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for Business DNS運用サービス申込書 
 

イッツ・コミュニケーションズ株式会社  ITサポートセンター 行 

 
以下の個人情報保護方針に同意の上で申し込みします。 
・個人情報保護方針 (https://www.itscom.co.jp/info/privacy/ ) 
 

申込年月日 西暦       年      月     日 

■ お申込内容についてご記入下さい。また、該当するチェックボックス（□）には、チェックマーク（）をご記入下さい。 

1．申込み内容  

申込み内容 □ DNS運用サービスの追加 □ DNS運用サービスの削除 

実施希望日 □指定なし  □指定あり：西暦      年      月     日 ※ 

※ お申込みから 5営業日目以降でご指定ください。 

 

2．申請者 

社名 

ふりがな 

 

お客さま番号 
         ※ 

 

申請者名 

ふりがな 

 

申請者印 
 

住所 

ふりがな 

〒 

 

部署名  役職  

TEL  メールアドレス  

※ 記載のない場合はお電話にて在籍・ご本人確認をさせていただきます。あらかじめご了承ください。 

 

3．DNS運用サービス 

サービス品目 対象 DNS 区分 

正引き設定 

□月払い 

プライマリ・セカンダリ DNS運用 

□ 追加 □ 削除 

□年払い □ 追加 □ 削除 

□ホスティング □ 追加 □ 削除 

 □セカンダリ DNS運用 □ 追加 □ 削除 

逆引き設定 

□プライマリ・セカンダリ DNS運用 □ 追加 □ 削除 

□セカンダリ DNS運用 □ 追加 □ 削除 
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4．正引き設定 

4-1．プライマリ・セカンダリ DNS運用設定

4-1-1．設定対象ドメイン

ドメイン名 

□ 弊社 DNSサーバへの登録※1

□ 現在他ドメインでご利用のWWWサーバと同じ内容を表示※2   ドメイン名 

□ 弊社 DNSサーバ登録情報の削除

※1 「4-1-2．DNS運用設定」をご記入下さい。 

※2 現在 for Businessでご利用のWWWサーバのみの設定となります。 

4-1-2．DNS運用設定（MX、A、CNAME、TXT）

区分 ホスト名 レコード IP アドレス/ホスト名/TXT設定値 登録順番※ 

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

□ 追加 □ 削除

※ 登録順番はMXレコードのみ記入してください。優先させたいメールサーバから順に番号を振ってください。

＜ご参考＞レコードについて MX ……  ドメイン宛のメールを管理するメールサーバを指定します。 

A ……  ホスト名に対する IPアドレスを指定します。 

CNAME ……  ホスト名のエイリアスを指定します。 

TXT ……  ホスト名に関連付けるテキスト情報（文字列）を指定します。 

4-1-3．DNS運用設定（SPF）

記入例 

v=spf1 +IP4: 123.123.123.123123.123.123.124 … ~all 

バージョン

情報 

定 義 定 義 

IPv4対応 
全ての送信許可メールサーバの IP アドレス※を、スペースで
区切り指定(はスペース)    ※IP レンジ指定も可 

その他の送信メールサーバに対する設定 

□ 追加 □ 削除 v=spf1 +IP4: ~all 

□ 追加 □ 削除 v=spf1 +IP4: ~all 

※ 弊社メールサーバをご利用のお客様につきましては、弊社ポリシーに沿って記述させていただきます。 

※ SPFレコードは、TXTレコードとして登録いたします。

※ 記入例以外で SPFレコードの定義をご希望の場合や、記入方法についてご不明な点は、別途ご相談いただきますようお願いいたします。 

4-2.セカンダリ DNS運用設定

ドメイン名 

お客様にて運用の 

プライマリネームサーバの 

情報をご記入下さい 

ホスト名 IP アドレス 
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5．逆引き設定 

5-1．プライマリ・セカンダリ DNS運用設定 

ネットワーク  

区分 IP アドレス ホスト名 

□ 追加 □ 削除   

□ 追加 □ 削除   

□ 追加 □ 削除   

 

5-2.セカンダリ DNS運用設定 

ネットワーク  

お客様にて運用の 

プライマリネームサーバの 

情報をご記入下さい 

ホスト名 IP アドレス 

  

  

 

6．特約事項 

 

 

 

【送付先】 
メール添付にてご送付ください。 
 
イッツ･コミュニケーションズ株式会社 
ITサポートセンター 
business@itscom.jp 
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