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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ネット商用ホームページサービス ・「会員の禁止事項」の運用について規約
なお、本手続きにより取得する個人情報の利用目的は、「個人情報の取扱いについて」2. 個人情報の利用目的の(i)お客様情報 に該当します。
ご記入日

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。

年

月

日

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

1

法人会員ご記入欄（個人会員はご記入不要）
法人名：

フリガナ：

お得意先様コード（例：Z1A2BC、ASTT09）

取扱責任者：
法人会員および個人会員共通ご記入欄
〒

登録住所：

都・道・府・県

区・市・郡

※請求書・利用明細や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：

2

お名前（担当者名）：

ユーザーID：

（※法人会員で取扱責任者と同じ場合、記入の必要は
ありません。）

(※個人会員の方のみ 例：ab3t-ash)

電話番号：

メールアドレス：

ご希望のホームページアドレスをご記入ください。

※文字制限あり 3～30文字まで

ホームページのアドレスは、【 https://www.mmjp.or.jp/ご希望の文字列】となります。 例： https://www.mmjp.or.jp/flower-shop
ホームページの基本容量は100MBです。
＜ご記入上のご注意＞
・ご希望のホームページアドレス名の文字数は、半角英数字３文字から３０文字までです。
・使用できる文字は、英数字・「 - 」（ハイフン）・「 _ 」アンダースコアです。スペースは使用できません。
・大文字と小文字は区別されますのでご注意ください。大文字の場合は明記してください。
第１希望
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https://www.mmjp.or.jp/

第２希望

https://www.mmjp.or.jp/

※本書はコピーを取り、お客様控えとして大切に保管してください。

3

郵送またはＦＡＸで下記までお送りください。

【宛先】
【FAX】

〒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
03-3541-5632
※本書面の価格はすべて税率10％での金額となります。

弊社記入欄
受付

発行

備考欄
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 この申込書でできること
独自ドメイン申請をすることなく、手軽で安価に商用ホームページを開設したい場合に最適なサービスです。
アドレスは【https://www.mmjp.or.jp/ご希望名称】で作成することができ、店舗名や団体名を「ご希望名称」の部分に
設定することができます。
また、商用ホームページサービスは、お客様のページの安全性を保つSSL（暗号技術）に対応しています。

 ご利用料金
初期費用

5,500 円

月額利用料

2,420 円／100MB

 お手続きの流れ
お客様

642

ＡＳＡＨＩネット

「商用ホームページ（MMJP）利用申込書」
（本書面）
到着

「MMJPホームページ設定完了の
お知らせ」

「MMJPホームページ設定完了のお知らせ」
を郵送

※ このお知らせが届いた時点から商用ホームページ
（MMJP）がご利用可能になります。

※本書面の価格はすべて税率10％での金額となります。

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」）では、お客様の個人情報を以下のとおり取
り扱います。
１．事業者の名称および個人情報保護管理者
事業者名：株式会社朝日ネット
個人情報保護管理者：取締役 溝上聡司
２．個人情報の利用目的
(１) 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。
(ⅰ) お客様情報
・サービスの提供
・契約・請求等の事務手続き、事務連絡
・当社および他社の商品・サービスの営業活動、キャンペーンの
案内
・アンケート、マーケティング調査分析およびその結果の利用
・統計数値作成および分析結果の利用
・サービスの不正利用の防止
・その他、上記に関連する業務
(２) お客様のクレジットカード情報（カード名義、カード番号、有効期限
等）を取得する利用目的、取得者、提供先、保存期間は以下のと
おりです。当社ではクレジットカード情報の非保持化に対応しています。
(ⅰ) 利用目的：ご提供するサービス等の代金を決済するため
(ⅱ) 取得者：株式会社朝日ネット
(ⅲ) 提供先：クレジットカード決済時にご利用いただいた各クレジッ
トカード会社および決済サービス支援会社。
(ⅳ) 保存期間：当社が定める適正な期間
３．個人情報の第三者提供について
お客様の個人情報は、同意を得た場合を除き第三者に提供いたしません。た
だし、以下の場合同意を得ることなく、第三者に提供できるものとします。
(１) NTT東日本、NTT西日本等の電気通信事業者に個人情報を提供
することがあります。
(２) 上記利用目的を実施するために必要な範囲内で、個人が特定できな
い形式に加工した統計情報を、第三者に提供または開示することがあ
ります。
(３) 以下の場合、本人の権利に配慮しつつ、個人情報を第三者に提供す
ることがあります。
(ⅰ) 法令に基づく場合
(ⅱ) 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
(ⅲ) 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
(ⅳ) 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

4．個人情報の適正な管理について
当社は、個人情報への不正アクセスまたは個人情報の漏洩、滅失もしくは毀
損の防止その他個人情報の安全管理のため、「朝日ネットの個人情報保護
方針」による基本方針の策定のほか、以下の必要かつ適切な措置を講じるよ
う努めます。
(１) 内部規程の整備
個人情報の取扱方法、責任者、担当者およびその任務等について規
定を策定し、継続的に改善を実施します。
(２) 組織的安全管理措置
当社における個人情報の取扱いを管理する個人情報保護責任者を
設置し、従業者を監督するとともに、法令や規程に抵触する場合、速
やかに個人情報保護責任者に連絡する等の体制を整備します。また、
個人情報の取扱いについて、定期的に自己点検を実施するとともに、
内部監査や外部主体による監査を実施します。
(３) 技術的安全管理措置
個人情報へのアクセスの管理および監視、外部からの不正アクセスの
防止等の措置を講じます。
(４) 物理的安全管理措置
施錠、入退室管理、機器および電子媒体等の盗難等の防止、持出
し手段の制限等の対策を講じます。
(５) 人的安全管理措置
個人情報の安全管理に関する教育研修を、従業者に対して定期的
に実施する等の措置を講じます。
５．個人情報の取扱いの委託について
お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、業務等
を委託する第三者に対し開示できるものとします。
６．保有個人データの開示等の請求等およびお問い合わせ窓口について
受託業務にて委託元より取得した場合を除いて、保有個人データの開示
等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停
止または消去、第三者提供の停止）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。
手続きの詳細およびお問い合わせ窓口は当社ウェブサイト
（https://asahi-net.co.jp/corporate/privacy.html#chapter05）
をご確認ください。
７．お客様が個人情報を提供することの任意性及び提供いただけない場合に
生じる結果について
この「個人情報の取扱いについて」に同意のうえ、個人情報をご提供いただけ
ない場合には、当社が提供するサービスの全部または一部をご利用いただけ
ないこと、ならびにお問い合わせに対する対応ができないことがありますので、ご
了承ください。
８．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）
９．改定
当社は、この「個人情報の取扱いについて」の内容の全部または一部を改
定することがあります。改定した場合は、当社ウェブサイトに反映すること等に
より公表します。
制定日 2013年8月15日
改定日 2015年12月25日
改定日 2016年1月27日
改定日 2016年5月27日
改定日 2017年12月4日
改定日 2020年3月31日
改定日 2022年3月31日
ご注意 「個人情報の取扱いについて」は改定されることがあります。
最新版は当社のウェブサイトをご参照ください。
URL：https://asahi-net.co.jp/corporate/privacy.html#chapter02

ASAHIネット商用ホームページサービス規約

会員の禁止事項

第1条 サービスの内容
1. ASAHIネット商用ホームページサービス（以下、「商用ホームページサービ
ス」と呼ぶ）は、会員（個人会員、法人会員）に対し、当社のHTTPサー
バーを会員自身のホームページの開設、運営に使っていただく付加サービス
です。
2. サービスの種類、および内容は当社の都合により随時、追加または変更で
きるものとします。

「会員の禁止事項」の運用について
 ASAHI ネットでは、入会の際にご承諾いただく規約で「会員の禁止行為」を
定めています。この規約に基づいて、たとえば下記のような行為を禁止してい
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商用ホームページサービス
を申し込み、当社が承認した会員に対し、当社は商用ホームページサービス
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 料金および支払方法
1. 商用ホームページサービスを利用する会員は、当社に対し、当社が別途定
める料金を、個人会員サービス、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. 商用ホームページ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4条 会員の責任
 会員は、ホームページの掲載内容について一切の責任を負うものとし、その掲
載にともなって発生した紛争などは、会員の責任において解決していただきま
す。掲載内容に起因する損失を当社が受けた場合、そのすべてを会員に負
担していただきます。










・ いわゆるポルノや 18 禁およびアダルトグッズ等に関連した内容・リンクを
ホームページ等に掲載すること。
無差別な迷惑メール（いわゆるスパムメール）を発信すること。
インターネットにつながったコンピュータの不正使用を試みること。
平均的な利用を著しく上回る大量の通信量（トラフィック）を継続して
発生させ、 当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与えること。
人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為または第三者に危害の及ぶおそれの
高い自殺の手段を紹介する等のこと。



万一、上記のような行為があった場合は、ホームページの公開停止やID利
用停止などの措置をとらせていただくことがありますので、あらかじめご承知くださ
い。

附則
本規約は、2002年12月3日より実施します。
本改正規定は、2018年4月1日より実施します。

第5条 ホームページなどの掲載内容
 商用ホームページサービスを利用したホームページなどには、以下に該当する
ものを掲載できません。
 (1) 法令に違反するもの、または違反の恐れがあるもの
 (2) 責任の所在が不明確なもの
 (3) 他の会員もしくは第三者または当社に不利益となるまたは不利益を

及ぼす恐れのあるもの、内容が虚偽のもの、あるいは表現が不正確で

誤解される恐れのあるもの
 (4) 公序良俗に反するもの、またはその恐れのあるもの
 (5) 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
 (6) 信用棄損、業務妨害となる恐れがある表現のもの
 (7) その他、当社が妥当でないと判断するもの
第6条 掲載内容の削除
 会員のホームページの掲載内容が妥当でないと当社が判断した場合、当社
はその掲載内容を削除する権利をもち、その理由を明示する義務を負いませ
ん。
第7条 サービスの廃止
 当社は、都合により商用ホームページサービスを廃止することがあります。 商
用ホームページサービスを廃止するときは、廃止の1カ月前までに契約者に通
知します。
第8条 解約について
1. 商用ホームページ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9条 本規約の発効
 本規約は、会員に対して当社が商用ホームページサービスの利用を承認した
時点より効力を生じます。
以上
附則
 本規約は、2001年1月1日より実施します。
ご注意 規約は改訂されることがあります。
最新版は当社のウェブサイトをご参照ください。
URL: https://asahi-net.jp/service/agreement/
2018/4
（株）朝日ネット
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