＜プレスリリース資料＞

カンタン設計・どこでも設置可能な
お問い合わせフォームを作れるサービス「MovableType.net フォーム」で
Amazon ギフト券 5,000 円分がもらえるキャンペーンを開始
〜 キャンペーン期間中に新規契約いただいた先着 200 社に Amazon ギフト券 5,000 円分をプレゼント
2019 年 6 月 3 日から 7 月 31 日まで実施 〜
2019 年 6 月 3 日
ブログ・CMS（コンテンツ管理システム）および関連サービス大手のシックス・アパート株式会社（本社：東京都千代
田区、代表取締役：古賀 早）は、カンタンに作成・設置できるフォームサービス「MovableType.net フォーム」を年払
いで新規契約した先着 200 社に Amazon ギフト券をプレゼントするキャンペーンを開始します。本日から 2019 年 7 月
31 日まで実施します。

[MovableType.net フォームの年契約で Amazon ギフト券 5,000 円プレゼントキャンペーン]

■ MovableType.net フォーム の主な特長

[MovableType.net フォーム]

お問い合わせ、資料請求、商品注文、セミナー申し込み、アンケートなど、訪問者とのコミュニケーションの窓口とし
て、フォームはウェブサイトに欠かせない機能です。

MovableType.net フォームは、多彩な項目を含むフォームを素早くカンタンに作成・設置できる、スマートフォンでも
使いやすいフォームサービスです。2018 年 10 月に、高機能 WebCMS サービス MovableType.net のフォーム機能の
みを独立させ、単体で利用できるサービスとして誕生しました。
＜1. フォーム項目の設計・設置がカンタン＞

フォーム項目リストから必要なものをドラッグ＆ドロップで並べて設定を変更するだけで、フォームを設計できます。
[複数行テキスト]、[ラジオボタン]、[ファイルアップロード]といった汎用的な項目に加え、[メールアドレス]、[郵便番号
（住所を自動入力）]、[URL]、[カレンダーによる日付選択]など多数のフォーム項目を用意しています。
フォームの設置は埋め込みコードを任意のページに貼り付けるか、個別 URL を持つ独立したページとして公開すること
ができます。個別 URL には、独自ドメインの利用も可能です。
＜2. 入力する人にも管理する人にも使いやすい、便利機能＞

ページへの訪問経路に合わせた初期値設定や、入力ミスを無くすバリデーション表示で、フォーム記入を支援します。ま
た、フォーム送信の上限数や締め切り日を設定し、自動での受付終了が可能です。
＜3. 安心のセキュリティ対策＞

個人情報を含む内容のやりとりに安心してご利用いただけるよう、送受信経路の暗号化や悪質なプログラムからの不当な
アクセスを防ぐ仕組みを搭載しています。
さらに、受付データへのアクセスについても IP アドレスでの制限や、指定したメンバーのみ利用可能に設定できます。

■ MovableType.net フォーム サービス概要
サービス名：MovableType.net フォーム
サービス開始日：2018 年 10 月 2 日
プラン：
ライト
年間一括料金
（税抜）

スタンダード

プロ

アドバンス 100

アドバンス 200

10,000 円

25,000 円

45,000 円

90,000 円

180,000 円

（約 834 円/月）

（約 2,084 円/月）

（3,750 円/月）

（7,500 円/月）

（15,000 円/月）

月額料金
（税抜）

1,000 円

2,500 円

4,500 円

9,000 円

18,000 円

フォーム数

10

25

50

100

200

管理ユーザー数

2

5

10

20

40

サービス側で
保存可能な
受付データ数

1000

2000

3000

3000

3000

MovableType.net フォームの詳細については、以下のリンクをご参照ください。
▶ https://movabletype.net/form

■ MovableType.net フォームについてキャンペーン概要
キャンペーン期間

2019 年 7 月 31 日 23:59 まで
※ライセンスコードを購入された場合は、期間内にご登録ください。

キャンペーン期間内に、

対象となる条件

l
l
l

PayPal にて年払い契約
シックス・アパートからライセンス（1 年買い切り）を購入し、コードを登録
EC バイヤーズでの 1 年（自動継続）のライセンスを購入し、コードを登録

上記の形でご契約された方の先着 200 社様。
※ アカウントを既にお持ちの企業様でも、同じアカウント内でフォームサービスを新規に契約される毎に対象とな
り、1 社とカウントされます。
※ 月払いで既に契約中のフォームサービスを年払いに切り替えられた場合は、キャンペーン対象となりません。

対象外の方

※
※
※
※

l
l
l
l

PayPal、シックス・アパート、EC バイヤーズ以外で購入された方
シックス・アパートの営業担当者に直接注文された方
Movable Type Premium に付属のライセンスを登録された方
月払いでご契約の方

プレゼント内容と
送付方法

新規契約されたフォームサービスのオーナー権限を持つメールアドレスに対し、「E
メールタイプ」にて 5,000 円分の Amazon ギフトコードを送付します。

プレゼントの送付時期

ご契約（PayPal での購入もしくはライセンスコード登録）から約 1 カ月後となりま
す。

キャンペーンの終了
について

上記キャンペーン期間の終了、もしくは先着 200 社に到達した時点でキャンペーン
を終了します。
また、本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合がございますので、予めご了承
ください。

※ Amazon からのメール送付となります。

本キャンペーンはシックス・アパートによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon では受け付けておりません。
当プレゼントの販売・換金はご遠慮ください。
キャンペーンの応募状況などに関するお問い合わせにはお答えしかねます。あらかじめご了承ください。
Amazon ギフト券（E メールタイプ）の発送時にオーナー権限を持つメンバーのメールアドレスに不備があった場合、お届けできませんのでご注意ください。

本キャンペーンの詳細については、以下のリンクをご参照ください。
▶ https://movabletype.net/form/lp/campaign201906/
シックス・アパートは、製品・サービスを通して、コンテンツを作り届ける人とそれを受け取る人の両者にとって便利な
情報配信の仕組みを実現するための努力を継続していきます。

＜シックス・アパート株式会社について＞
シックス・アパート株式会社は、全国 300 以上の加盟を誇るパートナー制度「ProNet」加盟の企業や個人事業者を通
じ、個人から法人まで幅広い CMS ソリューションを提供しています。
個人のブログから大規模なコーポレートサイトまで、さまざまなシーンでのウェブサイト構築・運営・管理を支援する
CMS プラットフォーム「Movable Type」、高機能 CMS を低コストかつメンテナンスフリーなウェブサービス型で提供
する「MovableType.net」、みんなで使えるブログサービス「Lekumo ブログ」を提供しています。
また、働く場所を問わない、テレワークを中心とした働き方「SAWS」を実践しています。この取り組みを評価いただ
き、東京都が主催する平成 30 年度「時差 Biz 推進賞 ワークスタイル部門」に選出されました。
詳しい情報は、https://www.sixapart.jp/ をご覧ください。

＜本資料に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ窓口＞
シックス・アパート株式会社 広報担当
電話番号：03-6261-4640（広報） ／ 電子メール：pr@sixapart.jp

＜本資料に関する一般の皆様からのお問い合わせ窓口＞
https://www.sixapart.jp/inquiry/
Six Apart、Movable Type、Lekumo は、シックス・アパート株式会社の登録商標です。
Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。

