
■gTLDの上位組織(レジストラ)変更時に送付されるメールについて■ 
 
gTLDの上位組織(レジストラ)変更時に送付されるメールについてご連絡します。 
(1) Adminメールアドレス変更後の登録者情報立証リクエストメール 
(2) ドメイン移管の申請受け付けメール 
(3) 5日間を経過して自動承認されたメール 
 
■注意事項■ 
1. (1)、(2)、(3)のメールへのお手続きは不要となります。 
 
2. (2)のメールで承認作業を実施された場合、(4)の承認メールが送付されます。 
  (4)の承認メールへのお手続きも不要となります。 

From: dnrc1-conf@nttpc.co.jp ※Bizメール&ウェブ エコノミーの場合 
    mit@nttdomain.com ※Bizメール&ウェブ プレミアム／ビジネスの場合 
TO: Registrant Email 
メール件名：登録者情報立証リクエスト 

Message from TUCOWS INC. 
 
** お手続きをご実施いただかないとドメイン利用停止されます。必ずお読みください ** 
 
お客さま   
   
---   
   
重要なお知らせとなりますので必ずお読みください。 
 
最近お客様にてドメインの新規登録、移管（レジストラ変更）、Whois情報変更されました。ドメインの資
源管理団体のICANNにより新しく設定されたWhoisの登録者（コンタクト）情報に対し、正しい情報である
ことを確認するよう義務付けられています。ICANNの規定はこちらにて確認できます。
http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#whois-
accuracy 
 
＜ドメイン名＞ 
 
ドメイン名を継続利用されるには、次のURLにアクセスし立証のお手続きをご実施ください。   
   
＜手続きURL＞   
   
   
   
上記リンクにアクセスし立証の手続きを完了しない場合、お客様ドメインの利用ができなくなります。もし
お手続きに関してご質問があれば、ご登録のドメイン管理事業者へお問い合わせください。   
   
どうぞよろしくお願いいたします。 

(1)のメールに対して、お手続きは不要です。お手続きした場合も問題ございません。 

(1) Adminメールアドレス変更後の登録者情報立証リクエストメール 



(2) ドメイン移管の申請受け付けメール 

From: "Transfers" noreply@opensrs.email 
TO: Registrant Email 
メール件名： Transfer Away request has been received for the domain ＜ドメイン名＞ 

お客さま 
ドメイン名＜ドメイン名＞の移管に関して、ご連絡しております。 
  
現在、お客さまから他のドメイン管理事業者への移管申請を受け付けております。 
  
この移管の手続きを進める場合は、このメールに対して返信する必要はございません。 
  
この移管をキャンセルする場合は、[曜日 月 日付 時間 西暦]までに以下の英文メールにございます
URL<confirmation page>にアクセスして下さい。 
  
その際、英文メールの最後にございます、ドメイン名とTransfer Keyの入力を求められることがあります。 
  
[曜日 月 日付 時間 西暦]までに返信がない場合、この移管の手続きは進められます。 
  
どうぞよろしくお願いいたします。 
 
Tucows received notification on [曜日 月 日付 時間 西暦] that you have requested a transfer to 
another domain name registrar. 
 
If you want to proceed with this transfer, you do not need to respond to this message. 
 
If you wish to cancel the transfer, please contact us before [曜日 月 日付 時間 西暦] by going to our 
confirmation page. 
 
You may need to enter the following information to accept or decline the transfer: 
 
Domain Name: ＜ドメイン名＞ 
Transfer Key: XXXXXXX 
 
If we do not hear from you by [曜日 月 日付 時間 西暦], the transfer will proceed. 
 
 
Thank you for your continued business. 

(2)のメールに対して、お手続きは不要です。⇒ (3)のメールが送信されます。 
 
confirmation page遷移後、 
「decline(不承認)」のお手続きした場合は移管がキャンセルされます。⇒ 何も送信されません。 
「accept(承認)」のお手続きをされた場合は問題ございません。⇒ この後、(4)のメールが送信されます。 

mailto:noreply@opensrs.email
https://approve.domainadmin.com/transfer/?away=1&domain=xn--ehqvzt9gh7k4veupqq82a54r.net&id=haUxjGZ59i
https://approve.domainadmin.com/transfer/?away=1&domain=xn--ehqvzt9gh7k4veupqq82a54r.net&id=haUxjGZ59i
https://approve.domainadmin.com/transfer/?away=1&domain=xn--ehqvzt9gh7k4veupqq82a54r.net&id=haUxjGZ59i


(3) 5日間を経過して自動承認されたメール 

From: "Transfers" transfers@opensrs.org 
TO: Registrant Email 
メール件名： Successful Transfer from Melbourne IT ＜ドメイン名＞ 

お客さま 
 
以下のドメインのJapan Registry Services Co., Ltd への移管が完了いたしましたので、ご連絡いたします。 
 
＜ドメイン名＞ 
 
  
 
Message from TUCOWS INC. 
 
Dear Customer, 
  
--- 
A request had been received to transfer ＜ドメイン名＞ to Japan Registry Services Co., Ltd on [西
暦-月-日 時分秒]. 
 
We did not receive explicit instructions to the contrary within the required timeframe, so in 
accordance with ICANN policy regarding transfers, we have allowed this transfer to complete. 
  
Thank you for your attention, 
  
 
  
Successful Transfer from 

移管完了通知です。(2)のメールに対し、何も行わなかった場合に送信されます。 

mailto:transfers@opensrs.org


(4) 承認メール(お客様承認処理実施の場合)  

From: "Transfers" transfers@opensrs.org 
TO: Registrant Email 
メール件名： Successful Transfer from Melbourne IT ＜ドメイン名＞ 

お客さま 
 
以下のドメインのJapan Registry Services Co., Ltd への移管が完了いたしましたので、ご連絡いたします。 
 
＜ドメイン名＞ 
 
  
Message from TUCOWS INC. 
 
Dear Customer, 
 
--This is to notify you that the domain ＜ドメイン名＞ will be transferred to Japan Registry Services 
Co., Ltd 
 
No further action is required at this point. 
 
 
Thank you for your attention. 
 

移管完了通知です。(2)のメールに対し、「accept(承認)」を行なった場合に送信されます。 

mailto:transfers@opensrs.org

