WWW サーバレンタルサービスご案内
お客様にディスクを貸し出し、当社の WWW サーバから情報発信をするサービ
スです。WWW サーバの運用および管理を当社が責任をもって行います。
○基本サービス
- ホームページ領域 50MB
- FTP によりコンテンツはいつでも自由に更新可能
- JavaScript の利用が可能
- ウィルスチェックサービス
- 迷惑メール対策（独自ドメインのみ）（オプション）
- サービスの提供（無料）
・ アクセスカウンタ
・ フォーム入力メール転送
・ 掲示板
○オプションサービス（有料）
- ホームページ領域追加(5MB 単位)
- ホームページ作成
○ご利用料金
サービス名
初期費用
基本サービス費用

年額契約の場合
3,000 円
30,000 円

月額契約の場合
3,000 円
3,000 円

備 考
初回のみ
毎年・月

サービス名
独自ドメインサービス

年額契約の場合
20,000 円

メールアカウント
ホームページ領域追加
ホームページ作成

2,000 円／user
10,000 円／5MB

月額契約の場合
備 考
2,000 円 メールアカウント
５個まで無料
200 円／user
毎年・月
1,000 円／5MB
毎年・月
別途お見積もりさせ
ていただきます。

※CGI、ユーザ認証機能その他プログラムのご利用に関しましては、別途ご相談
ください。
※上記料金には消費税は含まれておりません。

WWW レンタルサーバサービス

申込書（１／２）

WWW レンタルサーバサービスについて、下記の通り申請します。なお利用に際しては、大分交通情報
通信営業部のサービス規約（別紙）を遵守します。
お申込日：
年
月
日
１
申込の種類を選択してください
申込種類
□新規
□変更・取消
２

契約者情報をご記入ください
組織名
フリガナ

申込担当者

お申込印(※1)

フリガナ

（部署名）
連絡先電話番号（
(※1)印鑑を必ず押印してください。

）

（役職名）
−

3

オプションに関する内容をご記入ください
◇ウィルスチェックサービス
□有効にする
オプション
※特にお申し出がない場合、有効となっております
サービス（無料）
※独自ドメインのみ ◇迷惑メール対策サービス(※2)
□有効にする
□ディスク増量サービス
オプション
サービス（有料）

□独自ドメイン
□メールアカウント追加

□無効にする
□無効にする

5MB×（

）

〔

〕
個

(※2)迷惑メール対策サービスについて
[注意事項]
迷惑メール対策オプションでは、精査サーバが、お客様宛てのメールの内容を確認し、迷惑メールであるかどうかの識別を行います。
・精査されたメールが明らかにスパムであると判断されたメールは配送されません。
・迷惑メールの可能性が高いメールに対しては Subject（件名）に[Spam]を追加し、お客様へお知らせします。
・全ての迷惑メールが識別されるわけではありません。

迷惑メール対策オプションをご利用になる場合は、以下の□にチェックをしてください
□注意事項に同意して、迷惑メール対策オプションを申し込みます
４

契約形態
□月払い

５

□年払い

利用開始希望日（※）

年
月
日
（※）申込日より 4 日後以降の日付をご指定ください。お急ぎの場合には別途ご連絡ください。

WWW レンタルサーバサービス

６

申込書（２／２）

メールアカウント
ユーザ名

パスワード

1
2
無料

3
4
5
6
7
8

オプション追加分

9
10
11
12
13
14
15

※ユーザ名は半角英小文字で始まる 1 文字以上 12 文字以内の半角英小文字数字、ハイフン、ピリオド、ア
ンダーバーを記入してください
※パスワードは、6 文字以上 8 文字以内の半角英数字を記入してください

平成

年

月

日

WWW サーバレンタルサービス請書
殿
大分交通株式会社
大分県大分市新川西8組の3
TEL（097）532−5151
拝啓 貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、WWW サーバレンタルサービスについて、下記のとおりお請けいたすこととなりましたので、ここにご通
知申し上げます。なお、ご利用にあたりましては当社サービス規約（別紙）を厳守していただくこととなり
ますのでご了承ください。今後ともよろしくお引き立て賜りますようお願い申し上げます。
敬

具

記

利用期限

年

月

日 〜

年

月

数量

□月払い
□年払い

日
単価

合価

初期費用

初期費用

1

3,000 円

3,000 円

消費税

1

150 円

150 円

計

3,150 円

基本サービス料金
サービス料

利用金額

1

円

円

アクセスログ集計サービス

円

円

独自ドメイン

円

円

メールアカウント

円

円

ディスク増量サービス
(5MB)

円

円

円

円

消費税

1
計

URL

http://

ftp

ftp ://

円

アカウント名

パスワード

1
2
3
4
5
ウィルスチェックサービス
迷惑メール対策サービス

□有り
□有り

□なし
□なし
以

上

大分交通株式会社「WWW サーバレンタルサービス」規約
1999.6.1
この WWW サーバレンタルサービス規約（以下「本規約」といいます）は、契約者と大分交通株式会社（以下当社という）
との間の、当社が提供する WWW サーバレンタルサービス等（以下当サービスという）の利用に係わる一切の関係に適用し
ます。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。なお、当サービスの利用は、本規約の内容を契約者が承諾してい
る事を前提としています。

第１節 総則
第１条（規約の適用）
１．当社は、本規約を定め、これによりサービスを提供します。また、当社が提供する手段を通じて随時契約者
に対して発表される諸規定も、本規約の一部を構成し、契約者はこれを承諾します。
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変更することがあり、契約者はこれを承諾します。この変更
は当社の提供する手段を通じて随時契約者に通知します。この場合には料金その他の提供条件は変更後の本規約
によります。
第３条（用語の定義）
「ドメイン」JPNIC または InterNIC 等の機関で割り当てられる組織を示す名前
「WWW サーバレンタルサービス」当社の WWW サーバに契約者の領域を設定し、その領域内のデータを保管して、イ
ンターネット上から契約者のアクセスならびに第三者の閲覧を可能にするサービス
「利用契約」利用者が当社から本規約に基づくサービスの提供を受けるための契約
「契約者」当社と利用契約を締結している個人または法人、団体
第４条（WWW サーバレンタルサービスの内容）
１．当社が提供する WWW サーバレンタルサービスの内容は、当社が管理するドメイン(kabosu.oita.oita.jp)を利
用して情報発信のためのディスクおよびシステムを提供することとします。
２．当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サービス内容の詳細は、
当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。

第２節 利用契約
第５条（利用期間）
１．月払い利用契約の最低期間は６ヶ月とします。
２．年払い利用契約の最低期間は１年とします。
第６条（利用起算日）
１．利用期間の起算日は契約日の翌月１日とします。
第７条（利用契約の単位）
１．当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一人または一法人、一団体のいずれかに
限ります。

第３節 利用申込等
第８条（利用申込）
１．利用契約の申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記入して当社に提出していただきま
す。
第９条（利用契約の成立）
１．利用契約は、前項に定める利用申込に対して、当社がこれを承認したときに成立します。
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第１０条（申込の拒絶）
１．当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
（１）当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがある場合
（２）第１３条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
（３）申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合
（４）料金の支払いが何らかの事由でできない場合
（５）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

第４節 契約事項の変更等
第１１条（個人の契約者の地位の継承）
１．利用契約に基づくサービスは当該契約者のみが使用できるもので、第三者への使用許諾、譲渡、再貸与、相
続等はできません。
第１２条（法人の契約上の地位の継承）
１．契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人または
団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
２．第１０条（申込の拒絶）の規定は前項の場合についても準用します。
第１３条（契約者の氏名等の変更）
１．契約者は、その氏名、名称、住所あるいは料金自動引き落としの利用に関する事項等に変更があったときは、
速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。

第５節 提供の停止
第１４条（提供の停止）
１．当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に
通知および勧告することなく停止することがあります。
（１）利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限を経過してもなお支払わないとき
（２）国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
（３）風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類す
るかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき
（４）当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
（５）当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
（６）利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
（７）そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合
第１５条（提供の中止）
１．当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
（１）当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
（２）当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
（３）第１６条の規定によるとき
（４）第１種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用
契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき
２．当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段
により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第１６条（サービスの廃止）
１．当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定の品目の提供を廃止することがあります。
２．当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の１週間前までに当社の提供す
る手段によりその旨を通知します。
３．契約者は第１項のサービスの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変えて他の種
類のサービスを受けることができます。
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第６節 契約の解除
第１７条（当社が行う利用契約の解除）
１．当社は第１４条（提供の停止）の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速や
かにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
２．当社は、契約者が第１４条（提供の停止）第１項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務
の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同情に定める提供の停止をすることなく
利用契約を解除します。
第１８条（契約者の解除）
１．契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該
通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものと
します。
２．契約者は、前項の規定にかかわらず、第１５条（提供の中止）第１項の事由が生じたことにより当サービス
を利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わ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。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が
生じるものとします。
３．第１６条（サービスの廃止）第１項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サー
ビス契約が解除されたものとします。ただし同条第３項の規定により他のサービスへの変更があった場合をのぞ
きます。

第７節 料金等
第１９条（料金等）
１．利用契約に基づくサービス利用の対価（以下料金等といいます）は以下の項目からなります。
（１）初期費用 契約者が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費、管理費等の費用などです。
（２）サービス費用 契約者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料等の費用です。
２．前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾なく料金等を改訂することがります。
３．途中解約 契約者は利用契約を中途解約することができず、支払い済みの料金等の返還を受けることができ
ません。
４．契約の継続 契約期間が満了する場合、契約者よりの申し出がない場合には、自動更新されるものとします。
第２０条（契約者の支払い義務）
１．契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
２．初期費用ならびにサービス費用の支払い義務は、第９条（利用契約の成立）の規定により利用契約が成立し
たときに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
３．第１４条（提供の停止）の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費
用は、サービスがあったものとして取り扱います。
４．第１５条（提供の中止）の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くで
きない状態であることを当社が知った時から２４時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。
２４時間以上の場合は、第２６条に定めるところによります。
第２１条（料金等の請求期間および支払期日）
１．料金等は当社の指定する方法によるものとします。
２．当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
３．前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払う
ものとします。
第２２条（割増金）
１．契約者は、料金等を不当に免れた場合は、その免れた額の２倍に相当する額を割増金として支払うものとし
ます、
第２３条（遅延損害金）
１，契約者は、料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、当社の定める遅延損害金を当社に支払うものと
します。
第２４条（消費税）
契約者が当社に対し利用契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に
消費税相当額を加算した額となります。
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第８節 雑則
第２５条（秘密保持）
１．当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
第２６条（利用不能の場合におけるサービス費用等の返却）
１．当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において当社の責に帰すべき事由により利用が全くで
きない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時から起算して２４時間以上サービスが利用できなかったとき
は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。
２．利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌月１日にサービスの提供が間に合わない場合は利用不能日
数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返却は行いません。
３．前各項の規定は第１種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第２７条（契約者の義務）
１．契約者は、当社に登録した登録名およびパスワードの管理の責任を負います。これらを忘れた場合は、速や
かに当社に届け出るものとします。
２．契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従
わなければなりません。
第２８条（免責）
１．当社は、契約者が利用契約に基づくサービスの利用に関して被害を被った場合でも、なんらの責任も負いま
せん。

第９節 その他
第２９条（サービス利用様態の制限）
１．契約者が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は kabosu.oita.oita.jp とし、登録名は契約者の希
望するものとします。また、契約者の情報を発信する URL は、http://kabosu.oita.oita.jp/登録名/ とします。
第３０条（ソフトウェアの使用条件の遵守）
１．契約者はサービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェ
アに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。

（附則）本規約は 1999 年６月１日より実施する
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WWW コンテンツの新規転送・更新の仕方
概要
WWW サーバにファイルを転送する仕組みを FTP といいます。パソコンで作成したホームページを FTP で
当社のサーバに置くことにより、初めて情報発信することになります。先頭のページは index.html と
しトップのディレクトリの下に必ず置いてください。
※ Macintosh をご利用のお客様は、ファイル名に拡張子をつけてください。
表．拡張子の例
ファイル種類
拡張子
HTML 文書
.html
GIF 画像
.gif
JPEG 画像
.jpg
VRML データ
.wrl または.wrl.gz
音声ファイル(Wav)
.wav
音声ファイル(Midi)
.mid
音声ファイル(aiff)
.aif
音声ファイル(μ-raw)
.au
QuicktimeMovie
.mov

FTP ソフトウェアの入手
代表的な FTP ソフトは以下のサイトから入手することができます。シェアウェアの場合には、使用され
る際に作者への送金が必要なものがありますのでご注意ください。また、これらのソフトは、インター
ネットマガジン等の雑誌に付録している CD-ROM からも手に入れることができます。
・Fetch-J (Macintosh 用)：http://www.hart.co.jp/fetch/
・FFFTP (Windows 用)：http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html
FTP ソフトウェアの設定
FTP により当社の WWW サーバにアクセスするには以下の情報が必要となります。契約時にお渡しした書
類をご確認ください。
・FTP ホスト名
・ユーザ（登録）名
・パスワード
【Fetch-J】
(1) Fetch-J をハードディスク上にインストールします。
(2) Fetch-J のアイコンをダブルクリックします。このプログラムはシェアウェアなので、継続利用す
る場合は、登録してください。登録が終わるまでは試しに使ってみるを選択します。
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(3) 「新規継続」の画面が表示されます。この画面で、ホスト（接続先）、ユーザ名、パスワード、デ
ィレクトリの情報を入力します。ディレクトリのところでは、空欄とします。ﾎｽﾄ名
は、”ftp.kabosu.oita.oita.jp”または”ftp.独自ドメイン名”となります。

ftp.kabosu.oita.oita.j
［登録名］
**********

(4) あらかじめ作成しておいたホームページを転送する場合、接続した画面で送信(Put)ボタンを押し
ます。するとファイルを選択する画面になります。転送したいファイルを選択し、「開く」ボタン
を押してください。
(5) すると「ファイルを送る」画面が表示されます。フォーマットは生データ(Raw)を選択します。「送
信」ボタンを押すと送信を開始します。
※ サブディレクトリを作成する場合は、接続した状態で「ディレクトリ」メニューから「新規ディ
レクトリ」を選択してください。
※ 複数のファイルを送る場合には、［リモート］→［フォルダとファイルを Put］を選択します。
※ 接続名はショートカットに登録しておけば毎回入力する手間をはぶくことができます。また、ファ
イル転送形式はデフォルトでは MacBinary の設定となっていますがメニューの「カスタム」-「初
期設定」-「Upload」で「テキストでないとき：」
「生データ(Raw Data)」として変更できます。
【FFFTP】
(1) FFFTP を適当なディレクトリにインストールします。
(2) インストールした FFFTP を立ち上げます。
(3) ホスト一覧が表示されるので新規追加をクリックします。(3)(4)は最初の１回だけ行います。

(4) ホストの設定の画面で以下のデータを入力します。
ホストの設定名
kabosu など識別するための名前をつけてください
ホスト名（アドレス）
ftp.kabosu.oita.oita.jp または ftp.独自ドメイン名
ユーザ名
登録名
パスワード／パスフレーズ
パスワード（表示はされませんのでご注意下さい）
ホストの初期フォルダ
空欄
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(5) ホスト一覧から“ホストの設定名”で入力した名前を選択し接続をクリックします。
(6) 接続ウインドウで左側がローカルコンピュータ、右側が接続したサーバコンピュータの情報が表示
されています。
(7) 左側のローカルコンピュータのディレクトリを転送したいファイルがあるディレクトリに変更し、
転送したいファイルを選んで右側にドラッグします。
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを選択

必要なﾌｧｲﾙを選択してﾄﾞﾗｯｸﾞ

ﾛｰｶﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾌｧｲﾙﾘｽﾄ

ｻｰﾊﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾌｧｲﾙﾘｽﾄ

ご質問・お問い合わせは、大分交通株式会社情報通信営業
部までお願いいたします。
http://www.kabosu.oita.oita.jp/admin/
E-mail：ics@oitakotsu.co.jp
TEL: 097-532-5949
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