさせていただきます。

【基本機能】
機能
管理用コントロールパネル
◇ 電子メール機能
メールエイリアスの設定
メールの転送・受取拒否
ウィルスメールチェック
WebMail
メーリングリスト
Submission ポート
◇ Web 機能
Web アクセス分析
アクセス制限機能
提供 CGI
独自 CGI

機能概要
Web 上でメールアカウントの追加などを行っていただけます。
Web 上でエイリアスの設定を行っていただけます。
Web 上で設定いただけます。
すべてのメールアカウントに有効です。
自宅・外出先・出張先からでもメールチェックが可能です。
メールアカウント数内であればいくつでも設定可能です。
Submission ポートでメールの送信を行っていただけます。
Awstats によるアクセス分析。毎月翌月初にご覧いただけます。
アクセス制限の設定が web 上から可能です。
掲示板・Form to Mail・アクセスカウンターなどの CGI を提供
します。
お客様独自の CGI を設定いただけます。

【オプション機能】
機能
CGI サーバ
Urchin による web アクセス分析
（ベーシック）
Urchin による web アクセス分析
（プロ）
追加容量
追加メールアカウント
ウィルスメールチェック
インターネット接続サービス

機能概要
お客様独自の CGI を設置いただけ
ます。
月初に前月分のデータ閲覧が可能
です。
毎日のアクセス状況を確認。リフ
ァラによる解析結果もご覧いただ
けます。
追加 10M 毎
追加 100 メールアカウント毎
すべてのアカウントに有効です
特別価格でご用意しました。

月額費用（税込）
2,100 円
525 円
1,575 円

105 円
1,050 円
1,050 円
別紙ご参照ください

【注意事項】
・最低契約期間 12 ヶ月
・12 ヶ月分を一括前払いただきますと、10%引きとさせていただきます。
・サービス料金は予告なく変更する場合があります。
・基本サービスでの CGI は掲示板、アクセスカウンター、Form to Mail のご利用が
可能です。
・お申込の際には、「MediaZone レンタルサーバサービス利用規約」を必ずご一読いただ
き、ご同意の上お申込ください。

代理店・販売店

株式会社ＴＣＰ
名古屋市中区正木 4-10-15
杉本ビル 5F 〒460-0024
インフォメーションセンター
TEL 052-678-2080 FAX 052-678-2081

MediaZonePサービス申込書
申込日付：

年

お申込者名(社名)
申込・運用責任者

月

日

印
(所属)

(担当者名)

〒

住所
TEL／FAX
※弊社からの連絡用に登録をいたしますので必ずご記入下さい。

E-mail

20

ご利用開始希望日
申込みコース

インターネット接続環境

請求方法
利用明細及び
請求書送付先：

月

日

MediaZone P コース（独自ドメイン運用）
URL 例 http://www.username.xx.jp/

申込サーバー容量

(ダイアルアップ、専用線等)

年

ＭＢ

※サーバー容量の追加を申し込まない場合、30MB とご記入
下さい。

□ tcp-ip サービスを利用中
ユーザ登録番号：
メールアドレス：
□ tcp-ip 以外のプロバイダーを利用中
□ ダイヤルアップまたは専用線の接続環境無し
別途 tcp-ip サービス(端末型ダイアルアップ接続)をお申込下さい
□ 銀行自動振替(所定の自動振替用紙を送付致します。)
□ 長期一括精算(12 ヶ月分) 10%割引
□ その他(
)
部署名：
担当者名：

備考
希望 URL

http://www ．

．

．

□ ドメイン名未取得(別紙ドメイン申請書にてお申込み下さい)
□ ドメイン名取得済み(DNS 未登録)

DNS の有無

DNS 未登録の場合、登録ドメイン名を有効にするため、独自ドメイン名を使った
メールボックスを準備する必要があります。希望アカウントを記入下さい。

□ JP ドメイン名又は COM ドメイン名など取得済み(DNS 運用中)
オプション機能
□
□
□
□
□
□
□
□

CGI サーバ
Urchin による web アクセス分析（ベーシック）
Urchin による web アクセス分析（プロ）
追加容量
追加ドメイン
追加メールアカウント
アカウント数
ウィルスメールチェック
インターネット接続サービス

MB
※別紙ご参照ください。
個

・当社は、お客さまよりいただく情報を、弊社「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。お申し込みに
際しては、弊社「プライバシーポリシー」にご同意願います。

メールアカウント申込書
お申込者名(社名)

印

希望メールアカウント
1

@お客様ドメイン名

2

@お客様ドメイン名

3

@お客様ドメイン名

4

@お客様ドメイン名

5

@お客様ドメイン名

★アカウントの条件
3 文字以上 16 文字以内の英小文字、数字、アンダーバー(＿)の組合せで
ハイフンを含まないようにしてください。
第 1 文字目は必ず英小文字であること

お客様のメールアドレスは下記のようになります。

希望メールアカウント＠お客様ドメイン名
※メールアカウントの追加／削除／変更の設定は、登録後 Web 上よりお客様で行なっていただけ
ます。

MediaZone レンタルサーバサービス利用規約
平成 18 年 3 月 16 日改訂
株式会社 TCP（以下「弊社」とする）が提供する MediaZone レンタルサーバサービスは、この
MediaZone レンタルサーバサービス利用規約（以下「本規約」とする）によって取り扱います。
（取り扱いの準則）
第1条

弊社は、本規約および別に定める料金規定に従い、加入者（本規約を承諾の上、弊社所
定の手続きに従い、MediaZone レンタルサーバサービスの利用を申込み、弊社がその加
入を承諾した方をいう。以下同じ）に対して MediaZone レンタルサーバサービスを提供
します。
2 弊社は、相当な期間を付して加入者に通知することにより、本規約を改正することが
あります。この場合において、加入者は、改正後の利用規約の定めるところに従うもの
とします。

（MediaZone レンタルサーバサービス）
第2条

MediaZone レンタルサーバサービス（以下「本サービス」とする）とは、弊社が運用管
理するサーバ機器において、web サーバ、メールサーバの機能とディスク領域を提供す
るサービスをいいます。

（本規約の運用）
第3条

本規約は、本サービスをご利用いただく際の弊社と加入者との間における一切の関係に
適用します。
2 加入者は本規約のほか、弊社が必要に応じて随時行うインターネット利用の一般的ル
ールなどに関する指導に従うものとします。

（本サービスの提供）
第4条

加入者は弊社の指定した以外の URL を利用することができません。
2 弊社は、加入者に対し、本サービスにより発信する情報の内容を登録又は変更するた
めの ftp アカウントおよび ftp パスワード（以下「ftp アカウント等」といいます。）を
発行します。
3 弊社は、本サービスに係るシステムの保守点検及び不足の事態により、加入者に事前
の通知をすることなく本サービスの提供を一時停止することがあります。

（ftp アカウント等の管理）
第5条

加入者は、弊社が発行した ftp アカウント等を責任をもって管理するものとし、管理不
十分又は第三者の不正使用等に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 弊社が加入者に発行した ftp アカウント等は、加入者のみが利用できるものとし、第
三者の使用、譲渡、貸与、相続等はできません。
3 加入者は、自らの ftp アカウント等は第三者によって不正に使用されたことが判明し
た場合は、直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。

（CGI プログラム等の利用）
第6条

弊社は、あらかじめ用意している以外の CGI プログラム等について、加入者が利用を希

望する場合には、本サービスの運用に支障をきたすか否かのテストをする場合があり、
その結果によっては当該プログラムのご利用をお断りする場合があります。
（禁止される行為）
第7条

本サービスにおいて､次の各号の行為は禁止します。
(1) 他人の ftp アカウント等を不正使用する行為
(2) 他人の著作権その他の権利を害する行為
(3) 他人に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
(4) 誹謗､中傷など、他人の名誉を害する行為
(5)

法令に違反し、または猥褻な内容の電磁的記録を公然とするなどの公序良俗を害す

る行為
(6) 本サービスの提供に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為
(7)

前各号のほか、他人に迷惑、不利益などを与えるものとして弊社が別途指定する行

為
2 弊社は、前項に抵触する電磁的記録を発見したときは、当該加入者に通知することな
く、当該記録を削除することがあります。
3 加入者が第 1 項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該加入者に
帰属し、弊社では一切の責任を負わないものとします。
4

加入者が第 1 項で禁止する行為により故意に弊社のサービスを運用停止またはそれ

に近い状態にいたらせた場合、加入者は、弊社がそれにより被る損害を賠償しなければ
なりません。
（利用料金）
第8条

加入者は、本サービスの利用にあたり、弊社が別に定める料金を弊社の指定する方法に
より支払うものとします。
2 弊社は、加入者の承諾なく相当な手段による事前通知により、前項の料金を変更する
ことがあります。この場合、利用料金などは変更後のものとなります。

（弊社の免責）
第9条

加入者が本サービスを通じて発信した情報やサービスにより、他の加入者または第三者
に対して損害を与えた場合、当該加入者はその損害を自己の責任と費用により解決する
ものとし、弊社は一切の損害について責任を負わないものとします。
2 第 4 条第 3 項により、本サービス提供の遅延、一時停止及び情報の消失などが発生し
た場合も弊社は責任を負わないものとします。

（契約期間）
第10条

本サービスの最低利用期間は弊社が承諾した日より 1 年間とします。

（加入者による解除）
第11条

加入者は、解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、書面により弊社宛に通知することに
より、本契約を解除することができます。この場合において、弊社は、契約解除日をも
って当該加入者に係る ftp アカウントなどの登録及び電磁的記録を削除します。
2 加入者が契約を解除した場合においても、契約解除日までに発生した料金・費用を弊

社の指定する方法で支払うものとし、すでに支払った料金・費用は一切払い戻しいたし
ません。また、契約解除日が前条で規定する期間内である場合、加入者は、弊社が定め
る解約料の支払いを要します。
（弊社による解除）
第12条

弊社は、加入者が次の各号の一つに該当する場合は、事前の通知なく、当該契約を解除
できるものとします。
(1) 申込書の記載事項に虚偽の内容があった場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) 本サービスの利用開始後、第 7 条で禁止する行為があった場合
(4) 本サービスの利用料金などを弊社指定日までにお支払いいただけない場合
(5)

加入者が監督官庁から営業取消し、停止などの処分を受け、情報の発信を行うこと

ができなくなった場合
(6)

加入者が提供する情報へのトラフィック量が、本サービスの運営に支障をきたすと

判断した場合。
（その他）
第13条

加入者は、その氏名（法人の場合は法人名）、住所、支払銀行口座、その他の加入者登
録内容に変更があった場合ならびに加入者の地位の継承があった場合は速やかに所定の
手続きのより弊社へ届け出ていただくものとします。
2 本サービスの利用に関して、本規約、弊社が別に定める利用規約および弊社の指導に
より解決できない問題が生じた場合には、弊社と加入者の間で双方誠意をもって話し合
い、これを解決するものとします。
3 本サービスの利用に関して弊社と加入者との間に係争が発生し、訴訟により解決する
必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

