
詳しくはこちら！今すぐチェック！

V P S カタログ

Virtual ization
VPS that @YMC is new adopts noisy visualization of industry making technology "Xen3.0". This 
system shown like using CPU alone virtual enabled other users' influences to be reduced 
unlimitedly. 
This time, it prepared it by two styles of "YV-custom" that became a subject by "Managed YV" that 
became a subject @YMC and did the management operation of the server and the customer and 
was done. Please choose the form of use additionally. 

老舗のこだわり　最上級サービス
アットワイエムシーレンタルサーバ－サービス

Xen3 . 0搭載の新潮流 VPS
まるで専用サーバーのような自由と快適さを

共用サーバー並みの手軽さで

VPS equipped with Xen3.0

http://ymc.ne.jp/
本　　社：〒750-0016 山口県下関市細江町3-1-28
東京支店：〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー

●「@YMC（アット・ワイエムシー）」は株式会社アット・ワイエムシーのサービスブランドです。●広告内の料金は特に表記がない場合、消費税5%を含みます。●お支払いにはクレジットカード（VISA／MASTER／JCB
／NICOS／AMEX）、振込がご利用いただけます。●記載されている内容は2006年8月現在のものです。サービス、ご利用料金、キャンペーンなどの最新情報はウェブサイトをご覧ください。●記載されている料金、サー
ビス内容などは予告なく変更される場合があります。●「@YMC」のロゴおよび名称は株式会社アットワイエムシーの商標または登録商標です。●その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。　

株式会社アット・ワイエムシー

0120-055-954＜共用サーバー＞

0120-38-3849＜VPS・専用サーバー・ドメイン・各種お手続き＞
http://info.ymc.ne.jp 

＊電話、eメールの対応時間は平日 10:00～12:00／13:00～17:00（土日祝除く）となります。営業時間外のeメールによるお問い合わせは翌営業日以降の対応となります。



XEN3.0

PLAN
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プラン特長 料金表・機能表 オプション

PRICE X SPEC

TECHNOLOGY

SERVICE

Xen3.0搭載のVPS

ポイント１

「リソース配分
における優位性」

ポイント 2

「ユーザーの自由度
における優位性」

ポイント 3

「ホスティングサービスに
おける優位性」
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特長
FEATURE

SHOPPING SITE BLOG SITE SECURITY SITE

・アプリケーションフレームワーク「Ruby on Rails」
・グループウェア「サイボウズ」
・データベース「PostgreSQL」
・SNSエンジン「OpenPNE」 
・全文検索「namazu」 

・コンテンツ管理「Plone」 
・JAVAプログラミング「Java(JDK)」
・アプリケーションサーバー「Tomcat」
・アプリケーションサーバー「Zope」

15日間

15日間無料トライアル

VPS（Virtual Private Server ）は「仮想専用サーバー」とも言われ、root 権限を
保有できる自由度の高いサーバーです。しかも共有タイプなのでサーバーの管理は
＠YMC に依存でき、初心者でも簡単に運用することが出来る今もっとも注目され
ているサーバーです。
＠YMCのVPS「YVシリーズ」は、新潮流仮想化テクノロジー「Xen3.0」を搭載し、
他のユーザーの影響を限りなく削減した環境を可能としました。「YV シリーズ」は、
面倒なサーバー管理・運用を＠YMCにまるごとおまかせできる「YV-マネージド」と、
自在にカスタマイズが可能で、お好きなアプリケーションを自由にインストールで
きる「YV- カスタム」をご用意しました。レンタルサーバーを始めてご利用になる方
や、VPSの運用は初めてといった方からパワーユーザーまでご満足いただけます。

・コストは抑えながらも、自由度の高いサーバー運営をしたい方 
・大容量サーバーを手軽に運営したい方 
・面倒な管理に時間やコストをかけたくない方 
・ビジネスでご利用の方（他のユーザーの影響を限りなく受けにくく、
安定してサーバーを運営できます）

こんな方におススメ

SERVER SERVICE
信頼と実績で選ばれるレンタルサーバーサービス
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特 長
FEATURE

YVシリーズ

特長1 サーバー管理・運用をまるごとおまかせ
本来のアウトソーシングを可能に

「YV ーマネージド」では面倒なアプリケーションのインストールや各種設定作業を＠YMC に委託することが可能で

すので、サーバーの運用・管理に技術的な高い専門知識を必要としません。初心者の方でも安心して運用いただけます。

また、オプション「インストール代行」にお申し込みいただくと、アプリケーションのインストール代行や、ドメイ

ン設定代行、php やデータベースなどのバージョンアップやモジュール変更などが月額 2,100 円で依頼し放題。追

加料金を気にせず、常に快適なサーバー環境で運用いただけます。

特長2 10GB で月額 4,095 円から

専用サーバー並みの自由度を持ちながらも共用サーバー並みのお

手軽さを兼ね備えたVPSは、今、もっとも注目されているサーバー

です。@YMC では、最新テクノロジーが搭載された VPS を、

10GB/月額4,095円（最大20GB）でご提供。共用サーバ－では、

少し物足りなくなった方、専用サーバーを使っていたけれど、コストを抑えながらも、自由度

の高いサーバーを使いたいという方は、是非、＠YMCのVPS「YVシリーズ」をお試しください。

専用サーバー並みの自由度を持ちながらも共用サーバー並みのお

手軽さを兼ね備えたVPSは、今、もっとも注目されているサーバー

です。@YMC では、最新テクノロジーが搭載された VPS を、

10GB/月額4,095円（最大20GB）でご提供。共用サーバ－では、

少し物足りなくなった方、専用サーバーを使っていたけれど、コストを抑えながらも、自由度

の高いサーバーを使いたいという方は、是非、＠YMCのVPS「YVシリーズ」をお試しください。

完全仮想化と疑似仮想化の違い

インストールできるアプリケーション

完全仮想化では、ホストOS上でハードウェアエミュ
レータが動作するため、ゲストＯＳは無修正のまま利
用可能である。

擬似仮想化である Xen では、仮想マシン・モニタであ
る Xen Hypervisor がハードウェアとのやり取りを一
括して行うため、管理ＯＳ/ゲストＯＳともにハイパー
バイザーに対応するように修正する必要がある。

■ 完全仮想化 ■ 疑似仮想化

※１　基本ドメインのみ（RapidSSL）
※２　１２ヵ月契約の場合
※３　com、net、org、汎用 jp ドメイン（基本ドメインのみ）

さらに【ドメイン取得費無料】【独自 SSL無料】【メールウイルス除去サービス無料】

特長3 仮想化テクノロジー「Xen3.0」搭載の新潮流VPS

「Xen3.0」の３つの活用ポイント

VPSはじめましょう！
＠YMCのVPSをご検討のお客さまに、「YV-
シリーズ」のトライアルサービスを 15日間
無料でご利用いただくサービスです！

VPS とは

コ
ス
ト

スペック

高

高低

個人クラス
ビジネスクラス

共用サーバー http://www.ymc.ne.jp/service/shared/

専用サーバー http://www.ymc.ne.jp/service/dedicated/

XEN3.0搭載

特 長
Feature

YVシリーズ

マルチプロセッサ環境に対応
最大 32 基の CPU を搭載した
マシン上でも、余りなくパフォー
マンスを発揮

拡張メモリをサポート
4GB 以上のメモリを扱うこと
が可能に！

64bit CPU をサポート！
64bit CPU 対応で、ハイパフォー
マンスを発揮！

仮想化マシン技術に対応
Intel の「VT」、AMD の
「Pacifica」の対応によって、
より快適に！

大幅なパフォーマンスアップ！
「Para-Virtualization」技術
に寄って処理効率のボトルネッ
クを大幅ダウン！

仮想化マシン技術に対応
　

詳細 http://www.ymc.ne.jp/guide/business/

XEN3 .0 の新機能

4GB

VPSはじめましょう！ ＠YMCのVPSをご検討のお客さまに、YV- シリー

ズのトライアルサービスを15日間無料でご利用いた

だくサービスです！
お申し込み・詳細 http://www.ymc.ne.jp/news/campaign/change_s.html

システム統合、無駄のないリソース活用、運用の効率化。これらは近年における IT 業界のキーワードで

す。企業の抱えるこれらの問題を解消する技術は数多くあげられていますが、その中でも最も注目を浴

びているものが「仮想化テクノロジー」です。仮想化テクノロジーといっても大

きく 2 つの考え方があります。まずは複数のサーバを 1 つと見立てること。も

う 1 つは単一のサーバを複数に見立てることです。前者はシステム統合に貢献

し、後者はリソースの活用に貢献するものです。

＠YMC では、お客さまに快適安心のサービスをご提供するために、常に最新の技術に注目しています。仮

想化テクノロジー「Xen3.0」もそのひとつ。他社に先駆けて＠YMC の VPS「YV シリーズ」に採用され、

業界で脚光を浴びています。仮想的に CPU を一人で使ってるかのように見せるこのシステムは、他の

ユーザーの影響を限りなく削減し、お客さまのサーバー環境をより快適にすることを可能としました。

高性能 / 仮想化テクノロジー「Xen3.0」搭載 VPS
老舗が提案する「新しい VPS の形」

特長
プラン
料金表・機能表
オプション
利用規約・規則

VPS　カタログ　　　【目次】

01～02
03～04
05～06
07
08～10

別紙付録
サービス申込書
（裏面記入例）



特　長

特　長

プラン
PLAN

SERVER SERVICE プラン【YV-マネージド】
【YV-カスタム】

信頼と実績で選ばれるレンタルサーバーサービス

プラン 料金表・機能表特長 オプション PLAN ---YV-Managed・YV-Custom

3 4

「YVシリーズ」標準サービス
@YMC YVシリーズにはお客さまがサービスをご利用になられる上
で安心のサービスをご用意しております。これらは標準で装備され
ているものですので無料でご利用いただけます。 Xenで安定した

サーバー運営
独自SSL無料 ドメイン無料 メールウイルス除去

無料
IPアドレス
最大3個

ブログパックで
便利にブログ 転送料無料 30日間返金保証最短当日利用可能

YVシリーズ おまかせ派もこだわり派も満足！
＠YMC ならではのプラン！
@YMC の VPS は、面倒なサーバー管理をすべて＠YMC にアウトソースできる「YV- マネー
ジド」プランとカスタマイズ自在でパワーユーザーも満足の「YV- カスタム」プランの 2 つ
のプランをご用意しております。

YV-マネージドサーバー管理運用
　＠YMC 主体

サーバー管理運用
　お客さま主体

面倒なサーバー管理をすべて＠YMC にアウトソースし、自由度の高いサーバーの運用に技術
的な知識を必要としない新しいタイプのVPSプランです。

サーバー運用支援オプションで Ruby on Rails
やサイボウズなど各種インストール代行可能

自分仕様にカスタマイズ自在！コントロールパネル選択可能

バーチャルドメイン、マル
チドメイン設定代行可能　
バーチャルドメイン・マルチド

メインによる複数ドメイン運用

も設定代行します。

MySQL がインストール済みな

のでデータベースの運用もすぐ

始められます。

アプリケーションのインストールからバージョンアップや追加のモジュールインストール

まで、サーバー運用に必要な作業の支援を＠ＹＭＣが行います。

好きなアプリケーションを自由にインストールでき、コントロールパネルの選択もできます。

◆インストール代行可能なアプリケーション データベースもすぐ使える

HD容量  10GB / 20GB 月額利用料金　4,095円～

HD容量  10GB / 20GB 月額利用料金　4,095円～

YV-カスタム
カスタマイズ自在でパワーユーザーも満足していただけるVPSプランです。

※「サーバー運用支援オプション」については P.7「オプション」ページをご覧ください

Y
V
マ
ネ
ー
ジ
ド

Y
V
カ
ス
タ
ム

話題の

ブログサイト
を構築したい

安心な

ショッピングサイト
を構築したい

手軽に

コミュニティーサイト
を構築したい

やっぱり

コスト重視型

リスクマネージメント

セキュリティー重視型

Diary

SSL

やりたいこと プラン 必要なツール 料金・その他スペック

ブログ構築ツール
「Movable Type （ブログパック）」

ショッピングサイト構築ツール
「Zen Cart」

セキュリティー機能
「独自 SSL」

コミュニティーサイト構築ツール
XOOPS

何も足さずにお申し込み

いただいた構成のまま

「セキュリティーアップデート代行」

「ポート監視」

「システム監視」

「メールウイルス除去」

無 料 （基本ドメインのみ、１ライセンス）

無 料 （基本ドメインのみ、RapidSSL）

無 料

●月額利用料金 4,095円

●ディスク容量 10GB

●サーバー管理ツール @YMCコンパネ

●初期設定費用 10,500円

●月額利用料金 6,195円

●ディスク容量 10GB

●サーバー管理ツール

●オプション

@YMCコンパネ

●初期設定費用 21,000円

●月額利用料金 6,195円

●ディスク容量 10GB

●サーバー管理ツール

●オプション

@YMCコンパネ

サーバー運用支援

サーバー運用支援

●初期設定費用 21,000円

●月額利用料金 23.940円

●ディスク容量 20GB

●サーバー管理ツール Webmin・なし

●初期設定費用 42,000円

●月額利用料金 4,095円

●ディスク容量 10GB

●サーバー管理ツール お客さまの
お好きな管理ツール

●初期設定費用 10,500円

YVシリーズで こんな使い方がしたい！

おすすめ構成例

こんな方は★
YV- マネージドで決まり！
▶VPSまたはレンタルサーバーを初めて運用される方

▶サーバーの管理運用に少し自信がない方

▶時間がないので面倒なことはアウトソースしたい方

こんな方は★
YV- カスタムで決まり！
▶root 権限を利用して自由にサーバー環境を構築したい方

▶ディスク容量やコントロールパネルを自由に選択したい方

▶Xen 搭載VPS を自由に運用したいパワーユーザー

無料サポート root 権限 e メールアドレス数無制限

迷惑メールフィルター利用可能

ruby,php,perl インストール済み

MySQL インストール済み15 日間無料トライアル

無料サポート root 権限 e メールアドレス数無制限

Webmin インストール代行15 日間無料トライアル

ブログパック (MovableType 3.3)、XOOPS Cube 2.0.16a JP、Zen Cart v1.2.0日本語版（php4 でのみ利用可能）、OpenPNE 

2.2.8、Word Press ME 2.0.4、Ruby on Rails 1.1.6 ( Ruby 1.8.4 必須 )、Java(JDK 5.0 Update 8)、Tomcat 5.5.17（Java 必
須）、Zope 2.9.4、Plone 2.5  ( Zope 必須 )、全文検索 (namazu)、メーリングリスト (Mailman)、Urchin( インストール版 )サイ
ボウズ Office6( お試し版 )、サイボウズ デヂエ (お試し版 )、サイボウズ メールワイズ (お試し版 )

サーバー運用支援（オプション）・・・サーバー運用支援（オプション）をお申込いただくと人気のアプリケーションが、初期設定費用だけでイストール依頼し放題になります。

■ @YMC 主体のサーバー管理運用
■ 「サーバー運用支援オプション」により各種インストール代行可能
■ バーチャルドメイン、マルチドメインの設定代行可能
■ 迷惑メールフィルター利用可能
■ MySQL インストール済み
■ ブログパック基本ドメイン 1 ライセンス無料

■ お客さま主体の管理運用
■ コントロールパネル選択可能
■ 自由自在にカスタマイズ可能YV- マネージド YV- カスタム

プラン別

機能比較



料金表
PRICE

機能表
FUNCTION

YV-マネージド YV-カスタムプラン

■基本料金

■ドメイン費用

■オプション料金

HD10GB/
メモリ 160MB
HD20GB/
メモリ 256MB

管理ツール
  

12 ヵ月契約
1ヵ月契約
12ヵ月契約
1ヵ月契約
@YMCコンパネ
Webmin
なし

初期設定費用

10,500 円

10,500 円

0円
ー　　 
ー　　 

月額利用料金
4,095 円
5,145 円
9,345 円
10,395 円

0円
ー　　 
ー　　 

初期設定費用

10,500 円

10,500 円

ー　　 
5,250 円

0円

月額利用料金
4,095 円
5,145 円
9,345 円
10,395 円
ー　　 
0 円
0円

ドメインの種類 取得費 維持管理料※2
属性型 JPドメイン

.COM/.NET/.ORG/

汎用 JPドメイン

.TV/.INFO/.BIZ ドメイン※3

日本語ＪＰドメイン 

YV-マネージド YV-カスタム

サーバー管理代行
サーバー運用支援
バーチャルドメイン設定代行
マルチドメイン設定代行
ドメイン転送設定代行
SSL取得・設定代行 ※1
セキュリティー強化
メールウイルス除去／ドメイン ※2
システム監視
ポート監視※3
セキュリティアップデート代行
セキュリティアップデート（1回）※4
スペックアップ
IP アドレス追加 ※5
便利ツール
アクセス解析（Urchin ASP 版ドメイン）
DNS設定・運用代行サービス 
ブログパック ※6 
ブログパック（追加）※7
ブログパック追加１ライセンス

10,500 円
2,100 円
2,100 円
2,100 円

5,250 円
10,500 円
10,500 円
10,500 円
12,600 円

3,150 円

5,250 円
ー     

0 円
0円

2,100 円
525円
0円
0円

10,500 円（年額）～

420円
5,250 円
5,250 円
4,095 円
ー　　

525円

525円
ー　　

0円　　　　　
735円
525円

ー　　
ー　　
ー　　
ー　　

5,250 円
10,500 円
10,500 円
10,500 円
12,600 円

3,150 円

5,250 円
1,050 円
ー　　
ー　　
ー　　

ー　　
ー　　
ー　　
ー　　

10,500 円（年額）～

420円
5,250 円
5,250 円
4,095 円
ー　　

525円

525円
525円
ー　　
ー　　
ー　　

初期設定費用 月額利用料金 初期設定費用 月額利用料金

YV-マネージド YV-カスタム

MySQL ※1 
PostgreSQL ※2
メーリングリスト（Mailman）
全文検索（namazu） ※3 
Java(JDK 5.0 Update 8)
Tomcat 5.5.17 ※4
アクセス解析（Urchin インストール版）
サイボウズ Office6（お試し版） ※5
サイボウズ デジエ（お試し版） ※5
サイボウズ メールワイズ（お試し版）
XOOPS Cube 2.0.16a JP
Word Press ME 2.0.4※6
Zen Cart v1.2.0 日本語版
（ショッピングカート） ※7

OpenPNE2.2.8 ※8
Ruby on Rails1.1.6 ※9
Zope2.9.4
Plone2.5 ※10

ー　　
0円
0円

1,050 円
5,250 円
5,250 円
15,750 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円

5,250 円

5,250 円
5,250 円
5,250 円
5,250 円

ー　　
0円
0円
0円
0円
0円

15,750 円
0円
0円
0円
0円
0円

0円

0円
0円
0円
0円

0円
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　　　　

15,750 円
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　

ー　　
ー　　
ー　　
ー　　

0円 
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　

15,750 円
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　
ー　　

ー　　
ー　　
ー　　
ー　　

初期設定費用 月額利用料金 初期設定費用 月額利用料金

5,250 円
※1

5,250 円
※1

7,350 円

5,250 円 / 年※2

※1 弊社サービスにて運用される基本ドメイン 1つに限り無料で取得できます。但し、１２ヵ月契約の場合に限り
ます。ドメイン変更、マルチドメイン、バーチャルドメイン等で新規に取得する場合は取得費が必要です。

※2 維持管理料は 2年目以降請求します。 
※3 但し、プレミアムドメインに該当する場合は別途料金になります。
※本表にないドメインにつきましても取得可能です。ご希望の方はお尋ねください。
※日本語ＪＰドメインはマルチドメインおよびドメイン転送での利用に限ります。 
※日本語ＣＯＭドメインは利用できません。

■インストール代行料金（サーバー運用支援オプションご利用の場合「初期設定費用無料」）

※1　phpMyAdmin 込み
※2　phpPgAdmin 込み
※3　全文検索
※4　Java 必須
※5　ライセンスはユーザ負担
※6　YVマネージドのみ設定料 5,250 円です。
※7　php4でのみ利用可能
※8　php4推奨
※9　Ruby 1.8.4 必須 
※10 Zope 必須　

YV-マネージド YV-カスタム

php 
（4.3.9 / 4.4.4 / 5.1.6 から選択可能） ※1

MySQL 
（4.1.20 / 3.23.58 / 5.0.22 / 
インストールなし※2 から選択可能） ※1

perl モジュール追加 ※3
ruby モジュール追加 ※3

その他 ※4

ruby  
(1.8.1 / 1.8.4 / インストールなし ※2 から
選択可能） ※5

PostgreSQL
（7.4.13/8.1.4/ インストールなし  から
選択可能 ）※5

3,150 円

3,150 円

1,050 円
1,050 円
3,150 円

3,150 円

3,150 円

3,150 円

3,150 円

ー　　
ー　　
ー　　

ー　　

ー　　

0円

0円

ー　　　
ー　　　
ー　　　
　

ー　　　

ー　　　

0円

0円

0円
0円
0円

0円

0円

初期設定費用 月額利用料金 初期設定費用 月額利用料金

■バージョンアップ・変更（サーバー運用支援オプションご利用の場合「初期設定費用無料」）

※1　バージョン変更
※2　「インストールなし」はYV- カスタムプランのみ
※3　複数モジュール必要な場合は増額（詳しくはお問合せください）
※4　内容により異なる（詳しくはお問合せください）
※5　バージョン変更

※1 基本ドメインは無料（ジオトラスト社RapidSSL のみ）
※2 基本ドメインは無料（１２ヵ月契約のみ）
※3 2 ポート単位の価格
※4 依頼ベースでのパッチインストール
※5 合計 3IP まで（追加 2IP）
※6 基本ドメインに 1ユーザーライセンス標準
※7 基本ドメイン以外に設定する場合

※ドメイン費用とは各ドメイン管理機関にドメイン名を登録し、
弊社で維持管理するための料金です。

※利用料金に「年額」とあるオプションを除いて、１２ヵ月契約の場合は１２ヵ月
分（中途申込の場合は契約残期間分）を一括してお支払いいただきます。

5,250 円

5,250 円

SERVER SERVICE 料金表・機能表信頼と実績で選ばれるレンタルサーバーサービス

プラン 料金表・機能表 オプション PRICE LIST・FUNCTION LIST
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YVシリーズ YVシリーズ

カスタムでは受信のみ、マネージドでは送受信
基本ドメインに 1ライセンスが標準となります。
基本ドメインに限り無料
（ジオトラスト社RapidSSL シール無・申し込みが必要）
３ヶ月に 1回および緊急時にパッチをインストール
依頼ベースでのパッチインストール
インストール代行等無料
最大 3IP まで（追加 2IP）
基本ドメイン以外に設定する場合
phpMyadmin 込み
phpPgAdmin 込み
Java 必須
ライセンスはユーザー負担
MySQL 3.23.58 推奨
php4/MySQL 3.23.58 推奨
php4 推奨
Ruby 1.8.4 必須

※1.
※2.
※3.

※4.
※5.
※6.
※7.
※8.
※9.
※10.
※11.
※12.
※13.
※14.
※15.
※16.

Zope 必須
「インストールなし」はYV- カスタムプランのみ
バージョン変更（開始時の変更は無料）
複数モジュール必要な場合は増額（詳しくはお問合せください）
内容により異なる（詳しくはお問合せください）
バージョン変更

※17.
※18
※19.
※20.
※21.
※22.

YV-マネージド YV-カスタムプラン

■プラン料金・機能表 ●：標準でインストール・設定済みのもの／▲：標準でインストール・お客さまによる設定が必要／○（無料）：無料オプション（お申し込みが必要）／○：有償オプション ／□：推奨サービス／ -：対象外

月額利用料金

サーバー管理ツール

初期設定費用 

  

基本スペック

IP アドレス 
HD容量
OS
CPU
メモリ
仮想化ソフト
root 権限

メール関連機能
ｅメールアドレス数 （POP／ IMAP)

自動メール返信 
送信用メールサーバー ( SMTP )

POP over SSL ( 暗号化受信機能 ) 

迷惑メールフィルター
メーリングリスト
ウェブメール (PCのみ )

メールウイルス除去サービス※1

ウェブ関連機能
複数ドメイン運用
サーバーエイリアス 
アクセス制限 
アクセスログ取得／閲覧
アクセス解析  ( webalizer ) 

高機能アクセス解析（Urchin)

ブログパック（Movable Type1 ライセンス） ※2

スクリプト機能
標準CGI ( 弊社無償提供 )

独自 CGI ／ SSI
PHP

ビジネス機能／セキュリティー機能
独自SSL ※3

データベース ( MySQL )

データベース ( SQLite )

データベース ( PostgreSQL )

セキュリティアップデート代行 ※4

セキュリティアップデート（１回）※5

ポート監視
システム監視
サーバー運用支援 ※6

ユーティリティ
ディスク使用量管理
Perl 文法チェック

12ヵ月契約
1ヵ月契約

@YMCコンパネ
Webmin
なし

●
ー
ー

ー
○
●

●

無制限
●
●
●
●

▲（代行あり）
●
○

▲（代行あり）
●
●
●
●
○

○（無料）

●
●
●

●
●

○（無料）
○
○
○
○
○

●
●

●

無制限
▲
▲
▲
▲
▲
▲
○

▲
▲
▲

□（コマンドライン）
▲
○
ー

ー
●
●

▲
▲
▲
○
○
○
○
ー

□（コマンドライン）
□（コマンドライン）

4,095 円
5,145 円

10GB

160MB

9,345 円
10,395 円

20GB

256MB

10,500 円

1個（追加 2個、最大 3個利用可能）

CentOS 4.4
Pentium4-2.8GHz

Xen3.0

○（代行あり）

4,095 円
5,145 円

10GB

160MB

9,345 円
10,395 円

20GB

256MB

HD10GB   HD20GB HD10GB   HD20GB 
YV-マネージド YV-カスタムプラン

その他オプション
IP アドレス追加 ※7
メールウイルス除去／ドメイン ※1
アクセス解析（Urchin ASP 版 )
バーチャルドメイン設定代行
マルチドメイン設定代行
ドメイン転送設定代行
DNS設定・運用代行サービス
高機能アクセス解析（Urchin)
SSL 取得・設定代行
独自SSL ( ジオトラスト社 RapidSSL) ※3
独自 SSL (日本ジオトラスト社 クイックSSLプレミアム)
独自 SSL ( 日本ジオトラスト社 トゥルービジネス ID)
ブログパック（Movable Type1 ライセンス） ※2
ブログパック（追加） ※8
ブログパック追加 1ライセンス
インストール代行（サーバー運用支援オプションご利用の場合「初期設定費用無料」）
Webmin
MySQL※9 （インストール済み）
PostgreSQL ※10
メーリングリスト（Mailman）
全文検索（namazu）
Java(JDK 5.0 Update 8 )
Tomcat 5.5.17 ※11
アクセス解析 （Urchin　インストール版 )
サイボウズ Office6 （お試し版）※12
サイボウズ デヂエ （お試し版）※12
サイボウズ メールワイズ （お試し版）※12
XOOPS Cube 2.0.16a JP　※13 
WordPressME2.0.4　
Zen Cart v1.2.0 日本語版 （ショッピングカート）※14
OpenPNE2.2.8 ※15
Ruby on Rails1.1.6  ※16
Zope2.9.4
Plone2.5  ※17
ご利用機能バージョン選択　※サーバー設定時ご指定いただいたバージョンで各機能を同時に設定いたします
PHP （4.3.9 / 4.4.4 / 5.1.6 から選択可能）
Ruby (1.8.1 / 1.8.4 / インストールなし※18 から選択可能）
MySQL （4.1.20 / 3.23.58 / 5.0.22 / インストールなし※18 から選択可能）
PostgreSQL （7.4.13 / 8.1.4 / インストールなし から選択可能）
バージョンアップ・変更（サーバー運用支援オプションご利用の場合 初期設定費用無料）
php （4.3.9 / 4.4.4 / 5.1.6 から選択可能）  ※19
MySQL （4.1.20 / 3.23.58 / 5.0.22 /インストールなし※18 から選択可能） ※19
perl モジュール追加 ※20
ruby モジュール追加 ※20
その他 ※21
ruby (1.8.1 / 1.8.4 / インストールなし※18 から選択可能） ※22
PostgreSQL （7.4.13 / 8.1.4 / インストールなし から選択可能 ）※22

○
○
○
○
○
○
ー
○
○

○（無料）
○
○

○（無料）
○
○

ー
（インストール済み）

○（無料）
○（無料）
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○（設定可能な場合のみ）
ー
ー
ー
○
○

○（設定可能な場合のみ）
○（無料）
○
○
ー
ー
ー

○（無料）
ー
ー
ー
ー
ー
ー

○（代行可能な場合のみ）
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

●
●
●
●

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

HD10GB  HD20GB HD10GB  HD20GB 

特長

アプリケーションのバージョンは、セ
キュリティ対応等のため変わる事があ
ります。最新バージョンは弊社ＨＰ
（http://www.ymc.ne.jp）に てご確
認ください。



オプション
OPTION 

SERVER SERVICE オプション信頼と実績で選ばれるレンタルサーバーサービス

プラン 料金表・機能表 オプション OPTION
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YVシリーズ

アプリケーションのインストー
ルからバージョンアップや追加
のモジュールインストールまで、
サーバー運用に必要な作業の支
援を＠ＹＭＣが行います。

サーバー運用支援代行

料金

対応プラン

初期設定費用 ¥10,500
月額利用料金

YV- マネージド 対応プラン YV- マネージド

￥2,100

1 台のサーバーで複数のドメイ
ン運用を可能にするオプション
です。ドメインごとにコントロー
ルパネルが利用できます。

バーチャルドメイン設定代行

料金
初期設定費用 ¥2,100
月額利用料金 ￥525

１つのご契約内で複数のドメイン名
を利用できるサービスです。 商品ごと
や部署ごとのホームページを異なる
ドメイン名で公開することができま
すが、各ドメインでメール・コント
ロールパネルのご利用はできません。

マルチドメイン設定代行

対応プラン YV- マネージド

料金
初期設定費用 ¥2,100
月額利用料金 ￥0

※本オプションは一旦お申し込みいただきますと、ご契約期間中の解除はできません。

基本ドメインに関してはRapidSSLが無料。（要申込）

その他初期設定費用・年間利用料金についてはサー
ビスにより異なります。詳しくは弊社ウェブサイ
トにてご確認ください。

12カ月契約された場合は無料設定！ (基本ドメインのみ )

対応プラン 全プラン 対応プラン 全プラン 対応プラン 全プラン

個人情報を取り扱う企業ウェブ
サイトやショッピングサイトの
信頼性を保証するには、独自発
行の SSL 認証キーほど威力を
発揮するものはありません。

独自SSL（ジオトラスト社）

料金

コンピューターウイルスから自
社のネットワークや重要なデー
タを守る手段として、アンチウ
イルスソフトの導入が有効です。

メールウイルス除去サービス

料金
初期設定費用 ¥5,250
月額利用料金 ￥420

お客さまに代わってモニタリング
プログラムがサーバーを 24 時間
監視し、異常な状態を検知したら、
いち早くお客さまにお知らせする
オプションサービスです。

システム監視

料金
初期設定費用 ¥10,500
月額利用料金 ￥5,250

対応プラン 全プラン 対応プラン 全プラン 対応プラン 全プラン

ポートの動作を 24 時間監視し、
これらのサービスの異常を検知
したら、いち早くお客さまにお
知らせするオプションサービス
です。 

ポート監視

料金
初期設定費用 ¥10,500
月額利用料金 ￥5,250

YV シリーズでは、お客さま自身で
サーバーのセキュリティー管理を
行っていただく必要がありますが、
本オプションお申し込みでお客さま
に代わって面倒な作業を代行します。

セキュリティーアップデート代行

料金
初期設定費用 ¥10,500
月額利用料金 ￥4,095

IP アドレスを追加して複数ド
メインを運用しましょう。IP
アドレスを複数保有することに
より、独自 SSL を増やすこと
ができます。 

IP アドレス追加

料金
初期設定費用 ¥3,150
月額利用料金 ￥525

※弊社にて適応させていただくパッチについては、お客さまサーバーへ適応前に必ず検証させていただきます。

対応プラン 全プラン

対応プラン YV- カスタム
対応プラン YV- マネージド

1 日分のアクセス情報のページ
ビュー、ユーザーの辿った経路や、
どこのリンクからアクセスしてき
たかなど詳細な情報を得ることが
できます。

アクセス解析ツール「Urchin」

料金

初期設定費用 ¥15,750

月額利用料金 ￥15,750

初期設定費用 ¥5,250

月額利用料金 ￥525

@YMC の DNS をご利用いただ
く際に、設定や運用を＠YMCで
行います。

DNS設定・運用代行サービス

料金
初期設定費用 ¥1,050
月額利用料金 ￥525

MovableType のインストールを行い、
ラ イ セ ン ス 料 金 込 み で ブ ロ グ
（MovableType）をご利用いただけます。

ブログパック

料金
月額利用料金 ¥735
追加ユーザー ￥525 /１ユーザー 月額

インストール版

ASP版
（1ドメイン）

■ サーバー開通前にお申し込みの場合
　 基本ドメイン内のディレクトリーに設定
　 ※詳しくはお問い合わせください。
■ サーバーご利用中にお申し込みの場合
　 サブドメインに設定
　 ※詳しくはお問い合わせください。

…サーバー運用代行関連 …セキュリティー強化関連 …スペックアップ関連 …便利ツール関連

標準でご提供しているサービス以外にも、お客さまのサーバー運営をより快適に、安心にする機能をオ
プションとしてご用意しております。 お客さまのニーズにあわせてご利用ください。

＠ＹＭＣサーバーサービス利用規約
＠ＹＭＣサーバーサービス利用規約（以下『本規約』という）は、株式会社アット・ワイ
エムシー（以下『当社』という）が提供するインターネット関連サービス（以下『本サービス』
という）の利用者である法人又は個人（以下『利用者』という）と当社の間において、本
サービスの利用に関する一切の関係に対して適用されるものです。本サービスの利用者は
本サービス利用の申込前に必ず本規約の内容を確認し、本規約の内容を承諾した上で別
途利用契約（第５条に定義します）を締結するものとします。したがって、本規約の内容
は利用契約と一体となって当社及び利用者を拘束します。

第 １ 節　総則

第 １ 条　〔本規約の適用〕
1.当社は本規約に基づき本サービスを提供します。
2.当社及び利用者は、サービスの提供・料金の支払い等について本規約が定める義務を
誠実に履行するものとします。
第 ２ 条　〔サービス〕
1.当社が提供する本サービスは下記の通りです。
　・共用サーバーサービス（含、旧レンタルサーバーサービス）
　・ＶＰＳサーバーサービス
　・専用サーバーサービス
　・上記に付随するオプションサービス
2.詳細は別途定めます。
3. 本サービスは、原則として日本国内に主たる事業所を有する法人及び団体、日本国内
に住所を有する個人に提供するものとします。
第 ３ 条　〔通知〕
1.当社から利用者への通知は、原則として電子メール及びホームページへの掲載により行
うものとし、書面等当社が適当と判断する通信手段によりこれを補完する場合があるもの
とします。
2.前項の規定に基づき当社から利用者への通知を電子メールまたはホームページへの掲
載により行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に発信されたものと
します。
第 ４ 条　〔規約の変更〕
1.当社は利用者の了解を得ることなく本規約を変更することがあります。なお、この場合
利用料金その他の利用内容、利用条件は変更後の規約によるものとします。
2. 本規約を変更するときは、当社は利用者に対し変更する１４日前までに通知するものと
します。 但し当社は利用者に予告期間なしに、利用料金を改訂することがあります。

第 ２ 節　利用契約の締結

第 ５ 条　〔利用契約の単位〕
1. 利用契約は別紙に定める本サービスのプラン毎に締結するものとします（以下『利用契
約』という）。
2.当社との間に利用契約はひとつの利用契約につき、一利用者が契約するものとします。
3.当社は本サービスのプラン毎に少なくとも１つのドメインを設定し、それをもって利用契
約単位とします。
第 ６ 条　〔利用契約の締結〕
1.当社が提供する本サービスの利用申込は、利用者が当社指定の申込書の場合は必要事
項を漏れなく記入、捺印の上当社に提出することにより行うものとします。 当社ホームペー
ジ上のお申込フォームからの利用申込の場合は、必要項目を漏れなく入力し、画面に表示
される手順に従って送信操作を行うものとします。
2. 利用契約は、前項による申込内容に不備なく記載があり、当社からその申込を承諾す
る旨の通知が発信された時点で締結されたものとします。 但し、利用者が利用料金の支払
方法としてクレジットカードを選択した場合は、カードの有効性が確認できた時点で契約
が締結されたものとします。 なお当社が申込者に対し申込内容の不備を通知し、これを補
正するよう要求し、かかる要求を行った日から１４日以上連絡がない場合は、申込は取消
されたものとみなします。
3.当社からの承諾の通知は、電子メールを用いてこれを行うものとします。承諾の通知は
ドメイン名の登録が完了したことを保証するものではないことを利用者は承諾するものと
し、利用者の誤解、理解不足によって、利用者及び第三者に対して与えた損害について当
社は何ら責任を負わないものとします。
4. 本サービスの提供は、前項により利用契約が成立し、当社が文書によって指定する「サー
ビス開始日」をもって開始されるものとします。 但し、サービス開始日以前に本サービス
が利用できる状態にあっても、当社はその稼動を保証するものではありません。サービス
開始日までは、本サービスが不能状態に陥る可能性があることを、利用者は承諾するもの
とします。
第 ７ 条　〔個人情報の取扱〕
1.当社は、申込にあたって収集する個人情報について、別途定める「個人情報保護ポリシー」
に従い適正に管理するものとします。
2. 利用者は、当社が別途定める「公表事項」に基づく個人情報の種類、及び収集の目的、
第三者提供等について、同意した上で申込むものとします。
第 ８ 条　〔申込の拒絶及び承諾後の解除、取消〕
1.当社は利用契約の申込者が次の各号に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しな
いことがあります。 又、承諾後であっても、その契約を解除することがあります。
 a.申込書の内容に虚偽記載があることが判明した場合
 b.申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
 c.申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場
合
 d.申込者が当社に対して負担する何らかの債務の履行について、現に遅滞が生じている
場合または、過去において遅滞の生じたことがある場合、もしくはそれに準ずる行為があっ
た場合
 e. 第４３条（提供の停止）のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
 f.その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
2.前項の規定により本サービスの申込を承諾せず、又は承諾後サービス開始前に解除し
た場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。 なお、当社は申込を承諾せず、又は
承諾後サービス開始前に解除した理由を開示する義務を負わないものとします。
3.申込承諾後、利用者が負うべき料金の支払いが１ヵ月以上ない場合は、その契約を取
消すものとします。
第 ９ 条　〔契約事項の変更の届出等〕
1. 利用者は、申込時の届出事項及び変更後の届出事項に変更があった場合、速やかに当
社に対して届出るものとします。
2. 利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人又は合併により新設された
法人は、当社に対し、合併の日から１４日以内に届出るものとします。
3.当社は、前項の変更の届出が遅れたこと及び同届出を怠ったことにより利用者ないし第
三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたこと及び
同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期
に到達したと見なすことができるものとします。
4.当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性及び継続性が認め
られる場合に限り、第２項及び第３項を準用します。
 a. 利用者である個人から法人への変更（但し、個人事業主が法人を興し、その代表者に
就いた場合に限る。）
 b. 利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
 c. 利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
 d. 利用者である任意団体の代表者の変更
 e.その他前各号に類する変更
5. 利用者に前項各号に該当する変更以外の組織上の変更があった場合、利用者は当社に
対し、本サービスの申込を新たに行わなければなりません。
6. 本条第１項に定める変更届にあたっては、必要事項を記載のうえ、当社カスタマーペー
ジもしくは郵送により届出るものとします。
7. 本条第２項及び第４項に定める変更届出にあたっては、変更後の会社の登記簿情報（コ
ピー可）並びに変更を証する書類を併せて当社に送付するものとします。
第１０条　〔相続〕
1. 利用者である個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。但し、相続の開
始から１４日以内にその相続人が届出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継で
きるものとします。
2.相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者
は１人に限るものとし、前項の申出も当該1人の相続人がなすものとします。
第１１条　〔権利の譲渡〕
利用者は、本規約に基づいて締結される利用契約上の地位又は権利を第三者に譲渡、担

保提供等することはできません。

第 ３ 節　利用者の責務

第１２条　〔料金〕
1. 本サービスの利用料金額は、別途定めるとおりとします。 但し、本規約第１６条第２項
の但し書きに該当するサービス開始月の利用料は、これを免除します。
2. 利用者は利用料金の他、当該料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額を
当社に支払うものとします。
3.消費税の税率は、当該算定時に有効な税率とし、１円未満の端数は四捨五入します。
第１３条　〔支払期限〕
利用者は本サービスの利用料金を当社指定の期日までに、別途定める支払方法にて支払
うものとします。
第１４条　〔支払方法〕
1. 本サービスの利用料金支払方法として次の３つを定めます。 但し、本サービスのプラン、
契約期間によって選べる支払方法に制約があります。
 a.当社が指定する期日までに郵便局・銀行等からの振り込み
（振込手数料は利用者の負担とします）
 b.当社が指定する集金代行業者を通じ、当社の指定する期日に利用者が指定する預金
口座からの自動引き落とし
 c.当社が承認したクレジットカード会社の発行する利用者保有のクレジットカードにより、
当該クレジットカード会社の定めに基づく引き落とし
但し、設定料の支払いはa又はcによるものとします。
2.支払方法は、１ヵ月契約は月額払い、１２ヵ月契約は期間内利用料等を一括前納するも
のとします。
3.何らかの理由によりクレジットカード、又は引き落としの処理が不可能であった場合不
可能であったことが判明した日から１４日以内に、利用者は振り込みにて支払うものとしま
す。（振込手数料は利用者の負担とします）
4. 利用者が本サービスの利用料金支払い方法として、クレジットカード及び口座振替を選
択する場合、利用者名と異なるクレジットカード及び振替口座を指定することはできませ
ん。
5. 法人カードでその使用が認められている場合、担当者名と同一名義のカードは、これ
を認めるものとします。
6. 契約者名が屋号である場合は、担当者名義のカード、口座も指定することができるも
のとします。
7. 利用者が本サービスの利用料金支払い方法として振込を選択する場合及び初期設定費
用等を当社が振込で依頼する場合、利用者名と異なる名義での振込は原則としてできま
せん。
第１５条　〔遅延損害金〕
利用者は本サービスの料金及び本規約上の債務について支払い期日までに支払いを行わ
ない場合には、支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算された金額を、
遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
但し、当該債務が支払い期日の翌日から１０日以内に支払われた場合はこの限りではあり
ません。
第１６条　〔契約期間〕
1. 本サービスの契約期間は、１ヵ月もしくは１２ヵ月とし、かかる期間が満了する日の前月
２０日までに別途当社が定める手続きにより当社に申し出た場合を除き、当社から通知す
ることなく本契約は自動更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 契約期間の始期は、別途当社が通知するサービス開始日を起算日とし、毎月１日の開始
日を除いて、１ヵ月契約の場合は翌月末を、１２ヵ月契約の場合は１２ヵ月後の月末を満了
日とします。
第１７条　〔禁止事項〕
1. 利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
 a.当社若しくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パ
ブリシティ権若しくは肖像権等の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
 b.当社若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損す
る行為
 c. 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
 d.わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に当たる画像、文書等を送信又は掲載する行為
 e.当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備などに不正
にアクセスする行為
 f.他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、又社会的に許されないような行為
 g. 公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為
 h. 法令に違反する行為
 i. 別途当社禁止事項に定める行為
 j.その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
2. 利用者は、本規約および利用契約に基づき自己が受ける本サービスを、自己の責任をもっ
て第三者に対して提供すること（以下「再販」という）を妨げられないものとします。
3.再販を行う利用者は、再販先の行為によって自己が本規約および利用契約に違反する
ことのないようにしなければなりません。
4. 本条第１項d及びgの各号に該当するものは、青少年保護育成条例により「青少年に
対して健全な育成に障害を及ぼす可能性を有する表現」を指すものとし、下記のいずれか
に該当するもの、類似するものとします。
 a.18才未満の青少年に有害な内容を含むもの
 b. ポルノまたは暴力的な表現を含む内容を含むもの
 c. 喫煙、賭博、ギャンブル、風俗営業などについての 実行・参加・利用・宣伝のための
情報提供を目的とするもの
 d.性的な好奇心をそそるための内容を含むもの
 e.性的な好奇心をそそる物品についての情報提供および販売のためのコンテンツ
 f.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の定める 「無店舗型性風俗特
殊営業」および 「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するもの。
 g.性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像の表示
 h. 風俗営業についての情報の提供
 i. 猥褻な行為を目的とした交際についての情報の提供
 j.性行為に使用する器具・薬品・その他の物品等の情報
 k.アダルトに該当する画像・文言を含むバナーリンク
 l. 文字リンクであっても、卑猥な表現あるいは勧誘的表現を含むもの
 m.その他、a～lに類似するもの、表現
5. 本条第１項 fに定める行為とは下記及び下記に準じる、行為を含むものとします。　
 a. 過度にＣＰＵや保存領域、当社ネットワークを浪費するようなプログラムの使用
 b. 迷惑メールに該当するメールの配信行為
 c. 画像アップローダとしての利用
 d.ストリーミングサーバーとしての利用
 e.Realファイル、Windowsメディアファイル、QuickTime等マルチメディアファイルを
多用する行為
第１８条　〔損害賠償責任〕
1. 利用者は、本サービスの利用に伴い、第三者（国内外を問いません。以下同様。）に対
して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこ
れを処理解決するものとします。
2. 利用者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレー
ムを通知する場合においても、前項と同様とします。
3. 利用者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該
損害を賠償する義務を負います。
第１９条　〔データ管理〕
1. 利用者はデータ等の消失に備えて定期的に複製する義務を負います。
2.当社はデータ等が消失した場合、理由の如何を問わずこれを復元するサービスを提供し
ません。
3.当社はデータ等が消失した場合、利用者及び利用者のサービス利用者が被った損害に
ついて、一切の責任を負いません。
第２０条　〔ＩＤ及びパスワード管理〕
1. 利用者は、当社が提供した管理者用のユーザーＩＤ（アカウント）及びパスワード管理の
責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届出るものと
します。
2. 利用者は、当社が提供した管理者用のユーザーＩＤ（アカウント）及びパスワードにより
本サービスが利用されたときには、利用者自身の利用とみなされることに同意するものと
します。 但し、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した管理者用のユーザー
ＩＤ及びパスワードが他者に利用された場合はこの限りではありません。
3.当社は管理者用のユーザーＩＤ（アカウント）とパスワードの電話による問合せは、本人
からの問合せを含め、電話による回答はしないものとします。
4.管理者用のユーザーＩＤ（アカウント）とパスワードの問合せに関しては、問合せがあっ
た時点で当社に登録されている住所に対し原則として郵送でのみ回答するものとし、利用

者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。
第２１条　〔通知メールの受信〕
利用者は、当社から管理者メールアドレス（お客様番号が「Ｋ」で始まる旧サービス利用
者のみ）もしくは、届出メールアドレスに対して送信される第３条に定める通知メール、も
しくはカスタマーサイトの情報を定期的に受信するものとします。
第２２条　〔営業秘密等の漏洩等の禁止〕
1. 利用者は、当社の事業に関する技術上または営業上の情報であって公然と知られてい
ないものまたは当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理
しているかどうかに関わらず、その入手した情報（以下、本条において『入手情報』という）
の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはならないものとします。
2.前項の規定は、本サービス利用契約の終了後も、これを適用するものとします。
3. 利用者は、本サービス利用契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去
しなければならないものとします。完全に消去することのできないものであって返還するこ
とのできるものは当社に返還するものとします。

第 ４ 節　ドメイン名

第２３条　〔レジストリ等〕
1.「レジストリ」とは、IPアドレス及び関連データに対応する１件または複数ドメイン名の
（下位レベルのドメイン名を含む）ゾーンファイルを含むデータベースに関して、その管理
の義務を負う組織、法人または個人を指します。
2.「上位組織」とは、「レジストリ」とInternet Corporation for Assigned Names 
and Numbers （略称：ICANN）の総称を指します。
3.「レジストラ」とは、ドメイン名の登録者とレジストリとの間で登録業務を仲介代行す
る事業者であり、レジストリに登録するための登録情報を提出する事業者を指します。な
お、本規約では JPドメイン名登録サービスにおける「指定事業者」を「レジストラ」に
含まれて解釈されるものとします。
4.「ドメイン名」とはトップレベルドメインとトップレベルドメインに続く各レベルドメイン
名をあわせたものをいいます。
5.「登録情報」とは登録申請および変更・更新の際に登録者より提供される全情報をい
います。
6.「登録者」とは「登録情報」として提供される情報に登録者として記載される者をいい、
当該ドメイン名を保有（利用）する権限を持つものとします。 なお、利用者名義で登録さ
れたドメイン名の登録者については、本節内各条文において特に定める場合を除いて登録
者を利用者と読み替えるものとします。
第２４条　〔ドメインの新規取得代行〕
1.当社は、当社が別途定める特定のドメイン名管理団体（「以下「当社指定レジストラ」
という」に対し、利用者が当社サービスにおいて利用を希望するドメイン名について、そ
の登録申請事務手続の代行サービスを提供するものとします。
2.前項のサービスの利用を希望する場合、当社サービス申込の際に、その旨および希望
するドメイン名を当社に知らせるものとします。なお、希望するドメイン名を登録すること
ができない場合もあることを、利用者は承諾するものとします。
3.当社は、本条第１項において定めるところにより当社の提供するサービスが遅延し、ま
たは当社がそのサービスを提供しなかったことにより利用者に生じた損害について、一切
の責任を負いません。
4.当社は、当社指定レジストラが行うドメイン名の登録のための手続が遅延し、または当
社指定レジストラがその手続を行わなかったことにより利用者に生じた損害について、一
切の責任を負いません。
第２５条　〔ドメイン名の更新〕
1.ドメイン名の登録期間は原則として１年単位とします。
2.ドメイン名の更新に対する当社からの通知は、ドメイン名維持管理料の請求書をもって
これに代えるものとします。
3.ドメイン名を更新する場合、登録者は当社の定める維持管理料を期日までに支払うもの
とします。期日までに支払のない場合、該当ドメイン名は当社にて廃止処理を行うことに
同意するものとします。
4.ドメイン名を更新しない（廃止する）場合、登録者は当社指定の方法により届出るもの
とします。この場合、原則として基本サービスも解約されるものとします。 但し、バーチャ
ルドメイン、マルチドメイン設定中のドメイン名はこの限りではありません。
5. 維持管理料を支払わない、更新しない（廃止する）ことにより、該当ドメイン名が利用
不能状態になった場合、該当ドメイン名の利用不能状態を防止する義務、不正に復旧させ
る義務並びに利用不能になったことにより登録者及び第三者に発生した損害について、当
社は一切責任を負わないものとします。
第２６条　〔ドメイン名の廃止等〕
1.前条に定める他、登録期間内であっても、登録者は当社指定の様式により届出ることに
よって登録ドメイン名の廃止申請を行うことができるものとします。この場合、廃止手続き
が完了した日をもって登録期間が終了するものとします。
2. 登録者は下記のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると当社が合理的に判断し
た場合、当社指定レジストラもしくは上位組織、及び当社が登録者のドメイン名について、
停止、廃止、抹消、取消、移転、修正する権利を有することを承諾するものとします。
 a. 登録者が紛争処理方針を始めとする上位契約に違反し、当社指定レジストラもしくは
上位組織、及び当社により勧告したにもかかわらず違反を是正しない場合
 b.当社指定レジストラもしくは上位組織の定めるポリシー等に基づく手続きの場合
 c.ドメイン名登録を停止、廃止、抹消、取消、移転、修正する各国（日本に限らない）
の法律的な根拠がある場合及び各国の裁判所、行政機関またはこれに準じる公的機関か
ら、判決、決定、命令、指揮その他の意志決定を受けた場合
3. 利用者の契約不履行等により当社の基本サービス契約を停止した場合及び契約解除に
なった場合、登録者のドメイン名を当社が更新しない権利及び登録を抹消する権利を有す
ることを承諾するものとします。
第２７条　〔レジストラ移管〕
1.当社基本サービス申込にあたり、他社で取得されたドメイン名を利用しようとする場合
は、日本レジストリサービスの管理するＪＰドメインの指定事業者変更以外は原則として受
付けないものとします。 但し、当社が特に認めた場合はレジストラ移管に応じるものとしま
す。
2.指定事業者変更並びにレジストラ移管を行わない場合は、登録者にてドメイン名更新、
維持管理料の支払、ネームサーバー情報の変更等の義務を負うものとします。 なお、登録
者による義務の不履行により該当ドメイン名の利用不能状態に起因する当社基本サービス
の利用不能状態を防止する義務、不正に復旧させる義務、登録者及び第三者に発生した
損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 本条第１項による指定事業者変更もしくはレジストラ移管にあたって、登録者情報と利
用者情報が異なる場合（以下「第三者名義のドメイン名」という）、登録者は利用者を通
じて、以下の内容を手続きを行った時点で了承しているものとします。
 a.ドメイン名管理のため登録者情報が利用される
 b.whois によって登録者情報を提供することを義務付けられている
 c.その他、ICANNによる各種規定やドメイン名運用に関する慣習に従う
第２８条　〔基本サービスを解約、解除する場合〕
1.当社基本サービスを解約する場合、登録者はドメイン名を廃止する場合を除いて指定
事業者変更もしくはレジストラ変更するものとし、変更先レジストラより承認申請がなされ
た場合、当社は応じるものとします。 但し、当社に対し基本サービスの解約届出がない場
合、当社はレジストラ変更の承認を行わず、これにより登録者及び第三者に発生した損害
について、当社は一切責任を負わないものとします。 また、当社は当社で管理している第
三者名義のドメインの登録者に対して連絡を行う義務を負わないものとします。
2. 利用者もしくは登録者が当社によるドメイン管理を引続き希望し、かつ当社が認めた場
合に限り当社はドメイン管理を行うものとします。
第２９条　〔ドメイン名のレンタル〕
当社基本サービス中において、ドメイン名レンタルに対応したプランの利用者は次の各号
に同意しているものとします。
1.当社は利用者に代わり取得したドメインについて、利用者に独占的使用権を付与するも
のとします。
2. 本条第１号に定める独占的使用権の契約期間は、当社基本サービスと同一期間とし、
基本サービスの解約、解除と同時に当社は該当ドメイン名を廃止するものとします。
3. 利用中のドメイン名の譲渡は、当社が本サービスを廃止する場合を除いて、当社は一切
応じません。但し、当社は廃止したドメイン名を利用者が再登録することを妨げないもの
とします。
4. 利用者にレンタル中のドメイン名について、下記のいずれかに該当する場合、もしくは
該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は利用者の了解を得ることなく可及的速や
かに停止、廃止、抹消、取消、移転、修正する権利を有します。
 a. 該当ドメイン名が紛争処理方針を始めとする上位契約に違反し、当社指定レジストラ
もしくは上位組織より当社に対し是正を求められた場合。
 b.ドメイン名登録を停止、廃止、抹消、取消、移転、修正する各国（日本に限らない）
の法律的な根拠がある場合及び各国の裁判所、行政機関またはこれに準じる公的機関か
ら、判決、決定、命令、指揮その他の意志決定を受けた場合。
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5. 本条各号により利用者及び第三者に発生した損害について、当社は一切責任を負わな
いものとします。
第３０条　〔登録情報の登録及び変更〕
登録者は登録情報の登録及び変更にあたり、次の各号に同意するものとします。
1.当社に対し常に正確かつ最新、及び真実の情報を提供すること
2. 登録者開示情報が公的に利用されること
3. 必要な書類がある場合は、当社の定める期間内に当社の定める方法により有効な書類
を提出すること
4.前号の書類取得及び提出にかかる費用について登録者が負担すること
5. 提供された情報が不正確、虚偽であった場合及び必要書類の欠如があった場合、当社
は登録、変更申請を行わないこと
6.前号により発生した損害に対し当社は責任を負わないこと
7.当社もしくは当社指定のレジストラより登録内容に関する問合せ、連絡に対して定めら
れた期限内に回答すること
8. 登録されている連絡先が有効でないこと、連絡先情報を開示しない等により、当社も
しくは当社指定のレジストラからの連絡が不達であることに起因し発生した損害に対し当
社は責任を負わないこと
9.ICANNにより当社に対し求められる登録者情報の開示及びWhoisドメイン検索にて
登録者情報が公開されること
10.前号により発生した損害に対し、当社及び当社指定レジストラは責任を負わないこと
11.ドメイン名検索DBによって取得可能であっても、DB更新のタイミングによって取得
済みであったり、登録に必要な設定料入金までの間に他者に取得され、希望ドメイン名が
取得できない場合があること
第３１条　〔登録及び更新の拒否等〕
1.当社は、ドメイン名の登録または使用状況が次の各号のいずれかに該当すると合理的
に判断した場合、当該ドメイン名について、登録の申請を拒否、取消、あるいは登録期間
中であれば、当該ドメイン名の登録停止、廃止、抹消、移転、修正する権利を保持します。
 a. 登録者が事実に反する登録者情報に基づき申請した場合
 b. 登録者もしくは利用者が、本規約に基づき当社に支払うべき利用料金を不当な行為、
方法により回避しようとした場合
 c. 法令に違反もしくは違反するおそれがある場合
 d.当社指定レジストラもしくは上位組織の契約に抵触もしくは抵触するおそれがある 場
合
 e. 紛争処理方針に抵触もしくは抵触するおそれがある場合
 f.システムの管理上必要と判断した場合
 g.その他、当社の独自の判断による場合
2.ドメイン名の登録もしくは使用が、前項各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判
断した場合、相当の期間、登録手続を中止もしくは使用を停止し、かかる事由の有無につ
いて検討する場合があります。この場合当社はその検討の過程及び結果について開示す
る責任を負わないものとします。
3.前２項の場合、当社によって登録申請を拒否もしくは登録手続が中止された場合、ある
いは該当ドメイン名の使用を一時停止、移転、廃止もしくは抹消された登録者および利用
者は、当社並びに当社指定レジストラ及び上位組織に対して、一切の異議申立（訴訟の提
起を含むものとします）をすることができません。
4.上位組織もしくは上位組織に認定を受けているドメイン名紛争処理サービスプロバイ
ダーから指示がある場合、当社及び登録者はその裁定に従うものとします。
第３２条　〔料金〕
1. 利用者は当社の定める方法及び期限内に、別途定める取得費、維持管理料等に消費税
を合算した額を支払うものとします。
2.前項により支払われた料金は、いかなる理由があっても返還しません。
3.当社は利用者に対し、予告なく料金を改訂できるものとします。
4.当社が料金を変更した場合は、当社のホームページへの掲載等の方法により利用者に
通知するものとします。但し、利用者が、かかる告知を了知していなかったとしても、料
金変更の効力には影響しないものとします。
5. 第２７条第１項によって当社に指定事業者変更もしくはレジストラ変更を行った第三者名
義のドメイン名の維持管理に係る費用は登録者に代わって利用者が支払うものとします。
第３３条　〔紛争処理〕
1登録者名義で取得したドメイン名について、申立人が紛争処理機関に申立を行った場合
もしくは申立人より直接申立が登録者になされた場合、統一ドメイン名処理方針及びJP
ドメイン名紛争処理方針に基づき、登録者は申立人との紛争解決に誠意をもってあたるも
のとします。かかる紛争解決にあたって、当社は対応、費用を含む一切の行為に対し関知
しないものとします。 但し、当社名義にて取得し、利用者にレンタル中のドメイン名につい
て申立がなされた場合、当社は本規約第２９条第４項に基づく処理を行うものとします。
2. 登録者名義で取得したドメイン名について、紛争処理機関申立に先立ち申立人より当社
に照会があった場合、当社は登録者に対し申立人から照会があった旨の通知を行うものと
し、登録者及び当社の対応は前号に順ずるものとします。 但し、当社名義にて取得し、利
用者にレンタル中のドメイン名について紛争処理機関申立に先立ち申立人より当社に照会
があった場合、当社は照会内容について、ドメイン名貸与中の利用者に対して確認し、申
立人の照会内容に正当性が認められると当社が判断した場合、当社は本規約第２９条第
４項に基づく処理を行うものとします。
3. 紛争解決にあたってドメイン名の停止、廃止、抹消、取消、移転、修正等にかかる費用
は、全て登録者の負担とします。
第３４条　〔損害賠償責任〕
1. 登録者は、本サービスの利用に伴い、第三者（国内外を問いません。以下同様。）に対
して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこ
れを処理解決するものとします。
2. 利用者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレー
ムを通知する場合においても、前項と同様とします。
3. 登録者及び利用者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に
対し、当該損害を賠償する義務を負います。
第３５条　〔登録情報の利用〕
1. 登録者は、上部組織の契約及び利用に関して制定されたポリシー、要請等に従い、登
録情報が公的に利用されることに同意するものとします。
2. 登録情報に含まれる個人情報については、当社が別途定める「個人情報保護に関する
法律」に基づく公表事項により取得項目、利用目的等を明らかにし、登録者はこれにより
当社が個人情報を保持、第三者提供等を行うことに同意するものとします。
3.当社は、当社が別途定める方法により登録情報の修正、アップデートの必要があると
判断した場合、登録者に対して登録情報の確認を求めることができるものとします。但し、
第三者名義のドメイン名のうち当社管理下にあるドメイン名の場合は、原則として利用者
に対して登録情報の確認を行うものとします。当社から確認を求めた日から１０営業日以
内に回答がない場合、当社は当該ドメイン名の使用を一時停止することができるものとし
ます。
4.当社は登録情報の管理、虚偽の登録情報の提供もしくは不正な登録情報へのアクセス
その他の理由により登録情報が不当に開示、改変または破壊されることを防止するため、
当社が必要と判断する措置を取ることがあります。
5.当社は当社が別途定める内容及び方法により、登録者に対し登録情報に関する通知を
行うことがあり、登録者はかかる通知がなされることにつき同意するものとします。
6. 本条文内において、第三者名義のドメイン名のうち当社管理下にあるドメイン名の場合
は、登録者を利用者と読み替えるものとします。

第 ５ 節　設定・サポート

第３６条　〔設定〕
1.当社は初期設定費用、初回利用料、その他必要となる支払いの入金（クレジットカード
の場合は有効性の確認）確認後、設定作業を行います。
2.設定作業開始後申込んだドメイン名を変更するには、再度初期設定費用及びドメイン
名取得費が必要です。
第３７条　〔サポート〕
1.当社は本サービス、お客様に提供するハード・ソフトウェア、及びネットワークに関す
るお問い合わせについて、これに答えるサービス（以下「『サポート』といいます」を提供
します。
2.サポートの方法、時間は当社が別途定めるとおりとします。
3.お問い合わせに際して、当社は別途定める方法により利用者であることを確認するもの
とします。
4.管理委託承諾書にて届出がなされている者（以下「管理委託先」という）からの問合
せもしくは設定、運用等に関する問い合わせスタッフとして届け出られている者（以下「運
用問い合わせスタッフ」という）からの問い合わせは、別途定める方法により管理委託先
もしくは運用問い合わせスタッフであることが確認できた場合、利用者からの問合せが
あったものとして取り扱うものとします。
第３８条　〔ハードウェア〕
1.当社は提供するサーバーサービスについて、可能な限り事前にディスク交換等のハード

利用規約別紙
サポートについて

1. 利用規約第３７条第２項において当社が定めるサポートの方法及び時間は次の通りとし
ます。
　ⅰ. 電　　　話・・・・・10:00～12:00、13:00～17:00（土、日曜、祝祭日を除く）
　ⅱ. 電子メール・・・・・24時間（但し、回答は上記 (1)に定める時間内）
　ⅲ. 当社指定フォーム・・24時間（但し、回答は上記 (1)に定める時間内）
2. 夜間及び休日の対応は、原則として行っておりません。
3. 利用規約第３７条第３項において当社が定める利用者の確認方法は原則として次の通り
とします。
　ⅰ. 電話の場合
　　　a.お客様番号の伝達
　　　b.お客様名もしくはドメイン名の伝達
　　　c.担当者名の伝達
　ⅱ.電子メールの場合
　　　a.お客様番号の記載
　　　b.お客様名の記載
　ⅲ. 当社指定フォームからの場合
　　　a.お客様番号の記載
　　　b.お客様名の記載
4. 前項により利用者の確認ができなかった場合、原則として当社はいかなる問合せにも
回答いたしません。

Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー利用規則
第１条 〔Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー利用規則の趣旨〕

株式会社アット・ワイエムシー（以下、「当社」という。）が＠ＹＭＣサーバーサービス利
用規約 （以下「利用規約」という）にもとづいて提供する専用サーバーサービスのうち、 
特にＷｉｎｄｏｗｓサーバーをご利用いただくサービス （以下、「Ｗｉｎｄｏｗｓサーバーサー
ビス」という）をご利用のお客様には、 利用規約のほか、このＷｉｎｄｏｗｓサーバー利用
規則において定める内容についても 遵守していただきます。このＷｉｎｄｏｗｓサーバ利用
規則の内容をご承諾いただけない場合には、 Ｗｉｎｄｏｗｓサーバーサービスの利用契約 
（以下、「Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー利用契約」という。）のお申込およびご利用をお断りいたし
ます。
 

第２条 〔「ｗａｄｍｉｎ」のアカウントの管理〕

お客様は、Ｗｉｎｄｏｗｓサーバーの管理のための操作を第三者に行わせることができませ
ん。

【説明】
お客様は、Ｗｉｎｄｏｗｓサーバーの管理のための操作を行うために、「ｗａｄｍｉｎ」という
ＩＤの特別のアカウントを使用することができます。当社は、この特別のアカウントを使用
するために必要なパスワードをお客様にお知らせいたします。

Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー利用契約にもとづいてＷｉｎｄｏｗｓサーバーをご利用いただく権利
は、お客様の一身に専属する性質のものです。したがって、「ｗａｄｍｉｎ」というＩＤの特
別のアカウントを使用して行うＷｉｎｄｏｗｓサーバーの管理のための操作は、お客様だけ
がこれを行うことができます。この操作を第三者に行わせることは、禁止いたしますので、
ご注意ください。また、当社がお客様にお知らせしたこの特別のアカウントのパスワード
を第三者に知らせることも、おやめください。

ウェアサポートを行いますが、行わないことによって利用者及び利用者のサービス利用者
に生じた損害について一切の責任を負いません。
2.当社は提供するサーバーサービスにおいて、万が一ハードウェア障害が発生した場合、
当社は同等品のハードウェアに交換作業を行いますが、障害によりデータ等の損失、復旧
までに時間を要しても、当社はその賠償責任を負いません。

第 ６ 節　通信の秘密、情報の取扱

第３９条　〔システム運用管理〕
1.当社は、業務上必要な復旧・保守作業を目的として、利用者のサーバーにログインする
ことができるものとします。
2.前項を可能なものとするため、利用者は、rootのパスワード及びログイン用アカウント
のパスワードを変更した場合は可及的速やかに当社まで報告するものとします。
第４０条　〔秘密保持〕
1.当社は次の各項に定める場合を除いて、利用契約の履行に際して知り得た利用者の秘
密、及び利用者の設定内容、内部データ等について如何なる第三者にも開示・提供しな
いものとします。
2. 法律上照会権限を有する者から、書面による正式な協力要請、照会があったとき。
3. 利用者の同意があったとき。
4.当社パートナーを通じて申し込みのあった利用者情報をパートナーが求めたとき。 但し
パートナーの業務遂行に必要な範囲に限る。

第 ７ 節　提供の停止等

第４１条　〔提供の中止〕
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守又は工事等のためやむを得ない場合
電気通信事業法第８条の規定に基づく場合すなわち、天災その他の非常事態が発生し、
又はその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある
場合
当社上位の電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
2.当社は、本サービスを中止するときには、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由
及び期間を通知します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第１項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害につい
て賠償の責任を負いません。
第４２条　〔禁止行為等への対応〕
1.当社は、利用者が第１７条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた
場合、利用者の本サービス利用その他のインターネット関連の行為に関し第三者から当社
に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で
本サービスの運営上、利用者の本サービス利用行為を不適当と当社が判断した場合は、
当該利用者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
 a. 第１７条に規定する禁止事項に該当する行為の中止要求
 b. 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議の要求
 c. 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報の削除要求
 d.事前に通知することなく、利用者又は利用者の関係者が本サービスを通じてインター
ネット上に掲載した情報の全部又は一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
 e. 本サービス利用の一時停止
 f. 利用契約の解除
2.前項により利用者に対し改善要求を当社が行った場合、利用者は当社からの要求に対
し、誠実に対応するものとします。
3.当社からの要求に対し、対応がないまま再度他者からクレーム等が寄せられた場合、
もしくは利用者の対応が不十分であると当社が判断した場合、利用契約の解除を行う場
合があります。
4. 本条第１項に基づき本サービスの利用を停止する場合、また本条第３項に基づき本サー
ビスの利用契約を解除する場合、すでに当社に支払った本来の契約期間の満了日までの
間の料金等の全部または一部は返還しません。
第４３条　〔提供の停止〕
1.当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供
を一時停止することがあります。
 a. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
 b.当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又はその恐れがある等当社の業務の遂行に支
障が生じると当社が認めた場合
 c. 利用者が申込に当たって虚偽の事項を表示したことが判明した場合
 d. 第４２条第１項の各号に該当する場合
2.当社は、本サービスを停止するときには、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由
及び期間を通知します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第４４条　〔利用制限〕
当社は本サービスに次の利用制限を行うことができます。
 a.ＳＳＩ、ＰＨＰ、シェルプログラム及びＣＧＩプログラム等の使用において、当社が自己の
システムに著しく影響を及ぼすと判断した場合、プログラムの使用制限等。
 b.コンテンツの内容等により、当社が自己のネットワークに著しく影響を及ぼすと判断し
た場合、帯域制限等。

第 ８ 節　利用契約の終了

第４５条　〔利用契約の解除等〕
1.当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をするこ
となく直ちに利用契約を解除することができます。
 a. 第４３条１項各号のいずれかに該当する場合
 b. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、
会社整理、特別清算、会社更生等の申立があったとき
手形、小切手を不渡りにする等支払を停止したとき
 c.その他本規約に違反した場合
2. 利用者都合により解約される場合は、解約しようとする前月２０日までに別途当社が定
める手続きにより当社に申し出ることにより、翌月末日をもって利用契約を解約することが
できます。 かかる場合、当社に支払われた利用期間満了日までの利用料等については、こ
れを返還しません。 但し、サービス開始日を含む３０日以内に別途定める手続きにより解
約届を提出し、解約日がサービス開始日を含む３０日以内の日が指定されている場合に限
り、契約期間満了日までの所定の料金のうち月額利用料、オプション月額利用料の全部
に相当する金額を、振込手数料を差し引いて利用者指定の口座に返金します。 また、利用
者が当社に対する債務がある場合、支払済みの利用料等をもって充当するものとし、利
用料等をもってしても充当できない場合は、当社よりこれを請求し、利用者は支払う義務
を負うものとします。
3.当社は、第４３条により本サービスの利用を一時停止した後、利用者から利用停止状態
を解除する要求がなされ、サービス再開に必要な費用の入金があった場合を除いて、７日
後に利用契約を解除します。
第４６条　〔サーバーの停止・領域の削除等〕
1.当社は利用者から解約の申出があった場合、解約日をもって専用サーバーサービスの中
止、利用者領域の削除等を行います。
2. 第４５条により利用契約が解除になった場合、利用契約解除日をもって利用者領域の
削除を行います。
3.前２項の処理にあたり、必要となるデータ等の移転が完了していなくても、当社は一切
の責任を負いません。

第 ９ 節　損害賠償等

第４７条　〔損害賠償の制限１〕
1.当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービス（ＹＳシリーズを除く）を全く利
用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時
刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヵ月の基本料金の30分
の1に利用不能の日数を乗じた額（円未満切り捨て）を限度として、利用者の請求により
利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。 但し、当社が支払うべき損害額が10万
円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさ
せていただきます。
2. 上位電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因し
て利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額
は、当社がかかる電気通信役務に関し当該上位電気通信事業者又はその他の電気通信
事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請
求に応じるものとします。
第４８条　〔損害賠償の制限２〕
1.当社の責に帰すべき事由ににより利用者がＹＳシリーズのサービスを全く利用できない

状態に陥った場合、本条において定めるところにより、料金の一部を返金するものとします。
2.当社は、当月においてＹＳシリーズのサービスを利用することのできた時間を当月の総時
間で除して得られる率についての次の各号掲げる区分に従い、その利用者が当月分の月額
利用料金として当社に支払った金額に次の各号に掲げる率を乗じて得られる金額を当社が
別途定める方法により利用者に返金するものとします。
 a.９０％から９８％まで　　　１０％
 b.９０％から９９％まで　　　２５％
 c.９０．０％から９９％まで　　　５０％
 d.８９％以下　　　　　　　　　１００％
3.当社は、利用者がＹＳシリーズのサービス利用不能の後、最初に当社に支払う月額利用
料金の金額をその本来支払うべき月額利用料金の金額から返金するべき金額を減じて得
られる金額とすることをもって前項の返金に代える場合があるものとします。
4. 本条において定める返金は、当社が別途定める方法により、ＹＳシリーズのサービスの利
用不能の事実を当社に通知したお客さまについて、これを行うものとします。
5. 本条第２項にもとづく返金の金額の算出にあたっては、ＹＳシリーズのサービスの利用不
能の期間は、前項の通知が当社に到達し、当社が利用不能の事実を確認した時からこれ
を起算するものとします。
6.前項において定める返金の要件を満たす場合であっても、ＹＳシリーズのサービスの利用
不能が次の各号に掲げるいずれかの事由により生じたときは、本条において定める返金は、
これを行わないものとします。利用者がＹＳシリーズの利用にあたって本規約に定める義務
に違背したために、ＹＳシリーズのサービスの利用不能が生じたときも同様とします。
 a.当社のウェブサイトへの掲載等の適当な方法により当社が事前にお客さまに知らせた日
時に当社のサーバーまたはその他の設備の保守等のための作業を行ったこと
 b. 戦争、暴動、同盟罷業、内戦等が発生したこと、または通商を禁止する措置がとられ
たこと
 c. 火災、洪水、交通機関の運行の停止や遅延、電気通信の障害や遅延が生じたこと
 d.ウイルスの配布やクラッキングが行われたこと
 e.電子商取引、代金の決済、チャット、統計、またはその他の用途のソフトウェアに瑕疵
があったこと
 f. 利用者にＹＳシリーズのサービスを提供するために当社が運用するサーバーを適切に動
作させるために必要な部品や電力等の供給を当社が受けられないこと
第４９条　〔免責〕
1.当社は、利用者が本サービスの利用に関して被った損害について、債務不履行、不法行
為その他の法律上の根拠を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとし
ます。 但し、利用者が、本サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失に基づき、
損害を被った場合についてはこの限りではありません。
2.当社は利用者が本サービスを利用することによって利用者がインターネット上で提供す
るコンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
3.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完
全性、正確性、有用性及び適法性をいかなる者に対しても保証しません。
4.当社は利用者が本サービスを利用することによって第三者との間で法律的又は社会的な
係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。
第５０条　〔消費者契約に関する免責の特則〕
本規約の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人の利用者（事業としてまたは事業の
ために本サービス利用契約の当事者となった利用者を除く。）については、当社の責任の
全部を否定するのではなく、その債務不履行が生じ、その不法行為がなされ、またはそ
の瑕疵が存した期間分の月額利用料金として、利用者が当社に支払った金額を限度として
当社がその損害を利用者に賠償するものと読み替えるものとします。
1.当社の債務不履行により利用者に生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定
める条項。
2. 本サービス利用契約における当社の債務の履行に際してなされた当社の不法行為により
利用社に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項
3. 本サービス利用契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、その瑕疵により利用者に生じ
た損害を賠償する当社の責任の全部を否定する旨を定める条項

第１０節　雑則

第５１条　〔準拠法〕
本規約及び利用契約は、日本の法律に従って作成されており、又日本の法律に従って解釈
されるものとします。
第５２条　〔紛争の解決、管轄裁判所〕
1. 本規約に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発
生したときは、当社及び利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2. 本契約等又はこれに基づく取引について紛争が生じた場合は、当社の本店所在地又は
契約者を担当する支社所在地を管轄する裁判所もしく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５３条　〔利用規則等〕
本サービスを運用していく上で、利用者が遵守すべき事項を明らかにするため、本規約に
定めるものの他、必要に応じ利用規則、細則等を定めることができるものとし、その内容
は適切な方法で公示するものとします。

附　則

本規約は、平成１８年４月１日より、一部修正し既存利用者も含め適用されます。
但し、平成１８年３月３１日時点で共用サーバーＹＳシリーズ以外の利用者への本規約第１４
条第２項、第４５条第２項の適用並びに旧規約第１６条第３項の最低利用期間の撤廃は、
平成１８年７月以降に契約更新を迎える利用者から順次適用されます。
(２００６年４月１日）



郵送先
〒750-0016
山口県下関市細江町3-1-28　

必要事項をすべてご記入の上、下記の郵送先へお送りください。

※その他のお問い合わせ先はウェブサイトをご覧ください。 【お問い合わせ窓口ページ】http://info.ymc.ne.jp/

株式会社アット・ワイエムシー宛

ドメイン名を弊社にて
新たに取得する場合
は、「ドメイン名を新規
で取得」をチェックして
ください。
すでにお持ちのドメイ
ン名をご利用の場合は
「取得済みのドメイン
名を利用」をチェックし
てください。

弊社パートナー経由で
お申し込みの方は、
「YP-」ではじまるパー
トナー番号をご記入く
ださい。

Y Vシリーズ・サービス申込書【記入例】

フリガナ

漢　字

お
客
さ
ま
情
報
欄

住
所・連
絡
先

フリガナ

名　称

お
名
前（
会
社
名
）

姓 名

--〒

印

お
申
込
印（
社
印
）

電　話

日中の
ご連絡先

FAX

eメール abgabg

フリガナ

漢　字

役職・部署名

ご
担
当
者
名

YV-マネージド YV-カスタム

YV-マネージド

YV-カスタム

10GB / 共有数 24 20GB / 共有数 14

PHP

ruby

MySQL

PostgreSQL

ご利用プラン名

基本構成

ご利用機能選択

オプション選択

インストール代行

お
申
込
サ
ー
ビ
ス
欄

ご契約期間 1ヵ月契約

お支払方法

12ヵ月契約

口座振替クレジットカード

メールウイルス除去

Urchin(インストール版) サイボウズ Office6(お試し版)
サイボウズ デヂエ(お試し版) サイボウズ メールワイズ(お試し版)

ブログパック(MovableType 3.3) XOOPS Cube 2.0.16a JP
Zen Cart v1.2.0日本語版（php4でのみ利用可能） OpenPNE 2.2.8
Word Press ME 2.0.4 Ruby on Rails 1.1.6 ( Ruby 1.8.4 必須 )

メーリングリスト(Mailman)全文検索(namazu)Plone 2.5  ( Zope 必須 )
Java(JDK 5.0 Update 8) Tomcat 5.5.17（Java必須） Zope 2.9.4   

Webmin 1.280 Urchin(インストール版)

システム監視 サーバー運用支援 Urchin (ASP版)

ポート監視

4.3.9（標準） 4.4.4

1.8.1（標準） 1.8.4 インストールなし

5.1.6

4.1.20（標準） 3.23.58 5.0.22 インストールなし

インストールなし 7.4.13（標準） 8.1.4

セキュリティーアップデート代行

銀行振込クレジットカード

独自SSL トゥルービジネスID クイックSSLプレミアム RapidSSL

ご記入が無い場合、お申し込みを受付できません。必ずご記入ください。また携帯アドレス、新規に取得予定のドメイン名によるアドレスは不可となります。 
※ハイフン（ー）とアンダーバー（ー）などの間違いやすい文字を区別するため、点線に沿ってご記入ください。

必ずご捺印ください。

太枠内の情報は全てご記入ください。 法人でのお申し込みの場合、必ずご記入ください。

セキュリティー対応などのため、お申し込み時とサービス開始時のバージョンが異なる場合がございます。
最新バージョンは弊社ＨＰ（http://www.ymc.ne.jp）にてご確認下さい。

年 月 日
お申込日

※右記にないオプションはサービス開始後にお申し込みいただけます。

※ご選択のない場合は「4.3.9(標準)」となります。

※ご選択のない場合は「インストールなし」となります。

※ご選択のない場合は「1.8.1(標準)」となります。　　
※YV-マネージドプランでは、必須となります。「インストールなし」を選択した場合でも、「1.8.1（標準）」をインストールさせていただきます。

※ご選択のない場合は「4.1.20(標準)」となります。
※YV-マネージドプランでは、必須となります。「インストールなし」を選択した場合でも、「4.1.20（標準）」をインストールさせていただきます。

（YV-マネージドのみ選択可能）

■ご契約情報記入欄

カード番号 カード有効期限

フリガナ

民間金融機関

郵便局

口座名義人
（預金者のお名前）

年 月

VISA・MASTER・JCB・NICOS・AMEXVISA・MASTER・JCB・NICOS・AMEX

クレジット
カード情報

口座情報

カード名義人カードタイプ

クレジットカードでのお支払いをご希望の方は以下のクレジットカード情報をご記入ください

口座振替でのお支払をご希望の方は以下の口座情報をご記入ください

パートナー
コード

第1希望ドメイン名

第2希望ドメイン名

abgabg
abgabg
abgabg第3希望ドメイン名

ドメイン名を
新規取得の方

ご利用ドメイン名

A： 左ページのお客さま名義で申請する B： 左ページのお客さま名義以外で申請する

弊社パートナー経由でお申し込みの場合は、パートナーコードをご記入ください。

民間金融機関または郵便局のうちどちらか一つをご指定ください。

ドメイン名を新規で取得 取得済みのドメイン名を利用（他社から移転）

ドメイン名

取得先事業者名

abgabg
abgabg
abgabg取得先事業者URL

利用状況

ドメイン名を
取得済みの方
（移転の方）

運用中 取得のみ完了

http://

YP -

本お申込にあたりお預かりしたお客様の個人情報については、当社が
定める「個人情報保護ポリシー」（http://ymc.ne.jp/info/privacy/）
に従い適正に管理します。

１．お客様と当社間で締結した、利用契約の履行 
２．当社サービス改善に関するアンケート依頼、新サービスの通知等 
３．利用者に有益と思われる当社のサービスまたは業務提携先の商品、
　　サービス等の情報提供等

・ドメイン名新規取得、運用ドメインの管理、運用ドメインのサポートを当社
　に依頼される場合、当社提携先のドメイン取得・管理業者へ提供します。
・ＳＳＬ取得代行、設定を当社に依頼される場合、当社提携先のＳＳＬ事業者
　へ提供します。

※サービスの設定はご入金確認後となります。ご入金後はお申し込みのキャンセルはできかねます。あらかじめご了承ください。

【個人情報の取り扱いについて】 【個人情報の利用目的】 【個人情報の提供等について】

銀行
信用金庫・信用組合
農協・漁協・労金

本店
支店
出張所

預金種目

通帳番号 通帳番号（右からつめてご記入ください）

口座番号

1.普通　2.当座

1 0
の

■ドメイン情報記入欄

■お支払い情報記入欄

YVシリーズ・サービス申込書は
切り離さず、そのままご郵送ください。
※お申し込みには右側ページのドメイン情報記入部分も必要です。ご注意ください。

ご注意

太枠内の全ての項目にお客
さまの情報をご記入くださ
い。
※個人でお申込の場合は、
「貴社名」欄にお客さまのお
名前をご記入ください。（「担
当者」は不要）

お申込日を必ずご記入し
てください。

クレジットカードでのお
支払いを選択した場合
は、カード情報をご記
入ください。

必要事項をご記入の上、郵送にてお申し込みください。
申込書へのご記入はボールペンなどを使用して、強くハッキリとお願いします。記入内容が読み取りにくい場合、お申し込み手続きに遅れが生じる
ことがありますので、ご注意ください。
お申し込み前に必ず利用規約をご覧ください。最新の利用規約は弊社ウェブサイトでご覧いただけます。お申し込みの際は利用規約に同意の上、
お申し込みください。※利用規約URL: http://ymc.ne.jp/order/terms/

【YVシリーズ・サービス申込書についてのご注意】

サービス／プランを選び、
ご希望の契約期間、お支
払い方法にチェックを入
れてください。

他社からの移転など既に取得
済みのドメイン名をご利用の場
合は、ご利用中のドメイン名情
報をご記入ください。

2 0 0 6 0 3 0 1

山口県下関市細江町3-1-28

0 01 67 50

株式会社アット・ワイエムシー

ヤマグチケンシモノセキシホソエチョウ

カブシキガイシャアット・ワイエムシー オカダ タロウ

岡田 太郎

okada@ymc.ne.jp

0832-28-11940832-28-1193
0832-28-1195

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 22 0 0 85 6 7 8

オカダ　タロウ

ymc-s.co.jp

ymc-server.jp

ymc-server.com

お申し込み印を必ず
ご捺印ください。
※法人の場合は社印
をご捺印ください。



フリガナ

漢　字

お
客
さ
ま
情
報
欄

住
所・連
絡
先

フリガナ

名　称

お
名
前（
会
社
名
）

姓 名

--〒

印

お
申
込
印（
社
印
）

電　話

日中の
ご連絡先

FAX

eメール abgabg

フリガナ

漢　字

役職・部署名

ご
担
当
者
名

カード番号 カード有効期限

フリガナ

民間金融機関

郵便局

口座名義人
（預金者のお名前）

年 月

VISA・MASTER・JCB・NICOS・AMEXVISA・MASTER・JCB・NICOS・AMEX

クレジット
カード情報

口座情報

カード名義人カードタイプ
YV-マネージド YV-カスタム

YV-マネージド

YV-カスタム

10GB / 共有数 24 20GB / 共有数 14

PHP

ruby

MySQL

PostgreSQL

ご利用プラン名

基本構成

ご利用機能選択

オプション選択

インストール代行

お
申
込
サ
ー
ビ
ス
欄

ご契約期間 1ヵ月契約

お支払方法

12ヵ月契約

口座振替クレジットカード

メールウイルス除去

Urchin(インストール版) サイボウズ Office6(お試し版)
サイボウズ デヂエ(お試し版) サイボウズ メールワイズ(お試し版)

ブログパック(MovableType 3.3) XOOPS Cube 2.0.16a JP
Zen Cart v1.2.0日本語版（php4でのみ利用可能） OpenPNE 2.2.8
Word Press ME 2.0.4 Ruby on Rails 1.1.6 ( Ruby 1.8.4 必須 )

メーリングリスト(Mailman)全文検索(namazu)Plone 2.5  ( Zope 必須 )
Java(JDK 5.0 Update 8) Tomcat 5.5.17（Java必須） Zope 2.9.4   

Webmin 1.280 Urchin(インストール版)

システム監視 サーバー運用支援 Urchin (ASP版)

ポート監視

4.3.9（標準） 4.4.4

1.8.1（標準） 1.8.4 インストールなし

5.1.6

4.1.20（標準） 3.23.58 5.0.22 インストールなし

インストールなし 7.4.13（標準） 8.1.4

セキュリティーアップデート代行

銀行振込クレジットカード

独自SSL トゥルービジネスID クイックSSLプレミアム RapidSSL

ご記入が無い場合、お申し込みを受付できません。必ずご記入ください。また携帯アドレス、新規に取得予定のドメイン名によるアドレスは不可となります。 
※ハイフン（ー）とアンダーバー（ー）などの間違いやすい文字を区別するため、点線に沿ってご記入ください。

必ずご捺印ください。

太枠内の情報は全てご記入ください。 法人でのお申し込みの場合、必ずご記入ください。

クレジットカードでのお支払いをご希望の方は以下のクレジットカード情報をご記入ください

セキュリティー対応などのため、お申し込み時とサービス開始時のバージョンが異なる場合がございます。
最新バージョンは弊社ＨＰ（http://www.ymc.ne.jp）にてご確認下さい。

口座振替でのお支払をご希望の方は以下の口座情報をご記入ください

年 月 日
お申込日

パートナー
コード

第1希望ドメイン名

第2希望ドメイン名

abgabg
abgabg
abgabg第3希望ドメイン名

ドメイン名を
新規取得の方

ご利用ドメイン名

A： 左ページのお客さま名義で申請する B： 左ページのお客さま名義以外で申請する

弊社パートナー経由でお申し込みの場合は、パートナーコードをご記入ください。

民間金融機関または郵便局のうちどちらか一つをご指定ください。

ドメイン名を新規で取得 取得済みのドメイン名を利用（他社から移転）

ドメイン名

取得先事業者名

abgabg
abgabg
abgabg取得先事業者URL

利用状況

ドメイン名を
取得済みの方
（移転の方）

運用中 取得のみ完了

http://

YP -

※裏面の記入例を参考に、太枠内をボールペンで強くハッキリとご記入ください。

Y Vシリーズ・サービス申込書

本お申込にあたりお預かりしたお客様の個人情報については、当社が
定める「個人情報保護ポリシー」（http://ymc.ne.jp/info/privacy/）
に従い適正に管理します。

１．お客様と当社間で締結した、利用契約の履行 
２．当社サービス改善に関するアンケート依頼、新サービスの通知等 
３．利用者に有益と思われる当社のサービスまたは業務提携先の商品、
　　サービス等の情報提供等

・ドメイン名新規取得、運用ドメインの管理、運用ドメインのサポートを当社
　に依頼される場合、当社提携先のドメイン取得・管理業者へ提供します。
・ＳＳＬ取得代行、設定を当社に依頼される場合、当社提携先のＳＳＬ事業者
　へ提供します。

※サービスの設定はご入金確認後となります。ご入金後はお申し込みのキャンセルはできかねます。あらかじめご了承ください。

【個人情報の取り扱いについて】 【個人情報の利用目的】 【個人情報の提供等について】

※右記にないオプションはサービス開始後にお申し込みいただけます。

※ご選択のない場合は「4.3.9(標準)」となります。

※ご選択のない場合は「インストールなし」となります。

※ご選択のない場合は「1.8.1(標準)」となります。　　
※YV-マネージドプランでは、必須となります。「インストールなし」を選択した場合でも、「1.8.1（標準）」をインストールさせていただきます。

※ご選択のない場合は「4.1.20(標準)」となります。
※YV-マネージドプランでは、必須となります。「インストールなし」を選択した場合でも、「4.1.20（標準）」をインストールさせていただきます。

銀行
信用金庫・信用組合
農協・漁協・労金

本店
支店
出張所

預金種目

通帳番号 通帳番号（右からつめてご記入ください）

口座番号

1.普通　2.当座

1 0
の

（YV-マネージドのみ選択可能）

■ご契約情報記入欄 ■ドメイン情報記入欄

■お支払い情報記入欄
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