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futureshopお申し込みページへ

futureshopサービスサイト

(https://www.future-shop.jp/)の
ページ右上のハンバーガーメニューの中にある

「お申し込み」をクリックするとお申し込みページへ遷

移します。

https://www.future-shop.jp/
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futureshopお申し込みページ

お申し込みの流れをご確認いただきましたらページ中

央にある「お申し込みフォームへ」ボタンをクリックしてく

ださい。
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お申し込みフォーム - はじめに

【入力項目】

■ご契約方法

□新規契約されるお客様

□既にご契約済みで、店舗を追加されるお客様

■お申し込み方法

□申し込み手続きを進める

□見積もり後、申し込みをする

■futureshopサービス規約 
□futureshopサービス規約に同意する

■個人情報保護方針

□個人情報保護方針に同意する

必須

→8ページご参照

必須

必須

必須

お手続きにあたって、以下の内容をご用意ください。

■店舗KEY(変更できません)

■ドメイン情報・SSL申請情報（ご利用開始後変更される場合、別途

費用が発生します）

■ご請求先・各種ご連絡先

■ご紹介パートナーID
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【入力項目】

■お申し込みプラン

□futureshop 50         □futureshop 500
□futureshop 2500     □futureshop 5000
□futureshop 10000   □futureshop Gold30000

■ご契約期間

□月契約　　　　□６ヶ月契約　　　　 □年間契約
※「６ヶ月契約」「年間契約」を選択された場合、

　　オプションも「６ヶ月契約」「年間契約」となります。

 「６ヶ月契約」「年間契約」の場合、途中解約時のご返金は致しかねますので 　

　ご注意ください。

■データ転送量についての確認必須
1ヶ月間のデータ転送量が2500GBを超える場合、futureshop Gold シ
リーズへのプラン変更をご依頼する場合がございます。

必須

必須

お申し込みフォーム - 基本サービス

必須
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【入力項目】

お申し込みのオプションをお選びください

□定期購入・頒布会

□入荷お知らせ

□CMSサーバー(VPS)オプション

□クーポン発行機能

□画像ホスティングオプション（futureshop 50ではご利用不可となります）

□他社ID決済オプション

□Apple ID・Googleアカウントログインオプション

□会員ステージ自動判定

□futureCartRecovery
□future AI Recommend
□LINE連携オプション

□ポイント機能

□futureサジェストリンク

□店舗受取オプション

□ライブコマース機能「Live cottage（ライブコテージ）」

お申し込みフォーム - オプション
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【入力項目】

決済代行会社をお選びください。

□SBペイメントサービス株式会社　　　

□申し込まない

必須

決済代行機能オプションのご利用には別途SBペイメントサービス

社へのお申込みが必要となります。

SBPS申込みフォーム

https://www.sbpayment.jp/contact/futureshop/

お申し込みフォーム - 決済代行機能

https://www.sbpayment.jp/contact/futureshop/
https://www.sbpayment.jp/contact/futureshop/
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お申し込みフォーム - セットアップ情報

【入力項目】

■店舗名

■店舗KEY
※店舗KEYはfutureshopご利用開始後の変更はできません。

※futureshopの管理画面にログインする際に利用します。

【入力時のご注意】

必ずご入力ください。

半角英小文字・数字のいずれかでご入力ください。

１文字目は英字でご入力ください。

４文字以上15文字以下の文字数でご入力ください。

既に使用されている店舗KEYはご利用いただけません。

入力後に、右の【重複確認】ボタンを押下してご確認ください。

■業種
選択肢よりお選びください。

■主な取扱商品
（例：シャツ、和菓子、食器）

必須

必須

必須

必須
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お申し込みフォーム - お申込基本情報

【入力項目】

■ご希望の利用開始月

□今月に利用開始　　 □来月に利用開始
※利用開始月は、月額費用を無料にさせて頂いております。

■各種費用のご請求・お支払いについて確認

ご請求先

■事業形態

□法人　　　　　　□個人

■会社名

■会社名(ふりがな)
■お申し込み担当者氏名

■お申し込み担当者氏名 (ふりがな)
■郵便番号

■都道府県

■市区町村

■番地以下

■電話番号

■FAX番号

■メールアドレス

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須
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お申し込みフォーム - ドメイン情報

【入力項目】

■ドメイン管理方法

□新規ドメイン取得　(取得可能なドメインか事前に確認お願いします。 )

□他社からドメインを移管する

□他社でドメインを管理する

ドメイン情報

■ご利用ドメイン
【ご利用可能なドメイン】

.com/.net/.org/.shop/.biz/.info/.co.jp/.ne.jp/.jp

■主ドメイン・サブドメイン

□主ドメインでご利用　

□サブドメインをご利用

ご利用ドメインorサブドメイン

管理の確認事項
■「ネームサーバー(DNS)」は弊社・他社どちらをご利用でしょうか。

　□弊社ネームサーバー　□他社ネームサーバー　□不明

■「メールサーバー」は弊社・他社どちらをご利用でしょうか。

　□弊社メールサーバー　□他社メールサーバー　□不明

→【重要】11ページご参照

→【重要】12ページご参照

必須

必須

必須

必須

※アカウント発行後にドメイン変更をされる場合、別途変更費用がかかります。
　ドメインの綴りなどお間違えのないようお願いします。

必須
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ドメイン管理について

futureshopサービスを利用する際のドメイン管理方法は、下記3パターンのご利用方法がございます。 
 

 
「パターン１」：弊社にて新規ドメイン取得  
　futureshopサービス利用開始時に弊社にて新しくドメインを取得し、その後のドメイン管理を弊社で行う。  

　取得可能なドメイン　.com/ .co.jp/ .ne.jp/ .jp/ .net/ .org/ .shop/ .biz/ .info/  

　　　※ドメイン取得費用・年間更新費用は無料です。  

　 

「パターン２」：ドメイン管理を他社から弊社に移管  

　既に他社にて取得済みのドメインを利用する際、futureshopサービス利用開始時にドメイン管理を弊社に移管しておき  

　(1～10日ほど必要)、futureshopのサイト構築が完了したら弊社ネームサーバ（DNSサーバ）に切替。  

　　　※ドメイン移管手続き中(1～10日ほど)は、新旧どちらのドメイン管理業者でもDNS切替は出来ません。  

　　　※弊社にドメイン移管後、年間更新費用は無料です。  

　　　※稀なケースとして、ドメイン管理を弊社に移管した後も、他社ネームサーバ（DNSサーバ）を利用するケースがあります。  
　 

「パターン3」：ドメイン他社管理のまま利用  
　弊社へのドメイン移管を行わない場合、弊社でのDNS切替も行えないため、DNS切替に必要な「DNS情報」を店舗様にお渡しし、  

　futureshopのサイト構築が完了したら、店舗様にてDNS切替の手配を行っていただきます。  

　　　※ドメイン年間更新費用は弊社では負担致しません。  

　　　※サブドメインの場合は、ドメイン他社管理となります。  

「ネームサーバ（DNSサーバ）切替」は誰でも行える作業ではなく、「DNS切替」を行える権限を持つのは、ドメイン管理業者のみとなります。　　※futureshopのドメイン管理業
務はフューチャースピリッツに委託しております。 

アカウント発行後にドメイン変更をされる場合、別途変更費用がかかります。

アカウント発行後にドメイン変更をされる場合、別途変更費用がかかります。
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ネームサーバ（DNSサーバ）について

futureshopを利用するには、ネームサーバ（ DNSサーバ）の管理を

「弊社管理」・「他社管理」 のどちらかを選択頂きます。

ドメイン管理方法によって、ネームサーバの管理方法が

変わります。

【ドメイン】

future-shop.jp

＜ネームサーバ（DNSサーバ）＞
どのサーバを利用するか指定してくれるサーバ

※ドメインネームシステム（ Domain Name System）の略で、
ドメインと IPアドレスをリンクさせるためのもの

futureshopサーバ
例

future-shop.jp 219.99.164.61

IPアドレス  
219.99.164.61

ドメイン取得・管理サービス一例

                ゾーン情報の主なレコードの意味
■Aレコード
ホスト名を  IP アドレスに指定。
IP アドレスを入力してください。

■CNAMEレコード
正規ホスト名に対する別名を指定。
別のサーバに転送する時などに利用します。
※IP アドレスは登録できません。

■MXレコード(優先度も併せて設定)
メールの配送先と、優先度を指定します。
※IPアドレスは登録できません。
※登録されている MX レコードと　【同じホスト名・同じ優先度】のレ
コードは追加できません。どちらかが異なれば追加できます。
※優先度は値が小さいほど優先順位が高くなります。

■TXTレコード
DNSの拡張用に用意されています。
例えば、「SPFレコード」の追加など

mail.example.jp IN      A       219.99.164.41
www.example.jp  IN      A       219.99.164.41
fsimg.example.jp  IN      A   219.99.164.61
blog.example.jp IN      A   133.242.183.175

＜ゾーン情報＞
どのサーバに向けるかなど、 ネーム
サーバ(DNSサーバ）に書き込む情報
のこと。

→【重要】13〜15ページご参照
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【パターン１】 弊社にて新規ドメイン取得の場合

サイト新規立ち上げ時など、弊社にて新規ドメインを取得して利用する場合

※お申し込み時に新規ドメイン取得を弊社にて行い、ドメイン管理と弊社ネームサーバ（ DNSサーバ）の管理をセットで行います。

【ドメイン】
future-shop.jp

①ドメイン取得
ドメインの取得・管理を行う

futureshopのサーバ

弊社ネームサーバ
（DNSサーバ）

②ネームサーバ
　　（DNSサーバ）
本番リリース時の切り替え作業
なし
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【パターン２】 ドメイン管理を他社から弊社に移管の場合

既にドメインを取得済みで、ドメインの管理を弊社に移管して利用する場合

※特別にご指定がなければ、 futureshop 初回費用のご入金確認後、自動的にお申込ドメインの移管申請を開始

※ドメインの移管では、通常、サイトの切り替えは行われませんが、現在ご契約中のレンタルサーバの解約手続きが必要な際は、念のため、

ネームサーバ（ DNSサーバ）切替（リニューアルオープン）までは現在のサイトを引き続き利用される旨 を、現在のレンタルサーバ会社にお伝えください。

【ドメイン】
future-shop.jp

【ドメイン】
future-shop.jp

①ドメイン移管
ドメインの管理会社を変更する
この時点で、ネームサーバ（ DNSサーバ）
の向き先はそのまま

他社ネームサーバ
（DNSサーバ）

旧サイトのサーバ futureshopのサーバ

②ネームサーバ（DNSサーバ）切替
他社ネームサーバを弊社ネームサーバに切り替える。

弊社ネームサーバ
（DNSサーバ）
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【パターン３】 ドメイン他社管理のまま利用

既にドメインを取得済みで、ドメインの管理を他社のままで利用する場合

※ネームサーバ（ DNSサーバ）を弊社、他社のどちらを利用するか選択できる。

※ドメインの更新はお客様で行っていただきます。

【ドメイン】
future-shop.jp

他社ネームサーバ
（DNSサーバ）

旧サイトのサーバ futureshopのサーバ

★ネームサーバ（ DNSサーバ）弊社利用
①DNS切替
お客様側で、他社ネームサーバ（ DNSサー
バ）を弊社ネームサーバ（ DNSサーバ）に切り
替え作業が必要

弊社ネームサーバ
（DNSサーバ）

★ネームサーバ（ DNSサーバ）他社利用
①ゾーン情報変更
お客様側で、ゾーン情報変更作業が必要

mail.example.jp IN      A       219.99.164.41
www.example.jp  IN      A       219.99.164.41
fsimg.example.jp  IN      A   219.99.164.61
blog.example.jp IN      A   133.242.183.175
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【入力項目】

利用者情報①

■氏名(英語表記)
■電話番号

■承認用メールアドレス

(ご入金までに設定をお願いします)

利用者情報②

■氏名(英語表記)
■電話番号

■メールアドレス

SSL証明書の取得に際しまして、取得するドメインでの承認用メールアドレスを作
成し、受信可能な状態にしていただく必要がございます。承認用メールアドレスと
して使用されるアドレスを下記よりご選択ください。

admin@/administor@/hostmaster@/postmaster@/webmaster@/サーバー利用
なし/不明

承認用メールアドレスはご入金までに必ず作成ください。

※弊社にてドメインを新規取得させていただく場合はご対応不要です。

ドメイン取得後、サーバーを利用されていない場合は「サーバー利用なし」をご選
択ください。

お申し込みフォーム - SSL申請情報

→【重要】17ページご参照

必須

必須

必須

必須

必須

※利用者情報は2名様英語表記の記載が必要となります。
　WEBご担当者、技術ご担当者など特に指定はございません。
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SSL取得のながれ

店舗様 futureshop

①SSL申請情報を

フォームへご記入
②申請内容を確認

④SSL証明書取得に関する

メールが承認用メールアドレス
に届きます

③SSL証明書を申請

⑤そのメールを

そのまま転送頂きます
⑥SSL証明書を取得

⑦SSL証明書設定完了

SSLの取得は、左記のような流れとなります。

フォームで記載頂いた承認用メールは④のステップでメールが届く先と

なりますので、受信をご確認いただけるようにご準備お願します。

また、メール受信後、⑤のステップで受信したメールを弊社サポート

（setting@futute-shop.jp）へ転送いただく必要がございます。

SSL証明書の設定作業完了後にfutureshop本番アカウントの発行とな

りますのでご注意ください。
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【入力項目】

■パートナーID、社名
※制作会社様からのご紹介の場合、パートナー IDを制作会社様に確認頂き、数字４桁の

パートナー IDと会社名をご入力ください。

■ユーザー割引 (該当する場合は選択してください)
□一般社団法人 いーコマース事業協会会員

□東海イービジネス研究会(TEK)
□日本電子商取引事業振興財団(J-FEC)
□店舗アップ♪ユーザー

□マイティ通信販売 ユーザー

□ネクストエンジン ユーザー

□特攻店長  ユーザー

□CROSS MALL  ユーザー

□EC実践会参加者

□速販  ユーザー

□通販する蔵  ユーザー

□まとまるEC店長  ユーザー

□高知e商人養成塾  
□トリドリユーザー

□futureshopを既に別ドメインでご利用中

■アンケート

■備考

お申し込みフォーム - その他

必須


