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※本申請書にてお手続きいただく際には下記を必ずご一読ください。
◆ご登録内容の変更には通常１週間程度かかります。ただし、申請いただいた内容に不備や不明点があった場合はこの限りではありませんのでご了承下さい。

【本申請書の個人情報に関する取扱】

トレンドマイクロ株式会社（以下「弊社」）は、製品、アウトソーシングサービスおよびサポートサービスに関する マーケティング活動や営業案内の利用目的のため、本申請書によりご提

供いただいた個人情報を利用いたします。弊社は上記の各行為を実施する上で、安全管理措置を講じたうえで弊社海外子会社および海外関連会社、販売代理店ならびに国内外の代行業者に

対して、上記の目的のため、記載いただいた個人情報を提供または個人情報保護に関する契約を締結したうえで個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。その場合

は、メール、媒体の送付等で移送・伝送させていただきます。弊社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを予防するための合理的な安全策を講

じ、個人情報の適切な取り扱い保護に努めます。本申請にご提供いたお客様は、個人情報に関する開示請求、訂正、利用・第三者への提供の停止に関する権利を保有しています(法令に定め

がある場合を除く)。個人情報の取扱いのお問い合わせは、リスク管理室室長（兼個人情報保護管理責任者)Email:privacy@trendmicro.comまでお願いいたします。個人情報取扱いの詳細に

ついては弊社Webサイト掲載に掲載しています。https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/privacy-policy/handling.html　/[RM-003]

【注意事項】

※法人名、会社名を略称にて記載されている場合、正式法人名、正式会社名にて登録させていただく場合がございます、予めご了承ください。

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、弊社Webサイト掲載の、最新の使用許諾契約の内容に同意したものとみなします。https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/eula.html

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、お客様の契約期間によらず弊社製品のサポート提供期間に同意したものとみなします。各製品のサポート提供期間はこちらからご確認いただ

けます。https://success.trendmicro.com/jp/support-policies　　複数年契約をいただいた場合でも、サポート提供期間を保証するものではなく、またサポート提供期間が終了した場合は

バージョンアップを保証するものではありませんのでご注意ください。

※本申請書を販売店の方が代理にて記載いただく場合、お客様に記載内容の同意を得ているものとみなします。

Emailアドレス：

通信欄
記載内容について、別途お問い合わせをさせていただく場合がございます。また記載内容についてご対応いたしかねます場合もございます。あらかじめご了承願います。

支店名：

部署名：

担当者名： 電話番号：

法人カスタマーサービス＆サポート(https://appweb.trendmicro.com/ecs/Default.aspx)では契約情報確認・変更をお客様ご自身で行っていただける機能や、追加アクティベーションコード

発行等のウェブサービス機能がございます。「表示を希望しない」を選択いただく場合これらのウェブサービスをお受けいただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。

尚、項目を選択いただいていない場合は自動的に「通常どおり希望する」に設定させていただきます。

販売店記入欄 ①＋②＋③を記入ください。もし②が不明な場合は①＋③を必ず記入ください。

正式会社名※：

パートナーコード： （全１０桁）

納品先Emailアドレス※
納品物はトレンドマイクロ顧客データベースに登録されている法人名でお送りします。

（新規契約手続き時は新規ユーザ登録書に記載いただいた情報）

記載いただきましたEmailアドレス宛に納品メールを送信させていただきます。納品先Emailアドレスの記入内容に不備や不明点があった場合は確認をさせていただく場合がございます。納

品メールの差出人アドレスは「ship_confirmation@trendmicro.co.jp」となり、納品メールにはURLが含まれますので、弊社からの納品メールが受信できるようご設定ください。納品メール

受領後は納品メールに記載されたURLより「トレンドマイクロ電子納品ウェブサイト」へログインいただき、納品物の詳細を確認頂けますようお願いします。尚、お送りしたメールの再送

が必要な場合は申請書に記載いただきました納品先Emailアドレスの情報が必要です。納品先Emailアドレスがご不明の場合、再送をさせていただくことが出来ない場合があります。あらか

じめご了承ください。詳細はトレンドマイクロ電子納品ご案内ページ　<https://www.trendmicro.com/ja_jp/buy/delivery.html>を参照ください。

支店都道府県※：

・法人カスタマーサービス＆サポート契約情報表示： 通常どおり希望する 希望しない

契約設定 契約窓口へのサービス提供に関して希望する設定に「〇」を入れてください。

月1日 ライセンスID※：

契約月数： カ月 契約月数：

▼新規に契約手続きを行う場合▼ ▼既存契約への手続きを行う場合▼
◆新規ユーザ登録書も合わせて提出ください。

◆契約開始日が空欄の場合、弊社出荷日換算ルールに従い出荷日を自動設定いたします。

・弊社出荷日当月15日まで…翌月１日開始

・弊社出荷日当月16日以降末日まで…翌々月１日開始

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

◆既存契約手続きとは、すでにお持ちの契約（ライセンスID）に対して行われる、新しく

製品ラインナップを増やす/保有製品の数量を増やす/契約期間を延長をする、などの手続き

を指します。

◆ライセンスIDは１申請書に１つ記載ください。

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

契約開始日：

カ月

契約情報 手続き内容に応じて記入項目が異なります。手続き内容を確認し記入ください。
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トレンドマイクロ法人向け製品申請書【A-1】
電子納品対象/契約開始日指定可能製品用

「※」マークのある項目は必ず記入ください。

契約会社名※：
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・法人カスタマーサービス＆サポート契約情報表示： 通常どおり希望する 希望しない

法人カスタマーサービス＆サポート(https://appweb.trendmicro.com/ecs/Default.aspx)では契約情報確認・変更をお客様ご自身で行っていただける機能や、追加アクティベーションコー

ド発行等のウェブサービス機能がございます。「表示を希望しない」を選択いただく場合これらのウェブサービスをお受けいただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。

尚、項目を選択いただいていない場合は自動的に「通常どおり希望する」に設定させていただきます。

販売店記入欄 ①＋②＋③を記入ください。もし②が不明な場合は①＋③を必ず記入ください。

電話番号： ０３－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ

支店都道府県※： 東京都 支店名： 東京支店

正式会社名※： トレンドマイクロパートナー株式会社

パートナーコード： １２３４５６７８ （全１０桁）

※本申請書にてお手続きいただく際には下記を必ずご一読ください。

部署名： パートナーコード課

担当者名： パートナー太郎

◆ご登録内容の変更には通常１週間程度かかります。ただし、申請いただいた内容に不備や不明点があった場合はこの限りではありませんのでご了承下さい。

【本申請書の個人情報に関する取扱】

トレンドマイクロ株式会社（以下「弊社」）は、製品、アウトソーシングサービスおよびサポートサービスに関する マーケティング活動や営業案内の利用目的のため、本申請書によりご

提供いただいた個人情報を利用いたします。弊社は上記の各行為を実施する上で、安全管理措置を講じたうえで弊社海外子会社および海外関連会社、販売代理店ならびに国内外の代行業者

に対して、上記の目的のため、記載いただいた個人情報を提供または個人情報保護に関する契約を締結したうえで個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。その場

合は、メール、媒体の送付等で移送・伝送させていただきます。弊社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを予防するための合理的な安全策を講

じ、個人情報の適切な取り扱い保護に努めます。本申請にご提供いたお客様は、個人情報に関する開示請求、訂正、利用・第三者への提供の停止に関する権利を保有しています(法令に定

めがある場合を除く)。個人情報の取扱いのお問い合わせは、リスク管理室室長（兼個人情報保護管理責任者)Email:privacy@trendmicro.comまでお願いいたします。個人情報取扱いの詳細

については弊社Webサイト掲載に掲載しています。https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/privacy-policy/handling.html　/[RM-003]

【注意事項】

※法人名、会社名を略称にて記載されている場合、正式法人名、正式会社名にて登録させていただく場合がございます、予めご了承ください。

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、弊社Webサイト掲載の、最新の使用許諾契約の内容に同意したものとみなします。

https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/eula.html

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、お客様の契約期間によらず弊社製品のサポート提供期間に同意したものとみなします。各製品のサポート提供期間はこちらからご確認いただ

けます。https://success.trendmicro.com/jp/support-policies　　複数年契約をいただいた場合でも、サポート提供期間を保証するものではなく、またサポート提供期間が終了した場合

はバージョンアップを保証するものではありませんのでご注意ください。

※本申請書を販売店の方が代理にて記載いただく場合、お客様に記載内容の同意を得ているものとみなします。

Emailアドレス： partner_taro trendmicro.xxx

通信欄
記載内容について、別途お問い合わせをさせていただく場合がございます。また記載内容についてご対応いたしかねます場合もございます。あらかじめご了承願います。

月1日 ライセンスID※： １２３４５６

契約月数： カ月 契約月数： 12 カ月

納品先Emailアドレス※
納品物はトレンドマイクロ顧客データベースに登録されている法人名でお送りします。

（新規契約手続き時は新規ユーザ登録書に記載いただいた情報）

hanako trendmicro.xxx

記載いただきましたEmailアドレス宛に納品メールを送信させていただきます。納品先Emailアドレスの記入内容に不備や不明点があった場合は確認をさせていただく場合がございます。

納品メールの差出人アドレスは「ship_confirmation@trendmicro.co.jp」となり、納品メールにはURLが含まれますので、弊社からの納品メールが受信できるようご設定ください。納品

メール受領後は納品メールに記載されたURLより「トレンドマイクロ電子納品ウェブサイト」へログインいただき、納品物の詳細を確認頂けますようお願いします。尚、お送りしたメール

の再送が必要な場合は申請書に記載いただきました納品先Emailアドレスの情報が必要です。納品先Emailアドレスがご不明の場合、再送をさせていただくことが出来ない場合がありま

す。あらかじめご了承ください。詳細はトレンドマイクロ電子納品ご案内ページ　<https://www.trendmicro.com/ja_jp/buy/delivery.html>を参照ください。

契約設定 契約窓口へのサービス提供に関して希望する設定に「〇」を入れてください。

契約会社名※： トレンドマイクロ株式会社

▼新規に契約手続きを行う場合▼ ▼既存契約への手続きを行う場合▼
◆新規ユーザ登録書も合わせて提出ください。

◆契約開始日が空欄の場合、弊社出荷日換算ルールに従い出荷日を自動設定いたします。

・弊社出荷日当月15日まで…翌月１日開始

・弊社出荷日当月16日以降末日まで…翌々月１日開始

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

◆既存契約手続きとは、すでにお持ちの契約（ライセンスID）に対して行われる、新しく

製品ラインナップを増やす/保有製品の数量を増やす/契約期間を延長をする、などの手続

きを指します。

◆ライセンスIDは１申請書に１つ記載ください。

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

契約開始日：

契約情報 手続き内容に応じて記入項目が異なります。手続き内容を確認し記入ください。

トレンドマイクロ法人向け製品申請書【A-1】
電子納品対象/契約開始日指定可能製品用

「※」マークのある項目は必ず記入ください。

販売代理店記載項目

＊①＋②＋③もしくは①＋③ のいずれか必須＊

現在保有している製品

A-1申請書対象製品

今回の手続きで実施したこと

A-1申請書対象製品を12か月分契約更新

※製品数量はご注文書通り

既存契約記入例
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契約情報 手続き内容に応じて記入項目が異なります。手続き内容を確認し記入ください。

通常どおり希望する

[Ver20200703]

トレンドマイクロ法人向け製品申請書【B-TMPS】 
物理納品対象/Trend Micro Portable Security製品用

「※」マークのある項目は必ず記入ください。

契約会社名※：

▼新規に契約手続きを行う場合▼ ▼既存契約への手続きを行う場合▼
◆新規ユーザ登録書も合わせて提出ください。

◆契約開始日が空欄の場合、弊社出荷日換算ルールに従い出荷日を自動設定いたしま

す。

・弊社出荷日当月15日まで…翌月１日開始

・弊社出荷日当月16日以降末日まで…翌々月１日開始

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

◆既存契約手続きとは、すでにお持ちの契約（ライセンスID）に対して行われる、新しく製品ライン

ナップを増やす/保有製品の数量を増やす/契約期間を延長をする、などの手続きを指します。

◆ライセンスIDは１申請書に１つ記載ください。

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

ライセンスID※：

契約月数：

契約設定 契約窓口へのサービス提供に関して希望する設定に「〇」を入れてください。

カ月

▼旧TMPS製品からTMPS2製品への移行購入手続きを行う場合▼

①ﾗｲｾﾝｽID欄に移行対象の旧TMPS製品を保有されているライセンスIDを記入ください。

②TMPS2製品の開始日を左枠（新規に契約手続きを行う場合枠内「契約開始日」）へ記入ください。

③複数年版の移行製品をご購入いただく場合は旧TMPS製品でご利用中のUSB(検索ツール)シリアル番号

を下記へ記入ください。

※同一ﾗｲｾﾝｽID内でご契約いただいている旧TMPS製品のうち、１シリアル分のみご記載ください。

※シリアル番号の形式は半角英数16文字、あるいは20文字になります。　例）0XXXXXXXXXXXXXXX契約開始日： 月1日

契約月数： カ月 旧TMPS製品のUSBシリアル番号：

支店都道府県※：

・法人カスタマーサービス＆サポート契約情報表示： 〇 希望しない

法人カスタマーサービス＆サポート(https://appweb.trendmicro.com/ecs/Default.aspx)では契約情報確認・変更をお客様ご自身で行っていただける機能や、追加アクティベーションコード発

行等のウェブサービス機能がございます。「表示を希望しない」を選択いただく場合これらのウェブサービスをお受けいただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。尚、項目

を選択いただいていない場合は自動的に「通常どおり希望する」に設定させていただきます。

販売店記入欄 ①＋②＋③を記入ください。もし②が不明な場合は①＋③を必ず記入ください。

正式会社名※：

パートナーコード： （全１０桁）

支店名：

※本申請書にてお手続きいただく際には下記を必ずご一読ください。
◆ご登録内容の変更には通常１週間程度かかります。ただし、申請いただいた内容に不備や不明点があった場合はこの限りではありませんのでご了承下さい。

【本申請書の個人情報に関する取扱】

トレンドマイクロ株式会社（以下「弊社」）は、製品、アウトソーシングサービスおよびサポートサービスに関する マーケティング活動や営業案内の利用目的のため、本申請書によりご提供

いただいた個人情報を利用いたします。弊社は上記の各行為を実施する上で、安全管理措置を講じたうえで弊社海外子会社および海外関連会社、販売代理店ならびに国内外の代行業者に対し

て、上記の目的のため、記載いただいた個人情報を提供または個人情報保護に関する契約を締結したうえで個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。その場合は、メー

ル、媒体の送付等で移送・伝送させていただきます。弊社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを予防するための合理的な安全策を講じ、個人情報の

適切な取り扱い保護に努めます。本申請にご提供いたお客様は、個人情報に関する開示請求、訂正、利用・第三者への提供の停止に関する権利を保有しています(法令に定めがある場合を除

く)。個人情報の取扱いのお問い合わせは、リスク管理室室長（兼個人情報保護管理責任者)Email:privacy@trendmicro.comまでお願いいたします。個人情報取扱いの詳細については弊社Webサ

イト掲載に掲載しています。https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/privacy-policy/handling.html　/[RM-003]

【注意事項】

※法人名、会社名を略称にて記載されている場合、正式法人名、正式会社名にて登録させていただく場合がございます、予めご了承ください。

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、弊社Webサイト掲載の、最新の使用許諾契約の内容に同意したものとみなします。https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/eula.html

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、お客様の契約期間によらず弊社製品のサポート提供期間に同意したものとみなします。各製品のサポート提供期間はこちらからご確認いただけま

す。https://success.trendmicro.com/jp/support-policies　　複数年契約をいただいた場合でも、サポート提供期間を保証するものではなく、またサポート提供期間が終了した場合はバージョ

ンアップを保証するものではありませんのでご注意ください。

※本申請書を販売店の方が代理にて記載いただく場合、お客様に記載内容の同意を得ているものとみなします。

Emailアドレス：

通信欄
記載内容について、別途お問い合わせをさせていただく場合がございます。また記載内容についてご対応いたしかねます場合もございます。あらかじめご了承願います。

部署名：

担当者名： 電話番号：



年

①

② ー 0 0

③ ④

⑤

⑥ ⑦

⑧ @

部署名： パートナーコード課

担当者名： パートナー太郎 電話番号： ０３－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ

※本申請書にてお手続きいただく際には下記を必ずご一読ください。
◆ご登録内容の変更には通常１週間程度かかります。ただし、申請いただいた内容に不備や不明点があった場合はこの限りではありませんのでご了承下さい。

【本申請書の個人情報に関する取扱】

トレンドマイクロ株式会社（以下「弊社」）は、製品、アウトソーシングサービスおよびサポートサービスに関する マーケティング活動や営業案内の利用目的のため、本申請書によりご提供いただいた

個人情報を利用いたします。弊社は上記の各行為を実施する上で、安全管理措置を講じたうえで弊社海外子会社および海外関連会社、販売代理店ならびに国内外の代行業者に対して、上記の目的のた

め、記載いただいた個人情報を提供または個人情報保護に関する契約を締結したうえで個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。その場合は、メール、媒体の送付等で移送・伝

送させていただきます。弊社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを予防するための合理的な安全策を講じ、個人情報の適切な取り扱い保護に努めます。本申

請にご提供いたお客様は、個人情報に関する開示請求、訂正、利用・第三者への提供の停止に関する権利を保有しています(法令に定めがある場合を除く)。個人情報の取扱いのお問い合わせは、リスク管

理室室長（兼個人情報保護管理責任者)Email:privacy@trendmicro.comまでお願いいたします。個人情報取扱いの詳細については弊社Webサイト掲載に掲載しています。

https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/privacy-policy/handling.html　/[RM-003]

【注意事項】

※法人名、会社名を略称にて記載されている場合、正式法人名、正式会社名にて登録させていただく場合がございます、予めご了承ください。

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、弊社Webサイト掲載の、最新の使用許諾契約の内容に同意したものとみなします。https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/eula.html

※お客様が本申請書にてお手続きされる場合、お客様の契約期間によらず弊社製品のサポート提供期間に同意したものとみなします。各製品のサポート提供期間はこちらからご確認いただけます。

https://success.trendmicro.com/jp/support-policies　　複数年契約をいただいた場合でも、サポート提供期間を保証するものではなく、またサポート提供期間が終了した場合はバージョンアップを保

証するものではありませんのでご注意ください。

※本申請書を販売店の方が代理にて記載いただく場合、お客様に記載内容の同意を得ているものとみなします。

Emailアドレス： parter_taro trendmicro.xxx

通信欄
記載内容について、別途お問い合わせをさせていただく場合がございます。また記載内容についてご対応いたしかねます場合もございます。あらかじめご了承願います。

正式会社名※： トレンドマイクロパートナー株式会社

パートナーコード： １２３４５６７８ （全１０桁）

支店都道府県※： 東京都 支店名： 東京支店

契約月数： カ月 旧TMPS製品のUSBシリアル番号：

契約設定 契約窓口へのサービス提供に関して希望する設定に「〇」を入れてください。

〇 通常どおり希望する 希望しない

法人カスタマーサービス＆サポート(https://appweb.trendmicro.com/ecs/Default.aspx)では契約情報確認・変更をお客様ご自身で行っていただける機能や、追加アクティベーションコード発行等のウェ

ブサービス機能がございます。「表示を希望しない」を選択いただく場合これらのウェブサービスをお受けいただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。尚、項目を選択いただいてい

ない場合は自動的に「通常どおり希望する」に設定させていただきます。

販売店記入欄 ①＋②＋③を記入ください。もし②が不明な場合は①＋③を必ず記入ください。

トレンドマイクロ株式会社

▼新規に契約手続きを行う場合▼ ▼既存契約への手続きを行う場合▼
◆新規ユーザ登録書も合わせて提出ください。

◆契約開始日が空欄の場合、弊社出荷日換算ルールに従い出荷日を自動設定いたします。

・弊社出荷日当月15日まで…翌月１日開始

・弊社出荷日当月16日以降末日まで…翌々月１日開始

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

◆既存契約手続きとは、すでにお持ちの契約（ライセンスID）に対して行われる、新しく製品ラインナッ

プを増やす/保有製品の数量を増やす/契約期間を延長をする、などの手続きを指します。

◆ライセンスIDは１申請書に１つ記載ください。

◆契約月数は原則12か月単位（12、24、36など）で記載ください。

ライセンスID※： １２３４５６

契約月数： 12 カ月

▼旧TMPS製品からTMPS2製品への移行購入手続きを行う場合▼

①ﾗｲｾﾝｽID欄に移行対象の旧TMPS製品を保有されているライセンスIDを記入ください。

②TMPS2製品の開始日を左枠（新規に契約手続きを行う場合枠内「契約開始日」）へ記入ください。

③複数年版の移行製品をご購入いただく場合は旧TMPS製品でご利用中のUSB(検索ツール)シリアル番号を

下記へ記入ください。

※同一ﾗｲｾﾝｽID内でご契約いただいている旧TMPS製品のうち、１シリアル分のみご記載ください。

※シリアル番号の形式は半角英数16文字、あるいは20文字になります。　例）0XXXXXXXXXXXXXXX契約開始日： 月1日

・法人カスタマーサービス＆サポート契約情報表示：

トレンドマイクロ法人向け製品申請書【B-TMPS】 
物理納品対象/Trend Micro Portable Security製品用

「※」マークのある項目は必ず記入ください。

契約情報 手続き内容に応じて記入項目が異なります。手続き内容を確認し記入ください。

契約会社名※：

販売代理店記載項目

＊①＋②＋③もしくは①＋③ のいずれか必須＊

現在保有している製品

B-TMPS申請書対象製品

今回の手続きで実施したこと

B-TMPS申請書対象製品を12か月分契約更新

※製品数量はご注文書通り

既存契約記入例


