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for Business ハウジングオプションサービス申込書 

 

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 ハウジングサービス契約約款  

(https://www.itscom.co.jp/info/covenant/gjslkq00000040k3-att/business_housing.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 
□ サービス内容の変更 

利用開始希望日： 西暦    年   月   日 

□ サービス内容の削除 

削除希望日： 西暦        年    月  末 日 

ラック番号  

 

 

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 
 

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．回線接続 

3-1．専有型 

サービス品目 申込種別 数量 

接続料 100Base-TX 

□ 100 Mbps □ 追加 □ 削除     

□  50 Mbps □ 追加 □ 削除  

□  30 Mbps □ 追加 □ 削除  

□  20 Mbps □ 追加 □ 削除  

□  10 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   9 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   8 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   7 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   6 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   5 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   4 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   3 Mbps □ 追加 □ 削除  

□   2 Mbps □ 追加 □ 削除  

□  1.5 Mbps □ 追加 □ 削除  

接続料 10Base-T □  10 Mbps □ 追加 □ 削除  
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3-2．共有型 

サービス品目 申込種別 数量 

接続料 100Base-TX □ 100 Mbps □ 追加 □ 削除  

 

 

4．構内接続回線 

サービス品目 申込種別 数量 

構内接続回線 

□  メタル （アナログ、INS、DA（64/128） 等） □ 追加 □ 削除  

□  光   （DA1500、フレッツ光 等） □ 追加 □ 削除  

利用通信事業者 □ NTT    □ KDDI 

ご利用サービス名  

回線引込日（撤去日） 西暦      年      月      日      時 

 

 

5．テープ交換作業 

サービス品目 申込種別 数量 

□ テープ交換作業 週 1 回、1 サーバ □ 追加 □ 削除  

※ バックアップテープ交換サービスをご希望の場合、別途、詳細な操作手順書をご提出いただきます。 

（緊急時の連絡先、機器の写真、頻度、交換手順等、出来るだけわかりやすくお願い致します。） 

※ 確認のため、ご提出頂いた操作手順書をもとに、お客様立会いのもと 1度作業を行ってから運用を開始いたしますのでご了承ください。 

 

6．システム監視  （監視する機器の IP アドレス及びホスト名をご記入下さい。） 

 IP アドレス ホスト名称 申込種別 

1   □ 追加 □ 削除 

2   □ 追加 □ 削除 

3   □ 追加 □ 削除 

※ 回線接続をお申込いただいた場合、1 ラック当たり 3IP アドレス（1/2 ラックは 1IP アドレス）までは無償でご利用いただけます。 

 

 

7．プロトコル監視 （監視する機器の IP アドレス及びホスト名をご記入下さい。） 

 
サーバ名 

（ IP アドレス ） 
プロトコル 申込種別 

1  
□FTP（20-21） 

□HTTP（80） 

□SMTP（25） 

□HTTPS（443） 

□DNS（53） 

□POP3（110） 

□Telnet（23） 

□ssh  （22） 
 

□ 追加 □ 削除 

2  
□FTP（20-21） 

□HTTP（80） 

□SMTP（25） 

□HTTPS（443） 

□DNS（53） 

□POP3（110） 

□Telnet（23） 

□ssh  （22） 
 

□ 追加 □ 削除 

※ サービス対象のプロトコルは、FTP 、SMTP、DNS、HTTP、HTTPS、POP3、Telnet となっております。 

※ ソースアドレスを制限されている場合には弊社監視サーバの IP アドレスを許可していただく必要がございますのでお知らせください。 

 

 

8．電源増設 

申込種別 サービス品目 コンセント形状(※注 1) 回路数 コンセント口数 

□ 追加 □ 削除 100V 15A -  - (※注 2) 

□ 追加 □ 削除 200V 20A NEMA L6-20R   

□ 追加 □ 削除 200V 30A NEMA L6-30R   

※注 1 特殊な形状のコンセントをご希望の際は、別途ご相談ください。 

※注 2 100V15Aに限り、4個口 OA タップを回路数×2 本ご用意いたします。 
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9．緊急時連絡先メールアドレス （「6.システム監視」「7.プロトコル監視」をお申込の場合はご記入ください。） 

 E-mail 変更種別 

1  □ 追加 □ 削除 

2  □ 追加 □ 削除 

※ 障害発生などの緊急時にのみ使用する連絡先メールアドレスとして追加させていただきます。なお、ご記入いただかなかった場合は、既に

お届けいただいております連絡先メールアドレスへのご連絡とさせていただきます。 

 

 

10．特約事項 

 

 

 

 

【送付先】 

ITサポートセンター 

Email：business@itscom.jp 

 

メールにて承ります。原本の郵送は必要ございません。 
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