ＣＡＴＶインターネットオプション申込書（法人契約）
株式会社ＳＴＮｅｔ 行き
○ｹｰｳﾞｨｵﾌｨｽ（高松ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）、○ｵﾌｨｽ（宇和島ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）、○ｵﾌｨｽ（香南ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）
○ｵﾌｨｽ（ｷｭｰﾃﾚﾋﾞ）、○ｵﾌｨｽ（ｴｰｱｲﾃﾚﾋﾞ）、○NET ｵﾌｨｽ（中讃ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）、○ｵﾌｨｽ(八西 CATV)
○ｵﾌｨｽ（石井 CATV）

ご契約いただだいて
いるｻｰﾋﾞｽにレを記入

上記サービスにかかるＮｅｔｗａｖｅインターネットサービス契約約款を承認の上、下記オプションを申込みます。
申込日

契 約 申 込 法 人

平成
〒

年

月

日

−

住所

電話番号（

）

−

ＦＡＸ（

−

印

代表者名

法人名
希望日

）

ふりがな

ふりがな

平成

年

月

お申込から１週間程度かかります。

お客さま番号

日

３

おわかりになれば、オプションを付加するご契約のお客さま番号
を記入して下さい。（新規接続契約に付加する場合は記入不要）

オプション（料金は裏面をご参照下さい。）
希望するオプションにレを記入の上、必要事項をご記入下さい。

内

オプション名
ダイヤルアップ
接続用 ID 追加削除
(取得済ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと
同名の ID)

ダイヤルアップ
接続用ＩＤ
追加削除※
(同名のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ付)
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと合計で
１９個まで追加可

メールアドレス
追加削除※
ＩＤと合計で
１９個まで追加可

容

現在お使いのメールアドレス

@mail.netwave.or.jp

追加 削除

追加・削除ＩＤ数（追加
個、削除
個）計（
個）
【以下に追加・削除希望のＩＤをご記入下さい】 (最大１９個まで)
第１希望
第２希望
第３希望
追加

削除

追加

削除

追加

削除

追加

削除

追加・削除メールアドレス数（追加
個、削除
個）計（
個）
【以下に追加・削除希望のメールアドレスをご記入下さい】 (最大１９個まで)
第１希望
第２希望
第３希望
追加

削除

追加

削除

・実際のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは[希望のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ]@mail.netwave.or.jp となります

変更後の電子メール保存容量をご記入下さい

電子メール
保存容量追加

変更希望電子メールアドレス
（
（

）@mail.netwave.or.jp
）@mail.netwave.or.jp
追加

ホームページ
保存ファイル
容量変更

【追加容量（

Ｍバイト）】

【１０Ｍバイト ＋
【１０Ｍバイト ＋
削除

【削除容量（

Ｍバイト】
Ｍバイト】
Ｍバイト)】

（追加・削除容量とも５Ｍバイト単位となります）

変更するﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保存ﾌｧｲﾙの URL （http://
ホームページデータ登録代行を
転送を 開始

電子メール転送

変更後の電子メール保存容量

停止

転送元（

希望する

転送先を変更

希望しない

する

）@mail.netwave.or.jp

転送先（
転送済みメールを削除

）

）
する

しない（ご契約のメール保存容量を越えると予告無く削除します）

※ 複数個の追加削除または変更により本紙にご記入いただけない場合は、別葉の用紙に記入し、添付下さい。
※ 電子メールにはウイルスチェック機能を標準でご提供します。

ＣＡＴＶインターネットオプション申込時の補足説明及び料金

補足説明

Ｍｙドメイン、Ｍｙサーバのお申込みは専用の申込書にご記入のうえ、お申込みください。
ダイヤルアップ接続用ＩＤ追加削除
・ＣＡＴＶインターネットのご利用とは別にダイヤルアップでのご利用をご希望の場合は、ダイヤルアップ接続用ＩＤの取得が
必要です。
・ＩＤは、メールアドレスと合計で１契約２０個まで取得できます。
・取得済メールアドレスと同名のＩＤ又は、新規にメールアドレス付のＩＤを取得することができます。

メールアドレス追加削除
・メールアドレスは、ＩＤと合計で１契約２０個まで取得できます。（３個まで追加料金なしでご利用いただけます）
・削除時には、当社サーバー内のそのメールアドレス宛のメールは削除日以降、予告無く削除されます。ＵＲＬと同名のメール
アドレス削除は、できません。電子メール保存ファイル容量は標準で１０Ｍバイトです。
・電子メールにはウイルスチェック機能を標準でご提供しております。

電子メール保存容量追加
・電子メール保存容量は標準で１０Ｍバイトです。不足する場合は５Ｍバイト単位で増設可能です。

ホームページ保存ファイル容量変更
・追加・削除できる容量は５Ｍバイト単位となります。
・追加・削除する場合、登録されているホームページデータについて必ずバックアップをお取り下さい。

アクセスレポート
・お客さまのホームページのアクセス実績レポートをあらかじめ指定した電子メールアドレスに配信いたします。

ＣＧＩ利用
・登録するＣＧＩはお客さまで作成願います。また弊社規定を満足するＣＧＩ以外は利用できません。
・ＣＧＩの登録はお客さまではできません。登録時に別途お申し込み下さい。有料にて承ります。
・弊社ＣＧＩライブラリーは無料でご利用いただけますが、利用にあたっては弊社(mag-adm@netwave.or.jp)までご連絡下さ

い。
電子メール転送
・お客さまの電子メールアドレスに到着したメールをあらかじめ指定した電子メールアドレスに転送いたします。
・転送済みのメールを転送後も保存しておくかどうかを選択できます。

電子メール新聞配信
・インプレス社「Internet Watch」を祝祭日を除く月〜金１日１回ご希望の電子メールアドレスに配信いたします。
・ご契約は６ヶ月単位となります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

オプション料金

（すべてのオプションはお申し込み後約１週間程度かかります。ご了承ください。）

オ プ シ ョ ン 名

サ ー ビ ス 料 金
３，０００円／個 （税込３，１５０円／個） （※2）
２，０００円／ＩＤ・月 （税込２，１００円／ＩＤ・月）
３，０００円／個 （税込３，１５０円／個） （※2）
３，０００円／ＩＤ・月 （税込３，１５０円／ＩＤ・月）
１，０００円／個 （税込１，０５０円／個） （※2）
メールアドレス追加
１，０００円／アドレス・月 （税込１，０５０円／アドレス・月）
１，０００円／個 （税込１，０５０円／個） （※2）
電子メール保存容量追加
２，０００円／アドレス・５Ｍバイト・月
利用料
（税込２，１００円／アドレス・５Ｍバイト・月）
追加手数料 （※1）
２，０００円／回 （税込２，１００円／回）
利用料
２，０００円／月・５Ｍバイト （税込２，１００円／月・５Ｍバイト）
ホームページ保存ファイル追加
データ登録手数料
３，０００円／回 （税込３，１５０円／回）
１，０００円／ホームページアドレス
開始手数料 （※1）
（税込１，０５０円／ホームページアドレス）
アクセスレポート
３００円／月・ホームページアドレス
利用料
（税込３１５円／月・ホームページアドレス）
開始手数料 （※3）
１０，０００円／契約 （税込１０，５００円／契約）
ＣＧＩ利用
利用料
５，０００円／月 （税込５，２５０円／月）
ＣＧＩ登録手数料
３，０００円／回 （税込３，１５０円／回）
電子メール転送
開始、変更手数料 （※4）
３００円／回・アドレス （税込３１５円／回・アドレス）
電子メール新聞
利用料
１，２００円／アドレス・６ヶ月（税込１，２６０円／アドレス・６ヶ月）
※１．追加時には、上記手数料が必要となります。（削除時は、無料）
※２．追加時 1 個あたりの手数料です。複数個追加される場合は、追加合計数の手数料が必要となります。
※３．開始手数料には、初回のＣＧＩ手数料が含まれています。
※４．転送停止手数料は無料。
※ 手数料についてはお申し込み月に課金されます。利用料についてはお申し込み月から課金されます。
上記オプションの最低利用期間は３ヶ月です。最低利用期間満了前に上記オプションを解約する場合は、サービス料金課金開
始日から最低利用期間の末日までのサービス料金をお支払いいただきます。
ダイヤルアップ接続用ＩＤ追加
(取得済ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと同名の ID を取得)
ダイヤルアップ接続用ＩＤ追加
(同名のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ付)

料 金 名
追加手数料 （※1）
利用料
追加手数料 （※1）
利用料
追加手数料 （※1）
利用料
追加手数料 （※1）

【お申込先】 お申込は、ご加入のＣＡＴＶ会社までお願いします。

＜お客さまの個人情報の取扱いについて＞
ＳＴＮｅｔでは、お客さまの個人情報の適切な保護を行うため、以下のように取扱っておりますので、ご理解たまわりますようお願い申し
上げます。
１．個人情報の収集・利用について
NetwaveＣＡＴＶインターネットサービスならびにフォーユーコールサービス（以下、「本サービス」という）を提供するために、
お客さまのお名前、ご住所、電話番号等の個人情報を収集させていただきます。お客さまから収集させていただきました個
人情報は、管理者を置いて適切に管理し、以下の目的に限定して利用させていただきます。
（１）本サービスの提供（お客さま情報管理、通信回線工事、料金計算、料金請求・収納等）
（２）お客さまに有益と思われる新サービス等のご案内
（３）その他本サービスの提供に必要な範囲内での利用
２．個人情報の第三者への提供および処理の委託について
お客さまの個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き第三者に提供いたしません。
（１）本サービスの提供のために必要な処理を委託する場合
（２）法令の規定に基づき、提供しなければならない場合
（３）その他お客さまの同意を得た場合
３．個人情報の開示・訂正等の請求について
お客さまの個人情報について、お客さま本人から所定の手続きにより開示請求があれば、原則としてその内容をお知らせ
します。また、お客さまの個人情報の内容について誤りがある場合は、適宜訂正等させていただきます。
上記の取扱いについては、お客さまが弊社指定の方法により本サービスへ申込みされたことをもって、同意されたものとみなします。
お客さまの個人情報の取扱いについてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
【個人情報保護に関する相談窓口】
〒761-0195 香川県高松市春日町1735番地3
株式会社ＳＴＮｅｔ 個人情報相談 係
電話：087-887-2408 ＦＡＸ：087-887-2450
（受付時間 土･日･祝日を除く9:00〜17:00）
【開示等の手続きについて】
以下のホームページに掲載しております。
http://www.stnet.co.jp/ci/kojintoriatukai.htm

