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「お申し込みフォームヘ」をクリック

すでにCPI のレンタルサーバーをご利用中のお客さまは、
マイページ（契約管理画面）にログインしていただくことで、ご契約者情報の入力を省略できます。
マイページにログイン後、上部メニュー【新規お申し込み】ボタンをクリックし、
シェアードプラン™の【お申し込みフォーム】ボタンをクリックしてください。

※マイページへログインせずに申し込んだ場合、別のマイページ IDが付与されます。1つのマイページ IDで一括管理したい場合は、マイぺージへログインしてからお申し込みください。

■ マイページ：https://login.cpi.ad.jp/login.php

はじめて CPI のレンタルサーバーをご契約されるお客さまは、
CPI サービスサイトの上部メニュー【お申し込み】ボタンをクリックし、
共用レンタルサーバーの【お申し込みフォームへ】ボタンをクリックしてください。

■ CPI サービスサイト : https://www.cpi.ad.jp/

はじめてCPIのレンタルサーバーをご契約されるお客さま

すでにCPIのレンタルサーバーをご利用中のお客さま

STEP1お申し込みのご準備
□お申し込み準備このステップでおこなう事項

をクリックをクリックをクリック

をクリック

マイページ（https://login.cpi.ad.jp/login.php）

CPI サービスサイト（https://www.cpi.ad.jp/）

マイページ TOP画面

をクリック
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STEP2ドメイン所有の有無とご契約期間のご選択

□ドメイン所有の有無　□サーバープランおよび、お支払い回数の選択

ご契約期間を選択してください。
※ 表記されている金額は、ご契約期間一括分の金額（税込）です。
※ 12 ヵ月契約の場合のみ初期費用が無料となります。

● ドメインの取得を希望される方 P5 【 3-1. ドメイン所有 /無（ドメイン取得代行 + レンタルサーバーご契約）を選択されたお客さま 】 へ
●  サーバーのみご契約の方 P6 【 3-2. ドメイン所有 /有（レンタルサーバーのみご契約 [ドメイン取得済み]）を選択されたお客さま 】 へ

上記いずれかのご希望の契約にあわせて、該当ページにお進みください。

弊社でドメイン取得を希望するかどうかを選択してください。
シェアードプランのお申し込み時には、必ず使用予定の独自ドメインをご提示いただく必要があります。
独自ドメインをお持ちでない場合は、弊社で取得することが可能です。

●ドメインとサーバー両方の契約を希望される方 【 ドメイン取得代行 + レンタルサーバーご契約 】
●サーバーのみ契約を希望される方 【 レンタルサーバーのみご契約（ドメイン取得済み ) 】

※ 他社管理のドメインでもお申し込みが可能です。
※ 他社から CPI へ移転する場合は【レンタルサーバーのみご契約（ドメイン取得済み）】を選択してください。
※ サブドメインもご利用になれます。その際は【レンタルサーバーのみご契約（ドメイン取得済み）】を選択してください。

ドメインを新規取得される際の申請費や年間維持費、
弊社で取得代行が可能なドメインの種類については下記URLをご確認ください。

■ ドメイン料金表：https://www.cpi.ad.jp/domain/

ドメイン所有の有無1

サーバープランおよび、お支払い回数のご選択2

シェアードプランお申し込み（10日間無料）
Shared Plan Application

このステップでおこなう事項

お申し込み画面のタイトル

50,160円（税込） 27,060円（税込） 14,520円（税込）

22,000円（税込）
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STEP3ドメイン所有に関する詳細のご入力

□希望するドメイン名を決める　□希望するドメイン名の検索　□ドメインを選択

ドメイン検索
Domain search

このステップでおこなう事項

お申し込み画面のタイトル

ご希望のドメイン名が取得可能か検索できます。
「希望ドメイン名」へご希望の文字列をご入力のうえ、
検索したいドメインをチェックし、【ドメイン検索】ボタンをクリックしてください。
※ ドメインは複数選択可能です。

取得可能なドメインの結果が表示されます。
一覧よりご希望のドメインをひとつ選択し、「次の画面へ進む」をクリックしてください。

ドメインのご検索1

ドメインのご選択2

3-1【ドメイン所有/無（ドメイン取得代行 + レンタルサーバご契約）】を選択されたお客さま

P8 【 STEP4 オプションのご利用の選択 】 にお進みください。
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STEP3ドメイン所有に関する詳細のご入力

□ご利用ドメインの入力　□DNSサーバーの選択　□メールサーバーの選択　□移転代行サービスの利用／有無

取得済みドメイン入力
Domain Application

このステップでおこなう事項

お申し込み画面のタイトル

ご利用になるドメインを入力してください。
※ 他社サーバーからCPI へ移転する場合も、移転対象となる独自ドメインを入力してください。
 お客さま自身でDNSサーバーを変更されない限り、新サーバーにドメインは適応されません。
※ すでに CPI のシェアードプラン™・マネージドプラン™で利用中のドメインでは申し込めません。
 プラン変更などで新サーバーの申し込みを希望する場合は、ご契約ドメインを提示のうえ support@cpi.ad.jp までお問い合わせください。
※ この項目で入力したドメインが、契約上で主となるドメイン（主契約ドメイン）となります。
 ご契約後、主契約ドメインとマルチドメインの入れ替えはできません。

■ご契約後にドメイン名を変更する場合：https://www.cpi.ad.jp/order/change/
※ ご契約後のドメイン名の変更は有料でのご対応となります。

DNSサーバーの利用方法について選択してください。
DNSサーバーとはドメインとサーバーの紐づけを行なうサーバーです。
弊社では、ご契約ドメインで運用されるサーバーがCPI サーバーのみの場合、無料でDNSサーバーを用意します。
弊社サーバーと他社サーバーを併用される場合や、任意のDNSレコードの設定を希望する場合は、DNSサーバーレンタルが必要です。
DNSサーバーレンタルの詳細は下記URLをご確認ください。

■ DNSサーバーレンタル：https://www.cpi.ad.jp/dns/

■ CPI の DNSを利用しない場合の機能制限：https://www.cpi.ad.jp/transfer/step/mail_cpi/step02.html
※ CPI の DNSサーバーを利用しない場合、ウェブメールやスパム・ウィルスチェックなどの一部機能がご利用いただけません。機能制限の詳細は上記URLをご確認ください。

ドメインのご入力1

DNSサーバーのご利用選択2

3-2【ドメイン所有/有（レンタルサーバのみご契約 [ドメイン取得済み]）】を選択されたお客さま
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メールサーバーの利用方法について選択してください。
※ 手順 [2] にて「CPI の DNSサーバーを利用する」と選択した場合、自動で「CPI のメールサーバーを利用する」が選択されます。
※ 「CPI のメールサーバーを利用しない」を選択した場合も、ご契約後にメールサーバーを用意することも可能です。

メールサーバーのご利用選択3

サーバー移転代行サービスの利用有無について選択してください。
サーバー移転代行サービスとは、移行作業の一部を弊社が無料で代行するサービスです。
ただし無料サービスのため、データベースの移行作業など、一部代行できない作業もあります。
サービスの詳細は下記URLをご参照ください。

■サーバー移転代行サービス：https://www.cpi.ad.jp/transfer/acting/
※10日間の無料お試しサービスとの併用はできません。
※本サービスを、お申し込み後に追加することはできません。

■無料お試しサービス：https://www.cpi.ad.jp/trial/trial_shared.html
※無料お試し期間中はマルチドメイン、SSL サーバー証明書を含め、各種オプションはご利用いただけません。

サーバー移転代行サービスのご利用選択4
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STEP4オプションのご利用選択

□オプションの選択

オプションお申し込み
Option Application

このステップでおこなう事項

お申し込み画面のタイトル

希望するオプション名のご選択1

画面左側のオプション一覧から、利用を希望するオプション名をクリックしてください。
※ オプションは、本契約後であればご契約途中でも追加が可能です。

希望の「オプション名」をクリック

オプションの必要事項のご選択とご記入2

画面の右側に該当オプションの詳細が表示されますので、
「このオプションを申し込む」のチェックボックスにチェックを入れ、必要事項を選択してください。

1. 「このオプションを申し込む」 にチェック

2. 必要事項を選択・記入

※こちらの「 申し込み・変更欄 」ではオプションの選択はできません。
　 ご注意ください。
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オプション申し込み時の注意点

SSL サーバー証明書を発行する認証局がドメインの所有者を証明するものです。
SSL サーバー証明書が導入されたサイトのユーザーは、そのウェブサイトが「情報の送信先」や
「送信する情報が暗号化されること」を確認することができ、安心して利用することができます。

SSL サーバー証明書の申し込み時には、下記項目の入力が必要です。

SSLサーバー証明書　https://www.cpi.ad.jp/shared/sv/function/ssl.html

●申請団体： 証明書を所有する方の情報を入力する項目です。証明書情報として公開されます。

●申請責任者： 実在証明書付き※の証明書を申し込む際に必要な情報です。
 電話認証時は、同項目に登録された方へ該当の SSL ベンダーより連絡します。
 証明書情報として公開はされません。

  ※ 実在証明書とは SSL サーバー証明書を取得した法人が実在することを証明する機能です。

●登録担当者： 証明書の申請にあたり、弊社とやり取りをする方の情報を入力する項目です。
 証明書の所有名義人以外の方（例、制作会社など）でも登録が可能です。
 また、証明書の取得完了後は当該情報は不要となります。証明書情報として公開はされません。

各種証明書の注意点各種証明書の注意点

【 CPI SSL サーバー証明書 】
● 法人、個人、個人事業主のどなたでも申請可能です。
● メールを使用したご本人さま確認を行いますので書類の提出は必要ございません。
● 同ドメイン名で「認証用メールアドレス」に指定した以下※などのメールアカウントをご用意ください。
　※ admin@、administrator@、hostmaster@、postmaster@、webmaster@

● 弊社で申請作業が完了すると、JPRS よりお客さまにご本人さま確認のメールが送信されます。
   受信した メール本文の URL をクリックし表示された内容の確認を行ってください。
   ご確認完了後 SSL が発行されますので弊社がサーバーへの SSL 設定 を行います。 
● お手続きの流れ詳細は「CPI SSL サーバー証明書ドメイン認証について」をご確認ください。

    ■ CPI SSL サーバー証明書ドメイン認証について：https://www.cpi.ad.jp/cpissl_domain_validation/ 

【 シマンテック セキュア・サーバ ID 】　　　　　　　　【 シマンテック セキュア・サーバ ID EV 】 
● 登記登録のある企業のみが申請可能です。事前に書類をご準備いただく必要はございませんが、書類提出が必要な場合は弊社よりご連絡いたします。
● 登記登録のない住所（本社以外の住所）での申請はできません。
● お電話にてデジサート・ジャパン合同会社より申請責任者さまの在籍確認、および申請意思確認を行います。
● メールを使用したご本人さま確認を行いますので同ドメイン名で「認証用メールアドレス」に指定した以下※などのメールアカウントをご用意ください。
　※ admin@、administrator@、hostmaster@、postmaster@、webmaster@

● 弊社で申請代行作業が完了すると、デジサート・ジャパン合同会社よりお客さまにご本人さま確認のメールが送信されます。
   受信したメール本文の URL をクリックし表示された内容の確認を行ってください。
   ご確認完了後 SSL が発行されますので弊社にてサーバーへの SSL 設定を行います。

【 ジオトラスト クイック SSL プレミアム 】
● 個人事業主のどなたでも申請可能です。
● 申請時に書類の提出は不要です。
● お電話にてデジサート・ジャパン合同会社より申請責任者さまの在籍確認、および申請意思確認を行います。
● メールを使用したご本人さま確認を行いますので同ドメイン名で「認証用メールアドレス」に指定した以下※などのメールアカウントをご用意ください。
　※ admin@、administrator@、hostmaster@、webmaster@

● 弊社で申請代行作業が完了すると、デジサート・ジャパン合同会社よりお客さまにご本人さま確認のメールが送信されます。
　受信したメール本文の URL をクリックし表示された内容の確認を行ってください。
　ご確認完了後 SSL が発行されますので弊社にてサーバーへの SSL 設定を行います。

【 セコム パスポート for Web SR3.0 】
● 法人、個人事業主の申請が可能です。
● 法人での申請の場合、東京商工リサーチ（TSR）コードを持っていれば、原則書類の提出は不要です。
   東京商工リサーチコードを持っていない場合は、法人印鑑証明書もしくは開業開始届けなどの提出が必要です。
● 東京商工リサーチコードを持っていない場合は「なし」と記入してください。
● 申し込み者とドメイン名義が異なる場合、法人印鑑証明書が添付された使用許諾書を用意してください。
● メールを使用したご本人さま確認を行いますので同ドメイン名で「認証用メールアドレス」に指定した以下※などのメールアカウントをご用意ください。
　※ admin@、administrator@、hostmaster@、postmaster@、webmaster@

● 弊社で申請作業が完了すると、セコムトラストシステムズ株式会社よりお客さまにご本人さま確認のメールが送信されます。
   受信したメール本文の URL をクリックし表示された内容の確認を行ってください。
   ご確認完了後 SSL が発行されますので弊社にてサーバーの SSL 設定を行います。

実在証明なし

実在証明あり実在証明あり

実在証明なし

実在証明あり
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SV-Basic で使えるウェブメール機能の一つです。
クオリティア社提供のブラウザーベースで動作するウェブメールで、商用ウェブメールとして高いシェアを獲得しています。
スケジュール管理機能も装備し、docomo、au、ソフトバンクモバイルの3キャリアに対応しています。

● 50 アカウントまでは無料で利用できるので、51アカウント以上利用する場合に、同オプションを申し込んでください。

3日に 1回、サーバー内のデータを自動的に保存し、最大9日前までのデータを復旧できます。
バックアップデータはバックアップ用の別サーバーに保持されるため、万一のディスク障害時に復旧を容易にします。

● シェアードプランではメール領域はバックアップ対象外です。
● 3 日分のデータを保持するため、使用するサーバー容量の 3倍分をお申し込みいただく必要があります。
　例）実際の使用容量が30GBの場合：30GB×3日分 =90GB以上の容量を契約していただく必要があるので～100GB＜月額：7,700 円（税込）＞を申し込んでください。

サーバー運用上のトラブル対応、提供サービスの利用方法や設定方法の不明点など、
お客さまのサーバーに対するお問い合わせに24時間 365日対応します。
専用の電話番号・メールアドレスを設け、夜間の急なトラブル・不明点もすぐに確認が可能です。

● 本契約後、該当の窓口の連絡先を管理担当者へメールにて連絡します。
● 管理者以外からの問い合せは受け付けられません。

● 3 日分のデータを保持するため、使用するサーバー容量の 3倍分をお申し込みいただく必要があります。
　例）実際の使用容量が30GBの場合：30GB×3日分 =90GB以上の容量を契約していただく必要があるので～100GB＜月額：7,700 円（税込）＞を申し込んでください。

サーバー運用上のトラブル対応、提供サービスの利用方法や設定方法の不明点など、
お客さまのサーバーに対するお問い合わせに24時間 365日対応します。
専用の電話番号・メールアドレスを設け、夜間の急なトラブル・不明点もすぐに確認が可能です。

● 本契約後、該当の窓口の連絡先を管理担当者へメールにて連絡します。

12

6

39

12

6

39 33

Active! mail https://www.cpi.ad.jp/shared/sv/function/activemail.html

Active! gate はメール専業メーカーのクオリティア社が開発した高機能なメール誤送信防止ソリューションです。
標準的な設定をパッケージ化したスタンダードコースと
お客様のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズができるセルフコースをご選択いただけます。

メール誤送信防止（Active! gate）https://www.cpi.ad.jp/shared/sv/function/activegate.html

外部バックアップサービス　https://www.cpi.ad.jp/shared/sv/function/ex_backup.html

24/365 TEL&メールサポート　https://www.cpi.ad.jp/shared/sv/function/24h365d.html

● 1 セット（10メールアドレス）2,200 円（税込）※からご利用いただけます。 ※スタンダードコースの価格となります。
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●診断元URL： マルウェア診断サービスの診断開始地点のURLを入力してください。

●利用ページ数： 診断元URLから診断をおこなうページ数の上限を入力してください。

●解析対象ドメイン： 解析の対象となるドメインを入力してください。

マルウェアや、不正な改ざんによってウェブサイト内にスクリプトを埋め込むクロスサイトスクリプティングの有無を診断します。
万が一マルウェアが検出された場合には、登録されている管理者メールアドレスに通知メールを送信するので、
ウェブサイトの安全対策、マルウェアへの迅速な対応を可能にします。

その他、注意点は下記の通りです。

● 診断元URL、利用ページ数、解析対象ドメインのすべての項目の入力が必要です。
● 診断元URLから遷移でき、かつページ数が許す限り、別ドメインで運用されているリンク先のページも解析します。
● プロトコルの違いは関係なく、例えば＜http：// ～＞で申し込めば、＜https：// ～＞も解析対象となります。
● 解析対象ドメインをwww無しで申し込めば、www付きについてもサブドメイン扱いで解析対象となります。その分ページ数はカウントされます。
● 診断は 1 日に 1 回行います。診断する時間帯の指定はできません。
● ウェブサイトのコンテンツに含まれる文章の内容変更は検知できません。
● 画像ファイル（gif、jpeg など）、映像ファイル（wav、mpgなど）、文書ファイル（pdf、doc、xls、ppt など）、<a> タグでリンクされている場合の css は解析できません。

マルウェアや、不正な改ざんによってウェブサイト内にスクリプトを埋め込むクロスサイトスクリプティングの有無を診断します。
万が一マルウェアが検出された場合には、登録されている管理者メールアドレスに通知メールを送信するので、
マルウェアや、不正な改ざんによってウェブサイト内にスクリプトを埋め込むクロスサイトスクリプティングの有無を診断します。
万が一マルウェアが検出された場合には、登録されている管理者メールアドレスに通知メールを送信するので、

マルウェア診断サービス　https://www.cpi.ad.jp/shared/sv/function/malware.html

診断元URL とドメインの設定については下記URLをご確認ください。

■診断元URL とドメインの設定について：https://mypage.cpi.ad.jp/malware/index.html

SV-Basic で利用できる、グループウェアです。

● 30 ユーザー（HDD3GB）まで無償で利用できるので、それ以上のユーザー数・容量を使用する場合に同オプションを申し込んでください。
● 追加ライセンス費用は、無償の30ユーザー ID（HDD3GB）を含みます。
  例）50ユーザー ID・HDD100GBをお申し込みの場合は、無償分を差し引いた20ユーザー IDと 97GBが追加されます。

SV-Basic で利用できる、グループウェアです。SV-Basic で利用できる、グループウェアです。

iQube+　https://www.cpi.ad.jp/shared/sv/function/iqube_plus.html
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STEP5ご利用料金のご確認

□ご利用料金の確認

ご利用料金確認
Confirmation

このステップでおこなう事項

お申し込み画面のタイトル

費用を確認してください。
また、お申し込みには「各種約款条項」への同意が必要です。
約款をご確認のうえ、「同意する」のチェックボックスにチェックをつけて、【確認する】ボタンをクリックしてください。
※ 利用約款に同意していただくことで契約書締結と同義としています。お客さま個別のご契約書はございません。

■ CPI サービス利用約款：https://www.cpi.ad.jp/archives/pdf/rule/cpi_y.pdf
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STEP6ご契約情報のご入力

□ 契約に関する情報入力

ご契約情報入力
Contract Informaition

このステップでおこなう事項

お申し込み画面のタイトル

お支払いに関する情報を入力してください。
手順 [3] でご入力いただく請求先情報が、請求書の宛先となります。
※ 「振込人名義」には、初回の費用を支払う予定の口座の振込人名義情報を入力してください。

お支払いに関する情報のご入力1

管理先情報を入力してください。
こちらは契約者の情報を入力する項目です。ご契約に関する連絡は全てこの管理先情報に登録された方へお送りします。

※ 必ず送受信が可能なメールアドレスを登録してください。
※ 管理先情報は、ご契約後にマイページで変更が可能です。 法人・個人の組織形態の変更も可能です。

管理先情報のご入力2

請求先情報を入力してください。
こちらは請求書の宛先情報を入力する項目です。請求先情報に登録された方は契約者とはなりません。
※ 管理先情報と同一の場合は、ラジオボタンの選択により入力を省略できます。

請求先情報のご入力3
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STEP7ご入力内容のご確認

□入力内容の確認

シェアードプランお申し込み（10日間無料）
Shared Plan Application

このステップでおこなう事項

お申し込み画面のタイトル

入力内容を確認し、【お申し込み】ボタンをクリックしてください。
これでお申し込みは完了です。

お申し込みが完了すると、上記のような画面が表示されます。
注文確認書がメールにて届きますので、ご確認ください。
ご注文ありがとうございました。
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