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for Business サーバホスティングサービス 

オプションサービス（追加・変更・削除）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 

 
以下の契約約款、および個人情報保護方針に同意の上で申し込みします。 

・iTSCOM.net for Business ホスティングサービス契約約款  

(https://www.itscom.co.jp/info/covenant/gjslkq00000040k3-att/business_hosting.pdf) 
・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 
□ オプションサービスの追加・変更 

利用開始希望日： 西暦        年    月    日 

□ オプションサービスの削除 

削除希望日： 西暦        年    月  末 日 

ドメイン名  

 

2．申請者 

社名 
登記上の名称 

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．インターネット接続オプション 

サービス品目 
追加・削除にチェックを付け、変更個数もしくは、 

対象アカウント名をご記入ください 

□ 

フレッツ光対応接続サービス スタンダード 

（B フレッツ／ベーシック・マンション・ニューファミリー・ハイパーファミリー 

光ネクスト／ファミリー・マンション・ファミリーハイスピード・マンションハイスピ

ードタイプ対応） 

□  追加 〔      〕 個 

□  削除 
対象アカウント 

□ 
フレッツ・ADSL対応接続サービス 

（1.5M・8M・モア（12M）・モアⅡ（24M・40M）・モアⅢ（47M） タイプ対応） 

□  追加 〔      〕 個 

□  削除 
対象アカウント 

 

4. 登録アドレス追加・削除  

□ スタンダード （10個単位） □追加   □削除     〔      〕個 

□ セキュア （1個単位） □追加   □削除     〔      〕個 

※ タイプの混在した追加は出来ません。ミニパックサービスは追加出来ません。 

※ 削除をご希望の場合は、MailManagerより対象アドレス数を事前に削除下さいますようお願いいたします。 
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5．メーリングリストサーバホスティングサービス 

メーリングリストアドレス数 〔      〕個 □追加  □削除 

※ 削除をご希望の場合は、MailManagerより対象メーリングリストアドレス数を事前に削除下さいますようお願いいたします。 

 

 

6．サーバ容量追加 

□ WWWサーバ容量追加 □追加   □削除 〔      〕  GB 

□ SSLサーバ容量追加 □追加   □削除 〔      〕  GB 

※お申し込みは１GB毎となります。 

 

 

7．FTPアカウント追加 

 FTP アカウント追加設定ディレクトリ（ディレクトリへのパス） 申込種別 

1 ドメイン名/                                             □追加   □削除 

2 ドメイン名/                                             □追加   □削除 

3 ドメイン名/                                             □追加   □削除 

※ ディレクトリは事前にお客様にて作成してください。 

※ ディレクトリ名に「root」は設定できません。 

 

 

8．ログ抽出追加設定 

□ ログ抽出追加設定 □追加   □削除 

 

 

9．アクセスログ追加集計 

□ アクセスログ追加集計 □追加   □削除 

 

 

10．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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