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BB-Server の特徴                    

 月額 800 円からの格安料金設定。ドメイン取得料はいただいておりません！ 
 お申し込みからドメイン取得・セットアップまで最短で 24 時間！ 
 サーバー移行もスピーディで簡単！ 
 ご利用コースは、ご利用状況、容量によって選べる 3 タイプ 

＜ベーシック＞、＜スタンダード＞、＜パワフル＞をご用意！ 
 ご契約期間は、3 ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月と、お客様のサイト継続状況によって選べます！ 
 無料ツールの充実！ 

(アクセスカウンター、掲示板、アクセスログ、ショッピングカートなど） 
 

 

 

サービス名 ベーシック 
月額８００円 

スタンダード 
月額 1600 円 

パワフル 
月額 3600 円 

基本ディスク容量 50MB 100MB 200MB 
データ転送量 無制限 無制限 無制限 

メールアカウント 10 個 30 個 50 個 
メール転送 無制限 無制限 無制限 

メーリングリスト 無制限 無制限 無制限 
カスタム CGI ◎ ◎ ◎ 

※アクセスカウンター ◎ ◎ ◎ 
※フォームメール ◎ ◎ ◎ 

※掲示板・ゲストブック - ◎ ◎ 
※アクセスログ解析 - ◎ ◎ 
※ショッピングカート - - ◎ 

       ※無料サービスです。

http://www.bb-server.net/service.html
http://www.bb-server.net/service.html
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 料金は、サーバー使用料 + サーバー年間管理費(年１回)だけです。 

 ご契約更新月に、更新料をお支払いいただきます。  

 

サーバー使用料 

契約期間 ベーシック￥800 スタンダード￥1600 パワフル￥3600 

3 ヶ月 ￥800×3=￥2400 ￥1600×3=￥4800 ￥3600×3=￥10800 

6 ヶ月 ￥800×6=￥4800 ￥1600×6=￥9600 ￥3600×6=￥21600 

12 ヶ月 ￥800×3=￥9600 ￥1600×3=￥19200 ￥3600×12=￥43200 

※ １２ヶ月更新は、年間更新料となります。 

 

サーバー年間管理費 

com,net,org co.jp,jp info, biz tv 

￥6000 ￥16000 ￥11000 ￥13000 

 

料金体制について 
 ご契約期間は 3 ヶ月、6 ヶ月、1 年の 3 種類からお選びいただけます。 

 料金体制は、サーバ使用料と年 1 回お支払いいただく、サーバ年間管理費のみです。 

 お使いになるドメインの種類に応じてサーバ年間管理費がことなります。 

 ドメイン取得費、サーバ移行設定費はサーバ年間管理費に含まれております。（新規にドメイ

ンを取得される方も、既にドメインをお持ちでサーバー移行される方も同じ料金です） 

 別途消費税がかかります。 

 お支払いはクレジットカード決済（VISA／マスター／JCB／アメックス）、銀行振込の 2 種類から

お選びいただけます。  

 銀行振込でのお支払いの場合、振込手数料はお客様にご負担いただきます。 

 3 ヶ月、6 ヶ月のご契約の場合、1 年目の更新はサーバ使用料のみお支払いいただきます。 

 サーバ年間管理費は年 1 回、2 年目の更新時にお支払いいただきます。 

契約更新について 
 ご契約期間終了日の約１ヵ月前に E メールにて更新費用のご請求をいたします。 

（契約内容によって異なります） 

 更新費用をお支払いいただくと、自動的に契約が更新されます。 
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（お客様） ご希望コース＆ご契約期間の決定 

（お客様） ご希望ドメインの決定 
   →ドメインを既にお持ちの場合 ＞＞JP ドメイン、その他 
   →ドメインを新規で取得される場合 ＞＞JP ドメイン、その他 
 

（お客様） ドメイン移動手続き、もしくは希望ドメインを確認後、 
お申し込みページからオンライン申込み  
「クレジットカード決済」の方は、お申し込み完了画面にあるボタンからクレジッ

トカード決済画面（SSL セキュリティ付）にリンクして決済を行ってください。 
 

（BB-Server）お申込み確認後、初回料金のお振込のご依頼 
お申し込みが完了すると、弊社より自動的に「お申し込み確認および料金の

おしらせ」がメールで送られます。このメールが届かない場合は、ご入力いた

だいたメールアドレスに誤りがあるか、お申し込みの内容に不備があると思わ

れますので、再度お申し込みをお願い致します。 
 

（お客様） 初回料お支払い 
銀行振込の方は、お申し込みから１週間以内にお振込ください。クレジット決

済の方は、お申し込み時にいただいた内容でこちらで処理させていただきま

す。 
 

（BB-Server）セットアップ＆サーバー設定のご案内 
サーバー設定完了後、「サーバー設定のご案内」メールをお送り致します。こ

の通知書に、サーバーへのアクセスに必要な項目が記載されております。こ

のメールは、弊社とのレンタルサーバー申込契約の証となる 書類となります

ので大切に保管してください。なお、このメールを送信後の申し込みキャンセ

ルは受け付けておりませんのでご了承ください。 
 

＊＊＊ドメイン利用開始までの目安＊＊＊ 
ドメインを新規でお申し込みの場合、取得できるまでの時間は、おおよそ通常のドメイン

（com,net, jp 等）で 24 時間～48 時間、co.jp ドメインで 1～3 週間程度です。サーバー移動

でお申し込みいただいた場合、おおよそ通常のドメイン（com,net 等）で 24 時間～72 時間、

JP ドメインで 1～2 週間でサーバーが移動されます。 ※移動の場合、ご契約状況によって

移動にかかる時間が異なります。 

http://www.bb-server.net/order.html
https://www.bb-server.net/jp_ido.html
http://www.bb-server.net/com_ido.html
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
http://www.internic.net/whois.html
https://www.bb-server.net/order.html
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BB-Server.net 利用規約 
2002 年 2 月 5 日新規作成 

 
 

第一条 加入者 
1. 本規約を承認の上、BB-Server.net（以下、当社という）の提供

する独自ドメイン取得サービス（以下、サービスという）の利用を

申し込み、当社が承認した方を加入者とする。 
2. 当社が申し込みに支障があると判断した場合、入会を承認しな

い場合がある。 
 

第二条 申し込み 
1. 申し込みは、本規約を承認の上、所定の申し込みフォームに必

要事項を記入し、当社に送信するものとする。 
2. アダルトサイト・風俗関係のサイト・UG（アンダーグラウンド）サ

イト・ソフト、データー配布専用サイトは申し込みできないものと

する。 
 
第三条 サービス内容 

1. 当社が提供するサービス内容は別に定めるものとする。 
2. 当社はサービスの内容の変更を加入者の承諾を得ないで行う

ことができる。 
3. 当社サーバーでは TELNET は提供いたしません。 
4. 当社のサポートはお問い合わせフォームから受け付けるものと

する。 
 

第四条 サービスの利用と譲渡の禁止 
1. サービスの利用は加入者のみとし、第三者の利用は禁止する。 
2. サービスの利用権利の譲渡はできない。ただし、当社が承諾し

たものについては、可能とする。その場合、別途手続き料がか

かる場合がある。 
3. 当社が１、２の項目に違反していると判断した場合、直ちにサー

ビスを中止することがある。その場合、既に支払い済みの料金

については返金しないものとする。 
 
第五条 ドメイン名 

1. 加入申込者が希望するドメイン名が取得できない場合がある。

その場合は速やかに加入申込者に連絡し、再度、別のドメイン

名での登録を再開する。 
2. 登録完了後のドメイン名の変更、修正は別途料金がかかる。 
3. 解約時に発生する損失、損害、費用に関しては、当社は一切の

責任を負わないものとする。  
解約時には理由の如何をとわず返金はおこなわない。  
解約時にはドメイン移行の場合別途移行申請料と手数料がか

かります。 
 

第六条 利用料金 
1. 加入者は、当社が定めるサーバー使用料、サーバー年間管理

費を支払うものとする。 
2. 利用料金については、別途定める事とする。 

 
第七条 サービスの継続 

1. 3 ヶ月のサービスを最低期間とし、それ以降もサービスの継続を

希望する場合は利用料の入金を持って継続手続きの完了とす

る。 
2. 有効期間内に継続分の利用料の入金が確認できない場合、加

入者の承諾なしにサービスを中止し資格の取り消しを行う。 
3. 中止の後、サービスを再開する場合、中止期間の使用料に加え

別途費用がかかることがある。又、その場 合、中止前のドメイ

ン名を継続できない場合がある。 

第八条 サービスの解約 
1. 契約者がレンタルサーバーの契約を解除するときは、当社に対

し解除の日の１ヶ月前までに当社指定の方法によりその旨を通

知するものとします。 
2. 契約期間に満たずに契約の解除を希望する場合、その申し出

のあった月の料金は発生するものとします。 
3. 契約解除に伴う契約者の損害等について、当社は一切その責

任を負いません。 
 

第九条 加入者の禁止行為 加入者の以下の行為を禁止する。 
1. 他の加入者、第三者、又は当社への著作権の侵害。 
2. 他の加入者、第三者、又は当社への誹謗、中傷。 
3. 他の加入者、第三者、又は当社への不当に不利益を与える行

為。 
4. 公序良俗に反する行為。 
5. 日本、及び米国の法律に反する行為、又その恐れのある行為。 
 

第十条 加入者資格の損失 
当社は以下の場合、加入者の資格を失わせることができるものとする。

又、その場合すでに支払われた料金は返却しない。 
1. 第八条に該当する禁止事項があると当社が判断した場合。 
2. 申し込みにあたって虚偽の事項を記載した場合。 
3. 料金の支払いを遅延、拒否した場合。 
4. 本規約に違反した場合。 
5. その他当社が加入者として不適当と判断した場合。 

 
第十一条 本規約の訂正 

1. 本規約は、加入者の承諾なく変更、改定できるものとする。又、

その場合当社は速やかに加入者に連絡する。 
2. 改訂後は、既加入者にも改訂後の規約が適用されるものとす

る。 
 

第十二条 当社の免責事項 
1. 当社はサービスの利用に乗じた損害については一切の賠償の

責任を負わないものとする。 
2. 加入者がサービスを利用する上で第三者に対し損害を与えた

場合、加入者は自己の責任により解決するものとし、当社には

一切の損害を与えないものとする。 
3. サーバー領域のバックアップは取得しないものとする。ハードウ

ェア障害、ソフトウェア障害、災害等によるデータの消失につい

て、当社には一切の賠償の責任を負わないものとする。 
4.  

第十三条 本規約の発行 
1. 本規約は、加入申し込みをした時点で効力を生じる。 
 

第十四条 管轄裁判所 
当社と加入者との間で訴訟が生じた場合、当社の所在地を管轄する

裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
 

第十五条 諸法例、諸規則の順守  
加入者は国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとする。 

 
（附則）本規約は、2002 年 2 月 5 日より実施しております。 

 
 

http://www.bb-server.net/kiyaku.html


 

制作： ビービーサーバー 2003 年 4 月 
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