
SBテクノロジー株式会社　御中
　
当社（以下「ご契約者様情報」欄に記載の企業をいいます）は、SBテクノロジー株式会社（以下「SBT」といいます）に対し、
「個人情報保護方針」、「clouXion テレワーク支援キャンペーン」ページ内容および対象サービスの内容に同意のうえ、本申込書の内容のとおり、
clouXion テレワーク支援キャンペーン 申し込みます。

「clouXion テレワーク支援キャンペーン」ページ

「個人情報の利用目的について」ページ
https://www.softbanktech.co.jp/privacy/privacy02

※ お申込みに関する注意事項は下部「お申込みに関するご注意事項」をご確認ください。
※ ＊印は必須項目です。

お申し込み者様の情報をご記入ください

　

■ Online Service Gate を含むパック、単体にお申し込みの方は、「すべての項目」をご記入ください

■ Mail Safe を含むパック、単体にお申し込みの方は、「すべての項目」をご記入ください

　　　　　　　　　　　　　　clouXion テレワーク支援キャンペーン お申し込み書

記入日 　　年　　　月　　　日

申込者情報

＊住所

＊会社名

＊役職

＊部署名

＊メールアドレス

https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/

Microsoft 365 をご利用の全ユーザー数を記入ください。
（全社導入のみとなり部門導入ができません）

　利用する独自ドメイン お客様がご利用される全てのドメイン（サブドメインが異なる場合を含む）をご記入くだ
さい。利用ドメインが複数ある場合は「,」で区切りすべてご記入ください。

PC のクライアントアプリ「Outlook」「Skype for Business」「Microsoft Teams」を
ご利用する場合は「必要」にチェックしてください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Active Directory との同期が必要な場合にチェックしてください。

＊メルマガ配信

＊URL

＊電話番号

＊お申し込みサービス

　 ご質問・ご要望

キャンペーン全体について

＊どちらのサイト経由で
お申し込みされましたか

　利用ユーザ数 （　　　　　　　　　　　　　）ユーザー

各種お申し込みサービス　 必要事項記入欄

本サービスを適用させる Microsoft 365 ユーザー数をご記入ください。
※1ユーザーに対し、OSG ライセンス（PC 用）をご提供いたします。
※本ライセンスに1枚のクライアント証明書が含まれております。
※無償期間終了後、基本的に同数のユーザー数でのご契約をお願いしております。
※最小の単位は100ユーザー、それ以上の場合は10単位でご記入ください。
※本サービスに OSG Browser は含まれておりません。

	Azure AD で連携を想定しているサービスをご記入ください。
連携を想定しているサービスについてを2、3個程度（あれば）ご記入ください。

　利用する独自ドメイン

　連携サービス名

Microsoft 365 利用時に割り当てられるドメイン（@onmicrosoft.com）ではない
独自ドメインをご記入ください。複数登録も可能です。

＊申込者 氏名

（〒　　　　-　　　　　　）

　リッチクライアント数 （　　　　　　　　　　　　　）ユーザー PCのクライアントアプリ「Outlook」「Skype for Business」「Microsoft Teams」をご
利用する場合のユーザー数をご記入ください。

　利用ユーザ数 （　　　　　　　　　　　　　）ユーザー

　Sync 利用機能
（AD 連携）

　リッチクライアント

Microsoft 365 その他

アカウント同期 パスワード同期

必要 不要

テレワークベーシックパック（OSG、Mail S、Mail V、Mail A、OPM） テレワークスターターパック（OSG、Mail S、Mail V）

Online Service Gate 単体（OSG） Mail Safe 単体（Mail S） Mail Vault 単体（Mail V） Mail Alert 単体（Mail A） OnePortal Modern 単体（OPM）

希望する 希望しない

SB C&S株式会社 ソフトバンク株式会社 日本マイクロソフト株式会社 SBテクノロジー株式会社 その他

Copyright (C) SB Technology Corp. All rights reserved. 1

https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/
https://www.softbanktech.co.jp/privacy/privacy02
https://www.softbanktech.co.jp/lp/camp_cx_teleworksupport202005/


■ Mail Vault を含むパック、単体にお申し込みの方は、「すべての項目」をご記入ください

■ Mail Alert を含むパック、単体にお申し込みの方は、「すべての項目」をご記入ください

■ OnePortal Modern を含むパック、単体にお申し込みの方は、「すべての項目」をご記入ください

お申込みに関するご注意事項

■無償サービス終了までに、お客様に「アンケート評価」を送付させていただきます。お客様は、合理的に可能な範囲内でこれに協力するものとします。

■clouXion 約款、サービス仕様書に記載しているサービス内容については、無償サービス申し込みにおいては、適用外となります。

■お申し込みに際しては、SBT所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては無償サービスをご利用できない場合がありますので、予めご了承のうえお申し込みください。

　（個人、個人事業主、未登記の企業、海外企業、その他SBTが適用外と判断した企業はお断りさせていただきます。）

■無償利用期間の満了日は、サービス利用開始時に満了日をお客様に通知いたします。

■Mail Alert をお申し込みいただいたお客様において、無償利用期間の有無にかかわらず、ご利用を終了する際には、管理者ツール / クライアントツールをアンインストールいただきます。

　　この際、管理者ツールをアンインストールした結果画面の画面キャプチャの提出が必要となりますので、ご対応をお願いいたします。

■本キャンペーンで提供されるサービスは、お客様にてご導入作業をお願いいたします。なお、導入に当たっては、各種導入マニュアルを提供いたします。

■SBTは、運営上、技術上の必要に応じて、無償サービスの全部又は一部を変更することができるものとします。

■SBTは、無償サービスの一部又は全部につき、SBTの方針又は運営上の必要により、修正、中断又は変更することができるものとします。

  それに関して関連法令に特別な規定がない限り、SBTは、お客様又は第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

■お客様は、無償サービスの期間満了後に引き続き本サービスの利用を希望する場合、無償利用期間満了の1か月前（以下、「新規契約期日」といいます。）までに、本サービスの正規利用のための契約を締結するものとします。

　なお、ご契約に当たっては、SBTのパートナー企業を通じて契約締結をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。

■前項の契約締結が新規契約期日までに行われなかったときは、お客様に本サービスの正規利用の意思がないものとみなし、無償利用期間満了日の経過をもって無償サービスは終了するものとします。

　この場合、SBTは、無償利用期間満了日までに、お客様が作成し又は入力したデータのバックアップ・移行処理等は行わず、また当該データについて一切の責任を負わないものとします。

■お申し込みおよびお問い合わせについて、受付後速やかに対応するよう努めますが、お申し込み・お問い合わせが多数の場合、お時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

　利用ユーザ数 （　　　　　　　　　　　　　）ユーザー Microsoft 365 をご利用の全ユーザー数を記入ください。
（全社導入のみとなり部門導入ができません）

SBT営業担当者

本申込に関する特記事項

　利用する独自ドメイン お客様がご利用される全てのドメイン（サブドメインが異なる場合を含む）をご記入くだ
さい。利用ドメインが複数ある場合は「,」で区切りすべてご記入ください。

　onmicrosoftドメイン （　　　　　　　　　　　　                           　）.onmicrosoft.com

　利用ユーザ数 （　　　　　　　　　　　　　）ユーザー Mail Alert を適用する Microsoft 365 ユーザー数をご記入ください。
※Outlook アドオン型のため、OWA、スマートフォンへの適用はできません。

　Outlook のご利用環境 	現在のご利用環境についてご選択ください

　利用ユーザ数 （　　　　　　　　　　　　　）ユーザー OnePortal Modern を利用するユーザー数を記入ください。
　Microsoft 365
  テナント名

OnePortal Modern を導入する Microsoft 365 テナントの URLをご記載下さい。
（https://xxxx-admin.sharepoint.com）

　カタログサイト URL

カタログサイトの URL をご記入下さい。
※カスタム Web パーツを配置するカタログサイトを事前に展開いただく必要ございます。
カタログサイトの展開手順は別紙「OnePortal Modern 記入事項参考資料」をご確
認ください。

　管理者 ID（アカウント）

※ OnePortal Modern を管理するためのお客様 Microsoft 365 テナントの
SharePoint 管理者 ID をご連絡ください。本アカウントで本サービスの管理サイトをご
利用できます。
※ このテナント管理者 ID はクラウド ID である必要があります。クラウド ID とは
Microsoft 365 でのみ管理されたアカウントで、ドメインが
「****.onmicrosoft.com」のユーザーです。

Microsoft 365 （Exchange Online） Exchange Server
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	clouXion テレワーク支援キャンペーン 申込書

