サブスクストアオプション申込書
テモナ株式会社

行

■お申込者様情報
お申込日

年

月

日

御届印

サブスクID

申込社名

ご担当者名

メールアドレス

お電話番号

（契約企業様）
様

お申込みプラン

■ご選択事項

ご記入内容についてご不明な点がある場合は、03-6635-0301 までお問い合わせ下さいませ。

下記「お申し込み」欄に○をご記入ください。 (※複数選択可能) 金額は税別となります。
カテゴリー

お申し込み

機能名称

No

金額（税抜）

AmaoznPay
1 ※アマゾンジャパン合同会社との直接契約となります。アマゾンジャパン合同会社の申し込み書類は、サブスクコンシェルよりご案内いたします。
※サイト未開設、ドメイン未決定の場合はお申込みできかねますので予めご用意をお願いいたします。

2

テモナペイメントG（GMOペイメントゲートウェイ株式会社）
※初期費用は審査手続きの際に発生し、審査が却下された場合でもご返金できかねますので予めご了承ください。

決
済

4

5

カード情報非保持化ソリューション（テンキーサービス）
※ルミーズ株式会社との直接契約となります。ルミーズ株式会社の申込書類を、サブスクコンシェルよりご案内いたします。

テモナペイメントZ（株式会社ゼウス）
※初期費用は審査手続きの際に発生し、審査が却下された場合でもご返金できかねますので予めご了承ください。

NP後払い（株式会社ネットプロテクションズ）
※詳細についてはネットプロテクションズの担当者からのご案内となります。
※NPWizご希望の場合も別途ご契約が必要となりますため、詳細はネットプロテクションズ担当者よりご案内いたします。

アマゾンジャパン合同会社と
別途ご契約が必要です。

初期費用：80,000円
月額費用：5,000円
決済手数料:3.4%
売上処理料30円/件
（すべて税抜）

無料
3

備考

初期費用：無料
月額費用：5,000円
決済手数料:4%
（すべて税抜）

-

テモナペイメントGをご利用企業様が対象となります。

弊社よりご請求は
ございません

ルミーズ株式会社と
別途ご契約が必要です。

初期費用：80,000円
月額費用：5,000円
決済手数料:3.4%
売上処理料30円/件
（すべて税抜）

-

初期費用：0円
月額費用：0～円
決済手数料:～5.0%
請求書送付手数料
190円/件
（すべて税抜）

-

6

楽天ペイ（オンライン決済）/楽天ID Connectオプション（楽天株式会社）
※楽天株式会社との直接契約となります。楽天株式会社の申し込み書類は、サブスクコンシェルよりご案内いたします。
※楽天ID Connectのみのご利用はできません。必ず楽天ペイ（オンライン決済）の併用が必要となります。
※楽天ペイ（オンライン決済）のみをご利用になることは可能です。その場合は7番にチェックを入れてお申込書をご提出ください。

初期費用：0円
月額費用：5000円
決済手数料:5 %
（すべて税抜）

楽天株式会社と別途ご契約が必要です。
楽天ペイ（オンライン決済）と楽天ID Connectは
それぞれご契約が必要となります。

7

楽天ペイ（オンライン決済）（楽天株式会社）
※楽天株式会社との直接契約となります。楽天株式会社の申し込み書類は、サブスクコンシェルよりご案内いたします。
※楽天ペイ（オンライン決済）のみのご利用をご希望のショップ様はこちらにチェックを入れてお申込書をご提出ください。
※楽天ID Connectオプションをご希望の場合は、楽天ペイ（オンライン決済）と併せてのお申込みが必要となりますため、6番にチェックを入れてお申込書をご提出くだ
さい。

初期費用：0円
月額費用：0円
決済手数料:5 %
（すべて税抜）

楽天株式会社と別途ご契約が必要です。

下記「お申し込み」欄に○をご記入ください。 (※複数選択可能) 金額は税別となります。
カテゴリー

お申し込み

機能名称

No

金額（税抜）

売れるネット広告つくーるAPI連携機能
8 ※売れるネット広告つくーるでのクレジット決済方法は「仮決済」となります。
※別途売れるネット広告つくーるでのオプション契約が必要です。

50,000円 （税抜）

1回買い切り

99,800円 （税抜）

1回買い切り

11 カスタムフォーム機能

30,000円 （税抜）

12 SNSログイン機能

初期費用：0円
月額費用：4,980円 （税抜）

13

レビュー機能

備考
株式会社売れるネット広告社と
別途ご契約が必要です。

10 頒布会初回定期頻度変更機能

9

連
携
機
能

無料

LINEメッセージ連携
※LINE株式会社と別途ご契約が必要です。

初期費用：0円
月額費用：9,800円（税抜）
初期費用：0円
月額費用：9,800円（税抜）

14 Web在庫

1回買い切り
Amazon/Facebook/LINEが対象となります。
LINE株式会社と別途ご契約が必要です。
-

下記「お申し込み」欄に○をご記入ください。 (※複数選択可能) 金額は税別となります。
カテゴリー

お申し込み

No

超過数

機能名称

金額（税抜）

「しっかりパック」から「よくばりパック」へのアップグレード
※「マーケティングパック しっかりパック」をお申込みの企業様が対象でございます。
※お申込みのマーケティングパックによって、ご利用サービスの上限数がございます。
※「よくばりパック」の上限数を以下に記載します。
15

「よくばりパック」
・月間メール配信数上限 10万件（超過0.3円/件） ※月間のメール配信数をもとに超過分をご請求いたします。
・稼働キャンペーン数上限 15個（超過500円/個）※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。
・LP一体型フォーム上限 15個（超過500円/個） ※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。
「しっかりパック」から「とことんパック」へのアップグレード
※「マーケティングパック しっかりパック」をお申込みの企業様が対象でございます。
※お申込みのマーケティングパックによって、ご利用サービスの上限数がございます。
※「とことんパック」の上限数を以下に記載します。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
パ
ッ
ク
プ
ラ
ン

16

※ご希望の利用開始日をご記入ください。
お申込書の受領から、
対応完了までに2営業日いただきます。

初期費用：0円
月額費用：20,000円
（すべて税抜）

「とことんパック」
・月間メール配信数上限 50万件（超過0.15円/件） ※月間のメール配信数をもとに超過分をご請求いたします。
・稼働キャンペーン数上限 30個（超過500円/個） ※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。
・LP一体型フォーム上限 30個（超過500円/個） ※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。

稼働キャンペーン数上限の追加（超過 500円/個）
※ご希望の上限超過個数を左記にございます「超過数」にご記入ください。
※各パックごとに稼働キャンペーン数に上限がございます。
※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。
※各プランの稼働キャンペーン数の上限を以下に記載します。

初期費用：0円
月額費用：10,000円
（すべて税抜）

19

日 】

※ご希望の利用開始日をご記入ください。
お申込書の受領から、
対応完了までに2営業日いただきます。
【

年

月

日 】

※ご希望の利用開始日をご記入ください。
お申込書の受領から、
対応完了までに2営業日いただきます。
初期費用：0円
月額費用：超過 500円/個
（すべて税抜）

【

年

月

日 】

※お申込みいただいた日付に関係なく
月額費用の満額をご請求いたしますので、
あらかじめご了承ください。
※ご希望の利用開始日をご記入ください。
お申込書の受領から、
対応完了までに2営業日いただきます。

LP一体型フォーム登録数上限の追加（超過 500円/個）
※ご希望の上限超過個数を左記にございます「超過数」にご記入ください。
※各パックごとにLP一体型フォーム登録数に上限がございます。
※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。
※各プランのLP一体型フォーム登録数の上限を以下に記載します。

初期費用：0円
月額費用：超過 500円/個
（すべて税抜）

・「しっかりパック」 LP一体型フォーム登録数上限 5個
・「よくばりパック」 LP一体型フォーム登録数上限 15個
・「とことんパック」 LP一体型フォーム登録数上限 30個

20

月

※お申込みいただいた日付に関係なく
月額費用の満額をご請求いたしますので、
あらかじめご了承ください。

・「しっかりパック」 稼働キャンペーン数上限 5個
・「よくばりパック」 稼働キャンペーン数上限 15個
・「とことんパック」 稼働キャンペーン数上限 30個
各
サ
ー
ビ
ス
上
限
数
の
追
加

年

※お申込みいただいた日付に関係なく
月額費用の満額をご請求いたしますので、
あらかじめご了承ください。

「よくばりパック」
・月間メール配信数上限 10万件（超過0.3円/件）
・稼働キャンペーン数上限 15個（超過500円/個）
・LP一体型フォーム上限 15個（超過500円/個）

「よくばりパック」から「とことんパック」へのアップグレード
※「マーケティングパック よくばりプラン」をお申込みの企業様が対象でございます。
※お申込みのマーケティングパックによって、ご利用サービスの上限数がございます。
※「とことんパック」の上限数を以下に記載します。

18

「しっかりパック」
・月間メール配信数上限 1万件（超過0.5円/件）
・稼働キャンペーン数上限 5個（超過500円/個）
・LP一体型フォーム上限 5個（超過500円/個）

【

「とことんパック」
・月間メール配信数上限 50万件（超過0.15円/件） ※月間のメール配信数をもとに超過分をご請求いたします。
・稼働キャンペーン数上限 30個（超過500円/個） ※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。
・LP一体型フォーム上限 30個（超過500円/個） ※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。

17

初期費用：0円
月額費用：１0,000円
（すべて税抜）

備考

管理画面利用者数上限の追加
※ご希望の上限超過人数を左記にございます「超過数」にご記入ください。
※各パックによって管理画面利用者数に上限があり、超過に必要な金額が異なります。
※上限を超過する場合は、超過分を月額費用としてご請求いたします。
※各パックの管理画面利用者数の上限を以下に記載します。

初期費用：0円
月額費用：
「しっかりパック」 超過 2,000円/
人
「よくばりパック」 超過 1,500円/人
「とことんパック」 超過 1,000円/人
（すべて税抜）

・「しっかりパック」 管理画面利用者数上限 5人（超過 2000円/人）
・「よくばりパック」 管理画面利用者数上限 10人（超過 1500円/人）
・「とことんパック」 管理画面利用者数上限 30人（超過 1000円/人）

【
年
月
日 】
お申込書をいただいてから
※お申込みいただいた日付に関係なく
月額費用の満額をご請求いたしますので、
あらかじめご了承ください。
※ご希望の利用開始日をご記入ください。。
お申込書の受領から、
対応完了までに2営業日いただきます。
【

年

月

日 】

※お申込みいただいた日付に関係なく
月額費用の満額をご請求いたしますので、
あらかじめご了承ください。

下記「お申し込み」欄に○をご記入ください。 (※複数選択可能) 金額は税別となります。
カテゴリー

その他

お申し込み

機能名称

No

金額（税抜）

初期費用：49,800円
月額費用：19,800円
（すべて税抜）

https://subscription-store.com/agreement/ にある取引規約をご確認・同意の上、テモナ株式会社へ申込みします。
東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9階

TEL：03-6635-6452

FAX：03-6740-1754

備考
※ご希望の利用開始日をご記入ください。
お申込書の受領から、
対応完了までに2営業日いただきます。

●クラウドバックアップオプション
事業継続性（BCP）を高めるためのオプションサービスです。
最新のインフラを活用することで、サブスクストアのデータを堅牢なクラウドストレージに保管します。
21
万が一サーバのデータが完全に消去されるような場合にもサブスクストアの環境を復元いたします。
※バックアップのタイミングによっては、最新のデータが復元できない場合があります。
※データの復元には別途費用がかかる場合がありますので、予めご了承ください。

MAIL：subsc-store@temona.co.jp

【

年

月

日 】

※お申込みいただいた日付に関係なく
月額費用の満額をご請求いたしますので、
あらかじめご了承ください。

