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【インテグラル】

インテグラル

コア

それは欠かすことのできないネットワークの核。

(
■

インテグラルは高性能サーバを丸ごと1台専用して利用できるレンタルサーバサ

主なサービス内容

)

コントロールパネル
サーバの設定は全てコントロールパ
ネルで行えるようになっています。
このシステムコントロールパネルで
は、ユーザ追加と管理、バーチャル
ホストの設定、メールアドレス関連
の設定、ネームサーバ等の各サービ
スのメンテナンスやアクセス制限、
サーバ内データのバックアップの設
定や実行、アプリケーションのアッ
プデート、サーバシステム状態の確
認などが行えます。使い方は簡単。ブラウザで専用の頁へアクセスし、設定を行い
たい項目を選択、必要な数値や文字列を入力し、後はクリックするだけです。分か
りやすいインターフェイスとなっているため、専門的な知識がなくてもサーバ管理
を行うことができます。

ービスです。ホームページやメールアドレスをお客様の独自ドメインで運用で
きるのみならず、お客様ご自身がサービスプロバイダとして、第三者にサーバ
サービスを提供し、ホスティングサービスを運営することも可能な機能を搭載
しています。また、サーバやユーザの設定管理を簡単に行うことができる「コ
ントロールパネル」がありますので、サーバの専門知識がなくても心配ありま
せん。専用サーバなら、共有サーバと異なり、他ユーザの影響を受けることも
ないため、セキュリティの面でも安心です。インテグラルは「データベース連
動型のハイレベルホームページコンテンツ」や、「共有ホスティングでは展開
が難しい大規模なプロジェクト」「様々なプログラムを利用したサービス」な
■

ど、フレキシブルな運用が可能なサービスなのです。

(
■

インテグラル

9つの特徴

)

低コスト

ネットワークの準備からサーバ構築まで全て整った状態でサービス開始となりますので、ご契約後す
ぐに運用開始が可能で、サーバを管理するための専門的知識や技術スタッフは不要です。

■

コントロールパネルでの簡単管理

■

サーバの運用や管理に必要な様々な設定はブラウザから「専用コントロールパネル」にて操作可能で
す。もちろんUNIXコマンド等は一切使わずに数値や文字入力とクリックだけで簡単に設定変更など
ができます。

■

複数独自ドメイン
帯域保障

帯域保証とはそのサーバが繋がっている回線速度を保証するというもので、インテグラルでは全ての
サーバにおいて512Kbpsの通信速度を保証しています。この帯域保証はオプションで増速すること
が可能です。

■

■

ファイアウォール機能

■

充実のオプションサービス
root権限

サーバの最高権限＝rootをお客様にお渡し致しますので、事実上「専用マシン」となります。全て
の設定をroot権限で行うこともできます。

データベース利用可能
DBとしてMySQLが標準でインストールしてあり、追加でコントロールパネルから
PostgresSQLのインストールができます。なお、root権限はお客様のものです
ので、その他DBをインストールすることも可能です。

用途や目的に合わせて必要な機能を追加できるようオプショナルサービスは充実しています。必要な
時必要なサービスをご利用いただけます。

■

帯域保証
ベストエフォート方式とは異なり帯域が保証されているので、同じネットワーク内
の他サーバに影響されない安定した回線を確保できます。また、オプションでこの
帯域は増速することができます。

サーバへの不正なアクセスを防ぐファイアーウォール機能を搭載。重要なデータ群を守ります。

■

telnet アクセス可能
UNIXShell環境として、Cシェル、Bornシェルをご用意しています。サーバのオ
ペレーティングシステムはFreeBSD 4.Xです。root権限はお客様にありますの
でご利用に制限はございません。またperlバージョン5、PHP4およびGNU製Cコ
ンパイラー「gcc」を、日本語をご利用になるお客様のために漢字コード変換ツー
ル「nkf」を搭載しております。

既に取得済みや新規取得予定の独自ドメインによるWebサイトの運営や、メールアドレス等のご利
用ができます。もちろん複数ドメインを同時に運用する事も可能です。

■

メールアドレス無制限
電子メールアカウントは「ご希望名＠お客様のドメイン名」形式で、お客様自身で
設定が可能ですので新規追加、削除などいつでも行えます。ここで設定されたメー
ルアドレス宛に届いたメールはそれぞれ特別のメールボックスに収納されます。も
ちろん、バーチャルドメイン用のユーザに対しても同様です。それぞれの電子メー
ルアドレス宛に着信した電子メールを、お客様が既にお持ちの電子メールアドレス
または任意のアドレスに自動転送することも可能です。

■

カスタムCGI/SSI
perl5をデフォルトで装備。もちろんSSIもご利用いただけます。

■

アプリケーションアップデート

ベーシックなサーバソフトウェアをアップデートします。Apacheなどで頻繁に行われるバグ修正用
パッチ等、常に最新情報をチェックし、更新していきます。

■

安全管理・安心サポート

ハード面）サーバ本体はあらゆる災害に対応可能な通信専用のデータセンターで24時間365日体制
で厳しく管理されています。ソフト面）専用の多機能コントロールパネルを利用できる他、何か問題
があれば弊社カスタマースタッフ並びにテクニカルスタッフが責任を持ってバックアップ致します。

■

バーチャルドメイン／サブドメイン無制限
複数のドメインによる運用＝独自ドメインでバーチャルドメインやサブドメインで
の運営が可能です。設定はコントロールパネルで簡単に行うことが可能です。また
商用での運用も可能です。
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(

ユーザーズコントロールパネル
Users'Control Panel
インテグラルオプションサービス

) (

)

高速インターネット接続環境

バックボーンはCable&WirelessIDCを経由してJPIX、NSPIX2に
接続されており、高速なアクセスが可能です。

【インテグラル】

■

高速高性能、実績と信頼の
あるWebServer使用

インテグラルで使用するサーバマシンは全
て、PC/AT互換機上で動作する最新の
FreeBSDをOSとして搭載。高速処理・
高性能・高パフォーマンスを実現。実績と
信頼性の高いUNIXマシンとしてご提供し
ております。
各サーバは100Mbps(FastEthernet)

ネクストウェブ専用サーバサービス「インテグラル」は、管理用コントロールパ
ネルによって、特別な知識や技術がなくてもサーバの設定管理の全てを簡単に行
うことができます。さらにオプションサービスの「ユーザーズコントロールパネ
ル」をご利用いただくと、各ドメインを利用した機能に対する全ての設定は、サ
ーバ管理者ではなく、そのドメイン管理者に任せることが可能となり、各メール
アカウントのパスワードや転送先メールアドレスは、メールアカウントユーザ自
身が設定管理することができるようになります。また、このコントロールパネル
のデザインは、サーバ管理者が自由につくることができるので、お客様ご自身が
独自のホスティングサービスを運営することも可能となるのです。

の構内LANに接続し、コンピュータによる
自動監視を24時間365日体制で実施して
います。また、停電時対策として事故発生
時に瞬時に自己発電装置が作動、サーバの

■

バックボーンイメージ
NSPI
XP-3 100M

Cable&Wireless
IDC

■ 当サービスをご利用頂くと「簡単に」「本格的な」「バーチャルホスティング
■

45M

サービス」を提供する事ができます。弊社ネットワーク内のサービスですが完
全に独立した専用サーバ内でバーチャルホスティングを行いますので、ユーザ

Osaka

す。例えばコンテンツ制作を行っているプロダクションで、ホスティングも頼
まれる事の多い方や、自社以外にも複数のドメインとコンテンツを管理されて
■ いる方には最適なサービスと云えます。

■ コントロールパネル自体のデザインをサーバ管理者自身でカスタマイズ可能。
■ 各ドメイン管理ユーザごとに各ドメイン内の設定管理をお任せ。
■ メールアカウントユーザ自身でパスワードや転送先の設定が可能。
■ サーバ管理者は全てのドメインのユーザを管理可能。
＊当サービスをご利用頂くにはインテグラルへのご契約が必要となります。

(

インテグラル 主な標準装備

930M

155M

Cable&Wireless
IDC

Palo
Alto

UCP 4つの特徴

)

■OS：FreeBSD4.x ■WWW：Apache ■CGI/SSI：
perl5/PHP4 ■telnet/SSI：利用可能 ■メールサーバ：Qmail ■
メーリングリスト：無制限。Ezmlm-idx（標準）を搭載しコントロールパネ
ル及びコマンドメールで設定可能 ■アクセスログ：analogによるログ解析
閲覧可能 ■MySQL：インストール済 ■バーチャルドメイン：利用可能
。設定・管理用コントロールパネル装備
■アクセス制限：
telnetd/ftpd/sshd/poperの制限可能 ■ファイアーウォール：任意
のサービス（ポート番号）のIPアドレス／ネットワーク単位での許可／不許
可の設定及び明示的に許可したアクセス以外の全てを拒否。inetd以外のア
プリケーションへのアクセスも制限可能 ■ソフトウェアアップデート：コ
ントロールパネルで対応 ■データバックアップ：lzh形式でサーバ内保管
■コントロールパネル：標準 ■ほか多数。

Yoyohama

1.2G

■ ーズコントロールパネルのURLもご契約頂いた方のご希望のもので表示されま
■

保全に務めます。

データセンター内に設置したサーバ
筐体自体特化した薄型の1Uと呼ばれるものを使用。

155M

Cable&Wireless
IDC

Tokyo

155Mx3

2.2G
JPIX
1.0G

155Mx4

1.0G

155M

San
Francisco

JPIX

NSPI
XP-2

Cable&Wireless
IDC
*ネットワークに関する詳しい情報はCable&WirelessIDC社のサイト等をご確認ください。

( インテグラル

サービス開始までの手順と期間

)

弊社WEBサイトよりお申込
＊弊社WEBサイトにアクセスして頂き、インテグラル申し込みページから必要事項をご入力の上お申込ください。

▼

ご入金
＊ご入力頂いたメールアドレス及び住所宛にそれぞれ請求書を送付致します。到着後内容を充分にお確かめの上弊社指定の銀行
口座へ契約費用をお振り込みください。

▼

サーバ受渡
＊入金確認後、郵送でサーバ設定情報を送付いたします。設定情報が届いた時点で利用可能となります。
約3〜5日程度

▼

サービス開始
＊サーバの設定をコントロールパネル等で行って頂きます。FAQをご参考ください。
また、ドメインの移転方法につきましては弊社サイトに解説がありますので是非ご利用ください。
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【インテグラル】

( ネクストウェブインテグラル利用規約 )
第１章
総則
第1条（会員規約）
ネクストウェブ株式会社、（以下、当社という）は ネクストウェブサービス利用規約（以下、本規約という）に基づきネクストウェブサ
ービス（以下、本サービスという）を提供し、本サービスを利用する個人および法人は（以下、契約者という）は本規約を遵守するととも
に、本サービスの提供に係わる当社の指導に従わなければなりません。
第2条（規約の変更）
１ 当社は契約者の了承を得ることなく本規約を随時変更できるものとし、契約者はこれを承諾します。規約が変更されたあとの本サー
ビスにかかわる料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
２ 規約を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条（当社からの通知）
１前条の場合の他当社が必要と判断した場合、当社は契約者に対し随時必要な事項を通知します。
２項通知の内容は通知した時点で直ちにすべての契約者が了承したものとします。
３通達手段は電子メール、書面または当社のホームページなど当社が適当と判断する方法により行います。
４前項の規定に基づき当社から契約者へ掲示した通知はその文書内明記してある日に行われたものとします
第4条（用語の定義）
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
１）専用レンタルサーバサービス
本規約に基づき、当社が保有する、データセンターに常設され インターネット網に接続されたサーバ内のディスクスペースおよびその機
能、帯域（512Kbps)単位を貸し出すとともに、当社がサーバの設定および接続環境を保守管理し、その利用権を利用者に設定するサービ
ス。
２）共有ホスティングサービス
本規約に基づきネクストウェブのサーバのディスクスペースを用いて提供されるホスティング・サービス。３）ドメイン転送サービス
本規約に基づき当社が保有するデータセンターに常設されたインターネット網に接続されたサーバ内に登録された契約者保有のドメインを
契約者が希望する他 URLおよびメールアドレスへの転送を設定し提供するサービス。
４）ドメイン名
当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の特定空間を示す名前。
５）ドメイン管理サービス
ドメイン名を割り当てる団体に対するドメイン名の維持および情報の登録管理を行うサービス。
６）サーバ監視サービス
当社ツールを用いて設定したサーバの死活およびサービスの死活をリモートから監視し、その結果を電子メールで通知するサービス。
７）IP
当社が提供するサービスにて利用する各サーバのIP
８）パスワード
当社が提供するサービスにて利用するrootパスワード、管理ID用パスワードおよびFTPパスワード、ドメインユーザ用パスワード、メー
ルアカウントパスワードの総称。
９）管理用ID
当社が「バーチャルウェブ」サービスにおいて契約者に付与される該当サービスの管理およびFTPアカウント。
(１０）root
当社「インテグラル」サービスにおいて契約者に付与されるサーバ管理権限。
（１１）オプションサービス
当社が提供する「ネクストウェブインテグラル」「ネクストウェブバーチャルウェブ」サービスに付加して利用することができるサービス
の総称
第２章
専用レンタルサーバ
第１節 利用規約
第5条（サービス品目）
当社が提供する専用レンタルサーバサービスには次の品目があります。
（１）インテグラルTypeA
（２）インテグラルTypeB
（３）インテグラルTypeC
２ 各機能については当社ホームページにて通知いたします。
第6条（オプション）
オプションサービスで提供されるサービス、機能についてはホームページで通知します。ただしオプションサービスのみでの提供は行いま
せん。
２ 各機能については当社ホームページにて通知いたします。
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第7条（入会の申し込み）
契約者は本規約内容に関して承諾及び遵守する旨の契約者の意思表示を明確にし、当社所定の書式に必要事項を記入入力した上で、当社に
提出することにより行うものとします。
第8条（入会の承認とサービスの開始）
当社は第 7条に基づく契約者の申し込みを受けたあと、申し込み内容に不備がなく初回費用の支払いを確認することによりこれを承諾する
ものとします。
１ 申し込みに係わるサービスの提供は、申し込みを受け付けた順とします。ただし当社が必要と認めるときは、これに限りません。
２ 本サービスの提供は当社が申し込みの承諾をした順とし、契約者に対し運用開始日・申し込み内容の確認、IP・パスワードを明記し

た運用開始通知を封書で発行します。契約者はサービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に係わらず当社が定める方法により利用料
金を支払うこととします。
第9条（入会の承認の拒絶・取消）
１ 当社は、次の各号に該当する場合は（またはその恐れのある場合は）その者の入会の承認をしないことがあります。
（１）入会申し込みをした個人または法人が実在しない場合
（２）当社契約申込書に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合
（３）入会申し込みをした時点で本サービスの利用料金の支払いを怠っていることまたは過去に支払いを怠ったことが明らかな場合
（４）過去に本サービスを利用した際本規約を遵守しなかった場合
（５）現在本サービスにおいてサービス停止に該当している場合
（６）申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合
（７）その他当社が契約にあたり不適当と判断した場合
２ 当社は承認後であっても承認した契約者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。また、
その場合すでに支払われた料金は返却しません。
第10条（契約の期間と起算日）
本サービスの利用期間の起算日は本契約成立後当社での準備が完了した後、サービス開始を封書で通知した日の翌月1日からとし契約期間
は1ヶ月とします。
第11条（契約の自動更新）
契約者から当社への契約事項の変更及びサービスを継続しない旨の申出がない限り、本契約は自動的に同一の条件でさらに 1ヶ月継続する
こととし、その後も同様とします。
第12条（最低利用期間）
最低利用期間は6ヶ月とし、これ以内に利用を終了する場合も6ヶ月分の利用料金が発生します。
第13条（契約の単位）
本契約は、1つのサービスのごとに締結します。また、1つの契約に対し 1個人または1法人または1団体のいずれかと締結されるものであり1
つの契約に対し複数の個人、法人、団体と契約を結ぶことはできません。
第14条（譲渡禁止）
契約者は当社の契約者として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり売買、質権の設定その他の担保に供するなどの行為はできな
いものとします。
第2節 契約事項の変更など
第15条（契約者の名称などの変更）
契約者は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは居所に変更があった場合は、当社に対し速やかに当該事項の事実を証する当社所定の書
式をもってその旨を届けるものとします。
２ 前項申し出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切のその責任を負わないものとします。
第16条（品目の変更など）
契約者は以下に掲げる項目について本契約の内容を変更することができます。
（１）オプションサービスの追加と削除
（２）サービスの種類および品目の変更
２ 変更は当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効
力が生じるものとします。ただし、本規約内容に該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
第17条（法人の地位の継承）
契約者である法人の合併により契約者たる地位が継承されたときは、当該地位を継承された法人は当社に対し、速やかに当該変更の事実を
証する書類を添えてその旨を30日以内に申し出なければなりません。
２ 第9条（入会の承認の拒絶取消）の規定は前項の場合について準用します。この場合において同条中入会申し込みは変更申出と読み替
えるものとします。
第18条（個人の地位の引継）
契約者である個人（以下この項において元契約者とする）が死亡したときは、当該個人に係わる本契約は終了します。ただし、相続開始の
日から2週間を経過する日までに当社に申し出をすることにより、相続人（相続人が複数ある場合は最初に申し出た相続人）は引き続き当
該契約にかかわる本サービスの提供を受けることができます。当該申出のあったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位（責
務を含む）を引き継ぐものとします。
２ 第9条（入会の承認の拒絶・取消）の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中入会申し込みは変更申出、
申込者は相続人と読み替えるものとします。
第3節 サービスの提供
第19条（サービスの制限）
当社は電気通信事業法第 8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防または
救援、交通、通信または電力の供給の確保もしくは秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱
うため、本サービスの利用を制限する措置をとる事があります。
第20条（サービスの一時中断）
当社は次の事由があるときは一時的に本サービスを中断することがあります。
（１）当社のシステムに保守する必要があるとき。
（２）地震、洪水など天災、火災、停電などの災害、または戦争、動乱、騒乱、労働協議があったとき。
（３）当社の電気通信設備にやむをえない障害が生じたとき。
（４）第 1種電気通信業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難なとき。
（５）契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他の契約者の利用に支障をきたす原因となった場合。
（６）その他、当社が運用上必要と判断したとき。
２ 当社は本サービスの一時中断をするときには契約者に対し事前にその旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし緊急やむをえない
ときはこの限りではありません。
第21条（サービスの停止)
当社は、契約者が次の事由に該当する場合はサービスの提供を停止することがあります。
（１）第4節（禁止事項など）の規定に違反した場合。
（２）第5節（契約者の義務）の規定に違反した場合。
（３）申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
（４）利用料金の支払期日を経過しても、なおまだ支払われない場合。
（５）あらゆる紛争の当事者となった場合、または当事者になると思われる場合。
６）当社の業務遂行またはサービス提供に支障を及ぼし、もしくは及ぼす恐れ
がある場合。
（７）契約者への本サービスの提供が、業務上、技術上著しく困難が認められた場合。
（８）本サービスを利用し当社または外部に迷惑行為を行った場合。
（９）本サービスを利用する際、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為を行った場合。
２ 当社は前項各号の事由でサービス停止をする場合は、理由の如何を問わず直ちに停止するものとします。なお、当社はこの停止による
データの消失やいかなる損害についても責任は負いません。
第23条（サービスの再開）
21条1項4号においてサービス停止となっている契約者が未払い料金を支払った場合、支払い月の末日までに入金確認できたときは無料で
サービスを再開します。ただしそれを経過し翌月5 日までに入金があった場合は再設定料を申し受け、これが支払われた場合はサービス再
開をします。
第23条（サービスの変更）
当社は契約者への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
第24条（サービスの廃止）
当社は、業務の都合上やむを得ず特定のサービスを廃止することがあり、契約者はこれを承諾します。
２ 当社は前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までにメールによりその旨を通知します。
３ 契約者は、第 1項のサービス廃止があったときは、当社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類または品目のサービスを
受けることができます。
第4節 契約の解除
第25条（当社が行う契約の解除）
当社は、次の事由に該当する場合はサービス停止せずに、直ちに本サービス契約を解除することがあります。
（１）第21条第 1項各号（サービスの停止）のいずれかの事由でサービス停止となったまま 15日 以上、契約者がその原因を解消しないと
き。
（２）第21条第 1項（サービスの停止）の事由がある場合で、当該事由が当社の業務に著しい支障をきたす恐れがあるとき。
２ 当社は前項の規定で本サービス契約を解除するときは契約者に対しその旨を登録されている契約者情報のメールアドレスにあててメー
ルで通知します。
第26条（契約者が行う契約の解除）
契約者は、本サービス契約を解除するとき（次項および第 3項の規定による場合を除く）は当社に対しその旨を当社指定の書面で通知する
こととします。この場合において当該解除は、その通知が当社に到着した月の翌月末日、またはそれ以降の契約者が当該通知において解除
の効力が生じる月と定めた月の末日に効力が生じるものとします。
２ 契約者は、第19条（サービスの制限）または第20条（サービスの一時中断）に定めた事由が生じたことにより本サービスを利用する
ことができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することが

できます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。
３ 第24条（サービスの廃止）の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(第24条第3項の規定により、サービスの種類また
は品目に変更があった場合を除く) は、当該停止の日に当該品目に係る本サービス契約が解除されたものとします。
４ 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を 通知 もしくは 催告しない場合がありま
す。
第5節 契約者の責務
第27条（情報の取り扱い）
契約者は契約者のデータ領域内でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を契約者
がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
２ 当社は契約者が登録したデータにつき何等の保証も行わず、その責任を負わないものとします。
３ 契約者は、契約者のデータ領域内での紛争などは契約者の責任において解決するものとし、当社またはその他の第三者に迷惑をかけま
たは何等の損害も与えないこととします。
４ 契約者が本規約に違反して、当社に損害を与えた場合、当社は契約者に損害賠償を請求できるものとします。
５ 当社は契約者が登録したデータにつき、当社に必要があるときは閲覧することができまた契約者当社間の紛争の際、証拠とするため、
その他当社の利益を守るために必要なときはそれを複製する権利を有するものとします。
第28条（データの管理責任）
契約者はサーバの故障・停止時の復旧の便宜を図るため、登録したデータの複製を保管する義務があります
第29条（アカウント・パスワードの管理責任）
契約者は、当社から発行されたrootのパスワードを漏洩しないよう管理し、いつでも当社からの連絡に答える義務があります。
２ 契約者がrootパスワードを変更せずに紛失した場合は、当社はパスワードの再発行をします。ただし、発行先は当社に登録されてい
る契約者情報の住所への郵送となります。
３ 契約者がパスワードを変更した後に紛失しサーバへログインできなくなってしまった場合は、当社は初期パスワードへの再設定を行い
ます。なお、当社はそれによるいかなる損害についても責任は負いません。
４ 当社は、契約者のrootパスワードがほかの第三者に使用されたことによって、契約者の被る損害については一切の責任を負いません
。
５ 当社は、契約者のrootパスワードが第三者に使用されたことによって生じた当社の損害に対する賠償を、契約者に求めることができ
ます。
第6節 設備
第30条（設備の所有権）
本サービスに使用する機器の所有権は当社に帰属します。
２ 当社は、本サービス提供に必要な当社所有の機器に障害があった場合、当社の実費負担でこれを修理するものとします。ただし、原因
が契約者にあった場合は契約者の負担となります。
３ 当社は、本サービス提供に必要な当社所有の機器に障害が起きた場合、その内部におかれたデータの保証および、その際に被った契約
者の損害について一切の責任をおいません。
第7節 利用料金
第31条（契約者の支払い義務）
契約者は、当社に対し本サービス利用に係る初期設定費用、月額基本料金及びオプションサービスの利用料、再設定などにおいて発生する
料金、ドメイン管理に関する料金及びこれらにかかる消費税相当額を滞納することなく払わなければなりません。
２ 品目変更、オプションサービスの追加もしくは変更で発生する料金はその設定がなされた月から発生します。
３ 本サービス利用に係る料金は、課金開始日（運用開始日の翌月１日）から当該サービス契約解除日までの期間において発生します。
４ 本サービスが第21条(サービスの停止)で停止された場合の該当停止期間およびその他の事由により本サービスをまったくの提供があ
ったものとして扱い、1 項および前項が適用されることとします。
第32条（料金）
初期設定料及び月額利用料、オプション料金、再設定料 ドメイン管理料などは別途規定するものとします。
２ 初期設定料とともに月額利用料と同額の保証金を入金するものとします。ただしこの保証金は、解約時、最終月の利用料金として相殺
します。
第33条（料金の支払い方法）
契約者は、第31条（契約者の支払い義務）の規定の料金は当社が指定する日までに、当社が定める支払方法により支払うものとします。
２ 振込み手数料および消費税法で定められた消費税は契約者が負担するものとします。
第35条（割増金）
第31条（契約者の支払い義務）の規定に定められた費用の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対してその免れた金額の 2倍に相当する
金額を支払うものとします。
２ 第33条（料金の支払方法）は前項の場合について準用します。
第36条（遅延金）
契約者は、第31条（契約者の支払い義務）の規定に定められた費用の支払いを怠ったときは、次項で定める方法で算出した額の遅延損害
金を支払うものとします。但し、当該支払いがその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときにはこの限りではあ
りません。
２ 遅延金の額は次の通りとします。
（１）契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、14.5% の割合で計算される金額を遅延利息として利用料その他の料
金と一括して当社が指定した方法で支払うものとします。
（２）前項支払いに必要な振込手数料、消費税は全て契約者負担となります。
第37条（未払による債権譲渡）
第31条（契約者の支払い義務）の規定に定められた費用の支払いを怠り、支払い催告にも応じない場合には、その債権は債権回収業者に
譲渡されます。それによって、請求元、支払い先は譲渡先に変更となるため、その際の請求額は、譲渡先の指定するものとなります。
第38条（利用不能状態における料金の調停）
当社の責となる事由により本サービスがまったく利用し得ない状態（もしくはまったく利用し得ない状態と同等の状態を含む。以下この章
において同じとする。）が生じた場合において当社が当該状態の生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間（以下利用不能
時間という）、当該状態が継続した場合は、当社は契約者に対し、その請求に基づき利用不能時間を24で割った数（少数点以下は切り捨
て）に月額利用料金の30分の１を乗じて算出した数を、契約者が当社に支払うこととなる月額の料金から減額します。
２ 但し、契約者が料金滞納していた場合はこの限りではありません。
３ 契約者が当該請求をする権利を得た日から 3ヶ月以内に当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
第8節 禁止事項
第39条（禁止事項）
契約者が当社の本サービスを利用して以下の行為を行うことを禁止ます。
（１）わいせつな画像を表示する行為
（２）国内外の諸法令または公序良俗に反する行為、または犯罪行為に結びつく行為
（３）第三者及び当社の知的財産権、財産、プライバシーを侵害もしくは侵害する虞のある行為
（４）第三者及び当社を誹痲中傷もしくは誹痲中傷する虞のある行為
（５）以下の情報を転送または発信、表示する行為
１、犯罪行為に結びつく情報
２、アダルト、風俗に関する情報又はそれに類すると当社が判断する情報
３、上記 2項にあてはまる当社サーバ以外の他のサーバへのハイパーリンク
４、その他上記3項に類すると当社が判断した情報
（６）第三者に対し、無差別に大量に電子メールを送信する行為
（７）第三者もしくは当社に対し、その業務を妨害し、または第三者もしくは当社が保有するデータなどを破壊、改ざんする目的で作成さ
れた有害なコンピュータプログラムなどを送信する行為
（８）第三者もしくは当社に不利益又は損害を与え、もしくはその虞のある行為
（９）他者に成りすまして本サービスを利用する行為
（９）当社に虚偽の申告をする行為
（１０）その他当社のサーバ利用者に損害が及びと当社が判断する行為
第9節
免責
第40条（免責）
当社は、契約者が本サービス利用に関して損害を被った場合、第37条利用不能状態における料金の調停）の規定によるものの他は、理由
の如何を問わず一切の責任を負いません。
２ 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害をあたえることが
いものとします。
第10節
雑則
第41条（紛争解決）
契約者と当社間で訴訟の必要が生じたときには、東京地方裁判所を契約者と当社の第一審の専属管轄裁判所とします。
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各種お問い合せ先

)

http://www.next-web.ad.jp/
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N I Iビル1F
電話によるお問い合せ

：

03-5649-3700
お気軽にお問い合せください。

Faxによるお問い合せ

：

03-5649-3701
24時間365日受付中。返信用連絡先をお忘れなく！

電子メールによるお問い合せ：

info@next-web.ad.jp
その他、弊社に関するお問い合せはこちら。
弊社WEBサイトに専用フォームをご用意しております。

