
STクラウドサーバーサービス 契約約款を承諾のうえ、以下の通り申し込みます。

■お客さま情報 ※「ＳＴクラウドサーバーサービス（エコノミータイプ）契約申込書」を同封する場合は以下の「契約申込者」欄への記入は「会社名」又は「お名前」以外不要です。

〒 － （フリガナ）

都 道 市

府 県 郡

電話番号（ ） － FAX番号（ ） －

（フリガナ）

マンション・アパート・ビル名

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

メールアドレス

■メールアカウント数設定表　・設定工事費：2,000円（税抜）［1工事ごとに］　　・月額料金：1,000円（税抜）［ﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数の追加10個ごとに］

①ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

②ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

③ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

④ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑤ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑥ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑦ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑧ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑨ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑩ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

【合計】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

（注）　複数のドメインをご利用されるお客さまはドメイン名を記載していただき、ドメイン毎にアカウント数を記載してください。

※本申込書の料金は全て税抜表示となっています。

※本申込書に記載された個人情報は、本ｻｰﾋﾞｽの提供及びお客さまに有益と思われるｻｰﾋﾞｽ等のご案内の為のみに利用し、取締役を個人情報保護管理責任者と定めて適切に管理します。

　ｻｰﾋﾞｽの提供にあたり、弊社の提携企業に対し処理の委託を行う場合がありますのでご了承下さい。　なお、必須項目に記載がない場合は、所定のｻｰﾋﾞｽを受けられない場合があります。

　取得した個人情報について、ご本人から、お問合わせいただいた場合や開示等（①利用目的の通知、②開示、③訂正、追加又は削除、④利用の停止、消去又は第三者提供の停止）を

　求められた場合は、適切に対応いたします。

　［個人情報保護に関する苦情・相談窓口］〒761-0195　高松市春日町1735番地3　株式会社ＳＴＮｅｔ 個人情報相談係　TEL 087-887-2408（受付時間 土、日、祝日を除く 9:00～17:00）

申込書送付先 〒７６１－０１９５ 香川県高松市春日町１７３５番地３　株式会社STNet　お客さまセンター　STクラウド係　宛

（※送付いただく前に、お手数ですが本申込書をコピーし、「お客さま控え」として保管いただくようお願いいたします。）

（2020.11.1）

ＳＴクラウドサーバーサービス（エコノミータイプ）　オプションサービス申込書

～　メールアカウント数設定申込書　～

契
約
申
込
者

ご住所
＊記入必須

会社名
＊法人のみ記入必須

代表者名（法人の場合）
もしくは

お名前（個人の場合）
＊記入必須

所属・ご利用責任者名
または

所属・ご担当者名
＊記入必須

お客さま　ご契約番号
（※ご契約番号をお持ちの方はご記入ください。）

Ｃ Ｅ

お申込み内容
＊記入必須

□新規 □変更
法人・個人区分

＊記入必須
□法人 □個人 日年 月

日20

お申込み年月日
＊記入必須 20

月年
サービス開始希望日

（内容や状況により、ご希望に添えない場
合がございます。予めご了承ください。）

@

メールアカウント数

２

※10個単位で合計
最大5,000個まで
申込可能
（標準提供の10個
を含む）

印



STクラウドサーバーサービス 契約約款を承諾のうえ、以下の通り申し込みます。

■お客さま情報 ※「ＳＴクラウドサーバーサービス（エコノミータイプ）契約申込書」を同封する場合は以下の「契約申込者」欄への記入は「会社名」又は「お名前」以外不要です。

〒 － （フリガナ）

都 道 市

府 県 郡

電話番号（ ） － FAX番号（ ） －

（フリガナ）

マンション・アパート・ビル名

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

メールアドレス

■メールアカウント数設定表　・設定工事費：2,000円（税抜）［1工事ごとに］　　・月額料金：1,000円（税抜）［ﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数の追加10個ごとに］

①ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

②ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

③ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

④ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑤ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑥ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑦ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑧ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑨ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

⑩ドメイン名【 】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

【合計】：　現在のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個　　⇒　変更後のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ数　【 】個

（注）　複数のドメインをご利用されるお客さまはドメイン名を記載していただき、ドメイン毎にアカウント数を記載してください。

※本申込書の料金は全て税抜表示となっています。

※本申込書に記載された個人情報は、本ｻｰﾋﾞｽの提供及びお客さまに有益と思われるｻｰﾋﾞｽ等のご案内の為のみに利用し、取締役を個人情報保護管理責任者と定めて適切に管理します。

　ｻｰﾋﾞｽの提供にあたり、弊社の提携企業に対し処理の委託を行う場合がありますのでご了承下さい。　なお、必須項目に記載がない場合は、所定のｻｰﾋﾞｽを受けられない場合があります。

　取得した個人情報について、ご本人から、お問合わせいただいた場合や開示等（①利用目的の通知、②開示、③訂正、追加又は削除、④利用の停止、消去又は第三者提供の停止）を

　求められた場合は、適切に対応いたします。

　［個人情報保護に関する苦情・相談窓口］〒761-0195　高松市春日町1735番地3　株式会社ＳＴＮｅｔ 個人情報相談係　TEL 087-887-2408（受付時間 土、日、祝日を除く 9:00～17:00）

申込書送付先 〒７６１－０１９５ 香川県高松市春日町１７３５番地３　株式会社STNet　お客さまセンター　STクラウド係　宛

（※送付いただく前に、お手数ですが本申込書をコピーし、「お客さま控え」として保管いただくようお願いいたします。）

（2020.11.1）

お客さま　ご契約番号
（※ご契約番号をお持ちの方はご記入ください。）

Ｃ Ｅ

20 20 年 11 月 日

ＳＴクラウドサーバーサービス（エコノミータイプ）　オプションサービス申込書

～　メールアカウント数設定申込書　～

お申込み内容
＊記入必須

□新規 ■変更
法人・個人区分

＊記入必須
■法人 1□個人

お申込み年月日
＊記入必須

1 日

契
約
申
込
者

ご住所
＊記入必須

       ﾀｶﾏﾂｼ

香川 高松

087 ****

サービス開始希望日
（内容や状況により、ご希望に添えない場
合がございます。予めご了承ください。）

20 20 年 12 月

会社名
＊法人のみ記入必須

    ｸﾓｻｰﾋﾞｽ

株式会社　雲サービス

代表者名（法人の場合）
もしくは

お名前（個人の場合）
＊記入必須

ｸﾓ ﾀﾛｳ

　　　雲 太郎

087

ｶｽｶﾞﾁｮｳ                        ｸﾓｻｰﾋﾞｽﾎﾝｼｬﾋﾞﾙ

春日町○○番地△　　　　　　　　　　　雲サービス本社ビル　○階

887 887 ****

○○.co.jp 10 50

△△.co.jp 20 100

所属・ご利用責任者名
または

所属・ご担当者名
＊記入必須

ｿｳﾑﾌﾞ   ｸﾓ ｼﾞﾛｳ

　　　総務部　雲 次郎

jirou-k @ kumos.co.jp

メールアカウント数

30 150

２

※10個単位で合計
最大5,000個まで
申込可能
（標準提供の10個
を含む）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

印

７６１ ０１９５

印

記 入 例


