
【追加修正】zoku_otherchg_apply_ex.xls

<JPRSへの申請に必要な書類について>
a. 「属性型･地域型JPドメイン名および登録原簿記載事項変更申請書（JPRS郵送）」
b. 商業登記簿謄本/履歴事項全部証明書（商号の変更履歴が確認できるもので、発行日から3ヶ月以内の正本）
c. 印鑑証明書 （a に捺印したもので、発行日から3ヶ月以内の正本）

(4)旧ドメインについて

・変更後の新ドメイン名の登録月から6ヶ月間は、ドメイン名の移行期間として新旧の2つのドメイン名の利用ができます。
（併用期間についての例 → 新ドメインの登録が4月の場合、旧ドメイン名の利用可能期間は、5月から6ヶ月間の10月末までとなります）

・併用期間であってもwhoisに登録されている旧ドメイン名のネームサーバを全て削除した場合は、併用期間終了とみなされ利用できなくなります。
(5)新ドメイン名を利用するためには、別途「ネームサーバ登録申込書」が必要となります。

(6)ドメイン名が不要となった場合について

(7)ドメイン登録後のキャンセルについて

1.お申込情報(必須）

〒

ビ
ル

Ｆ

1 1 11 1 1 1

属性型ＪＰドメイン名変更申込書　ＮＥ.ＪＰ/ＧＲ．ＪＰ以外の属性型JPドメイン

・NTTコミュニケーションズ株式会社の定める「IP通信網サービス契約約款」に同意のうえ、お申込みいただきます。
・「個人情報取扱い」の内容を承諾していただきます。
・太線枠内全項目を黒のボールペンでお書きください。該当する項目に「レ点」にてチェックください。
【注意事項】（必ずお読み下さい。）

(1)本手続きのために以下の条件があります。
・本書へ記載された内容が、JPRSが管理するwhoisデータベース上に公開されることを了承いただきます。
・お申込のドメイン名の指定事業者がOCNであること。
・JPRSへの申請手続きに必要な書類一式が提出できること。
・新ドメイン名が登録されると、6ヶ月間は再度のドメイン名変更ができなくなります。
・地域型JPドメイン名のドメイン名変更の申込受付は終了しました。

(2)ドメイン登録料として 6,162.1円(税込)が必要となります。
・ドメイン名変更の完了日が新ドメインの登録日となるため、変更完了月の月末が新ドメイン名の有効期限となります。
・これにより、ドメイン更新料（毎年 税込 3,743円）のかかる月が変わりますので、ご注意ください。

(3)JPRSへの申請手続きのために必要な書類について。【重要】

・申請手続きのため、下記 a と c の書類が必要です。

・現在JPRSが管理しているデータベースの[組織名]が印鑑証明の商号と異なっている場合、登記地住所が変更の場合は下記 b の書類
が必要です。

お
客
さ
ま
対
応
部
門

申
込
受
付
部
門

個人の場合は戸籍上のお名前、
法人の場合は登記簿上の正式名
称にて記入ください。

ご住所
100-0011

【販売担当者記入欄】　※お客さま直接のお申込みの場合は、記入不要です。

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

・ドメイン名の廃止をする場合、JPRSへの申請手続きのために「属性型･地域型JPドメイン名廃止届け（郵送用）」と「印鑑証明書」が
必要となります。

・開通予定日までに予めドメインの申請を実施するため、お申込みがキャンセルになった場合でもドメイン登録が完了していた場合は、
ドメイン登録料をいただきます。

他の取得済ドメイン名 EXAMPLE.JP

アルファベットを選択し、9桁の数
字をご記入ください。

お客さま番号 H
N 1 1

内幸町

申込者（契約者）

フリガナ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズカブシキガイシャ

お名前 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

東京 都道
府県 千代田 市区

町村

字名

丁目
番地 １丁目１番６号 ビル

名等

大字
通称名

taro.yamada@example.co.jp

電話番号 03-0000-0000 ＦＡＸ 03-0000-1111
お申込担当者

（本申込みに関するお問合せ先）

担当者名 山田　太郎 E-Mail

所属 組織区分 所属

名前 名前

TEL TELFAX FAX

E-mail E-mail
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【追加修正】zoku_otherchg_apply_ex.xls

２．変更希望ドメイン名 ※網掛け項目は必須です。 ※地域型JPドメイン名のドメイン名変更の申込受付は終了しました。

．ジェイピー

．JP

．JP

３．登録組織情報 ※網掛け項目は必須です。

〒

（ ）

年 月 日12 28

1丁目1番6号

100-0011 東京

登記年月日  （西暦）

組織種別

和文 株式会社

英文 Corporation

市区
郡 内幸

登記地住所  （本店） 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

英文
1-1-6 ,Uchisaiwai-cho,Chiyoda-ku,TOKYO 100-0011 JAPAN

通知アドレス taro.yamada@example.co.jp

区町
村

2000

組織名

NTT Communications Corporation

ご住所

トウキョウトチヨダクウチサイワイチョウ１チョウメ１バン６ゴウ

和文

和文

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズカブシキガイシャ

都道
府県 千代田区

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

英文

フリガナ

変更後ドメイン名

イー　エックス　エイ　エム　ピー　エル　イー　ハイフン　ニ
ドット　シー　オー

変更前ドメイン名
EXAMPLE-1.CO

EXAMPLE-2.CO

【英大文字、数字、－（ハイフン）を使用して、3～63文字以内（※ホスティングサービスは3～50文字以内）で記入ください】

(Organization)

(ビル・マンション名)

(Address)

(Organization Type)

（フリガナ)

（フリガナ)

ドメイン情報が変更された時にJPRSから直接通知を受けるためのメールアドレスです。

新しく登録したいドメイン名をご記入ください。

現在ご利用中のドメイン名をご記入ください。
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４．登録担当者情報 ※網掛け項目は必須です。

※ 変更が無い場合でも必ず内容についてのご記入をお願い致します。

※ 取得済みのJPNICハンドルの項目の内、[ご氏名]、[Last, First]の項目は変更できません。

[ご氏名]の変更を希望される場合には、新規にJPNICハンドルを取得する必要がございますので、JPNICハンドル以外の項目をご記入ください。

〒

（ ）

５．技術連絡担当者情報 ※網掛け項目は必須です。

全て「管理者連絡窓口」と同じ内容を登録する　→以降の項目は全て記入不要です。

※ 変更が無い場合でも必ず内容についてのご記入をお願い致します。

※ 取得済みのJPNICハンドルの項目の内、[ご氏名]、[Last, First]の項目は変更できません。

[ご氏名]の変更を希望される場合には、新規にJPNICハンドルを取得する必要がございますので、JPNICハンドル以外の項目をご記入ください。

〒

（ ）

通知アドレス hanako.yamada@example.co.jp

電話番号 03-0000-2222

FAX番号 03-0000-3333

肩書
和文 主任
英文 Chief

部署
和文 営業部
英文 Sales Department

1丁目1番6号
英文 1-1-6 ,Uchisaiwai-cho,Chiyoda-ku,TOKYO 100-0011 JAPAN

トウキョウトチヨダクウチサイワイチョウ１チョウメ１バン６ゴウ
100-0011 東京 都道

府県 千代田 市区
郡 内幸 区町

村

和文 山田　花子
英文 Yamada,Hanako

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
英文 NTT Communications Corporation

電話番号 03-0000-2222

FAX番号 03-0000-3333

Sales Department

肩書
和文 代表取締役
英文 President

部署
和文 営業部
英文

1丁目1番6号
英文 1-1-6 1F,Uchisaiwai-cho,Chiyoda-ku,TOKYO 100-0011 JAPAN

ご住所

電子メール taro.yamada@example.co.jp

組織名
和文 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
英文 NTT Communications Corporation

JPNICハンドル
（例 ZZ12345JP）

ご氏名
和文 山田　太郎
英文 Yamada,Taro

ご氏名

和文

トウキョウトチヨダクウチサイワイチョウ１チョウメ１バン６ゴウ
100-0011 東京 都道

府県 千代田 市区
郡 内幸 区町

村

ご住所
和文

組織名
和文

通知アドレス taro.yamada@example.co.jp

電子メール hanako.yamada@example.co.jp

JPNICハンドル
（例 ZZ12345JP）

(Last,First)

(Organization)

(ビル・マンション名)

(Address)

(Division)

(Title)

※担当者情報が変更された時にJPRSから直接通知を受けるためのメールアドレスです。

(フリガナ)

(Last,First)

(Organization)

(ビル・マンション名)

(Address)

(Division)

(Title)

※担当者情報が変更された時にJPRSから直接通知を受けるためのメールアドレスです。

(フリガナ)
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