ニフクラ ビジネスメール 変更申込書
ビジネスメール変更申込書について
本申込書は「ニフクラ ビジネスメール」をご契約後に契約内容の変更をお申し込みいただく場合にご利用ください。

変更項目について
本申込書で変更をお申し込みいただける内容は以下となります。

サービス名

変更内容

メールアカウント追加

メールアカウント数の追加、もしくは削減ができます。

メールボックス容量追加

メールボックス容量の追加、もしくは削減ができます。

メーリングリスト追加

メーリングリスト数の追加、もしくは削減ができます。

迷惑メールフィルター

迷惑メールフィルターの申し込み、もしくは解除ができます。

メールアーカイブ

メールアーカイブの申し込み、もしくは解除ができます。また、メールアーカイブをすでにお
申し込み済みの場合はプラン種別の変更もできます。

添付ファイル保護サービス

添付ファイル保護サービスの申し込み、もしくは解除ができます。

メール共有サービス

メール共有サービスの申し込み、もしくは解除ができます。また、メール共有サービスをすで
にお申し込み済みの場合は共有メールアドレス数の追加、もしくは削減もできます。

メールログ検索サービス

メールログ検索サービスの申し込み、もしくは解除ができます。

ドメイン管理代行サービス

ドメイン管理代行サービスの申し込み、もしくは解除ができます。

DNS管理サービス

DNS管理サービスの申し込み、もしくは解除ができます。

接続制限サービス

接続制限サービスの申し込み、もしくは解除ができます。

ホームページ公開サービス

ホームページ公開サービスの解除ができます。

ご注意事項
■ご記入内容を訂正される場合は、誤記を赤二重線で消し
「赤字」
で訂正の上、訂正印をご捺印ください。
■本申込書は必要事項をご記入後、郵送にてご提出ください。
■本申込書は返送いたしませんので、
ご提出いただく前に控えとしてコピーをお取りください。お申し込み内容の照会などで必要となる
場合がございます。
■ご記入内容に不備がある場合は、返送させていただくことがございます。
■メールアカウントのご契約数を変更しますと、
「 迷惑メールフィルター」、
「メールアーカイブ」、
「 添付ファイル保護サービス」のご契約
数も変更となります。
■価格につきましては利用料金（https://bizmail.nifcloud.com/price/）をご確認ください。
◆個人情報の取り扱いについて◆
1．利用目的 お申し込み及び各種申請手続きにおいて記載いただいた個人情報は、次の目的の範囲内において取り扱うものとします。
①弊社の提供する法人向けサービスについての契約者への連絡、通知及び情報を提供すること。
②インターネット接続サービス、通信、情報サービス、決済等弊社サービスを提供すること。
③弊社サービスレベルの維持向上を図るため、
アンケート調査、及び分析を行うこと。
④弊社又は他社の商品、サービス、懸賞等の情報を、電子メール・ウェブ画面等オンライン、電話、郵便等によりご案内すること。
⑤ドメイン名取得申請およびドメイン名管理を行うこと。
なお、@niftyサービス解約後も、解約日より1年間を限度として、上記利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うことがあります。
2．個人情報の取り扱いの委託 上記の利用目的に必要な範囲で、弊社の委託先に個人情報の取り扱いを委託することがあります。
3．第三者への開示 お客様よりいただいた個人情報は、次の場合に必要な範囲で適切な方法により媒体・データ等で開示、提供することがあります。
①ネットワーク・サービスの提供に関わる範囲で、弊社と契約のあるNTT等電気通信事業者に開示いたします。
②会員による@niftyサービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合に、
クレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に開示、提供いたします。
③@nifty会員規約 第28条（債権譲渡）に定める債権譲渡のために必要と認めた場合に、債権の譲渡先である債権管理回収業者に開示、提供いたします。
4.ドメイン名取得申請および管理に伴う第三者提供について 1.⑤に掲げる目的を遂行するために必要な範囲で、記載いただいた個人情報を以下に定める組織（以下「上位組織」
といいます）に提供します。なお、
提供した個人情報は、上位組織が別途定める利用目的の範囲内で取り扱われます。
・上位組織一覧
株式会社日本レジストリサービス
（JPRS）
5．個人情報の提供に関する本人の任意性の確保および当該情報を提供しなかった場合に生じる結果について 1.利用目的に記載したネットワーク・サービス事業の提供に必要となる項目を「必須項目」
とし、
この
必須項目をいただけないとネットワーク・サービスの提供ができない場合もありますが、
それ以外の不利益は生じません。
6．個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口 個人情報の取り扱いに関するご質問等は次の窓口までお申し出ください。
https://fjct.fujitsu.com/privacy/contact/index.html

送

付

先： 〒790-8790

愛媛県松山市千舟町5-6-1

お問い合わせ先：メールソリューション専用窓口

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

0120-802-026

登録センター行

受付時間 9:00〜17:45（土･日･祝日除く）

mail-4-1902（verB用）

ニフクラ ビジネスメール 変更申込書
当書類は、郵送で受け付けております。
受付締切日は、毎月20日となります。
締切日までに当窓口で受付確認ができたものを
当月の処理とさせていただきます。

送付先

〒790-8790 愛媛県松山市千舟町 5-6-1
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 登録センター

必 須

フリガナ

申請者氏名

(姓)

ご連絡先
電話番号

(名)

（

）

−

（内線：

）

メールアドレス

当社は、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定める各種規約および個人情報の取り扱いに同意し、以下の通りビジネスメールの変更を申請します。
必 須

契約番号
現在ご登録の
契約担当者

B

(姓)

A

※「契約番号」はBAまたはBACから始まる番号です。
※「現在ご登録の契約担当者」
とは、本契約内容を把握され、弊社との連絡担当としてご登録

(名)

いただいている方です。
ご不明な場合は、請求明細書をご確認ください。

現在ご登録の
契約法人名

必須

契約ドメイン名

【契約情報】 現在のご契約内容をご記入ください。下記以外のサービスについてはご記入不要です。
サービス名

数

量

①現在のご契約メールアカウント

【

】 アカウント

①現在のご契約メールボックス容量

【

】

GB

①現在のご契約メーリングリスト

【

】

ML

備

考

備

考

【申込内容】 変更をご希望されるサービスの□にチェックを入れ、追加もしくは削減する数量をご記入ください。
追加 削減

サービス名
②メールアカウント追加（10アカウント・1GB）

数

量

10アカウント・1GB ×【

】セット

③メールボックス容量追加（10GB）

10GB ×

【

】セット

④メーリングリスト追加（5ML）

5ML ×

【

】セット

変更後のお申し込みメールアカウント合計（①+②）

【

】 アカウント 5アカウントを下回ることはできません。

変更後のお申し込みメールボックス容量合計（①+②+③）

【

】

GB

5GBを下回ることはできません。

変更後のお申し込みメーリングリスト合計（①+④）

【

】

ML

5MLを下回ることはできません。

迷惑メールフィルター

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

メールアーカイブ

以下のプランから一つをご選択ください。

すでにメールアーカイブをご利用中でプラン種別
を変更したい場合は、
「追加」
と変更後のプラン名
にチェックをしてください。

アーカイブ 1.5年保存
アーカイブ 3年保存
アーカイブ 5年保存
アーカイブ 7年保存

「送信のみ」から
「送受信」へ保存対象を変更

添付ファイル保護サービス
メール共有サービス

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

10個 ×

【

メールログ検索サービス

1ドメイン

ドメイン管理代行サービス

1ドメイン

DNS管理サービス

1ドメイン

接続制限サービス

1ドメイン

ホームページ公開サービス
※価格につきましては利用料金（https://bizmail.nifcloud.com/price/）をご確認ください。

お申し込みメールアカウントの合計数を超えたお

】セット 申し込みはできません。

お客様がニフティ社でドメインを継続して管理す
る場合はチェックは不要です。
お客様がニフティ社でドメインを継続して管理す
る場合はチェックは不要です。

新規追加は受付を終了しております。
削減変更のみ可能です。
mail-4-1902（verB用）

記入例

ニフクラ ビジネスメール 変更申込書
当書類は、郵送で受け付けております。
受付締切日は、毎月20日となります。
締切日までに当窓口で受付確認ができたものを
当月の処理とさせていただきます。

必 須

フリガナ

申請者氏名

(姓)

19

ヤマダ

山田

〒790-8790 愛媛県松山市千舟町 5-6-1
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 登録センター

送付先

ご連絡先
電話番号

ジロウ
(名)

次郎

（

メールアドレス

03

）

1234

6
−

（内線：

1

567 8

）

yamada.j@example.co.jp

当社は@nifty法人会員規約および個人情報の取り扱いに同意し、以下の通りビジネスメールの変更を申請します。
必 須
必須

現在ご登録の
契約法人名

A C 1 2 3 4 5 ※「契約番号」はBAまたはBACから始まる番号です。
※「現在ご登録の契約担当者」
とは、本契約内容を把握され、弊社との連絡担当としてご登録
いただいている方です。
ご不明な場合は、請求明細書をご確認ください。
新宿
太郎
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

契約ドメイン名

example.co.jp

契約番号
現在ご登録の
契約担当者

B

(姓)

(名)

【契約情報】 現在のご契約内容をご記入ください。下記以外のサービスについてはご記入不要です。
サービス名

数

①現在のご契約メールアカウント

【

①現在のご契約メールボックス容量

【

①現在のご契約メーリングリスト

【

量

備

考

備

考

】 アカウント

70
62
10

】

GB

】

ML

【申込内容】 変更をご希望されるサービスの□にチェックを入れ、追加もしくは削減する数量をご記入ください。
追加 削減

サービス名
②メールアカウント追加（10アカウント・1GB）

数

量

10アカウント・1GB ×【

③メールボックス容量追加（10GB）

10GB ×

【

④メーリングリスト追加（5ML）

5ML ×

【

変更後のお申し込みメールアカウント合計（①+②）

【

変更後のお申し込みメールボックス容量合計（①+②+③）

【

変更後のお申し込みメーリングリスト合計（①+④）

【

迷惑メールフィルター

1
1

】セット
】セット
】セット

】 アカウント 50アカウントを下回ることはできません。
現在のご契約ディスク容量から、申込数量を追加
】
GB 5GBを下回ることはできません。
もしくは削除したディスク容量をご記入ください。

65
58
10

】

ML

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

メールアーカイブ

以下のプランから一つをご選択ください。

アーカイブ 3年保存
アーカイブ 7年保存
「送信のみ」から
「送受信」へ保存対象を変更

添付ファイル保護サービス
メール共有サービス

例）①（62GB）-②（5GB×1）+③（1GB×1）
＝58GB

10MLを下回ることはできません。

現在のご契約メーリングリストから、申込数量を
追加もしくは削除したリスト数をご記入ください。

すでにメールアーカイブをご利用中でプラン種別
を変更したい場合は、
「追加」
と変更後のプラン名
にチェックをしてください。

アーカイブ 1.5年保存
アーカイブ 5年保存

現在のご契約アカウントから、申込数量を追加
もしくは削除したアカウント数をご記入ください。
例）①（70アカウント）−②（5アカウント×1）
＝65アカウント

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

お申し込みメールアカウントの合計と同数での
ご契約となります。

10個 ×

【

メールログ検索サービス

1ドメイン

ドメイン管理代行サービス

1ドメイン

DNS管理サービス

1ドメイン

接続制限サービス

1ドメイン

ホームページ公開サービス
※価格につきましては利用料金（https://bizmail.nifcloud.com/price/）をご確認ください。

お申し込みメールアカウントの合計数を超えたお

】セット 申し込みはできません。

お客様がニフティ社でドメインを継続して管理す
る場合はチェックは不要です。
お客様がニフティ社でドメインを継続して管理す
る場合はチェックは不要です。

新規追加は受付を終了しております。
削減変更のみ可能です。
mail-4-1902（verB用）

