
株式会社ティー・アイ・シー・エス御中

ティー・アイ・シー・エスホスティングサービス利用規約に同意し、本サービスに以下の通り申し込みます。

記　入　日

ふりがな

ふりがな

ふりがな

電話番号 FAX番号

ふりがな

ふりがな

電話 FAX

Email

番号 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
名義

有効期限

店舗名

景品名 ポイント

追加カード発行

　※お申込書類はご返送いたしません。控えの必要な方は事前にコピーをお取りください。

●印の無いものは申請無効となります。ご注意ください。

●登記簿謄本及び印鑑証明のご提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

●申込書は必要事項記入、押印後、必ずご郵送ください。FAXではお受けいたしておりません。

●振込先は「三井住友銀行　田園調布支店(普) 1185773」となります。なお、振り込み手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。

株式会社ティー・アイ・シー・エス　ネットワーク事業部

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-11 南平台野坂ビル2F

TEL 03-5728-7783    FAX 03-5728-7784

担当責任者

ティー・アイ・シー・エス　プレミアムホスティングサービス契約申込 (apv-ps0031-001-01)

部署役職

府・県

ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書

役職

20   　　年　　　　月　　　　日

印
(認  印)店舗名

代表者名

サービス種別：ポイント券発行タイプ

認印

 (〒　　　　　　　　―　　　　　　　　　　)

 (　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　―

都・道

契約番号：

登録完了日：

備考営業担当者顧客管理

VISA / MASTER
○を付けてください

□□/□□  (mm/yy)

住所

 (〒　　　　　　　　―　　　　　　　　　　)

都・道

□クレジットカード

□請求書払い

住　　所

請求担当者
(必ずご記入ください)

お支払い方法

府・県

姓名

 (　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　-  (　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　-

 □要(　　　　千枚)　 　 □不要

□自動引落とし

(全角8文字)

交換レート



　※下記の記入上の注意をよく読みご記入ください。

株式会社ティー・アイ・シー・エス御中

ティー・アイ・シー・エスホスティングサービス利用規約に同意し、本サービスに以下の通り申し込みます。

記　入　日

ふりがな

店舗名

ふりがな

代表者名

ふりがな

住　　所

電話番号 FAX番号

ふりがな

請求担当者
(必ずご記入ください)

ふりがな

住所

電話 FAX

Email

お支払い方法

番号 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
名義

有効期限

店舗名

景品名 ポイント

追加カード発行

　※お申込書類はご返送いたしません。控えの必要な方は事前にコピーをお取りください。

●印の無いものは申請無効となります。ご注意ください。

●登記簿謄本及び印鑑証明のご提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

●申込書は必要事項記入、押印後、必ずご郵送ください。FAXではお受けいたしておりません。

●振込先は「三井住友銀行　田園調布支店(普) 1185773」となります。なお、振り込み手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。

株式会社ティー・アイ・シー・エス　ネットワーク事業部

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-11 南平台野坂ビル2F

TEL 03-5728-7783    FAX 03-5728-7784

担当責任者

ティー・アイ・シー・エス　プレミアムホスティングサービス契約申込

府・県

(　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　-

□要(       千枚) 　 □不要

(apv-ps0031-001-01)

契約番号：

登録完了日：

備考

20   　　年　　　　月　　　　日

印
(認  印)

認印 役職

顧客管理 営業担当者

交換レート

□自動引落とし

(全角8文字)

VISA / MASTER
○を付けてください

□□/□□  (mm/yy)

□請求書払い

□クレジットカード

 (〒　　　　　　　　―　　　　　　　　　　)

府・県

(　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　-

都・道

姓名 部署役職

サービス種別：ポイント券発行タイプ

[　記入上の注意 ・　契約申込書(法人) ][　記入上の注意 ・　契約申込書(法人) ][　記入上の注意 ・　契約申込書(法人) ][　記入上の注意 ・　契約申込書(法人) ]

都・道

 (〒　　　　　　　　―　　　　　　　　　　)

ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書ティー・アイ・シー・エス プレミアムホスティングサービス契約申込書

(　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　―

本契約書をご記入
になる年月日です。

認印を必ずご捺印く
ださい。

代表者様のお名前と役職名
を必ずご記入ください。
代表者様のご捺印は認め印
で結構です。

ご請求に関わるご連絡先と
なるご担当者様を必ず1名ご
記入ください。Emailは必須で
す。

店舗名をご記入ください。

お支払方法をお選びくださ
い。

ポイント交換時の景品名及
び交換レートをご記入くださ
い。

カードの追加発行が必要な
場合は「要」にチェックをつ
け、枚数をご記入ください。
(カード発行は1,000枚単位と
なります。)



ティー・アイ・シー・エスプレミアムホスティングサービス利用規約ティー・アイ・シー・エスプレミアムホスティングサービス利用規約ティー・アイ・シー・エスプレミアムホスティングサービス利用規約ティー・アイ・シー・エスプレミアムホスティングサービス利用規約

第1条(利用規約)
　本利用規約は、株式会社ティー・アイ・シー・エス(以下「弊社」といいます。)が提供するプレミアムホステ
　ィングサービス(以下「本サービス」といいます。)を、第4条所定の契約者(以下「契約者」といいます。)が
　利用する際の一切に適用されるものとします。

第2条(本規約の範囲)
　弊社は、今後提供する本サービスに新たな基本サービス及びオプションサービスごとに個別の特約を定める場
　合、当該特約はこの本規約の一部を構成するものとし、この本規約と当該特約が異なる場合には、当該特約が
　優先するものとします。

第3条(本規約の変更)
　1.弊社は、契約者の承認を得ることなく本規約を必要に応じて変更することがあります。契約者はこれを承
　　諾するものとします。この場合には料金その他の提供条件は変更後の本サービス規約によるものとします。
　2.弊社は、規約を変更するときは、管理担当者(連絡先担当者)に対して、弊社の定めた方法により事前に通知し
　　ます。
　3.管理担当者(連絡担当者)への連絡を以って弊社の告知を完了するものとします。

第4条(契約者)
　契約者とは、弊社に本サービスの利用を申し込み、弊社がこれを承認した法人または個人をいいます。なお、
　契約者は本サービスの利用申込の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。

第5条(利用規約の成立)
　1.本サービスの利用契約は、弊社が別途定める方法による本サービスの利用申込を弊社が承諾したときに成
　　立するものとします。
　2.次の各号に該当する場合は、弊社は利用申込を承諾しないことがあります。
　　(1)利用契約の契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
　　(2)契約者が、本サービスの利用料金の支払を怠り、または怠る恐れがあると弊社が判断した場合
　　(3)申込者が本サービスの利用規約を解約され、又は弊社の除名等の処分を受けたことがある場合
　　(4)契約者が、当該申込に係る契約上の義務を怠る恐れがあることが明らかである場合
　　(5)利用契約の申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
　　(6)その他全各号に準ずる場合で、弊社が契約締結を適当でないと判断した場合

第6条(譲渡禁止)
　契約者は、利用契約に基づいて本サービスを利用する権利を他に譲渡することができません。

第7条(契約者の地位の継承)
　法人の合併により契約者の地位の継承があったときは、地位の継承をした者は、継承した日から30日以内に、
　弊社所定の書式で弊社に通知するものとします。

第8条(変更の届け出)
　契約者は、本サービスの利用申込の際に弊社へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに弊社所定の書
　式で変更の届け出をするものとします。

第9条(本サービス)
　本サービスの種別は別紙1に定める通りとします。サービス品目は、サービス種別毎に別紙1の通り定めるもの
　とします。弊社は、本サービスの規格及び仕様を、予告なく変更することがあります。

第10条(最低利用期間)
　利用規約の成立後、弊社が所定の作業を完了した日を本サービスの提供の開始日とし、開始日を起算日として
　3カ月目の末日までの最低利用期間とします。

第11条(本サービスの利用)
　1.契約者は、本サービスを、本規約の各条項及び別表記載の条件に従い自ら利用し、又は自己の従業員及び
　　労働者派遣契約に基づき自己の業務に従事する者その他契約者の指定する者(以下、併せて「利用者」とい
　　います。)に利用させることができるものとします。
　2.契約者は、利用者に本規約を遵守させるものとします。
　3.契約者は、本サービスの利用に関わる一切の費用(設備・機器、ソフトウェア等に要する費用、電気通信回
　　線利用料金を含みます。)を負担します。

第12条(利用目的)
　1.契約者は、本サービスを通じて営利を目的とした行為を行うことができるものとします。但し、本項の規
　　定は、第14条及び第16条の規定の適用を妨げません。
　2.前項に基づく本サービスの利用であっても、ユーザは次の行為を行わないものとします。但し、本項の規定
　　は、第14条第2項の規定の適用を妨げません。
　　(1)営業活動の取締り、規制に係る各種法令、規則等に違反する行為
　　(2)他社の営業活動を妨害する行為
　　(3)募金、カンパ、寄付、布施その他名目を問わず金品の交付を受けること又は出資を募ることを目的とす
　　　る行為
　　(4)製品、サービスの販売のための組織、ネットワークの構築を目的とする行為
　　(5)個人情報の収集を目的とする行為
　　(6)その他全各号に準ずる場合で、弊社が適当でないと判断する行為

第13条(アカウントの登録)
　1.契約者は、利用者毎に本サービスの利用のためのアカウント(以下「アカウント」といいます。)を登録する
　　ものとし、アカウントの使用・管理に一切の責任を負うものとします。
　2.アカウントによる本サービスの利用は、すべて契約者による利用と見做されるものとし、契約者はこの利
　　用により生じた弊社又は第三者に対する債務の全額を弁済する責を負います。

第14条(契約者の責任)
　1.契約者は、アカウントによって、本サービス用の設備として弊社が設置しているサーバ(以下「サーバ」と い
　　います。)に収録、蓄積される情報に関する全責任を負うものとし、第三者との間に著作権等その他の事項に
　　関して紛争が生じた場合、契約者は自己の任と負担で解決するものとします。
　2.契約者は、本サービスを利用して次の行為を行わないものとします。
　　(1)他社(国内外を問いません。以下同様とします。)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又
　　　は侵害するおそれのある行為
　　(2)他社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
　　(3)他社を差別又は誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
　　(4)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
　　(5)わいせつ又は幼児虐待にあたる画像、文書等を送信又は表示する行為
　　(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
　　(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
　　(8)他社になりすまして本サービスを利用する行為
　　(9)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為、又は公職選挙法に違反する行為
　　(10)無断で広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
　　(11)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に不利益を与える行為
　3.契約者又は利用者による本サービスの利用に起因し、弊社に対してクレーム、請求がなされ又は訴訟が提
　　起された場合は、契約者は自己の責任と費用で当該クレーム、請求又は訴訟を解決するものとします。
　　なお、当該クレーム、請求又は訴訟に起因して弊社が損害を被った場合は、契約者は確定した損害、費用
　　(弁護士費用を含みます。)に相当する金額を弊社に支払うものとします。
　4.契約者は、前項の場合の他、契約者又は利用者が本サービスの利用に関連して弊社又は第三者に損害を及
　　ぼした場合は、当該損害を賠償するものとします。

第15条(利用の中断)
　弊社は、以下のいずれかが起こった場合は、契約者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断す
　ることがあります。
　　(1)本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
　　(2)火災、停電等による本サービスの提供ができなくなった場合
　　(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
　　(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により弊社の提供ができなくなった場合
　　(5)契約者と利用者又は第三者の間で紛争が生じた場合
　　(6)弊社に対し第14条第3項の請求又は訴訟の提起がなされたとき
　　(7)弊社に対し契約者に係わるクレーム、請求等がなされ弊社の業務に支障をきたすと弊社が判断した場合
　　(8)その他運用上或いは技術上、弊社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

第16条(免責)
　1.弊社は、本サービスに関連して発生した契約者又は利用者のいかなる損害(逸失利益及び第三者から契約者
　　又は利用者に対して為されたクレーム、損害賠償請求等に基づく損害を含みます。)についても、一切責任
　　を負わないものとします。
　2.弊社は、本サービスの利用に遅延又は中断(前条の中断を含みますが、これに限りません。)が生じても補償
　　の責任を一切負わないものとし、契約者及び利用者が被った損害(逸失利益を含みます。)に関し、何らの責
　　任も負わないものとします。
　3.弊社は、アカウントによってサーバに収録、蓄積された情報の消失又は毀損に関して何らの責任も負わない
　　ものとします。

第17条(料金の支払い)
　1.契約者は、本サービスの利用料金として、別紙1に定める金額(消費税別)を弊社に支払います。
　2.契約者は、請求書に記載された期日までに当該請求書に係わる本サービスの利用の対価を全額、弊社に支
　　払うものとします。3.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。

第18条(延滞利息)
　1.契約者が本サービスの利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は支払期
　　日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料
　　金その他債務と一括して、弊社が指定した日までに指定する方法で払うものとします。
　2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。

第19条(契約者からの解約)
　1.契約者は、解約を希望する月の1カ月前までに弊社が指定する方法で弊社に届け出るものとします。

第20条(弊社からの解約)
　1.契約者が次のいずれかひとつにでも該当する場合は、弊社は利用契約を解約することができます。また、
　　契約者は、該当した時点で弊社に対して利用契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失
　　するものとします。
　　(1)本サービスのアカウントを不正に利用した場合
　　(2)本サービスの運用を妨害した場合
　　(3)本サービスの利用を停止された契約者が、提供停止期間中もなおその事実を解消しない場合
　　(4)契約者が、差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合
　　(5)契約者が法人の場合、破産・民事再生・会社整理・会社更生の手続き等の申し立てにより解散もしくは
　　　事業が廃止になった場合
　　(6)租税公課を滞納して保全差押を受けた場合
　　(7)支払いを停止した場合
　　(8)契約者振出の手形、小切手が不渡りになった場合
　　(9)資産、信用、又は営業の譲渡、合併等事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難にな
　　　るおそれがあると相手方に於いて判断した場合
　　(10)本サービスの利用申込時に虚偽の申告をした場合
　　(11)本サービスにより利用しうる情報の改ざんを行った場合
　　(12)本サービスの利用料金の支払いを遅延し、又は拒否した場合
　　(13)本規約の全部又は一部に違反した場合(利用者が違反した場合を含みます。)
　　(14)その他、契約者及び利用者として適当でないと弊社が判断した場合
　2.契約者が前項各号に該当したことにより弊社が損害を被った場合、利用契約の解除の有無にかかわらず、
　　契約者に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。

第21条(終了)
　1.弊社は、本サービスの提供を終了する場合は、契約者に対し弊社の定める方法により事前に通知するもの
　　とします。但し、緊急の場合はこの限りではありません。
　2.前項の通知は、本サービスのホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後1カ月経過した
　　時点で全ての契約者に通知したものとします。
　3.弊社は、理由の如何を問わず、第1項の通知を行なうことにより本サービスの終了により契約者が被った
　　被害について一切免責されるものとします。

第22条(終了後の措置)
　1.弊社は、本サービスの提供に伴い取り扱った通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サー
　　ビスの提供により知リ得た契約者及び利用者に関する情報(営業上又は技術上の秘密又は個人情報を含み
　　ます。)を他に開示、漏洩せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて使用しないものとします。
　2.弊社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜査)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、
　　当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
　3.契約者は、本サービスの提供により知り得た弊社の業務上又は技術上の秘密情報を弊社の書面による承諾
　　なしに利用者その他第三者に開示、漏洩しないものとし、本サービスを利用するために必要な範囲を超え
　　て使用しないものとします。
　4.弊社は、契約者が本契約に基づく義務に違反しその他本サービスの提供を妨害する行為をなした場合、本
　　サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、本サービスのために契約者に関する情報を使
　　用または提供することができます。
　5.弊社は、利用契約の終了後又は弊社が定める保存期間の経過後は、第1項の契約者及び利用者に関する情
　　報を、消去するものとします。但し、利用契約の終了後又は弊社が定める保存期間の経過後においても、
　　法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

第23条(専属的合意管轄裁判所)
　本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(準拠法)
　本規約に関する準拠法は、日本法とします。

附則
　この利用規約は、2002年4月1日より効力を発するものとします。

(apvrk0021-010)



プレミアムホスティングサービス利用規約

別紙1
■サービス種別■サービス種別■サービス種別■サービス種別

AP Variant Series RS 機能名称 RS EC WD ES BID ES2

EC 予約機能 ◎

WD 通販機能 ◎

PS スケジュール機能 ◎

ES アンケート機能 ◎

FAX 入札機能 ◎

BID 申込受付機能 ◎

WS 会員登録機能 ◎ ◎ ◎

ES2 メールニュース配信機能 ◎ ◎ ◎ ◎

コミュニケーション機能 ◎ ◎ ◎ ◎

掲示板機能 ◎ ◎

メーリングリスト機能 ◎ ◎

共有ファイル機能 ◎

アドレス機能 ◎ ◎

管理者用機能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

イニシャルコスト

月額基本利用料

年会費 ◎ … 月額料金に含まれる機能です。

追加ポイント券発行料(1,000枚毎 ※ カスタマイズが必要な場合は別途カスタマイズ費用が発生します。

※ カスタマイズが必要な場合は別途カスタマイズ費用が発生します。

イニシャルコスト

月額基本利用料

カード発行料(1,000枚毎)

※ カスタマイズが必要な場合は別途カスタマイズ費用が発生します。

イニシャルコスト

月額基本利用料

カード発行料

※ カスタマイズが必要な場合は別途カスタマイズ費用が発生します。

APV-FAX

イニシャルコスト

月額基本利用料

※ APV-FAXシステムは日本国内のみのサービスです。 ※ カスタマイズが必要な場合は別途カスタマイズ費用が発生します。

APV-FAX-S

イニシャルコスト

月額基本利用料

※ APV-FAX-Sシステムは日本国内のみのサービスです。 ※ カスタマイズが必要な場合は別途カスタマイズ費用が発生します。

イニシャルコスト

月額基本利用料

監視先追加オプション

※ 月額基本利用料には3箇所の監視先が含まれます。 ※ カスタマイズが必要な場合は別途カスタマイズ費用が発生します。

■サービス提供時間■サービス提供時間■サービス提供時間■サービス提供時間

サポート窓口

(apvrk0021-011)

\50,000.-

\5,000.-

1監視先追加毎\2,000.-

月曜日～金曜日　10:00～18:00 (休日:土日・祝祭日)

\10,000.-(A4サイズ50ページ送信料を含む)

送信従量料
A4サイズ50ページ毎\1,500
(月額基本利用料に含まれる枚数を超えた場合)

■ホームページ改ざん監視システム料金表(税別)■ホームページ改ざん監視システム料金表(税別)■ホームページ改ざん監視システム料金表(税別)■ホームページ改ざん監視システム料金表(税別)

\10,000.-(A4サイズ50ページ送信料を含む)

送信従量料
A4サイズ50ページ毎\1,500
(月額基本利用料に含まれる枚数を超えた場合)

\450,000

\10,000

別途

■APV-FAX シリーズ料金表(税別)■APV-FAX シリーズ料金表(税別)■APV-FAX シリーズ料金表(税別)■APV-FAX シリーズ料金表(税別)

\50,000.-

\10,000

\5,000

バーコード付メンバーズカードタイプ

\50,000

\20,000-(2年目以降/毎年)

\15,000

ユアセルフタイプ

\50,000

イニシャルコスト \20,000

 各システム共　\50,000.-

      <内訳>

 各システム共　\10,000.-

        入   会   費 　\15,000

        初年度会費 　\20,000

        初回ポイント券(1,000枚) 　\15,000

申込受付システム インターネットを利用したエントリー受付システム

■APV-PS シリーズ料金表(税別)■APV-PS シリーズ料金表(税別)■APV-PS シリーズ料金表(税別)■APV-PS シリーズ料金表(税別)

ポイント券発行タイプ

電子入札システム インターネットを利用した電子入札・調達システム

ホームページ改ざん監視システム ホームページ改ざん等の監視システム

アンケートシステム インターネットを利用したアンケート作成・受付システム

FAXシステムシリーズ インターネットを利用したFAX送信システム

高機能グループウェア インターネットを利用した情報共有システム

ポイントシステムシリーズ インターネットを利用したポイント発行・交換システム

オンライン予約システム インターネットを利用した予約受付システム

オンライン受注システム インターネットを利用した通信販売システム

■ベースシステム料金表(税別)■ベースシステム料金表(税別)■ベースシステム料金表(税別)■ベースシステム料金表(税別)

サービス名称 内　容 AP Variant


