「独自ドメイン名 登録申請代行」に関するご案内
ASAHIネットでは、お客様がすでに取得されたドメイン名を利用して、独自ドメイン名サービスをご利用いただけま
す。取得済みのドメインは、以下の種類のドメイン名がご利用可能です。「.To」「.TV」などはご利用いただけません。

【利用可能な取得済みドメイン名の種類】
・gTLDドメイン（COM,NET,ORG）
・属性型・地域型JPドメイン（CO.JP,OR.JPなど）
・汎用JPドメイン（英数字のみ）
※「独自ドメイン名サービス申込書（取得済み独自ドメイン利用）」をいただいてから、実際の独自ドメイン名ご利用開始までは、
新規でドメイン名を取得されるより、手続きに時間がかかる場合があります。
※ASAHIネットに新規ご契約のお客様には「ユーザーID」とドメインに関する通知が別々に送付されます。すでにASAHIネット
会員のお客様にはドメインに関する通知のみが送付されます。
※現在、「日本語.COM」、「日本語を使った汎用JPドメイン」の移行は受け付けておりません。

お申し込み手続きの流れ
※ お申し込みにはユーザーIDが必要です。まだASAHIネット会員でない方は、ASAHIネットへご入会のうえ、ユーザーID
を取得してください。ユーザーID取得後に、以下の手続をお願いします。

【1】「独自ドメイン名サービス申込書（取得済みドメイン利用）」 （656）に記入の上、ASAHIネットにお送りください。

【2】郵便で
「ASAHIネット有料ホームページ設定完了のお知らせ」
「ドメイン移行手続きのご案内」
が届きます。

ドメイン移行のお手続きを円滑に進めるため、「現在ご利用中のドメインメールアドレスを申請いただく予定日」
「ASAHIネットのホームページスペースにファイルをアップロードしていただく予定日」をあらかじめ日程表にご記
入・提出していただきます（日程表は、「ドメイン移行手続きのご案内」と一緒にお届けします）。日程表を受け取ら
れたお客様は、お手数ですが必ず日程表をご記入の上、ＦＡＸで弊社にお送りくださいますよう、お願いいたします。

ご注意事項
（1）ASAHIネットご契約者と各ドメイン登録機関に登録されているドメインの所有者が一致しない場合には、サービスのお申し
込みを承ることはできません。
（2）移行前の準備作業やサーバーのキャッシュなどにより、完全に移行が完了するまでには時間がかかります（平均1週間～
3週間）。現在ご契約のレンタルサーバー業者を解約されるまでの日数（移行期間）に十分な余裕を持ってお申し込みください。
（3）gTLDドメインを移行された場合、ドメイン維持費用はお客様ご自身で各レジストラ（ドメイン登録業者）にお支払いをしてい
ただきます。レジストラごとにドメインの更新料・支払い方法が異なりますので、詳細については各レジストラのホームページ
などでご確認ください。属性型・地域型JPドメインまたは汎用JPドメインの場合は、ASAHIネットでドメインをご利用いただく間
は、維持費用はASAHIネットがお支払いいたします。
（4）本サービスは常時SSLに対応しております。SSLサーバー証明書は、「Let‘s Encrypt」（無料） のご提供となります。

－1－
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ドメイン名のサーバー移行準備
移行期間中に独自ドメインを利用したホームページが見えなくなったりメールが使えなくなったりする期間が発生しないよう、お客様
に行っていただく手続きがございます。ドメインの種類、現在のドメイン利用状況によって手続きが異なりますので、お申し込み前に必
要な手続きをご確認ください。

現在のドメイン利用状況

必要なお手続き

（A）利用していない

→ 必要なお手続きはありません

（B）メールアドレスとしてのみ利用している

→①

（C）ホームページとしてのみ利用している

→②

（D）メールアドレス、ホームページとして利用している

→ ①、②

移行完了までの流れ
ドメイン利用ＩＤを送付する際に、移行手続きについてのご案内を同封してお届けします。
…ASAHIネットが行う手続き

…お客様に行っていただく手続き

現在、独自ドメイン名ホームページアドレス・独自ドメイン名メールアドレスを…
利用していない

利用している

①ＡＳＡＨＩネットのホームページ上に予めメールアドレスを設定
（独自ドメイン名メールアドレスを利用中の場合）
・現在利用しているメールアドレスを、ASAHIネットでも利用できるように、設定を行います。
ASAHIネットホームページ上から、お客様ご自身で設定していただきます。
・弊社からのご案内到着後、すぐに作業が可能です。

②ＡＳＡＨＩネットのホームページスペースに予めファイルをアップロード
（独自ドメイン名ホームページを利用中の場合）
・現在利用しているホームページファイルを、ASAHIネットのホームページスペースにアップ
ロードします。お客様ご自身でアップロードしていただきます。
・弊社からのご案内到着後、すぐに作業可能

お手続き完了後、ASAHIネットに連絡

ドメインの指定事業者をASAHIネットに変更（※）
変更には最大10営業日ほどかかります

ASAHIネットからJPRSにネームサーバーの変更を申請
3営業日ほどで変更されます

ASAHIネットから移行完了通知を郵送
移行完了です！
※他社で取得した属性型・地域型JPドメイン、汎用JPドメインをASAHIネットで利用するには、ドメインの指定事業者（ドメイン情報の登録業務を行うとこ
ろ）をASAHIネットに変更していただきます。指定事業者の変更には、変更元の指定事業者の承認が必要となります。あらかじめ、変更元の指定事業者に
ドメインを移行する旨をお伝えください。指定事業者を変更すると、公開連絡窓口情報（連絡用としてインターネット上で公開される情報）はASAHIネットの
情報になります。

－2－

ＡＳＡＨＩ
ネット

独自ドメイン名サービス申込書（取得済み独自ドメイン利用）

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
・「会員の禁止事項」の運用について
・ASAHIネット商用ホームページサービス規約
・独自ドメイン名サービス規約
・独自ドメイン名サービス承諾事項
・独自ドメイン名ホームページサービス SSL設定機能規約

ご記入日

個人会員
専
用

年

月

656
2019-02
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。
1

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

氏名：

フリガナ：

登録住所：

〒

連絡先：

ユーザーID：

都・道・府・県

区・市・郡

電話番号：
メールアドレス：

2

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

取得済みドメイン名：

（例）https://www.example.com
担当者名：

電話番号：

メールアドレス：
ドメイン登録担当者：
取得済みドメインが「gTLDドメイン」の場合、オース・コードをご記入ください。 ※オース・コードが不明な
場合は、現在、ドメインを
ご契約されているプロバ
イダまたはホスティング
業者にご確認ください。

Auth Code
（オース・コード） ：

取得済みドメイン名の現在（ASAHIネットへの移行前）のご利用状況について、あてはまるもの一つに
チェックしてください。
上記取得済みドメイ
ンの利用状況：

□
□
□
□

（A） 利用していない
（B） メールアドレスとしてのみ利用している
（C） ホームページアドレスとしてのみ利用している
（D） メールアドレス、ホームページアドレスとして利用している

【ご注意ください！】
ASAHIネットご契約者と各ドメイン登録機関に登録されているドメインの所有者が一致しない場合には、サービスのお申し込みを承ることができません。

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

弊社記入欄
種別

JP／US
N
W M

受付

前/指定事変

JN

FID発行

通知

日程表返送

Web/Mail

指定事変

WM JP

指定事変

DB変更

完了通知

ＡＳＡＨＩ
ネット

独自ドメイン名サービス申込書（取得済み独自ドメイン利用）

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
・「会員の禁止事項」の運用について
・ASAHIネット商用ホームページサービス規約
・独自ドメイン名サービス規約
・独自ドメイン名サービス承諾事項
・独自ドメイン名ホームページサービス SSL設定機能規約

2019

ご記入日

記入例
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個人会員
専
用

2

年

2019-02

月

1

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。
1

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。
フリガナ：

氏名：

アサヒ

タロウ

ユーザーID：

ab4t-ash

朝日 太郎
〒

登録住所：

東京

104-0061

○都・道・府・県

中央

区・市・郡
○

銀座4-12-15
連絡先：

2

03-1234-5678
メールアドレス： asahi.taro@asahinet.com
電話番号：

ご登録情報について、すべての項目をご記入ください。

取得済みドメイン名：

https://www. asahinet.com
担当者名：

朝日

メールアドレス：
ドメイン登録担当者：

太郎

（例）https://www.example.com

03-1234-5678

電話番号：

asahi.taro@asahinet.com

取得済みドメインが「gTLDドメイン」の場合、オース・コードをご記入ください。 ※オース・コードが不明な
Auth Code
（オース・コード） ：

場合は、現在、ドメインを
ご契約されているプロバ
イダまたはホスティング
業者にご確認ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

取得済みドメイン名の現在（ASAHIネットへの移行前）のご利用状況について、あてはまるもの一つに
チェックしてください。
上記取得済みドメイ
ンの利用状況：

□ （A） 利用していない
□ （B） メールアドレスとしてのみ利用している
□ （C） ホームページアドレスとしてのみ利用している
✓ （D） メールアドレス、ホームページアドレスとして利用している
□

【ご注意ください！】
ASAHIネットご契約者と各ドメイン登録機関に登録されているドメインの所有者が一致しない場合には、サービスのお申し込みを承ることができません。

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

弊社記入欄
種別

JP／US
N
W M

受付

前/指定事変

JN

FID発行

通知

日程表返送

Web/Mail

指定事変

WM JP

指定事変

DB変更

完了通知

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

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。
 ・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
３．個人情報の第三者提供

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。

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
４．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。
5．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://asahinet.co.jp/corporate/privacy.html#chapter05）
をご確認ください。
6．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。

7．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）
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
ご注意 「個人情報の取扱いについて」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.co.jp/corporate/privacy.html
2020/3
（株）朝日ネット

「会員の禁止事項」の運用について

ASAHIネット商用ホームページサービス規約

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。

•
•
•
•
•

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。
以上
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2条 契約の申し込みと承認
1. 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。
2. 2019年２月12日以降に商用ホームページサービスのうち独自ドメイン名
ホームページサービスを申し込んだ場合、独自ドメイン名ホームページサービ
ス SSL設定機能（以下、「本機能」といいます）を併せて提供します。本
機能の提供が認められないときは、独自ドメイン名ホームページサービスを利
用できないものとします。
3. 2019年2月11日以前に独自ドメイン名ホームページサービスを申し込んだ
会員が本機能の利用を希望する場合は、会員は、本機能を別途申し込む
必要があります。
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。
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。

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/
2019/2
（株）朝日ネット

以上
附則
本規約は、2001年1月1日より実施します。
本改正規定は、2019年2月12日より実施します。
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独自ドメイン名サービス規約

独自ドメイン名サービス承諾事項

第1条 サービスの内容
独自ドメイン名サービス（以下、「本サービス」といいます）は、会員（個人会員
および法人会員）に対し、会員の依頼により当社が会員独自のドメイン名をドメ
イン管理機関より取得し、もしくは会員が取得したドメイン名を管理して、会員が
これを使いホームページ等の開設、運営に使っていただく付加サービスです。

1.

当社は、本サービスのお申込時等において当社が取得する会員の個人情
報を、「個人情報保護方針」（https://asahinet.co.jp/corporate/privacy.html) に基づき、適正に取り扱います。
会員は、当社の「個人情報の取扱いについて」（https://asahinet.co.jp/corporate/privacy.html）に同意するものとします。

第2条 契約の申し込みと承認
本規約を承諾の上、当社所定の申込書によって本サービスを申し込み、当社が
承認した会員に対して本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。

2.

当社は、「個人情報の取扱いについて」に定める利用目的に必要な範囲で、
株式会社日本レジストリサービス（以下、「JPRS」といいます）に対し、会
員の氏名、住所その他のJPRSが指定する個人情報を含む情報（以下、
「個人情報等」といいます）を提供します。

第3条 料金および支払方法
1. 本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. 本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。

3.

4.

第4条 会員の責任
1. 会員は、本サービスの利用にあたり、ドメイン管理機関が定める規則を遵守
するものとします。
2. 会員は、本サービスの利用について一切の責任を負うものとし、その利用にと
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。そ
の利用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。
第5条 サービスの廃止
当社は、都合により本サービスを廃止することがあります。本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6条 解約について
1. 本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。

JPRSが必要とする個人情報等、個人情報等の利用目的および取り扱い
につきましてはJPRSのWEBページをご参照ください。
・ https://jprs.jp/info/service/disclosure/
本サービスの利用にはJPRSが制定する以下に定める規約その他の規約お
よび当社が制定する規約その他の個別規定等に同意する必要があります。
(1)「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」
・ https://jprs.jp/registrar/doc/rule/rule-gtld.html
(2)「属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」
・ https://jprs.jp/doc/rule/rule.html
(3)「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」
・ https://jprs.jp/doc/rule/rule-wideusejp.html
（※お申し込みのドメイン名により異なります）
(4)「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」
・ https://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html

以上

第7条 承諾事項
当社が別途規定する「独自ドメイン名サービス承諾事項」は、本規約の一部を構
成します。

附則
本規約は、2001年1月1日より実施します。
本改正規定は、2017年5月30日より実施します。
本改正規定は、2019年2月12日より実施します。

以上
附則
本規約は、2001年1月1日より実施します。
本改正規定は、2017年5月30日より実施します。
本改正規定は、2019年2月12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/
2020/3
（株）朝日ネット

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/
2019/2
（株）朝日ネット

1/1

独自ドメイン名ホームページサービス SSL設定機能規約
第1条（総則)
1. 本規約は、株式会社朝日ネット（以下「当社」といいます）が、当社の提
供する独自ドメイン名ホームページサービスを利用する当社会員（個人会
員および法人会員をさし、以下「会員」といいます）に対し、「独自ドメイン
名ホームページサービス SSL設定機能」（以下「本機能」といいます）を
提供する場合に、適用されます。
2. 本機能について、本規約に規定のない事項は、ASAHIネット個人会員規
約またはASAHIネット法人会員規約、独自ドメイン名サービス規約、独自
ドメイン名サービス承諾事項、ASAHIネット商用ホームページサービス規約
その他の規約および当社が別途提示する事項（以下総称して「利用規約
等」といいます）が準用されます。
3. 本規約と利用規約等とにおいて矛盾または抵触する規定がある場合、本
機能の提供に関する限り、本規約が優先するものとします。
4. 当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の本規約の
内容を提示し、改正年月日を付記します。

第6条 契約の申し込みと承認
1. 本機能に係る契約は、会員が本規約、利用規約等および認証局規約等
に同意のうえ、当社の所定の方法に従い本機能を申し込み、かつ当社が承
認した時点で成立するものとします。
2. 当社は、1の独自ドメインに対し、1の本機能の利用契約を締結します。
3. 当社は、本規約、利用規約等もしくは認証局規約等に照らし適当でない、
または本機能の利用者として適当でないと認めた場合、本機能の申し込み
を保留し、承認せず、または本機能の範囲を制限もしくは停止することがあ
ります。
4. 当社は、前項の定めに関して会員に生ずる損害について、責任を負いませ
ん。

第2条 用語の定義
1. 「SSL」とは、Secure Socket Layerの略であり、インターネット上で情報を
暗号化し送受信できる仕組みをいいます。
2. 「SSLサーバ証明書」とは、ウェブサイト所有者の情報、送信情報の暗号化
に必要な鍵および証明書発行者の署名データを持った電子証明書をいい
ます。
3. 「認証局」とは、当社の指定するSSLサーバ証明書の発行を行う組織をい
います。

第8条 解約申し込み
会員は、独自ドメイン名サービスを解約する場合のみ、本機能を解約できるものと
します。

第3条 認証局規約等との関係
1. 認証局の規約・約款・規定等（以下総称して「認証局規約等」といいま
す）と当社の利用規約等または本規約とにおいて矛盾または牴触する規
定がある場合は、認証局規約等が優先して適用されるものとします。
2. 会員は、SSLサーバ証明書に関し、認証局との関係において、認証局規約
等に従うことに同意するものとします。認証局規約等が、会員の同意を得る
ことなく策定または変更された場合であっても、同様とします。
第4条 情報の提供
1. 会員は、当社に対し、本機能に必要な情報を提供するとともに、当社に提
供したすべての情報を、正確かつ最新のものに保つものとします。
2. 当社は、会員に対し、当社が本機能を提供するにあたり必要と判断する情
報の提供を要求でき、会員はこれに応じるものとします。
3. 当社は、会員から提供を受けた情報を、本機能の提供に必要な範囲で認
証局に提供できるものとし、会員はこれに同意します。
第5条 機能の内容
1.
本機能は、認証局によるSSLサーバ証明書に関するサービスを前提としま
す。SSLサーバ証明書の発行、失効、その有効期間の更新の可否等は、
認証局により判断されます。当社は、SSLサーバ証明書の発行、失効、
更新の可否等に関して、会員に生ずる一切の損害について何ら責任を負
いません。
2.
当社は、本機能を提供するにあたり、以下の各号に定める手続きを実施
します。
(1) 認証局に対し、SSLサーバ証明書発行またはその有効期間の
更新を行うために必要となる諸手続きの代行
(2) 会員が独自ドメイン名ホームページサービス上でSSLサーバ証明
書を利用するために必要となるサーバ上での設定作業
3.
SSLサーバ証明書の有効期間は、認証局よりSSLサーバ証明書が発行
された日から、当該SSLサーバ証明書の有効期間として認証局が定めた
日までとします。当社は、会員からの依頼がなくても、認証局への更新手
続きを代行できるものとします。
4.
当社は、前二項に定める手続きの一部または全部を、第三者に委託でき
るものとします。

第7条 料金
本機能を利用するために必要な料金は、当社の別途定める料金が適用されるも
のとします。

第9条 制限、失効、解除、資格の取り消し等
1.
当社は、以下各号のいずれかにあたる場合、会員に事前に通知または
催告をすることなく直ちに、本機能の範囲を制限させ、会員のSSLサーバ
証明書を失効させ、本機能に係る契約を解除し、会員の資格を取り消
すことができるものとします。
(1) 会員が本規約、利用規約等もしくは認証局規約等に違反し
た場合または違反するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 認証局よりSSLサーバ証明書の提供停止を要求された場合
(3) 認証局がSSLサーバ証明書の秘密鍵に危殆化の可能性があ
ると認めた場合
(4) 法令に基づく要請のあった場合
(5) その他当社が必要と認める相当の理由がある場合
2.
当社は、その理由を問わず、前項に関して会員に発生する損害について、
責任を負いません。
第10条 終了
1. 当社は、認証局の解散もしくはSSLサーバ証明書に関するサービスの終了
または当社の判断により、本機能の全部または一部を終了する場合があり
ます。
2. 当社は、本機能の一部または全部を終了する場合、その1カ月前までに会
員に通知するよう努めます。
第11条 保証、免責
1. 当社は、本機能を提供するにあたり、会員から提供される情報に基づき、
本規約の定めに従い、SSLサーバ証明書の発行または有効期間の更新の
諸手続きを代行することのみを保証します。
2. 当社は、SSLサーバ証明書について、その正確性、完全性、有用性、市場
適合性、会員の利用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一
切の保証を行わず、会員が本機能を利用することに関して生じた損害につ
いて責任を負いません。
3. 認証局の都合により、SSLサーバ証明書の提供が中断、終了または仕様
の変更等が行われる場合があります。この場合当社は、遅滞なく会員に通
知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更もしくは当社からの通
知の遅延またはこれらに関して生じた一切の損害について、何ら責任を負い
ません。
第12条 権利義務の譲渡等の禁止
会員は、当社の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位または本契約か
ら生じる権利もしくは義務を、第三者に譲渡もしくは承継させ、または担保に供す
ることはできないものとします。
以上
附則
1. 本規約は、2019年2月12日より実施します。
2. 本改正規定は、2020年3月31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/
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