
カゴヤ・ジャパン株式会社 サポートセンター

必要事項をご記入・ご捺印の上、下記宛先までご送付ください。

【送付先】
〒604-8166
京都市中京区三条通り烏丸西入御倉町 85-1 KDX烏丸ビル8F

〈 desknet's  NEO 専用プラン 〉

お申込書一式
カゴヤ・ジャパン株式会社

（ Regular / Highspec / Enterprise ）
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新規ライセンス購入、およびご希望のユーザー数等をお選びください。3

desknet’s NEO
スモールライセンス

本体ライセンス
購入する ユーザー数

5ユーザー 10ユーザー 20ユーザー 30ユーザー 50ユーザー

100ユーザー 150ユーザー 200ユーザー 250ユーザー 300ユーザー

エンタープライズライセンスは、ご契約後にコントロールパネルからお申込みください。

※desknet’s  NEO 専用プランは、シングル構成のご提供のみとなります。

AppSuiteライセンス
スモールライセンス

購入する ユーザー数

5ユーザー 10ユーザー 20ユーザー 30ユーザー 50ユーザー

100ユーザー 150ユーザー 200ユーザー 250ユーザー 300ユーザー

※AppSuite単体でのご利用ならびにdesknet’s  NEOの本体ライセンス数を超えたユーザー数でのご利用は行えません。

ウェブ会議室
スモールライセンス

購入する 会議室数
※最大10会議室まで

1会議室 2会議室 3会議室 4会議室 5会議室

6会議室 7会議室 8会議室 9会議室 10会議室

ご紹介コードをご記入ください。4
・ご紹介コード欄は次に該当する場合のみご記入ください。

(1) ご紹介キャンペーン期間中、カゴヤ・インターネット・ルーティングご利用者様からのご紹介でご契約される場合
(2) 当社ビジネスパートナー様から記入の依頼があった場合　(3)当社から記入の依頼があった場合

［注意事項］
・キャンペーン実施中にご紹介コード欄が未記入の場合、キャンペーン対象外となる場合があります。

ご紹介コード
ビジネスパートナー名

desknet’s NEO
※上記｢一括払い｣にチェックが無い場合、月額基本料金は自動的に毎月払いとなります。

◎お得な月額基本料金一括払いをご利用いただけます。

ご希望のプランをお選びください。2

Highspec（スモールライセンス）Regular（スモールライセンス）

12ヵ月分一括払い(月額基本料金20%OFF)
Enterprise （エンタープライズライセンス）

個人情報の取り扱いについて 

・事業者名：カゴヤ・ジャパン株式会社 
・個人情報保護管理者：能勢 奈緒子
・利用目的：受注、請求、その他サービス提供上必要な連絡のため

取り扱い・開示等の権利については下記URLをご確認ください。
（https://www.kagoya. jp/privacy/）

上記個人情報の取り扱いについて同意の上、お申し込みください。

desknet’s NEO  専用プラン（ Regular / Highspec / Enterprise）申込書

ご利用形態

代表者氏名

契約者氏名

法人・団体名

法人・団体の方

ふりがな

姓

姓

ふりがな

ふりがな

ご契約者様の情報をご記入ください。

個人事業主・個人の方

法人・団体の方のみ

（法人の場合は不要）

法　　人 団　　体

担当者情報

生 年 月 日

名

名

ふりがな 部署名

役職名

ふりがな

お申込日 年  月 日

個人事業主 個　　人

年 月 日

※別紙「預金口座振替依頼書／自動振替利用申込書」も合わせてご記入・ご送付ください。
※個人のお客様へ　引き落とし口座としては、公共料金支払用や給与振込口座など、日頃ご利用されている口座をご指定ください。

お支払いにつきまして

ご 住 所

電話

E-mailアドレス

都道
府県

市区
郡

※ご連絡可能なメールアドレスをご記入ください。 ただし携帯メールアドレスはご利用いただけません。
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0120-022-234

＜KIR_20180201＞

取り扱い・開示等の権利については下記URLをご確認ください。
（https://www.kagoya. jp/privacy/）

上記個人情報の取り扱いについて同意の上、お申し込みください。

複数プラン同時申し込みについて

他のサービス申込書に記載した「契約者情報」「支払方法」と同じ内容で
            「desknet's NEO 専用プラン」を申し込みます。

・ 本プランは、KAGOYA Internet Routingの下記プランと併せてお申し込みいただけます。
共用サーバー マネージド専用サーバー PostgreSQLプラン MySQLプラン メールプラン

desknet’s NEO  専用プラン（ Regular / Highspec / Enterprise）申込書

https://www.kagoya.jp/terms/kir.html

・他のサービス申込書にご記入いただいた「ご契約者情報」「、お支払方法」と同じ内容でお申し込みい
ただく場合本申込書の同記入欄へのご記入は不要です。  ※その際には必ず下記欄にチェックをご記入
ください。 
・同時申込を希望する他の申込書と一緒に同封し送付ください。

KDX

desknet's NEOライセンスを
ご購入される場合のみご記入
ください。

ご契約いただくプランにチェック
マークをご記入ください。
※一括払いをご希望の場合は
12ヶ月一括払いをお選び下さい。

新規ライセンス購入、およびご希望のユーザー数等をお選びください。3

desknet’s NEO
スモールライセンス
本体ライセンス

購入する ユーザー数

5ユーザー
42,984円

10ユーザー
69,444円

20ユーザー
105,840円

30ユーザー
148,608円

50ユーザー
213,840円

100ユーザー
408,240円

150ユーザー
591,840円

200ユーザー
753,840円

250ユーザー
915,840円

300ユーザー
1,077,840円

※別紙「預金口座振替依頼書／自動振替利用申込書」も合わせてご記入・ご送付ください。

※個人のお客様へ　引き落とし口座としては、公共料金支払用や給与振込口座など、日頃ご利用されている口座をご指定ください。

お支払いにつきまして

エンタープライズライセンスは、ご契約後にコントロールパネルからお申込みください。

※desknet’s  NEO 専用プランは、シングル構成のご提供のみとなります。

AppSuiteライセンス
スモールライセンス

購入する ユーザー数

5ユーザー
33,480円

10ユーザー
55,080円

20ユーザー
84,240円

30ユーザー
118,800円

50ユーザー
170,640円

100ユーザー
326,160円

150ユーザー
473,040円

200ユーザー
602,640円

250ユーザー
732,240円

300ユーザー
861,840円

※AppSuite単体でのご利用ならびにdesknet’s  NEOの本体ライセンス数を超えたユーザー数でのご利用は行えません。

ウェブ会議室
スモールライセンス

購入する 会議室数
※最大10会議室まで

1会議室
108,000円

2会議室
216,000円

3会議室
324,000円

4会議室
432,000円

5会議室
540,000円

6会議室
648,000円

7会議室
756,000円

8会議室
864,000円

9会議室
972,000円

10会議室
1,080,000円

ご紹介コードをご記入ください。4
・ご紹介コード欄は次に該当する場合のみご記入ください。

(1) ご紹介キャンペーン期間中、カゴヤ・インターネット・ルーティングご利用者様からのご紹介でご契約される場合
(2) 当社ビジネスパートナー様から記入の依頼があった場合　(3)当社から記入の依頼があった場合

［注意事項］
・キャンペーン実施中にご紹介コード欄が未記入の場合、キャンペーン対象外となる場合があります。

ご紹介コード
ビジネスパートナー名

desknet’s NEO
※上記｢一括払い｣にチェックが無い場合、月額基本料金は自動的に毎月払いとなります。

◎お得な月額基本料金一括払いをご利用いただけます。

ご希望のプランをお選びください。2

Highspec（スモールライセンス）Regular（スモールライセンス）

12ヵ月分一括払い(月額基本料金20%OFF)
Enterprise（エンタープライズライセンス）

ご利用形態

代表者氏名

契約者氏名

法人・団体名

法人・団体の方

ふりがな

姓

姓

ふりがな

ふりがな

ご契約者様の情報をご記入ください。

個人事業主・個人の方

法人・団体の方のみ

（法人の場合は不要）

法　　人 団　　体

担当者情報

生 年 月 日

名

名

ふりがな 部署名

役職名

ふりがな

お申込日 年 月 日

個人事業主 個　　人

年 月 日

法人の場合はご担当者様の
氏名・部署名・役職名をご記
入ください。
個人の場合は不要です。

　  個 人 情 報 の取り扱いについて 
・事業者名：カゴヤ・ジャパン株式会社 
・個人情報保護管理者：能勢 奈緒子

・利用目的：受注、請求、その他サービス提供上必要な連絡のため

＜KIR_20220406＞



2 0

サービス料金

※同時に複数プランをお申し込みいただく場合、プランごとに本依頼書をご提出ください。



2 0

サービス料金

※同時に複数プランをお申し込みいただく場合、プランごとに本依頼書をご提出ください。

預金口座振替依頼書の記入について

※訂正された項目は必ず金融機関へのお届け印で訂正印を押印ください。
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