
「UltraVcallサービス約款」に基づき以下の通り申込みます。

The undersigned applicant hereby requests UltraVcall services from Global TaNK Co., Ltd. under the terms and conditions of the services.

年   月 日

year month day

□ 新規申込 Applying for the first time □

フリガナ

〒
 フリガナ

※窓口担当者様へ ID(ログインユーザ名)/パスワード 等が記載された「サービス開始通知書」を送付致します。

Applicant would like to start the service from

年
year

月
month

日
day

●お申込プラン Service Plan Qnty Initial fee Monthly fee(tax excl.)

プランを選択(チェック)し、数量を記入して下さい。

□ 2 会議室(ID)プラン MeetingRoom(ID)Plan ¥30,000 ¥19,000

□ 5 会議室(ID)プラン MeetingRoom(ID)Plan ¥38,500 ¥40,000

□ 10 会議室(ID)プラン MeetingRoom(ID)Plan ¥47,000 ¥75,000

□ 20 会議室(ID)プラン MeetingRoom(ID)Plan ¥64,000 ¥145,000

　

●オプション Option Qnty Initial fee Monthly fee(tax excl.)

□  ID追加

お申し込みの注意事項

・最短ご利用期間は１年です。1年未満のご解約時は、残月数のご利用料金をお支払いいただきます。

・課金開始はお申込みの翌月１日となります。  ご解約は解約お申し出の翌月末となります。

・翌年以降の更新は自動更新となります。(更新のご案内は行いません)

・The minimum contract term: One year.  In the event of early cancellation, remaining months must be paid for. 

・Billing begins on the first of the month after enrollment.  Cancellation takes effect at the end of the following month 

 after we receive your request for cancellation.

・Services will automatically be renewed for successive yearly period. 

申込書に記入捺印の上、vcall@globaltlank.jp へ電子メールまたはFAXにてお送りください。

約5営業日でサービス開始を電子メールでお知らせいたします。

Please send your completed and signed application form to vcall@globaltank.jp or fax it to the number below. 

You will receive your service entry notification by an email in about 5 business days. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
▼弊社記入欄

お客様番号 グローバルタンク株式会社

▼弊社使用欄

.vc.ubiteq.net/

グローバル・タンク株式会社  TEL 03-6895-1111  FAX  03-6895-5460  E-mail  vcall@globaltank.jp

〒105-0001   東京都港区虎ノ門3-6-2  第2秋山ビルディング 6階

GlobalTaNK Co., Ltd.       http://www.ultravcall.com/

Akiyama Bldg.2. 6F  3-6-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

 □申込責任者と同じ
Same as Person in

Charge

内容変更 Changing the service plan

部署名 Department

部署名 Department

部署名 Department

氏名 Name 電話番号 Telephone

氏名 Name 電話番号 Telephone

お客様番号 ポータルURL https://

\2,700 /ID \7,000 /ID

担当者

数量 初期費用(税別） 月額料金(税別）

数量 初期費用(税別） 月額料金(税別）

E-mail

ご利用開始日
※ご利用開始日はご希望に添えない場合があります。The service may not be activated by the
requested date depending on the lead-time required.

氏名 Name 電話番号 Telephone

E-mail

請求書送付先
Mailing Address

 □申込責任者と同
じ

Same as Person in

Charge

 □担当者と同じ
Same as Main Contact

担当者
Main Contact

住所
Address

会社名
Company Name

印
Authorized Signature

申込責任者
Person in Charge

E-mail

サービス申込書  Application Form

UltraVcall
Ｒ○


