
晴れネットサーバーへお申込いただく前に 

株式会社シックス「晴れネットサーバー」をお申込頂く前に、以下の事項をご確認下さい。 

1. プロバイダ契約はお済みでしょうか 

本サービスは、お客様の PC に対してインターネット経由でレンタルサーバーの機能をご提供するサービ

スになりますので、お客様がご使用されている PC からインターネットに接続するための契約や設備が必

要となります。尚、本サービスにはお客様の PC をインターネットに接続するための契約（プロバイダ接

続契約）は含まれておりません。プロバイダ接続契約及びそのプロバイダと接続する為の設備は別途ご用

意下さい。ご用意頂くプロバイダはいずれのプロバイダでもかまいません。もちろん、ダイヤルアップ接

続、専用線接続、ISDN、ADSL、ケーブルテレビ、光ファイバなどいずれの接続形態でも構いません。 

2. サービスガイド・利用規約をご確認いただきましたか 

お申込書にご記入いただく前に、サービスガイド、及び利用規約をお読み下さい。サービス内容・費用等

につきましては、全てサービスガイドに記載されておりますので、必ずご覧下さいますようお願い申上げ

ます。また、お申込頂いた時点でこれらのすべてにご承諾いただいたものとさせていただきます。 

3. お申込いただく基本サービスはお決まりですか 

本サービスは、晴れネットドメインを利用する「晴れネットドメインコース」とお客様取得の独自ドメイ

ンを利用する「オリジナルドメインコース」があります。また、コース毎にお客様のご利用規模に応じて

「プラン」を設けています。こちらの中から最もご利用に適したものをお選び下さい。詳しくはサービス

ガイドでご説明させていただいております。実際にお客様にご負担頂く金額は、この基本サービスの月額

料金以外に、初期登録料、ドメイン申請料などの手数料、ドメイン年次更新費用、オプションサービスの

料金などがかかります。十分にご注意下さい。 

【注意】オリジナルドメインコースをお申込の方へ 

＜独自ドメインが必要になります＞ 

オリジナルドメインコースをご利用の際には、必ずお客様名義のドメイン名が必要になります。インター

ネットサーバーを運用するには、「ドメイン」と呼ばれる住所が付けられています。このドメイン名を指定

することによって目的とするホームページにたどり着けたり、メールを相手に届けることができるのです。

まだドメインをお持ちでない場合には、本サービスのお申込と同時にドメインの申請を行って頂きます。

(別途申込書)例えば、 http://www.*****.co.jp というホームページアドレスや、yamada@*****.co.jp 

というメールアドレスの場合は、”*****.co.jp”がドメイン名となり、これがインターネット上でのお客様

の組織を表す住所として働きます。 

＜他社のサービス、またはお客様ご自身のサーバーからお乗り換えの場合＞ 

他社のレンタルサーバーサービス、またはお客様の自家運用サーバーで運用されていたドメインを本サー

ビスに移管される場合には、お客様、弊社、以前のサービス提供会社との間で別途手続が必要になります。

詳細につきましては事前に弊社までご確認下さい。 

4. お申込は郵送またはホームページより 

お申込は郵送、または晴れネットサーバーのホームページより承っております。郵送の場合、必要書類を

ご記入の上、同封の返信用封筒でお送り下さい。お申込確認が出来次第、お客様が晴れネットサーバーを

ご利用頂くために必要な情報を発送※注させて頂いております。 

   ※注）発送までには 2～3 営業日ほどかかります。
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晴れネットサーバー申込書 

「晴れネットサーバーサービスガイド」及び「晴れネットサーバー

サービス利用規約」に基づき下記内容を申し込みます 
申込日  年    月   日  

①ご契約種別をご選択下さい（必須） 

ご契約種別 
 法 人 

 個人または個人事業主     (運転免許証など身分証明書のコピーを同封して下さい) 

 

②ご契約者様情報をご記入下さい（必須） 

ご契約者名 
または 

法人・団体名 

フリガナ 

○印 

 

業種名 
※法人様の場合 

 ご記入下さい。 

 

法人・各種団体
の方は 

ご記入下さい。 

部署名 

フリガナ 

 

担当者名 

フリガナ 

 

担当者 E-mail       @ 

住所等 
ビル・部屋番号まで

ご記入下さい 

フリガナ 

□□□-□□□□    
都道

府県      
市区

郡  

フリガナ 

 

TEL：(  )  － FAX：(  )  － 

 

③ご使用場所が上記と異なる場合はご記入下さい 

ご使用者名 
またはご使用 

法人・団体名 

フリガナ 

○印 

 

法人・各種団体
の方は 

ご記入下さい。 

部署名 
フリガナ 

 

担当者名 

フリガナ 

 

ご使用場所 

住所等 
ビル・部屋番号まで

ご記入下さい 

フリガナ 

□□□-□□□□       
都道

府県         
市区

郡   

  

フリガナ 

 

TEL：(  )  － FAX：(  )  － 
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④利用規約と個人情報保護の取扱にチェックを入れて下さい（必須） 

利用規約に同意し

て頂けますか： 
 はい    いいえ 

個人情報取扱に同

意して頂けますか： 
 はい    いいえ 

⑤ご希望のサービスコース・プランにチェックを入れて下さい（必須） ※全て税抜表示となっております 

コース プラン 
利用料 

（月額） 
初期設定料 

HP ディス

ク容量 

メール 

ディスク容量 

メール 

アカウント数 

お申込サービ

ス選択欄 

晴れネット 

ドメイン 

ライト \700 \4,000 2ＧＢ 500ＭＢ 5ＩＤ □ 
レギュラー \2,800 \4,000 5ＧＢ 2ＧＢ 2０ＩＤ □ 
デラックス \3,700 \6,000 20ＧＢ 4ＧＢ 40ＩＤ □ 

プロフェッショナル \4,700 \6,000 50ＧＢ 6ＧＢ 60ＩＤ □ 

オリジナル 

ドメイン 

ライト \900 \4,000 2ＧＢ 500ＭＢ 5ＩＤ □ 
レギュラー \3,700 \4,000 5ＧＢ 2ＧＢ 2０ＩＤ □ 

デラックス \4,700  \6,000 20ＧＢ 4ＧＢ 40ＩＤ □ 

プロフェッショナル \5,600 \6,000 50ＧＢ 6ＧＢ 60ＩＤ □ 

⑥お支払方法についてご記入下さい（必須） 

お支払回数 
年一括払い  月払い 

※月払の場合、口座振替のみになりますので予めご了承下さい。 

お支払方法 

 
弊社に振替依頼済みの口座より自動振替 

※弊社の他のサービスをお申込いただいた際に既に口座振替依頼書をお送り頂いている場合

にのみご指定下さい。同じ口座から併せて自動振替させて頂きます。 

新規に口座振替依頼をする 
※後日、口座振替依頼書を郵送致しますのでご記入・ご捺印の上、ご返送下さい。 

払込票にてご入金（年一括払いのみ） 

※払込票を送付致しますのでお支払期日までに、最寄りの郵便局、またはコンビニエンス 

ストアよりご入金下さい。 

カード決済（年一括払いのみ） 
カードの種類  JCB  Visa   MasterCard  Nicos  

カードの種類（     ―           ―            ―           ） 

有効期限  （    /         ） 
※有効期限は「月/年」の様に記載されます。カードに「05/12」と記載されている場合の有効期限は、2012 年 5 月と

なります。 
※請求書がご入用の場合、晴れネット事務局まで別途ご連絡下さい。また、お支払方法につきましては払込票のみになりますので予めご了承下さい。 

⑦オリジナルドメインコースをご選択された場合、下記欄をご記入下さい 

スパムメールフィルタリン

グのタイプをご選択下さい 
未選択の場合｢Ｅ｣で設定します 

※サービスガイドの 9Ｐをご参照下さい 

 Ａ   Ｂ   C   Ｄ   Ｅ 

運用予定のドメイン名

をご記入下さい 

（新規に取得する場合はドメイン取得代行申込書の第一希望をご記入下さい） 

このドメインは 

新規に申請します（別紙ドメイン取得代行申込書をご記入下さい） 

既に取得済のドメインを使用する 

晴れネットサーバーを別のドメインのサブドメイン（または追加ホスト）として運用する 

管理者メール 

アドレス 

（           ）@お客様ドメイン名 
※ アカウント部分（@より前の部分）をご記入下さい。 
※ 晴れネットより管理者様にご連絡をさせて頂く為のメールアドレスとなります。 

※ この管理者メールアドレスは、各ご希望プランのメールアカウント数内に含みます。 
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⑧晴れネットドメインコースをご選択された場合のみ、下記欄をご記入下さい 

運用希望アドレス 
運用ホームページアドレス

のディレクトリ名を 

ご記入下さい 

http://plus.harenet.ne.jp/~                  

例）希望ディレクトリが「aaa」の場合、ホームページアドレスは 

  http://plus.harenet.ne.jp/~aaa/ となります。 
 
※晴れネットドメインコースでは、ご希望のメールアドレスを弊社にて設定致します。メールアドレスは 

『 TTT＊＊＊＊ @ plus.harenet.ne.jp 』のようになります。ご希望のメールアカウント名（@より前の部分）を 

下記ご希望メールアカウントご記入欄に、ご希望プランのメールアカウント制限数内にてご記入下さい。 

 

晴れネットドメインコース希望アカウント記入欄  

ライト：5ＩＤ レギュラー：20ＩＤ デラックス：40ＩＤ プロフェッショナル：60ＩＤ  

ご希望メールアカウントご記入欄 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 

※ アカウントは、４文字から 16 文字の英小文字と数字、及び－（ハイフン）、＿（アンダーバー）のみの使用に限らせて

いただきます。 

※ 先頭の１文字は必ず英小文字として下さい。 

以下の文字列はご利用できません。予めご了承下さい。 
info，admin，administrator，webmaster，postmaster，hostmaster，daemon，www，news，support，operator，

marketing，games，security，named，nobody，usenet，postfix，root，bin，ftp，uucp，decode，msgs，toor，abuse，

noc，mailer-daemon，harenet，sics，falcon，falconsc 

⑨オプションサービスに関する内容をご記入下さい 

オプション（有料）  SSL を申し込む（注 1） 

（注 1）SSL オプションについてはオリジナルドメインコースのみとなります。（晴れネットドメインコースは予め設定されており

ます。）別途申請書類が必要となりますので、お申込確認後改めて必要書類をご送付させていただきます。詳細・費用につきまし

てはサービスガイドをご覧下さい。 

mailto:＊＊＊＊@plus.harnet.ne,jp

