別表

［ユニバーサルコネクト

モバイルコンテンツ変換サービス］

１．ネットワークサービスの提供
当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービス利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワー
クサービス」という）を提供します。
２．ネットワークサービスの概要
本ネットワークサービスは、 「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト タイプＷＶＳ 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイ
ヤーコネクト タイプＵＮＯ 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト タイプＳＶＰＮ 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳ
ビジネスＩＰネットワークサービス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＥｔｈｅｒｎｅｔサービス基本サービス」、 「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶ
ＰＮプラス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮサービス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネス ＷＶＳサービス 基本サービス」
（以下総称して「ビジネスネットワークサービス」という）のうち、いずれかのサービスと、「ユニバーサルコネクト 携帯ブラウザ接続サービス」
（以下「携帯ブラウザ接続サービス」という）の 間で、パーソナルコンピュータ用Ｗｅｂブラウザ向けコンテンツデータを スマートフォン向け乙提供の
専用ブラウザ（以下「ＦＥＮＩＣＳブラウザ」という）または 携帯電話用標準ブラウザ向けコンテンツデータに変換する機能および ＦＥＮＩＣＳブラウ
ザまたは携帯電話用標準ブラウザから送信されるデータをパーソナルコンピュータ用Ｗｅｂブラウザから送信させるデータに変換する機能（以下「モバ
イルコンテンツ変換機能」という）をＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備において提供するサービスです。本ネットワークサービスにお
いては、「ユニバーサルコネクト 基本サービス」（以下「基本サービス」という）により提供されるＦＥＮＩＣＳ ＩＤを使用することにより、本ネ
ットワークサービスを使った通信を可能とする機能を利用できるようにします。
３．ネットワークサービス提供の前提条件
甲は、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備および インターネット接続環境または アクセス回線（携帯
電話事業者が提供するアクセス回線を含む）を用意するものとします。
４．ネットワークサービスの内容
（１）業務Ｗｅｂ変換カスタマイズサ ービス
乙は、甲が本ネットワークサービスを利用できるようにするための作業として、モバイルコンテンツ変換機能の定義作成、および、作成した定義を
本ネットワークサービスで実現するためＦＥＮＩＣＳネットワーク電気通信設備に対する所定の作業を実施します。モバイルコンテンツ変換機能の定
義作成とは、添付受託条件明細で規定する変換するためのルール作成、データ画面のデザイン、画面遷移などの変換機能の定義作成を実施し、その結
果をコンテンツ変換サービス機能定義書（以下「コンテンツ変換機能定義書」という）にとりまとめ、さらにテ ストをすることをいいます。また、本
ネットワークサービスの利用においては、スマートフォン利用の場合は、乙提供のＦＥＮＩＣＳブラウザ、携帯電話利用の場合は、 下表に記載する携
帯電話事業者が提供している携帯電話標準ブラウザを用いるものとします。なお、業務Ｗｅｂ変換カスタマイズサービスの実施にあたっての指示、連
絡は、甲と乙の責任者間でのみ行うものとします。
携帯電話事業者

携帯電話標準ブラウザ

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

ｉモードブラウザ

ＫＤＤＩ株式会社、沖縄セルラー電話株式会社

ＥＺｗｅｂブラウザ

ソフトバンクモバイル株式会社

Ｙａｈｏｏ！ケータイブラウザ
＊携帯ブラウザの名称は携帯電話事業者が呼び方を統一していないため通称（以下同じ）

（２）グループウェア変換Ｅ初期設定サービス
乙は、甲が本ネットワークサービスを利用できるようにするための作業として、甲が自ら用意した下表記載のバージョンのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅ
ｘｃｈａｎｇｅソフトウェアから出力させるコンテンツデータについてモバイルコン テンツ変換機能（以下「Ｅｘｃｈａｎｇｅ変換機能」という）を
本ネットワークサービスで実現するためＦＥＮＩＣＳネットワーク電気通信設備に対する所定の作業を実施します。また、本ネットワークサービスの
利用においては、スマートフォン利用の場合は、乙提供のＦＥＮＩＣＳブラウザ、携帯電話利用の場合は、 下表に記載する携帯電話事業者が提供して
いる携帯電話標準ブラウザを用いるものとします。なお、グループウェア変換Ｅ初期設定サービスの実施にあたっての指示、連絡は、甲と乙の責任者
間でのみ行うものとします。
ソフトウェア
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｅｘｃｈａｎｇｅ

対応バージョン
２００７／２０１０

携帯電話事業者

携帯電話標準ブラウザ

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

ｉモードブラウザ

ＫＤＤＩ株式会社、沖縄セルラー電話株式会社

ＥＺｗｅｂブラウザ

ソフトバンクモバイル株式会社

Ｙａｈｏｏ！ケータイブラウザ

（３）グループウェア変換Ｎ初期設定サービス
乙は、甲が本ネットワークサービスを利用できるようにするための作業として、甲 が自ら用意した下表記載のバージョンのＩＢＭ Ｌｏｔｕｓ Ｎ
ｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏソフトウェアから出力されるコンテンツデータについてモバイルコンテンツ変換機能（以下「Ｎｏｔｅｓ変換機能」という）
を、本ネットワークサービスで実現するためＦＥＮＩＣＳネットワーク電気通信設備に対する所定の作業を実施します。また、本ネットワークサービ
スの利用においては、スマートフォン利用の場合は、乙提供のＦＥＮＩＣＳブラウザ、携帯電話利用の場合は、 下表に記載する携帯電話事業者が提供
している携帯電話標準ブラウザを用いるものとします。な お、グループウェア変換Ｎ初期設定サービスの実施にあたっての指示、連絡は、甲と乙の責
任者間でのみ行うものとします。
ソフトウェア
ＩＢＭ

Ｌｏｔｕｓ

Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏ

対応バージョン
６．５／７．０／８．０／８．５

携帯電話事業者

携帯電話標準ブラウザ

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

ｉモードブラウザ

ＫＤＤＩ株式会社、沖縄セルラー電話株式会社

ＥＺｗｅｂブラウザ

ソフトバンクモバイル株式会社

Ｙａｈｏｏ！ケータイブラウザ

（４）グループウェア変換Ｃ初期設定サービス
乙は、甲が本ネットワークサービスを利用できるようにするための作業として、甲が自ら用意した下表記載のバージョンの サイボウズソフトウェア
から出力されるコンテンツデータについてモバイルコンテンツ変換機能（以下「 サイボウズ変換機能」という）を、本ネットワークサービスで実現す
るためＦＥＮＩＣＳネットワーク電気通信設備に対する所定の作業を実施します。また、本ネットワークサービスの利用においては、 スマートフォン
で、乙提供のＦＥＮＩＣＳブラウザ用いるものとします。なお、グループウェア変換 Ｃ初期設定サービスの実施にあたっての指示、連絡は、甲と乙の
責任者間でのみ行うものとします。
ソフトウェア
サイボウズ Ｏｆｆｉｃｅ/ガルーン

対応バージョン
サイボウズ Ｏｆｆｉｃｅ １０ /ガルーン Ｒ３以上

（５）モバイルコンテンツ変換利用サービス
ａ．業務Ｗｅｂ変換機能
乙は、業務Ｗｅｂ変換カスタマイズサービスの納品物である、コンテンツ変換機能定義書に従い、 ビジネスネットワークサービスと、携帯ブラウ
ザ接続サービスとの間で、以下の機能を、基本サービスにより付与されるＦＥＮＩＣＳ ＩＤにより提供します。
・ＰＣブラウザ向けコンテンツデータを、 ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは 携帯電話標準ブラウザ向けコンテンツデータに変換する機能
・ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話標準ブラウザからの入力データを、Ｗｅｂサーバ側の受信条件に基づきＷｅｂサーバ向けのデータに変換
する機能
ｂ．Ｅｘｃｈａｎｇｅ変換機能
乙は、グループウェア変換Ｅ初期設定サービスの結果に従い、 ビジネスネットワーク サービスと、携帯ブラウザ接続サービスとの間で、以下の機
能を、基本サービスにより付与されるＦＥＮＩＣＳ ＩＤにより提供します。
・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｈａｎｇｅデータを、ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話標準ブラウザ向けコンテンツデータに変換する機能
・ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話標準ブラウザからの入力データを、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｈａｎｇｅサーバ側の受信条件に基づき
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｈａｎｇｅサーバにデータを送信する機能
・モバイルコンテンツ変換機能よりコンテンツ変換が可能な Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｈａｎｇｅの機能は、以下のとおりとします。
機

能

内

容

メール機能

受信メール閲覧／送信済メール閲覧／新規メール作成／メール返信・全員に返信・転
送・削除

スケジュール機能

予定表閲覧・作成・編集・削除・予定表検索（日付）／他人の予定表閲覧（相手の了承
必須）

アドレス帳機能

グローバルアドレス帳検索／個人アドレス帳検索

仕事／メモ機能

仕事閲覧／メモ閲覧

ｃ．Ｎｏｔｅｓ変換機能
乙は、グループウェア変換Ｎ初期設定サービスの結果に従い、 ビジネスネットワーク サービスと、携帯ブラウザ接続サービスとの間で、以下の機
能を、基本サービスにより付与されるＦＥＮＩＣＳ ＩＤにより提供します。
・ＩＢＭ Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏデータを、ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは 携帯電話標準ブラウザ向けコンテンツデータに変換す
る機能
・ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話標準ブラウザからの入力データを、ＩＢＭ Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏサーバ側の受信条件
に基づきＩＢＭ Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏサーバにデータを送信する機能
・モバイルコンテンツ変換機能によりコンテンツ変換が可能なＩＢＭ Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏの機能は、以下のとおりとします。
機

能

内

容

メール機能

受信メール閲覧／送信メール閲覧／新規メール作成／メール返信・全員に返信・転送／
メール削除

スケジュール機能（参照のみ）

スケジュール閲覧（本人のみ）、スケジュール検索（日付）

アドレス帳機能

アドレス帳検索・閲覧

ｄ．サイボウズ変換機能
乙は、グループウェア変換 Ｃ初期設定サービスの結果に従い、ビジネスネットワーク サービスと、携帯ブラウザ接続サービスとの間で、以下の機
能を、基本サービスにより付与されるＦＥＮＩＣＳ ＩＤにより提供します。
・サイボウズデータを、ＦＥＮＩＣＳブラウザブラウザ向けコンテンツデータに変換する機能
・ＦＥＮＩＣＳブラウザ からの入力データを、サイボウズ サーバ側の受信条件に基づきサイボウズサーバにデータを送信する機能
・モバイルコンテンツ変換機能によりコンテンツ変換が可能な サイボウズの機能は、以下のとおりとします。
機

能

内

容

メール機能

受信メール閲覧／送信済メール閲覧／新規メール作成／メール返信・全員に返信・転
送・削除

スケジュール機能

予定表閲覧・作成・編集・削除・予定表検索（日付）／他人の予定表閲覧（相手の了承
必須）

アドレス帳機能

ユーザ名簿検索、参照 / 共有アドレス帳検索、参照
ガルーンのみ、Myアドレスグループ検索、参照 / 個人アドレス帳登録、検索、参照グロ
ーバルアドレス帳検索／個人アドレス帳検索
品

目

内

容

モバイルコンテンツ変換サービス

「業務Ｗｅｂ変換機能」、「Ｅｘｃｈａｎｇｅ変換機能」、「Ｎｏｔｅｓ変換機能」の
各機能を提供するネットワークサービス。本ネットワークサービスに利用するＦＥＮＩ
ＣＳ ＩＤには、あらかじめ基本サービスに基づく利用設定が必要であり、その数は最
大で５０とします。

モバイルコンテンツ変換サービス
追加１０利用サービス

モバイルコンテンツ変換サービスにおいて、利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ
１０個追加するネットワークサービス

ＩＤ数を

品

目

内

容

モバイルコンテンツ変換サービス
追加５０利用サービス

モバイルコンテンツ変換サービスにおいて、利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ
５０個追加するネットワークサービス

ＩＤ数を

モバイルコンテンツ変換サービス
追加１００利用サービス

モバイルコンテンツ変換サービスにおいて、利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ
１００個追加するネットワークサービス

ＩＤ数を

モバイルコンテンツ変換サービス
追加５００利用サービス

モバイルコンテンツ変換サービスにおいて、利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ
５００個追加するネットワークサービス

ＩＤ数を

モバイルコンテンツ変換サービス
追加１０００利用サービス

モバイルコンテンツ変換サービスにおいて、利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ
１０００個追加するネットワークサービス

ＩＤ数を

５．サービス提供時間帯
本ネットワークサービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、 利用規約に基づき、乙は利用サービスの提供を中断することができる
ものとします。
６．サービス障害受付時間帯
本ネットワークサービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。なお、障害受付は、別途定める甲の管理者からのみ受付けるとします。
７．サービス障害対応時間帯
本ネットワークサービスの障害対応時間帯は、２４時間３６５日とします。
８．料金月
本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２ ０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。
９．不具合の考え方について
（１）業務Ｗｅｂ変換機能においては、乙が定めた ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話標準ブラウザにおいて、甲と乙との間で合意したコンテンツ
変換機能定義書で定義された面表示での不具合に限り不具合として対応するものとします。また、甲が ＦＥＮＩＣＳブラウザ または携帯電話標準
ブラウザ以外を利用し発生した画面表示での不具合については、不具合ではないとみなすことがあります。本ネットワークサービスにおける ＦＥ
ＮＩＣＳブラウザサポート機種 または携帯電話標準サポート機種は、変換コンテンツサービス受託条件明細にて定めるものとしますが、携帯電話
事業者のサポート状況に応じて予告なく変更される場合があります。
（２）Ｅｘｃｈａｎｇｅ変換機能においては、乙が定めた ＦＥＮＩＣＳブラウザサまたは 携帯電話標準ブラウザにおいて、発生したコンテンツ変換機
能の不具合に限り不具合として対応するものとします。
（３）Ｎｏｔｅｓ変換機能においては、乙が定めた ＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話標準ブラウザにおいて、発生したコンテンツ変換機能の不具
合に限り不具合として対応するも のとします。
（４）Ｎｏｔｅｓ変換機能においては、乙が定めたＦＥＮＩＣＳブラウザにおいて、発生したコンテンツ変換機能の不具合に限り不具合として対応す
るものとします。
１０．情報の取り扱い
乙は、本ネットワークサービスを提供するにあたり、以下の情報を保持することがあります。
（１）乙は、コンテンツ変換ルールの作成／規定および、本ネットワークサービス提供中の画面表示不具合時の調査のために、甲と乙との間で合意し
たコンテンツ変換機能定義書に記載された甲設備のＷｅｂサーバのキャプチャデータ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｈａｎｇｅサーバのキャプチ
ャデータ、ＩＢＭ Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏサーバのキャプチャデータ およびサイボウズサーバのキャプチャ データを、本ネット
ワークサービス契約終了時まで保管するものとします。乙は、本ネットワークサービス契約終了時には、すみやかに当該情報を削除するものとし
ます。
（２）乙は、甲設備の スマートフォンまたは携帯電話のメモリサイズに合わせてページ分割をするために、本ネットワークサービス提供中は、甲のデ
ータをキャッシュすることがあります。キャッシュした変換後のデータの保持期間 は、最大で２４時間とします。
１１．品目一覧
本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。
支払種別

単位

業務Ｗｅｂ変換サービス
カスタマイズ費

品

名

ＮＳ２２００１Ｓ

型名
業務Ｗｅｂ変換機能

備

考

従量料金制（一括払）

式

グループウェア変換サービスＥ
初期設定費

ＮＳ２２０１０Ｓ

Ｅｘｃｈａｎｇｅ変換機能

従量料金制（一括払）

式

グループウェア変換サービスＮ
初期設定費

ＮＳ２２０２０Ｓ

Ｎｏｔｅｓ変換機能

従量料金制（一括払）

式

グループウェア変換サービスＣ
初期設定費

ＮＳ２２０３０Ｓ

サイボウズ変換機能

従量料金制（一括払）

式

モバイルコンテンツ変換サービス
利用料

ＮＳ２２０００Ｇ

５０利用分含む

従量料金制（月額払）

式

モバイルコンテンツ変換サービス
追加１０利用料

ＮＳ２２００１Ｇ

１０利用分追加

従量料金制（月額払）

式

モバイルコンテンツ変換サービス
追加５０利用料

ＮＳ２２００２Ｇ

５０利用分追加

従量料金制（月額払）

式

モバイルコンテンツ変換サービス
追加１００利用料

ＮＳ２２００３Ｇ

１００利用分追加

従量料金制（月額払）

式

モバイルコンテンツ変換サービス
追加５００利用料

ＮＳ２２００４Ｇ

５００利用分追加

従量料金制（月額払）

式

モバイルコンテンツ変換サービス
追加１０００利用料

ＮＳ２２００５Ｇ

１０００利用分追加

従量料金制（月額払）

式

［変更内容］
（２０１１年６月１３日）本別表を適用します。
（２０１１年８月２３日）本サービスの対象にスマートフォンを追加しました。
（２０１５年３月１８日）サイボウズ変換機能を追加しました。

［凡例］
本別表では、以下の略称を用いています。
略

称

名

称

ＩＤ

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ

ＩＰ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＶＰＮ

Ｖｉｒｔｕａｌ
Ｎｅｔｗｏｒｋ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
Ｐｒｉｖａｔｅ

以

上

別表Ｎｏ．Ｎ０２８ ４

