
 CYBER STATION ホスティングサービス  

 

「会社名の入ったメールアドレスを持ちたい」 

「お店のホームページを作りたいのだけれども・・・」 

「私のホームページだとすぐわかるホームページアドレスにしたいな」 

そんな時にはＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮの「独自ドメイン型ホスティングサービス」 

 

「ドメイン」はインターネット上の住所のようなもの。 

最近、名刺に「氏名＠会社名.co.jp」というメールアドレスや「http://www.会社名.co.jp」という

ホームページのアドレスが入っていることが多くありませんか。 

この「会社名.co.jp」の部分がドメインです。 

会社名や商品名の入ったホームページのアドレスには、会社や商品を強烈にアピールする効果があり

ます。独自ドメインは今やインターネットビジネスに不可欠なものです。 

会社だけでなく、個人で独自ドメインを持ち、情報発信する人も急増中です。 

○×△株式会社

鉄道 太郎

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：taro_tetsudo@ ○×△.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.○×△.co.jp

鉄道 花子

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：hanako_tetsudo@ □×◇.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.□×◇.jp

 

ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮの独自ドメイン型ホスティングサービスでは、ホームページやメールで

独自ドメインをご利用になることができます。 

自作ＣＧＩ利用可能な大容量(２００Ｍ)のホームページ、データベース、容量無制限のメールボック

ス１０個と、メーリングリスト３個を、月々わずか３０００円（税込３３００円）から、ご提供します。 

もちろん、ドメインの取得からサーバの運用まで、わずらわしい作業を一括してお引き受けしていま

す。 

 

----------そもそもホスティングサービスとは？---------- 
 

ホスティングサービスは、インターネット上でお客様がホームページを公開するサーバ、電子メール

をやりとりするサーバ、ドメインを管理するサーバ等を、プロバイダ側が用意し、お客様に安価に提供

するサービスです。 

お客様

メールサーバ

ウェブサーバ

ＤＮＳサーバ

電子メールの送受信

ホームページの公開

ドメイン名の管理

CYBER STATIONホスティング

インターネット

各サーバを
レンタルします
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----------サービスの特徴---------- 
 

月々わずか３０００円(税込３３００円)から、お好みのドメイン名を 
 

独自ドメイン「会社.co.jp」、「組織.or.jp」、「お好みの名前.jp」を使った、ホームページ、メール

アドレス、メーリングリストを、月額３,０００円(税込３,３００円)で持つことができます。 

ドメイン登録機関への煩雑な登録申請手続きを代行しますので、ドメインを楽に取得できます。 

※ 日本語ドメインはご利用になれません。 

※ ドメイン名は、先着順で登録されます。既に別の組織・個人がご希望のドメイン名を取得して

いた場合は取得できません。 
 

インターネットで情報発信、大容量、自作ＣＧＩ利用可能なホームページ 
 

ホームページは標準で２００ＭＢ提供しています。もちろん容量の追加も可能です。 

お客様自身が作ったＣＧＩが使用できますので、アンケートを取る、注文を受け付ける等、ビジネス

チャンスを広げるホームページを作ることができます。 

※ ＣＧＩ：ホームページ上でプログラムを動かす仕組みのこと。すぐに使えるアクセスカウンタ、

掲示板をご用意しております。 

※ サポートしている言語は、Perl、Ruby、Python、PHP です。 
 

使って便利、容量無制限のメールボックス 
 

メールは標準で１０アドレスを提供しています。 

１０人で使えば１人あたり３００円(税込３３０円)、しかも、メールの受信通数と容量は無制限です

から、お得な上に、情報量の多いメールを安心して送受信することができます。 

オプションとしてメールウィルスチェックサービス、迷惑メールチェックサービスもご用意しており

ますので、併せてお申込いただきますと、より安全にメールサービスをご利用になれます。 

 

任せて安心、日々のサーバ運用 
 

ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮが、２４時間３６５日のサーバ監視、ハードウェアやソフトウェアのメ

ンテナンス、コンピュータウィルスやハッカー対策、コンテンツのバックアップを行います。 

お客様はホームページのコンテンツを用意するだけで、余計な費用は一切かかりません。 

 

ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮの高速バックボーンに直結 
 

ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮの高速バックボーン回線を利用しているので、快適にアクセスできます。

常時、トラフィック監視を行い、適宜回線増強を実施しています。 

 

全国対応のアクセスポイントからインターネットへＧＯ！ 
 

Ｂフレッツ、フレッツＡＤＳＬ、フレッツＩＳＤＮにも対応していますので、通信料金も定額でイン

ターネットをご利用になることができます。 

また、全国対応のアクセスポイントもご用意しておりますので、全国どこからでも市内通話でダイア

ルアップできます。法人会員ならば使いたい放題です。 

 

ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮ会員専用の便利なサービス 
 

ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮの会員専用の、ＪＲの新幹線・特急列車の指定席の予約サービス、ホテ

ル予約サービス等、便利なサービスもご利用になれます。 
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----------料金表---------- 
 

（１）ホスティングサービス基本料金 
 

初期費用 ５,０００円(税込５,５００円) 

月額基本料金 ３,０００円(税込３,３００円) 

 

※ 基本料金でホームページ容量２００ＭＢまで、メールアドレス１０アドレスまで、メーリン

グリスト３アドレスまで、迷惑メールチェックサービスが利用可能です。 

※ 初期費用にドメイン名取得代行費用を含みます。 

※ 月額基本料金にドメイン名の維持費用を含みます。 

※ ドメイン名の代行取得を行わない場合でも、初期費用は必要です。 

※ ホスティングサービスを利用する場合、別途ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮ会員契約が必要です。 

※ 迷惑メールチェックサービスを利用する場合、別途迷惑メールチェックサービス利用規約の

同意、及び、利用申込が必要です。 

※ 最低利用期間は 6 ヶ月間となります。 

 

（２）ホスティングサービス追加料金 
 

ホームページ容量追加料金  １,０００円(税込１,１００円)（１００ＭＢごとに） 

メールアドレス追加料金   １,０００円(税込１,１００円)（１０アドレスごとに) 

メールウィルスチェック追加料金  ２,０００円(税込２,２００円)（１０アドレスごとに） 

 

※ メールウィルスチェックサービスをご利用になる場合は、ご契約いただいている全メールア

ドレス数と同数の契約が必要です。 
 

----------サービス申込の手順---------- 
 

1. まずご利用規約をお読みください。 

2. ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮのホームページでドメイン名が登録済みでないことをチェックします。 

3. ホスティングサービス申込書類に必要事項を記入の上、郵送します。 

※詳しくは、「CYBER STATIONホスティングサービス申し込み案内」をご覧下さい。 

4. 事務局にて、ドメイン名の登録申請の代行作業、サーバの設定作業を行います。 

5. 作業完了後、事務局からお客様に登録通知をマニュアルと共に郵送します。 

 

 

----------お問合せ先---------- 
 

ＣＹＢＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮテクニカルサポートセンター 

〒151-8534 東京都渋谷区代々木２－２－２ 

TEL：0120－318－275（土・日・祝祭日除く 10時から 17時） 

TEL：042－575－9495 （携帯電話・PHS専用） 

FAX：042－571－6541 

E-Mail：support@jrnet.ne.jp 
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CYBER STATION ホスティングサービス利用規約 

 

（サービスの提供） 

第１条  鉄道情報システム株式会社（以下「ＪＲシステム」といいます。）は、CYBER STATION ホスティングサービ
ス利用規約（以下「本規約」といいます。）を定め、これにより CYBER STATION ホスティングサービス（以下「本サ
ービス」といいます。）を CYBER STATION 会員（以下「会員」といいます。）に提供いたします。 

 

（規約の適用） 

第２条  本規約はＪＲシステムが提供する本サービスを利用になる場合に会員とＪＲシステムとの間に適用されます。 

２ 本規約に定めのない CYBER STATION サービスに関わる事項については、「CYBER STATION 会員規約」、「CYBER 

STATION 法人会員規約」によるものとします。本規約と「CYBER STATION 会員規約」、「CYBER STATION 法人会
員規約」に重複して定められた事項については本規約を優先するものとします。 

 

（規約の変更） 

第３条 ＪＲシステムは、会員の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条
件は、変更後の利用規約によります。 

２ 変更の内容についてはＪＲシステムが、CYBER STATION のホームページへの掲示または文書により通知します。 

 

（規約の成立） 

第４条 本サービスの利用規約はＪＲシステムが別途定める方法により、本サービスの利用申込みをＪＲシステムが承諾
した時に成立するものとします。 

２  ＪＲシステムは、利用申込みを承諾したときは、ホスティングサービス利用開始日を記載した書面により通知します。 

３ ＪＲシステムは、次の場合は、利用申込みを承諾しない場合があります。 

  1)CYBER STATION の会員で無い場合。 

  2)利用の申込みをした方が虚偽の申告をしたとき。 

  3)過去に不正使用などにより利用規約の解除または本サービスの利用を停止されていることが判明したとき。 

  4)利用の申込みをした方が本サービスの利用料金の支払いを怠るおそれがあるとき。 

    5)その他利用の申込みを承諾することが、技術上またはＪＲシステムの業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第５条  本サービスの最低利用期間は、ＪＲシステムが別途定める課金開始日から起算して、キャンペーン等で月額基本
料金が無料になる月を除き、６ヶ月とします。 

２ 本サービスの利用を停止する場合、または、CYBER STATION を脱会する場合、前項の最低利用期間を経過してい
ない場合は、当該期間の各サービスにかかる料金全額を含めて支払わなければならないものとします。 

 

（届出事項の変更） 

第６条  会員は、その氏名、住所、クレジットカードの記載事項について変更があった場合には、すみやかにＪＲシステ
ムの指定する所定の方法で届け出るものとします。 

２ 会員は、商号、請求書送付先、組織変更に伴う担当者名等の変更があった場合には、すみやかにＪＲシステムの指定
する所定の方法で届け出るものとします。 

３  前項の届出がないため、ＪＲシステムからの通知または送付書類その他のものが会員に延着し、または到着しなかっ
た場合、ＪＲシステムは、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。 

 

（ＩＤ及びパスワード） 

第７条 ＪＲシステムは、利用規約が成立した場合、ホスティングサービス用の１つのＩＤとパスワードを定めます。 

２ 会員は、前項のＩＤ及びパスワードを会員の責任において厳重に管理するものとします。また、これらの不正使用に
より、ＪＲシステム並びに第三者に損害を与えることのないよう万全の配慮を講じるものとします。 

３ ＪＲシステムは、ＩＤ及びパスワードの第三者の使用による損害の責任を負いません。 

４ 会員は、ＩＤ及びパスワードの不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとします。また、不正に使用
されたことが判明した場合は直ちにＪＲシステムにその旨を連絡するものとします。 

 

（利用料金） 

第８条  会員がＪＲシステムに支払う利用料金は、別に定める料金表によりＪＲシステムが算定し、ＪＲシステムが別表
に定める方法によって支払うものとします。 

２ 利用料金は事前通知をもって変更することがあります。 

３  この規約に明示されていない、ＪＲシステムが適宜開発し会員に提供する新しいサービス等の利用料金については、
ＪＲシステムが CYBER STATION のホームページへの掲示または文書により通知しこれをもって新利用料金とします。 

 

（利用料金の支払い） 

第９条  クレジットカードによる支払方法の会員は、請求額をＪＲシステムが承認したクレジットカード会社の発行する
会員保有のクレジットカードにより、該当クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。 

２  前項に該当しない会員は、ＪＲシステムが指定する期日までに、ＪＲシステムが指定する金融機関において支払うも
のとします。 



（会員の責任） 

第 10 条 本サービスを利用するにあたり、次の行為を行なわないものとします。 

  1)本サービスの提供を受ける権利を、ＪＲシステムの承認なく、第三者に譲渡、貸与、賃貸等を行うこと。 

  2)第三者もしくはＪＲシステムの著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 

  3)第三者もしくはＪＲシステムを差別、誹謗、中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為 

  4)第三者もしくはＪＲシステムに不利益を与える行為 

  5)第三者もしくはＪＲシステムの財産、プライバシーを侵害する行為 

  6)公序良俗に反する行為 

  7)選挙運動、宗教活動またはこれに類する行為 

  8)有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

  9)無断で広告、宣伝または勧誘のメールを送信する行為、または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール 

（嫌がらせメール）を送信する行為 

  10)本サービスまたは他の設備等の利用、運営に支障を与える、または支障を与えるおそれのある行為 

11)本サービスの利用によって、第三者の通信に支障を与える、または支障を与えるおそれのある行為 

  12)法令に違反するまたは、違反のおそれのある行為 

  13)ＩＤ及び、パスワードを不正に使用する行為 

  14)無限連鎖講（ねずみ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

  15)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報、ホームページ等へリンクする行為 

  16)その他、ＪＲシステムが不適切と判断する行為。 

２ 会員が前項記載の行為を行ったと JR システムが判断した場合、JR システムは該当会員に対して、サービスの利用
制限、一時停止をできるものとします。 

３ 会員は利用規約に違反してＪＲシステムに損害を与えた場合、ＪＲシステムは該当会員に対してＪＲシステムが被っ
た損害の賠償をできるものとします。 

 

（利用の制限） 

第 11 条 JR システムは会員の事前許可無しに本サービスに関して制限を加えることが出来るものとします。 

2 会員によって登録した情報の容量が JR システム所定の容量を超過した場合、JR システムの判断に基づき会員に事前
に通知することなく、情報の削除をすることができるものとします。 

3 会員の利用する通信帯域について、JR システムが本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、JR システム
の所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することができるものとします。 

 

（会員からの解約） 

第 12 条  本サービスの利用を解約する場合は、解約しようとする日の１ヵ月前までにＪＲシステム所定の方法で届け出
るものとし、同時にＪＲシステムに対する利用料金その他の債務の全額を支払うものとします。なお、CYBER STATION

法人会員でホスティングサービスを利用している場合、契約期間の途中で脱会されても、利用料金の払い戻しは致しませ
ん。 

２ 会員はＪＲシステムからの契約解除の完了通知を確認する必要があります。 

 

（ＪＲシステムからの解約） 

第 13 条  会員が次の各号の一に該当する場合、当該時点で期限の利益を喪失するものとし、ＪＲシステムに対する利用
料金その他の債務の全額を支払うものとします。 

 又、ＪＲシステムは何らの催告を要せず、直ちに本規約に基づき成立する契約を解除し、登録ＩＤの使用を停止するこ
とができるものとします。なお、CYBER STATION 法人会員でホスティングサービスを利用している場合、契約期間の
途中で脱会されても、利用料金の払い戻しは致しません。 

  1)ＩＤを不正に利用したとき。 

  2)本サービスの運用を妨害したとき。 

    3)その財産または債務について、仮差押、差押、強制執行もしくは担保権実行の 

      申立、仮登記担保契約に関する法律第３条に定める通知、または滞納処分に基 

      づく差押もしくは担保権実行の申立、仮登記担保契約に関する法律第２条に定 

      める通知、または滞納処分に基づく差押もしくは保全差押を受けたとき。 

    4)手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡を１回でも出したとき。 

    5)支払不能となり、支払を停止し、または破産、和議、会社整理もしくは会社更 

      正手続開始の申立を受け、ないし自らその申立をしたとき。 

    6)営業の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、もしくは中止したとき、または 

      合併によらず解散したとき。 

    7)本規約に違反し、故意もしくは過失によりＪＲシステムまたは他の第三者に損 

      害を与えたとき。 

    8)その他信用状態が悪化しまたはその恐れがあるとＪＲシステムにおいて判断し 

      たとき。 

  9)本サービスの利用料金の支払を遅延し、又は拒否したとき。 

  10)本利用規約の全部または一部に違反したと、ＪＲシステムが判断した行為があった場合。 

  11)CYBER STATION を脱会した場合。 

  12)CYBER STATION 会員規約、CYBER STATION 法人会員規約に違反し、ＪＲシステムが会員資格の取消を行っ
た場合。 

２ 会員は前項に違反してＪＲシステムに損害を与えた場合、ＪＲシステムは、該当会員に対してＪＲシステムが被った
損害の賠償をできるものとします。 



（秘密保持） 

第 14 条 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて、ＪＲシステムは本サービスの提供に際し知り得た
会員の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

２ ＪＲシステムは電子メール等の通信履歴に関して、次項の場合を除いて、これを原則として第三者のいずれにも公開
しないものとします。 

３ ＪＲシステムは公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、会員の合意をと
らずに通信履歴を開示する場合があります。 

４ JP ドメイン名の登録・更新にあたって申請者・登録者から提供される情報には、JP ドメイン名の管理組織である株
式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます)が必要とする情報（氏名、メールアドレス、郵便番号、住所、
電話番号、FAX 番号）が含まれています。 

５ JPRS が必要とする情報は、JPRS へ提供することを利用目的としており、登録情報等が JPRS 所定の方法により公
開されます。 

 

（免責） 

第 15 条 ＪＲシステムは、会員が本サービスの利用により被った損害（逸失利益及び、第三者から会員に対して為され
たクレーム、損害賠償請求に基づく損害を含みます。）について、補償の責任を一切負わないものとします。 

２ ＪＲシステムは、本サービスの中断、運営の停止などによって、会員に損害が生じても補償の責任を一切負わないも
のとし、会員が被った損害（逸失利益を含みます。）についても一切責任を負わないものとします。 

３ ＪＲシステムは会員が本サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。また、本サービスの
利用により会員に発生したいかなる損害についてもＪＲシステムは責任を負わないものとします。 

４ ＪＲシステムは会員が本サービスの利用によって第三者との間で法律的また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。 

５ ＪＲシステムは会員によってサーバーに登録された情報の消失、毀損、漏洩等に関して一切の責任を負わないものと
します。 

 

（データのバックアップ） 

第 16 条 本サービスにおいて、ＪＲシステムは設備の故障及び停止等の復旧に対応するため、契約ディレクトリ内のデ
ータを複写することがあります。 

２ ＪＲシステムの行なうバックアップは、会員の情報の完全な安全を保障するものではありません。 

 

（本サービスの中断） 

第 17 条 ＪＲシステムは、以下のいずれかが起こった場合は、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスを
中断することがあります。 

  1)本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。 

  2)停電や火災、天災等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

  3)戦争、動乱、暴動等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

  4)ＪＲシステムに対し、会員に係わるクレーム、請求等がなされ、ＪＲシステム 

   の業務に支障をきたすとＪＲシステムが判断した場合。 

  5)その他運用上又は技術上、ＪＲシステムが本サービスの一時的な中断が必要と 

   判断した場合。 

２ 本サービスの運営停止は、事前にホームページ等により告知しますが、緊急時は 

 この限りではありません。 

 

（本サービスの終了） 

第 18 条 ＪＲシステムは、営業上、技術上などの理由により本サービスを終了することがあります。この場合、終了の
３ヶ月前までに会員に通知するものとします。 

２ ＪＲシステムは理由の如何を問わず、本サービスの終了により契約者が被った損害について一切免責されるものとし
ます。 

 

  附則 

 

  この規約は２００２年２月１日から実施します。 

  この規約は２００２年１１月１日から改定実施します。 

  この規約は２００４年２月１７日から改定実施します。 

  この規約は２００４年４月１日から改定実施します。 

  この規約は２００５年３月１６日から改定実施します。 

  この規約は２００８年７月１８日から改定実施します。 

  この規約は２００８年１０月１日から改定実施します。 

  この規約は２０１０年２月２６日から改定実施します。 

 



別表 

 

１．課金開始日 

 

(1) 個人会員の場合 

 

① 新規個人会員の場合 

 

 ホスティングサービス利用開始日を課金開始日とします。 

 

② 既に CYBER STATION 個人会員の場合 

 

 課金開始日は、ホスティングサービス利用開始日の属する月の翌月１日となります。 

 

(2) 法人会員の場合 

 

① 新規法人会員の場合 

 

 ホスティングサービス利用開始日を課金開始日とします。 

 

② 既に CYBER STATION 法人会員の場合 

 

 既に CYBER STATION の法人会員である会員が新たにホスティングサービスを申込ん 

 だ場合、課金開始日は、CYBER STATION の法人契約更新日の年月日の日を基準に、 

 ホスティングサービス利用開始日以降最初の同日とします。 

 ※ 当月に同日が存在しない場合は、当月末日とします。 

 

２．支払方法 

 

(1) 個人会員の場合 

 

 個人会員の場合、ホスティングサービスに係わる一切の料金の支払いは、毎月の 

 CYBER STATION の利用料金と合わせて請求します。 

 

(2) 法人会員の場合 

 

 法人会員の場合、ホスティングサービスの料金支払いは、次の通りです。 

 利用料金をお支払いいただいている期間に、本サービスの利用を停止した場合でも、 

 利用料金は返還致しません。 

 

① ホスティングサービス基本料金、追加料金 

 

 CYBER STATION 法人会員の会費を請求する際の利用状況により、ホスティングサー 

 ビス基本料金、追加料金を 1 年分まとめて請求します。 

 

 ただし、既に CYBER STATION の法人会員である会員が新たにホスティングサービス 

 を申込んだ場合、第１回目の請求は、課金開始日から、CYBER STATION の法人契約更新日 

 までの月数分を計算し、まとめて請求します。 

 ※ 既に CYBER STATION の会費の請求を行っている場合、第１回目の請求で、翌年分の 

   ホスティングサービス利用料金をまとめて請求する場合があります。 

 

 また、既にホスティングサービスをご利用の場合で、追加サービスの申込みを行った 

 場合は、ホスティングサービスの契約更新日までの月数分の追加サービス利用料金を 

 請求します。 

 ※ 既にホスティングサービス料金の請求等を行っている場合、第１回目の請求で、 

   翌年分の追加サービス利用料金をまとめて請求する場合があります。 

 

 既に追加サービスの利用料金を支払い済みで、追加サービスの利用を停止または、 

 利用数を減らした場合でも、利用料金の払い戻しは致しません。 

 

② ドメイン名に関する手続き 

 

 手続きが発生する都度、請求します。 

 


