
        ホームページ改ざん検知サービス申込書

1.ご契約者情報 お申込⽇       年    ⽉    ⽇
フリガナ 代表印

組織名
フリガナ

代表者名
フリガナ

住所

フリガナ 担当者⽣年⽉⽇
担当者名 部署名
電話番号 FAX番号

ご利⽤希望開始⽇
2. ご利⽤中のサービス

3. お申込み内容

初期費⽤/変更費⽤

解析開始アドレス、
解析ページ数

① 解析ページ数

② 解析ページ数

③ 解析ページ数

④ 解析ページ数

⑤ 解析ページ数

⑥ 解析ページ数

⑦ 解析ページ数

⑧ 解析ページ数

⑨ 解析ページ数

⑩ 解析ページ数

管理画⾯の
希望ユーザID(任意)※

第⼀希望 第⼆希望

管理コード お客様番号
担当者名 受付担当

登録担当

私は御社の「ホームページ改ざん検知サービス」を利⽤したく、「シナプス利⽤規約」、「SYNAPSEプライバシーポリシー」および⽀払い条件を承認の上、以下の通り申し込み
ます。

2,500円（税込 2,750円）

       年    ⽉    ⽇

□ 100ページまで  1回/⽇

⽉額利⽤料

アラート⽤メールアドレス                               ＠

◇ 以下、弊社利⽤欄 ◇

     ページ

http://
http://
http://
http://

株式会社シナプス⾏

備考欄:
オフィスパック・プラスおよびホスティング・プラスの共⽤SSLのURL(http://plusXXXXX.office.synapse.ne.jp/○○○)については標準
サービスにつき、⾃動的に解析対象とさせていただきます。

株式会社シナプス
⿅児島市中央町6-1

TEL:099-813-8690 FAX:099-812-8113
sp@synapse.jp

5,000円（税込 5,500円）

     ページ

     ページ

お申込みメニュー/
変更後のメニュー

□ 300ページまで  1回/⽇

□ 新規お申込

例） synapse.jp、synapse.ne.jp

□ 1000ページまで  1回/⽇
□ 300ページまで  4回/⽇

     ページ
http://      ページ
http://      ページ

http://

15,000円（税込 16,500円）

最⼤10個まで登録可能 例︓http://www.synapse.jp など(ただし、パソコンより閲覧できないアドレスは解析対象外)
解析開始アドレスよりリンクをたどり、改ざんの有無を確認します。解析ページ数は上記サービス種別のページ数を振り分けてください。

5,000円
（税込 5,500円）

□ 1000ページまで  4回/⽇

サービス種別

9,000円（税込 9,900円）

登録後、利⽤開始⽇当⽇に上記メールアドレスへ管理画⾯のホームページアドレス、ログイン⽤ユーザID、パスワードを記載した「登録完了のお知らせ」のメールをお送りいた
します。不正な改ざん検知時等に上記メールアドレスへアラートメールの送信をいたします。

10,000円（税込 11,000円）

http://

受付⽇      年   ⽉   ⽇
登録⽇      年   ⽉   ⽇

※ユーザIDの⽂字制限、使⽤可能⽂字︓
 8⽂字以上50⽂字以下、半⾓英数字、記号 ハイフン（-）、ピリオド（.）、アットマーク（@）、アンダースコア（_）、スラッシュ（/）、スペース
 未記⼊の場合、シナプスより発⾏させていただきます。

     ページ
     ページ

http://      ページ

     ページ
http://

□ 利⽤していない  □ 利⽤中
    現在ご利⽤中のメニュー
※右記メニューのいずれかをご利⽤中で、少なくとも1つはシナプ
ス管理の独⾃ドメインを運⽤中であることがお申込条件となりま
す。

□ ホスティング・プラス □ オフィスパック・プラス □ オフィスパック □ ホスティングサービス
□ ビジネスIPプラン（固定IPサービス） □ 固定IPオプション □ EasyOderVPS
□ 専⽤線IPサービス  □ ハウジングサービス

    現在運⽤中のドメイン名

ホームページ改ざん検知サービス利⽤有無

※5営業⽇以降をご指定下さい。    年    ⽉    ⽇



                   ホームページ改ざん検知サービス申込書（記⼊例）

1.ご契約者情報 お申込⽇   ○○○○年  △△⽉  □□⽇
フリガナ 代表印

組織名
フリガナ

代表者名
フリガナ

住所

フリガナ 担当者⽣年⽉⽇
担当者名 部署名
電話番号 FAX番号

ご利⽤希望開始⽇
2. ご利⽤中のサービス

3. お申込み内容

初期費⽤/変更費⽤

解析開始アドレス、
解析ページ数

① 解析ページ数

② 解析ページ数

③ 解析ページ数

④ 解析ページ数

⑤ 解析ページ数

⑥ 解析ページ数

⑦ 解析ページ数

⑧ 解析ページ数

⑨ 解析ページ数

⑩ 解析ページ数

管理画⾯の
希望ユーザID(任意)※

第⼀希望 ご希望のID① 第⼆希望

管理コード お客様番号
担当者名 受付担当

登録担当
受付⽇      年   ⽉   ⽇
登録⽇      年   ⽉   ⽇

※ユーザIDの⽂字制限、使⽤可能⽂字︓
 8⽂字以上50⽂字以下、半⾓英数字、記号 ハイフン（-）、ピリオド（.）、アットマーク（@）、アンダースコア（_）、スラッシュ（/）、スペース
 未記⼊の場合、シナプスより発⾏させていただきます。

☑ 利⽤していない  □ 利⽤中
    現在ご利⽤中のメニュー
※右記メニューのいずれかをご利⽤中で、少なくとも1つはシナプ
ス管理の独⾃ドメインを運⽤中であることがお申込条件となりま
す。

☑ ホスティング・プラス □ オフィスパック・プラス □ オフィスパック □ ホスティングサービス
□ ビジネスIPプラン（固定IPサービス） □ 固定IPオプション □ EasyOderVPS
□ 専⽤線IPサービス  □ ハウジングサービス

ホームページ改ざん検知サービス利⽤有無

    現在運⽤中のドメイン名 例） synapse.jp、synapse.ne.jp

⽉額利⽤料

http://www.○○○.co.jp/index.html
http://www.○○○.co.jp/mobile/index.html
http://www.△△△.com/index.html

http://

 30   ページ
 20   ページ

     ページ
http://      ページ

□ 1000ページまで  1回/⽇ 10,000円（税込 11,000円）
15,000円（税込 16,500円）

5,000円
（税込 5,500円）

□ 1000ページまで  4回/⽇

サービス種別

9,000円（税込 9,900円）

シナプス 次郎

お申込みメニュー/
変更後のメニュー

□ 300ページまで  1回/⽇

最⼤10個まで登録可能 例︓http://www.synapse.jp など(ただし、パソコンより閲覧できないアドレスは解析対象外)
解析開始アドレスよりリンクをたどり、改ざんの有無を確認します。解析ページ数は上記サービス種別のページ数を振り分けてください。

http://

 30   ページ

     ページ

http://www2.△△△.com/index.html

株式会社シナプス⾏

備考欄:
オフィスパック・プラスおよびホスティング・プラスの共⽤SSLのURL(http://plusXXXXX.office.synapse.ne.jp/○○○)については標準
サービスにつき、⾃動的に解析対象とさせていただきます。

株式会社シナプス
⿅児島市中央町6-1

TEL:099-813-8690 FAX:099-812-8113
sp@synapse.jp

5,000円（税込 5,500円）

     ページ

 20   ページ
http://      ページ
http://

アラート⽤メールアドレス                   □□□＠○○○.co.jp

ご希望のID②

※5営業⽇以降をご指定下さい。

◇ 以下、弊社利⽤欄 ◇

登録後、利⽤開始⽇当⽇に上記メールアドレスへ管理画⾯のホームページアドレス、ログイン⽤ユーザID、パスワードを記載した「登録完了のお知らせ」のメールをお送りいた
します。不正な改ざん検知時等に上記メールアドレスへアラートメールの送信をいたします。

http://      ページ

□ 300ページまで  4回/⽇

シナプス ジロウ

私は御社の「ホームページ改ざん検知サービス」を利⽤したく、「シナプス利⽤規約」、「SYNAPSEプライバシーポリシー」および⽀払い条件を承認の上、以下の通り申し込み
ます。

2,500円（税込 2,750円）

⻄暦  ○○○○年 △△⽉ □□⽇

    年    ⽉    ⽇

営業部

⿅児島市中央町6-1

099-2XX-XXXX

シナプス タロウ

株式会社○○○○○

カブシキガイシャ○○○○○

シナプス 太郎
カゴシマシチュウオウチョウ

☑ 100ページまで  1回/⽇

☑ 新規お申込

099-2XX-XXXX

印



【参考】解析開始アドレス、解析ページ数の記⼊⽅法について

例えば、現在ホームページをこのように運⽤している場合

(1)独⾃ドメイン名「○○○.co.jp」 → シナプスのオフィスパック・プラスにて運⽤中
  http://www.○○○.co.jp/index.html → パソコン⽤サイト 30ページ
  http://www.○○○.co.jp/mobile/index.html → スマートフォン⽤サイト 20ページ
  ※上記2つのページには相互にリンクがなく、それぞれ独⽴している。
    相互にリンクがある場合、リンクをたどって解析を⾏いますので別々に登録する必要はありません。

(2)独⾃ドメイン名「△△△.com」 → 他社サービスにて運⽤中
  http://www.△△△.com/index.html → パソコン⽤サイト 30ページ
  http://www2.△△△.com/index.html → パソコン⽤サイトその② 20ページ

下記の様にご記⼊下さい。
2. ご利⽤中のサービス

3. お申込み内容

初期費⽤/変更費⽤

解析開始アドレス、
解析ページ数

① 解析ページ数

② 解析ページ数

③ 解析ページ数

④ 解析ページ数

⑤ 解析ページ数

⑥ 解析ページ数

⑦ 解析ページ数

⑧ 解析ページ数

⑨ 解析ページ数

⑩ 解析ページ数

最⼤10個まで登録可能 例︓http://www.synapse.jp など(ただし、パソコンより閲覧できないアドレスは解析対象外)
解析開始アドレスよりリンクをたどり、改ざんの有無を確認します。解析ページ数は上記サービス種別のページ数を振り分けてください。

http://www.○○○.co.jp/index.html  30   ページ

http://www.○○○.co.jp/mobile/index.html  20   ページ

☑ 新規お申込

お申込みメニュー/
変更後のメニュー

サービス種別 ⽉額利⽤料

☑ 100ページまで  1回/⽇

5,000円
（税込 5,500円）

2,500円（税込 2,750円）

□ 1000ページまで  4回/⽇ 15,000円（税込 16,500円）

アラート⽤メールアドレス                   □□□＠○○○.co.jp
登録後、利⽤開始⽇当⽇に上記メールアドレスへ管理画⾯のホームページアドレス、ログイン⽤ユーザID、パスワードを記載した「登録完了のお知らせ」のメールをお送りいた
します。不正な改ざん検知時等に上記メールアドレスへアラートメールの送信をいたします。

□ 300ページまで  1回/⽇ 5,000円（税込 5,500円）
□ 300ページまで  4回/⽇ 9,000円（税込 9,900円）
□ 1000ページまで  1回/⽇ 10,000円（税込 11,000円）

     ページ

http://      ページ

http://www.△△△.com/index.html  30   ページ

http://www2.△△△.com/index.html  20   ページ

http://      ページ

http://      ページ

http://

ホームページ改ざん検知サービス利⽤有無 ☑ 利⽤していない  □ 利⽤中

    現在ご利⽤中のメニュー
※右記メニューのいずれかをご利⽤中で、少なくとも1つはシナプ
ス管理の独⾃ドメインを運⽤中であることがお申込条件となりま
す。

☑ ホスティング・プラス □ オフィスパック・プラス □ オフィスパック □ ホスティングサービス
□ ビジネスIPプラン（固定IPサービス） □ 固定IPオプション □ EasyOderVPS
□ 専⽤線IPサービス  □ ハウジングサービス

     ページ

http://      ページ

http://


