【重要なお知らせ】申込書類メール送付のお願い
平素は弊社サービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。
新型コロナウィルス(COVID-19)感染症に関する状況と緊急事態宣言を踏まえ、弊社ではリ
モートワーク（テレワーク）の適用範囲を広げつつ、継続的なサービス提供に努めておりま
す。
(https://www.nttpc.co.jp/topics/important/2020/04/covid-19.html)
通常郵送でのみ受け付けている各種申込書および必要な添付書類について、迅速にお客さ
まのお申し込みに対応するため、電子データをメールで送信くださいますようお願いいた
します。原本提出が必要となりますため、
「口座振替依頼書」については必ず郵送ください。
「口座振替依頼書」以外は郵送されなくても結構です。
データスキャンできない場合は、スマートフォンカメラやデジタルカメラの撮影データで
も構いません。
なお、郵送でのみ送っていただいた場合、弊社での処理に通常よりも時間がかかること、ご
了承くださいますようお願いいたします。

＊メールによる送信先
dnr-tc@nttpc.co.jp
＊口座振替依頼書の郵送先
〒105-0003
東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B 棟 12F
株式会社 NTTPC コミュニケーションズ 口座振替担当 宛
お手数をおかけして申し訳ございませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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情報変更お申し込みにあたり、以下の内容をご一読ください。
オンラインでの情報変更について
ネットワークサービス名・サービス提供者名・担当者情報以外の登録情報はオンラインで変更が可能です。オンラインより
お客様にてご変更をお願いいたします。
契約者 ID やパスワードが分からない場合は、「パスワードを忘れた方はこちら」や「契約者 ID を忘れた方はこちら」より、
パスワードの再設定や契約者 ID の確認をご実施ください。
＜契約者コントロールパネル＞

https://arena.secure.customer.ne.jp/account/login
本申込書では、以下のお手続きができます。（対象ドメイン種別・・・ne.jp）
■社名変更・合併等による、WHOIS 登録者名の変更
■ドメイン譲渡（WHOIS 登録者名を他社へ変更）
社名変更・合併等による、WHOIS 登録者名の変更 をご希望の場合
■申込書と旧組織名から新組織名への変更を確認できる、ホームページや案内状、登記事項証明書のコピー等を
同封ください。社名変更の履歴を確認できない場合は、ドメイン譲渡のお手続きとなりますのでご了承ください。
ドメイン譲渡（WHOIS 登録者名を他社へ変更） をご希望の場合
■ドメインのサービス提供者名を他社へ譲渡し名義変更する場合、1 ドメイン名毎に以下の手数料が別途かかります。
現在の有効期限はリセットされ、譲渡完了の 1 年後月末日が有効期限となります。
・ドメイン名移転手数料
2,000 円（税別）
・属性型地域型 JP1 年プラン
7,200 円（税別）
※請求書支払い、または口座振替支払いの場合、1 請求につき 800 円（税別）がかかります。
本申込書でのお手続きについての注意事項
■1 枚目のご契約者情報（②契約者名および捺印）および「ドメイン名」の一致にてご本人様確認となります。
一致を確認出来ない場合はお手続きを承ることができませんので、お間違いないようご記入ください。
■記入内容について確認やご連絡が必要な場合は、1 枚目③のメールアドレスへ
メールにてご連絡いたしますので、ご対応くださいますようお願いいたします。
■この申込書を弊社にご郵送いただいた後、弊社より変更手続き完了のお知らせが届くまで、
契約者コントロールパネル（お客様情報変更ページ）より各登録情報の変更は実施しないようお願いします。
申込書のご提出方法
■ご記入・ご捺印後、以下までご郵送ください。
郵送先
〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目 14 番 1 号 興和西新橋ビル B 棟 11 階
株式会社 NTTPC コミュニケーションズ カスタマサービス部 「名づけてねっと」カスタマーセンター 宛
本申込書やお手続きに関するお問い合わせ先
お客さまサポート ： https://help.arena.ne.jp/hc/ja
以上
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名づけてねっと ドメイン登録情報（WHOIS）変更申込書（属性 JP <ne.jp> ）
株式会社 NTTPC コミュニケーションズ 行
「WebARENA 共通利用規約」、「名づけてねっとドメイン名提供サービス利用規約」( http://www.nadukete.net/pdf/dnr_agreement.pdf )及び
NTTPC の「個人情報保護方針」（ http://www.nttpc.co.jp/company/effort/privacy.html ）を承諾のうえ、次のとおり申し込みます。
※ドメイン登録情報の一部はインターネット上の Whois で公開されます。
※お客さまより提供された個人情報は、NTTPC の「個人情報保護方針」に基
づき取扱いいたします。

４

①契約者 ID【必須】

５

２

７

９

お申込日

０

６

年

（1/3）

記入例

月

日

８

②契約者名【必須】
※法人契約の場合は会社名を、個人
契約の場合はご氏名をご記入くださ
い。

株式会社 NTTPC コミュニケーションズ

印

(ｶﾅ) スタッフ＠ナヅケテ．ネット
③メールアドレス【必須】

staff@nadukete.net

印鑑は必須です。

※名づけてねっと契約の登録メールアドレスをご記入ください。

ご契約者さま名義の印鑑をご捺印ください。
※ 印鑑とその名義が異なる場合は、
印鑑証明書をあわせてご提出ください。

example.ne.jp

ドメイン名【必須】

変更内容 (項目にチェックし、太枠内にご記入ください。)
※社名変更の場合・・・変更希望の箇所のみご記入ください。

※ドメイン譲渡の場合・・【必須】印をすべてご記入ください。

１．組織情報 （ネットワークサービス名）
組織種別

ネットワークサービス（Network Service）

☒ ネットワークサービス名
【必須】
☒ ネットワークサービス名
（かな）【必須】
☒ ネットワークサービス名
（英語）【必須】

名づけてねっと

☒ 郵便番号【必須】

105-0003

※変更できません

なづけてねっと
Nadukete Net

東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B 棟
（英語表記） Kowa Nishishimbashi Bldg. –B, 2-14-1, Nishishimbashi,
Minato-ku, Tokyo

（日本語表記）
☒ 住所【必須】

(ｶﾅ) スタッフ＠ナヅケテ．ネット
☒ 通知アドレス

staff@nadukete.net

２．組織情報 （サービス提供者名）

☐ 社名・氏名変更
☒ サービス提供者【必須】

☒ 代表者名
※法人の場合【必須】

☒ ドメイン譲渡（他社または他者へ名義変更）

※社名・氏名変更をご希望の場合は、変更の履歴を確認できる書類のご提出が必要です。

株式会社 NTTPC コミュニケーションズ
山田 太郎

☒ 登記年月日
※法人の場合【必須】

西暦 2005/06/25

☒ 登記地住所（法人）／
住民票記載の住所（個人）
【必須】

東京都港区西新橋二丁目 14 番 1 号

※法人もしくは個人
登記年月日
登記のある法人は法人を設立した年月日。
登記のない法人または個人は空欄。
登記地住所
登記のある法人は登記事項証明書の、「本
店」、「主たる営業所」の住所。登記のない法
人は空欄。個人は住民票に記載の住所。

< A-10-5 2020.04 > NTTPC Communications, Inc.

名づけてねっと ドメイン登録情報（WHOIS）変更申込書（属性 JP <ne.jp> ） （2/3）
記入例
【重要】担当者情報の記入方法
■新しい担当者へ変更：
JPNIC ハンドルは空欄とし、【必須】印の項目をすべてご記入ください。
※担当者名のみを変更されたい場合も、新しくハンドルを発行する必要があるためすべての項目をご記入ください。
■現在の担当者のまま、担当者名以外の情報を修正する：
現在登録されている JPNIC ハンドルを記入し、変更内容をご記入ください。
【ご注意】JPNIC ハンドルが複数ドメインに紐づいている場合、紐づくすべての担当者情報が修正されます。
■別の登録済み JPNIC ハンドルに変更：
JPNIC ハンドルのみご記入ください。その他の項目は空欄で構いません。
※登録担当者には、組織情報と異なる組織のハンドルは設定することが出来ませんのでご注意ください。
４．登録担当者情報
☒ JPNIC ハンドル

ＹJ９８７６ＪＰ

☒ 担当者名【必須】

（日本語）

☒ メールアドレス【必須】

staff@nadukete.net

組織名

組織情報の「サービス提供者名」と一致するように登録させていただきます。
（登録担当者は、サービス提供者から選出するよう定められております）

☒ 郵便番号【必須】

105-0003
（日本語）

☒ 住所【必須】

☒ 部署名

（英語）

山本 次郎

（英語）

Yamamoto, Jiro

東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B 棟

Kowa Nishishimbashi Bldg. –B, 2-14-1, Nishishimbashi,
Minato-ku, Tokyo
総務部
General Affairs Department

（日本語）
（英語）

部長

☒ 肩書

（日本語）

☒ 電話番号【必須】

03-6203-2702

☒ 通知アドレス

staff@nadukete.net

（英語）

Manager
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記入例

５．技術連絡担当者情報

☐ 登録担当者情報と同じにする （チェックを入れた場合、下記の記入は不要です）
☒ JPNIC ハンドル

ＴＨ４３２１ＪＰ

☒ 担当者名【必須】

（日本語）

☒ メールアドレス【必須】

staff@nadukete.net

高橋 花子

（英語）

Takahashi, Hanako

株式会社ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ
NTTPC Communications, Inc.

（日本語）
☒ 組織名【必須】
（英語）
☒ 郵便番号【必須】

105-0003
（日本語）

☒ 住所【必須】

（英語）

東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B 棟

Kowa Nishishimbashi Bldg. –B, 2-14-1, Nishishimbashi,
Minato-ku, Tokyo
情報システム部
Information System Department

（日本語）
☒ 部署名
（英語）

課長

☒ 肩書

（日本語）

☒ 電話番号【必須】

03-6203-2702

☒ 通知アドレス

staff@nadukete.net

（英語）

Manager

※技術連絡担当者は複数登録が可能です。
現在登録されている担当者と別の方の情報をご記入いただいた場合は、弊社にて追加登録します。
既存の担当者の削除は、お手続き完了後にコントロールパネルよりご実施ください。
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株式会社 NTTPC コミュニケーションズ 行
「WebARENA 共通利用規約」、「名づけてねっとドメイン名提供サービス利用規約」( http://www.nadukete.net/pdf/dnr_agreement.pdf )及び
NTTPC の「個人情報保護方針」（ http://www.nttpc.co.jp/company/effort/privacy.html ）を承諾のうえ、次のとおり申し込みます。
※ドメイン登録情報の一部はインターネット上の Whois で公開されます。
※お客さまより提供された個人情報は、NTTPC の「個人情報保護方針」に基づき取扱いいたします。

お申込日

年

月

日

①契約者 ID【必須】
②契約者名【必須】
※法人契約の場合は会社名を、個人
契約の場合はご氏名をご記入くださ
い。

印
(ｶﾅ)

③メールアドレス【必須】
※名づけてねっと契約の登録メールアドレスをご記入ください。

ドメイン名【必須】

変更内容 (項目にチェックし、太枠内にご記入ください。)
※社名変更の場合・・・変更希望の箇所のみご記入ください。

※ドメイン譲渡の場合・・【必須】印をすべてご記入ください。

１．組織情報 （ネットワークサービス名）
組織種別

ネットワークサービス（Network Service）

※変更できません

☐ ネットワークサービス名
【必須】
☐ ネットワークサービス名
（かな）【必須】
☐ ネットワークサービス名
（英語）【必須】
☐ 郵便番号【必須】
（日本語表記）
☐ 住所【必須】

（英語表記）

(ｶﾅ)
☐ 通知アドレス

２．組織情報 （サービス提供者名）

☐ 社名・氏名変更
☐ サービス提供者【必須】

☐ ドメイン譲渡（他社または他者へ名義変更）

※社名・氏名変更をご希望の場合は、変更の履歴を確認できる書類のご提出が必要です。
※法人もしくは個人

☐ 代表者名
※法人の場合【必須】
☐ 登記年月日
※法人の場合【必須】

西暦

※組織を最初に設立した年月日

☐ 登記地住所（法人）／
住民票記載の住所（個人）
【必須】
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【重要】担当者情報の記入方法
■新しい担当者へ変更：
JPNIC ハンドルは空欄とし、【必須】印の項目をすべてご記入ください。
※担当者名のみを変更されたい場合も、新しくハンドルを発行する必要があるためすべての項目をご記入ください。
■現在の担当者のまま、担当者名以外の情報を修正する：
現在登録されている JPNIC ハンドルを記入し、変更内容をご記入ください。
【ご注意】JPNIC ハンドルが複数ドメインに紐づいている場合、紐づくすべての担当者情報が修正されます。
■別の登録済み JPNIC ハンドルに変更：
JPNIC ハンドルのみご記入ください。その他の項目は空欄で構いません。
※登録担当者には、組織情報と異なる組織のハンドルは設定することが出来ませんのでご注意ください。
４．登録担当者情報
☐ JPNIC ハンドル
☐ 担当者名【必須】

（日本語）

（英語）

☐ メールアドレス【必須】
組織名

組織情報の「サービス提供者名」と一致するように登録させていただきます。
（登録担当者は、サービス提供者から選出するよう定められております）

☐ 郵便番号【必須】
（日本語）
（英語）
☐ 住所【必須】

☐ 部署名

（日本語）
（英語）

☐ 肩書

（日本語）

（英語）

☐ 電話番号【必須】
☐ 通知アドレス
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５．技術連絡担当者情報

☐ 登録担当者情報と同じにする （チェックを入れた場合、下記の記入は不要です）
☐ JPNIC ハンドル
☐ 担当者名【必須】

（日本語）

（英語）

☐ メールアドレス【必須】

☐ 組織名【必須】

（日本語）
（英語）

☐ 郵便番号【必須】
（日本語）
☐ 住所【必須】

☐ 部署名

（英語）

（日本語）
（英語）

☐ 肩書

（日本語）

（英語）

☐ 電話番号【必須】
☐ 通知アドレス

※技術連絡担当者は複数登録が可能です。
現在登録されている担当者と別の方の情報をご記入いただいた場合は、弊社にて追加登録します。
既存の担当者の削除は、お手続き完了後にコントロールパネルよりご実施ください。
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