ASAHIネットメーリングリストサービスお申し込みの際のご注意
ASAHIネットのメーリングリストは、お申し込み内容によって料金が異なります。あらかじめ以下をご覧いただき、お申し込
みください。

メーリングリスト利用料金
メーリングリストの料金は、ASAHIネット法人向けサービスのご利用料金とあわせてお支払いいただきます。
◎初期費用
メーリングリスト初期設定料

2,000円（税抜）

◎月額利用料金
最大参加者300人

500円（税抜）

最大参加者1,000人

800円（税抜）

最大参加者3,000人

1,500円（税抜）

最大参加者10,000人

2,500円（税抜）

◎アーカイブ月額利用料金（オプション）
月額利用料金

10MBごとに 500円（税抜）

※10MB単位で増減可能です。

利用料金の課金時期
初期費用：
・ メーリングリストを開設した月にご請求
※メーリングリストは、お申し込みを受け付けた日から5営業日以内に開設いたします。
月額利用料金とアーカイブ月額利用料金：
・ 申し込み月の1日から20日までのお申し込み…お申し込み月分からご請求
・ 申し込み月の21日から末日までのお申し込み…お申し込み月翌月分からご請求

「最大参加人数」「アーカイブ容量」の変更設定日と課金
・ 変更内容が「増加」の場合
毎月20日を課金締め日とします。
増加に伴う費用は、20日までにお申し込みの場合は当月に適用し、21日以降に お申し込みの場合は翌月より適
用いたします。
・ 変更内容が「減少」の場合
毎月20日をお申し込み受付の締め日とし、お申し込み翌月の月初に設定変更を行います。
減少に伴う費用の適用は、20日までにお申し込みの場合は翌月分からとなり、21日以降にお申し込みの場合は
翌々月となります。
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メーリングリスト申込書の記入事項
メーリングリスト名：

asahi@ml.asahi-net.or.jp のようにご記入ください。
・メーリングリスト名で使用できる文字は、英数字文字、-（ハイフン）の組み合わ
せで16文字までです。
・英字はすべて小文字です。
・先頭の文字は必ず英字にしてください。
・「@」や「¥」などの文字は、特別な意味を持つ場合が多いため使用しないでくだ
さい。

メーリングリスト管理者：

・メーリングリストのさまざまな設定操作をする方を「メーリングリスト管理者」と呼
びます。メーリングリスト管理者がメーリングリストの管理をするために利用した
いメールアドレスをご記入ください。

①最大参加者数：

メーリングリスト参加者の最大数を選択いただきます。
参加者登録数がこの数に達した後に、新規参加登録の申し込みがあった場合、
当該申込者とメーリングリスト管理者に「定員オーバーで参加できません」という
趣旨のメールをお送りいたします。

②アーカイブの利用：
（オプション）

アーカイブとは、メーリングリストでやりとりされたメールを保存しておく機能です。
アーカイブの利用は有料です。ご利用の場合は、保存容量をご指定ください。容
量の指定は10MB単位です。

③利用者登録方法：

自動登録または管理者登録から選択いただきます。
・自動登録…利用希望者より利用申込のメールが送られると、自動的に申込者
を利用者として登録します。
・管理者が登録…メーリングリスト管理者が、参加の登録申し込みを認めた場合
に、利用者として登録します。

④メールの配布方法：

自動配布または管理者承認後配布から選択いただきます。
・自動配布…メーリングリストに送られたメールを、参加者全員に無条件で自動
配布します。
・管理者承認後配布…メーリングリスト管理者がメーリングリストに送られたメー
ルの内容をチェックして、配布するかどうかを決定します。

⑤メールの標題形式：

メールの標題に「メーリングリスト名」「連番」を自動付加するかどうかを選択しま
す。

⑥ダイジェスト機能：

ダイジェスト機能とは、希望する参加者に対して、その日にメーリングリストでや
りとりされた内容を1つのメールにまとめて送付する機能です。送付は1日1度で
す。

※設定内容の一部（③④⑤⑥）は、メーリングリスト管理者がオンラインで変更いただけます。

詳しくはホームページをご覧ください。
http://asahi-net.jp/biz/service/option/mail/ml.html
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私は、以下に同意の上、本手続きを申し込みます。
・個人情報の取扱いについて
・ASAHIネット メーリングリストサービス規約

すべての太枠内に楷書でご記入ください。選択式項目は該当する□にチェックしてください。
1

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

法人名：

登録住所：

お申し込み日

フリガナ：

年

月

日

お得意先様コード （例：Z1A2BC）

都・道
府・県

〒

区・市・郡

※請求書・利用明細及びID
通知書の送付先としてご登
録いただいている住所

連絡先：

担当者名：

電話番号：

※ご記入内容について弊社よりご連絡させていただく場合がございます。

2

メーリングリストの設定について、以下をご記入ください。
＠ｍｌ.ａｓａｈｉ-ｎｅｔ.ｏｒ.ｊｐ

メーリングリスト名：

メーリングリスト開設者の
ASAHIネットID ：

メーリングリスト管理者の
メールアドレス ：
※ご指定がない場合は、上記のASAHIネットID宛メールを設定いたします。

3

①～⑥の各項目に1つずつチェックを入れてください。 ※チェックがない項目は、（1）を設定します。

①最大利用者数 ：
②アーカイブのサイズ ：

③利用者登録方式 ：

④メールの配布方式 ：
⑤メールの表題形式 ：

⑥ダイジェスト機能 ：

4

□ （1）300人まで

□ （2）1,000人まで

□ （3）3,000人まで

□ （4）10,000人まで

□ （1）申し込まない
□ （2）申し込む ⇒ （

）MB ※10MB/500円単位

□ （1）管理者が登録
□ （2）自動登録
□ （1）自動配布
□ （2）管理者承認後配布
□ （1）先頭にML名と連番を自動付加する

□ （3）自動付加なし

□ （2）先頭にML名を自動付加する
□ （1）利用する
□ （2）利用しない

郵便またはＦＡＸでお送りください。

【宛先】
東京都中央区銀座4-12-15
歌舞伎座タワー 株式会社朝日ネット

〒104-0061

弊社記入欄

【FAX】

03-3541-5632

受付

1

2

備考欄
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■この申込書でできること
メーリングリストの申し込みができます。

■ご記入時の注意点
●お得意先様コード
請求書に記載されております。また、法人管理者IDのハイフンで囲まれた、中央の6文字がお得意先様コード
です。（例：法人管理者IDが A-ABCD55-X3 の場合、お得意先様コードは「ABCD55」です）

■その他
●開設スケジュールと課金について
メーリングリストは、お申し込みを受け付けた日から5営業日以内に開設いたします。開設初期費用は、実際
にメーリングリストを開設した月にご請求いたします。月額料金、ならびにアーカイブ利用月額料金は、次のよ
うになります。
1日から20日までのお申し込み ：お申し込み当月分からご請求
21日から末日までのお申し込み：お申し込み翌月分からご請求

●詳しくはHPをご覧ください。
メーリングリストは、お申し込み内容によって月額料金が異なります。詳しくは、HPをご覧ください。
http://asahi-net.jp/biz/service/option/mail/ml.html

●ご不明な点は、カスタマーサポートまでお気軽にお申し付けください。
カスタマーサポート 0120-577-108
※携帯電話・PHS・IP電話からは 03-6631-0856
※平日 10：00～17：00

個人情報の取扱いについて
株式会社朝日ネット（以下「当社」といいます）では、お客様の個人情報につきまして、漏えい，滅失又はき損の防止に努め、適切な安全管理体制のもとに、以下の通り
取扱います。
１．利用目的
お客様の個人情報を以下の利用目的の範囲内で、適正かつ公正に取扱います。
・当社のサービスまたは保守の提供に関する業務
・当社のサービスに関するお客様への技術サポート、事務手続き、事務連絡
・利用料金の請求・領収に関する業務
・当社および他社の商品もしくはサービスまたはキャンペーンのご案内等の営業活動を目的とした電話、電子メール、WEB、郵送、その他によるお客様への連絡
・当社のサービスの維持向上または新サービスの企画・開発を図るためのアンケート、マーケティング調査および分析
・経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
・当社のサービスの不正利用の防止
・その他当該サービスに関連する当社のサービスの提供に必要な業務
２．個人情報の第三者提供
お客様の個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、ご本人の同意を得ずに、第三者に提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を
得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤ 警察機関等から捜査関係事項照会書による契約者情報の開示を求められた場合
３．個人情報の委託
当社は、第１項で示した利用目的の範囲内で、個人情報の全部又は一部業務を委託する場合があります。この場合、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を
選定し、適切と判断した契約を締結し、かつ適切な監督を行います。
４．個人情報の供与に関する任意性
各種申込書その他の書類等に記載される情報の提出は任意ですが、必要な情報を提出していただけない場合は、サービスのご利用に支障をきたすことがありま
すので、あらかじめご了承ください。
５．個人情報の開示等について
受託業務にて委託元より取得した場合を除き、本人またはその代理人から、個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去または第三者提供の
停止（以下「開示等」といいます）の請求がなされた場合、個人情報保護法の定めに従い、合理的な対応をさせていただきます。開示等の方法の詳細につきましては、
当社ホームページhttp://asahi-net.jp/service/agreement/policy.htmlをご参照を頂く、または下記の相談窓口にご連絡ください。
６．個人情報の取扱いに関する相談窓口
〒104－0061 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー21階
株式会社朝日ネット 個人情報保護対策室

03-3541-3892 （平日10：00～18：00）
2015年12月25日
個人情報保護管理者： 取締役 溝上聡司

ASAHIネットメーリングリストサービス規約
株式会社朝日ネット
第1 条 サービスの内容
1．ASAHI ネットメーリングリストサービス（以下、「メーリングリストサービス」と呼ぶ）は、会員（個人会員、家
族会員または法人会員）に対し、当社のメーリングリストサーバーを使用し、メーリングリストを開設、運営し
ていただく付加サービスです。
2．メーリングリストサービスの詳細は、当社が別途定めたものとし、当該メーリングリストの参加者が、送受
信する情報の内容については、当社はいかなる保証もしないものとします。
3．当社は、会員に事前通知することなく、メーリングリストサービスの内容を変更することがあります。
第2 条 契約の申し込みと承認
本規約を承諾のうえ、当社所定の申込書によってメーリングリストサービスを申し込み、当社が承認した会員
に対しメーリングリストサービスを提供します。当社が承認した月を契約開始月とします。
第3 条 会員の責任
メーリングリストを開設した会員は、当該メーリングリストの運営に関する一切の責任を負うものとし、メーリン
グリストの運営にともなって発生した紛争などは、当該会員の責任において解決するものとします。当社は、メ
ーリングリストの参加者に対して、いかなる責任も負わないものとします。
第4 条 料金および支払方法
1．メーリングリストサービスを利用する会員は、当社が別途定めるメーリングリストサービスの料金を個人会
員サービス、家族会員サービスまたは法人会員サービスの利用料金と一括して支払うものとします。
2．メーリングリストサービスの料金は事前通知をもって変更することがあります。
第5 条 サービスの廃止
当社は、営業上、技術上などの理由によりメーリングリストサービスを廃止することがあります。この場合、廃
止の1 カ月前までに開設者に予告するものとします。
第6 条 解約について
1．メーリングリストサービスを解約する場合、解約する月の前月末までに当社所定の方法で届け出てくださ
い。解約する月の末日をもって解約とします。
2．解約の場合、すでに受領した料金などの払い戻しには応じられません。
第7 条 本規約の発効
本規約は、会員に対して当社がメーリングリストの開設を承認した時点より効力を生じるものとします。
以上
2001-01

