
Internet Corporate Dial-up
Effective July 1, 2001

EXA Co. Ltd.                                http://www.exa.net/        
Room 2206, Ginza Plaza, 2A Sai Yeung Choi Street South, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.
TEL: (852) 2370-2800  FAX: (852) 2370-2807  E-mail:info@exa.net

お客様情報／Subscriber Information
（英文）
English会社名

Co.
Name （中文）

Chinese

登録番号

BR No

代表者氏名（英文）

Representative
name (English) (Mr./Mrs./Ms./Dr./Prof.)

代表者氏名（中文）

(Chinese)

請求書の住所

Billing Address:

         電話番号

Contact Number:
(オフィス／Office)          (ファックス／Fax)

インターネットサービスプラン／Internet Service Plan

御加入希望人数／Number of  registration: （　　　　　）名

 初期設定費用: HK$300（1 アカウント追加に付き毎月 HK$80 のチャージ）

þ　初期費用 　　HK$ 300＋追加アカウントHK$ 80×（　　　　　）個

      Signup Fee HK$ 300 +Additional accounts HK$ 80 ×  (  　　　　  )
月額基本料金／Monthly Dial – Up Fee（1 アカウント追加に付き HK$80 のチャージ）

インターネットアクセスプラン ／ Internet Access Plan.
o　Plan –A　　25 時間  HK$250／HK$250 first 25 Hours (HK$15 超過時の追加料金／Extra usage at HK$15/hour)
o　Plan –B　　50 時間  HK$450／HK$450 first 50 Hours (HK$15 超過時の追加料金／Extra usage at HK$15/hour)
o　Plan –C　100 時間  HK$700／HK$700 first 100 Hours (HK$15 超過時の追加料金／Extra usage at HK$15/hour)

� 料金は前納とさせていただきます／Pay in advance
� 後日のアカウント追加には HK$100 の手数料がかかります／One Additional Account Administration Fee  HK$100

その他のサービス（オプション）／Other Services (option)
o　「ワールドトラベラー」ローミングサービス／”World Traveler” Roaming Service
（HK$500 のデポジット、アメリカ・カナダ 約 HK$1/分、その他の国 HK$2/分の料金です）

(HK$500 deposit, HK$1 per minutes within Canada & USA, HK$2 per minutes for other countries)

                                                                    Total: HK$ ______________
お支払い方法／Payment Method

o　チェックでのお支払い ：宛名は “EXA Company Limited.”
I am enclosing a crossed check payable to “EXA Company Limited.”

o　現金でのお支払い：ハンセンバンク(恒生銀行)＃368-5-004453 にお支払い後、明細書の写しをファックスまたは郵送して下さ

　　　い。I have deposited/transferred the amount to Hang Seng Bank 368-5-004453; and the receipt is enclosed (by fax or
　　　 post).

規約／Declaration

My company acknowledges that the above information is true, complete and correct to the best of my knowledge.  My
company has read and understood the Terms and Conditions provided with this application form, and my company agrees
to subscribe to the service of EXA Company Limited.
申請者は同書類に記載した内容が全て事実に相違ないことを承認します。また、同書類に記載されている規約の内容を承

諾した上で、サービスの申し込みを行います。

Authorised Signature and Company Chop 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Date
代表者のご署名と社印：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



EXA Co. Ltd.    　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　http://www.exa.net/
Room 2206, Ginza Plaza, 2A Sai Yeung Choi Street South, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
TEL: (852) 2370-2800  FAX: (852) 2370-2807  E-mail: info@exa.net

ご希望のドメインネーム／Domain Name

ご希望のドメインネームをご記入下さい。
Enter Domain name you prefer
*ドメインネームは、英小文字、数字の２文字から１２文字以内でお好きな文字をご記入ください。

ご希望に添えない場合もございます。

 *2- 12 characters; no space; no symbol; start with a alphabet
ご希望のドメインネーム

Preferred Domain name
.com.hk /.com

Ｅ-Ｍａｉｌアドレスとパスワード情報 ／E-mail Address & Password Information

ご加入者の分だけ、希望のE-Mailアドレスとそのパスワードを御記入ください。

Enter E-Mail Accounts & The Passwords for registration peoples.

*E-Mailアドレスは、英小文字、数字の４文字から８文字以内でお好きな文字をご記入ください。

ご希望に添えない場合もございます。

 *4 - 8 characters; no space; no symbol; start with a alphabet

Ｎｏ．１
希望アドレス／E-mail Address @ yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s

Ｎｏ．２
希望アドレス／E-mail Address @ yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s

Ｎｏ．３
希望アドレス／E-mail Address @ yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s

Ｎｏ．４
希望アドレス／E-mail Address @ yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s

Ｎｏ．５
希望アドレス／E-mail Address @ yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s

Ｎｏ．6
希望アドレス／E-mail Address @yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s

Ｎｏ．7
希望アドレス／E-mail Address @ yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s

Ｎｏ．8
希望アドレス／E-mail Address @ yourcompany.com.hk /.com

*始めの１文字目は英小文字のみご希望のパスワード

Preferred Password 例： d 1 2 o k d b s


