
属性型(ne)JPドメイン名取得・移転代行登録申請書 ドメイン名
申請書①-2-1

１．申込年月日

２．申請区分

３．ドメイン名

年 月 日

□新規取得 □移転（指定事業者変更） □記載事項変更 □ドメイン名変更 □ドメイン名譲渡

※使用可能な文字種は、英字（A～Z）、数字（0～9）、ハイフン（ - ）のみ（先頭と末尾の文字をハイフンとするのは不可） 日本語（漢字・ひらがな・カタカナ）はご使用できません。

（フリガナ）

. ne . jp

４．組織情報

ご住所

ネットワーク

サービス名

和文

英文

（フリガナ）

和文

英文

（フリガナ）

〒 － 都 道
府 県

市 区
郡

区 町
村

ビル・マンション名

（ ）

■本申請により、お客様の独自ドメイン名【属性型(ne)JPドメイン名】を代行申請いたします。
■各項目を黒のペンで、楷書にてはっきりとご記入下さい。 ※【英文】も必ずご記入下さい。
■お客様が本申請書記入に際し、個人情報を提供されることは任意です。 はドメイン名申請に必要な項目です。

ご提供いただけない場合は、ドメイン名の各種申請ができないことがございます。
■新規取得・移転の費用：【初期費用 10,000円（税込 11,000円）（初年度の年間維持料含む）】2年目以降【年間維持管理費 5,000円（税込 5,500円）】

『ドメイン名申請書（①-２-１）・（①-２-２） ・（①-２-3） 』及び『属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録申請書（郵送用） 』
『ne.jpドメイン名登録要件確認票』『基本申込書』をご記入の上、『印鑑登録証明書』とあわせてご提出下さい。

■その他の申請について ・記載事項変更の費用：記載事項変更料【初期費用 2,000円（税込 2,200円）】
・ドメイン変更の費用：ドメイン名変更料【初期費用 15,000円（税込 16,500円）（初年度の年間維持管理費、サーバ設定費含む）】
・ドメイン譲渡の費用：ドメイン名譲渡料【初期費用 10,000円（税込 11,000円）】

※上記の申請には『株式会社日本レジストリサービス』宛の申請書と公的書類が必要です。詳しくはサポートデスクまでお問合せ下さい。
（ご注意事項）■本ドメイン名申請は、『BizLink メール＆ウェブサービス』の契約と同時利用が条件となります。※ドメイン名申請のみの受付はありません。

■本申請書にてご登録されたドメイン名については、『 GMOインターネット株式会社 もしくは ＮＴＴビズリンク株式会社』が指定事業者となり
維持管理を実施いたします。

■記入不備等により、大幅にドメイン名取得申請が遅れる場合がございます。

20.06.15

会社名 提供する目的 個人情報の項目 提供手段または方法 個人情報の取り扱いに関する契約の有無

株式会社
日本レジストリサービス
GMOインターネット株式会社

ドメイン名取得・ドメイン名移転
ドメイン名変更・ドメイン名譲渡
ドメイン名記載事項変更

・ネットワークサービス名・ご住所・サービス提供者名
・代表者氏名・登記年月日・登記地住所・お名前
・部署名 ・役職 ・電話番号 ・FAX番号・電子メール

・Ｗｅｂからの専用フォームへの入力
・メール
・郵送

有

本申込書へ記載される個人情報に関する通知事項
申込書への必要事項の記載をもって、下記利用目的に関する同意とします。
・個人情報保護管理者：エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 ビジネスソリューション本部長
・利用目的 ：①ドメイン名の登録・移転・変更・譲渡・更新・廃止・記載事項変更手続を行うため。

②ドメイン名の登録・移転・変更・譲渡・更新・廃止・記載事項変更手続を行うため、株式会社日本レジストリサービスに対して記入内容を提供するため。
③BizLink メール＆ウェブサービスの利用登録及び契約者様の確認を行うため。④トラブル発生時における連絡を行うため。⑥弊社からの各種お知らせを送付するため。

・第三者提供 ：有（提供先は下記一覧を参照）
・委託の有無 ：有
・個人情報の取り扱い等に関する問合せ先：

（１）本申込書により取得した個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止に関するご請求は、弊社ホームページをご覧の上所定の方法により、ご請求をお願い致します。
弊社ホームページＵＲＬ：http://www.nttbiz.com/

（２）苦情及び相談については、下記の窓口にて承ります。
【問合せ窓口】E-mail：privacy-biz@nttbiz.com

第三者提供先の一覧

ne.jpドメイン名申請にあたり、本書の他に下記の書類が必要となります。あわせてご提出下さい。

■『属性型（組織種別型）・地域型ＪＰドメイン名登録申請書（郵送用）』

■上記書類に捺印する『印鑑登録証明書』（発行から２ヶ月以内で原本をご用意下さい。）
※ご提出いただいた印鑑登録証明書については、返却できませんのでご了承下さい。

■『ne.jpドメイン名登録要件確認票』

記事欄



属性型(ne)JPドメイン名取得・移転代行登録申請書 ドメイン名
申請書①-2-２

※原則として、本サービスのお申込者と同一の名義に限ります。５．サービス提供者情報

登記年月日

登記地住所

※登記地住所について 法人：本店記載住所 個人：住民票記載住所

西暦 年 月 日

和文

英文

サービス提供者名

代表者氏名

（フリガナ）

（印）

和文

〒 － 都 道
府 県

市 区
郡

区 町
村

ビル・マンション名

（ ）

本申込書へ記載される個人情報に関する通知事項
申込書への必要事項の記載をもって、下記利用目的に関する同意とします。
・個人情報保護管理者：エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 ビジネスソリューション本部長
・利用目的 ：①ドメイン名の登録・移転・変更・譲渡・更新・廃止・記載事項変更手続を行うため。

②ドメイン名の登録・移転・変更・譲渡・更新・廃止・記載事項変更手続を行うため、株式会社日本レジストリサービスに対して記入内容を提供するため。
③BizLink メール＆ウェブサービスの利用登録及び契約者様の確認を行うため。④トラブル発生時における連絡を行うため。⑥弊社からの各種お知らせを送付するため。

・第三者提供 ：有（提供先は下記一覧を参照）
・委託の有無 ：有
・個人情報の取り扱い等に関する問合せ先：

（１）本申込書により取得した個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止に関するご請求は、弊社ホームページをご覧の上所定の方法により、ご請求をお願い致します。
弊社ホームページＵＲＬ：http://www.nttbiz.com/

（２）苦情及び相談については、下記の窓口にて承ります。
【問合せ窓口】E-mail：privacy-biz@nttbiz.com

第三者提供先の一覧

お名前 和文 英文

（フリガナ）

電話番号

電子メール

（フリガナ）

〒 －

ビル・マンション名

（ ）

ご住所
都 道
府 県

市 区
郡

区 町
村

６．登録担当者情報 ※サービス提供者に所属されている方に限ります。

＠

会社名 提供する目的 個人情報の項目 提供手段または方法 個人情報の取り扱いに関する契約の有無

株式会社
日本レジストリサービス
GMOインターネット株式会社

ドメイン名取得・ドメイン名移転
ドメイン名変更・ドメイン名譲渡
ドメイン名記載事項変更

・ネットワークサービス名・ご住所・サービス提供者名
・代表者氏名・登記年月日・登記地住所・お名前
・電話番号・電子メール

・Ｗｅｂからの専用フォームへの入力
・メール
・郵送

有

■本申請により、お客様の独自ドメイン名【属性型(ne)JPドメイン名】を代行申請いたします。
■各項目を黒のペンで、楷書にてはっきりとご記入下さい。 ※【英文】も必ずご記入下さい。
■お客様が本申請書記入に際し、個人情報を提供されることは任意です。 はドメイン名申請に必要な項目です。

ご提供いただけない場合は、ドメイン名の各種申請ができないことがございます。
■新規取得・移転の費用：【初期費用 10,000円（税込 11,000円）（初年度の年間維持料含む）】2年目以降【年間維持管理費 5,000円（税込 5,500円）】

『ドメイン名申請書（①-２-１）・（①-２-２） ・（①-２-3） 』及び『属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録申請書（郵送用） 』
『ne.jpドメイン名登録要件確認票』『基本申込書』をご記入の上、『印鑑登録証明書』とあわせてご提出下さい。

■その他の申請について ・記載事項変更の費用：記載事項変更料【初期費用 2,000円（税込 2,200円）】
・ドメイン変更の費用：ドメイン名変更料【初期費用 15,000円（税込 16,500円）（初年度の年間維持管理費、サーバ設定費含む）】
・ドメイン譲渡の費用：ドメイン名譲渡料【初期費用 10,000円（税込 11,000円）】

※上記の申請には『株式会社日本レジストリサービス』宛の申請書と公的書類が必要です。詳しくはサポートデスクまでお問合せ下さい。
（ご注意事項）■本ドメイン名申請は、『BizLink メール＆ウェブサービス』の契約と同時利用が条件となります。※ドメイン名申請のみの受付はありません。

■本申請書にてご登録されたドメイン名については、『 GMOインターネット株式会社 もしくは ＮＴＴビズリンク株式会社』が指定事業者となり
維持管理を実施いたします。

■記入不備等により、大幅にドメイン名取得申請が遅れる場合がございます。



年 月 日

株式会社日本レジストリサービス 御中

属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録申請書（郵送用）

属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録等に関する規則に従い、以下の通り

ドメイン名の登録を申請します。

ネットワークサービス名

サービス提供者名

代表者名

希望ドメイン名

登録申請メール受領番号

（印）

属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録等に関する規則第16条の定めに

よる登録申請メール訂正の委任について、以下の指定事業者に

委任する ／ 委任しない

指定事業者：BizLink

注１）「委任する」が削除されていない場合は、申請メールの指定事業者認証情報に

記載された指定事業者に委任されたものとみなします。

注２）当社が発行した受領通知メールをそのまま印刷し、本申請書と共に綴じて提出

して下さい。受理通知メールの内容を変更した場合、申請は無効となりますの

でご注意下さい。

. ne . jp



ne.jpドメイン名登録要件確認票

●質問１：要件をすべて満たしていますか。

「はい」または「いいえ」のどちらか該当する答えに○印をご記入下さい。

●質問２：提供されるネットワークサービスの形態を具体例でご記入下さい。

※該当する項目のみで、結構です。

(a)  利用者がインターネット経由で電子メールを受け取るための電子メールアドレスの一部に使う場合は、

利用者が使う電子メールアドレスの具体例を記入して下さい。

例：taro@?????.ne.jp

(b)  利用者のグループ（メーリングリスト）がインターネット経由で電子メールを受け取るための電子メール
アドレスの一部に使う場合、利用者のグループが使う電子メールアドレスの具体例を記入して下さい。

例：group-ml@?????.ne.jp

(c)  利用者が提供するｗｗｗページのURLの一部に使う場合、利用者が提供するｗｗｗページのURLの具体例
を記入して下さい。

例：http://www.?????.ne.jp/~taro/

(d)  利用者が使用するマシンの名前の一部に使う場合、利用者が使用するマシンの名前の具体例を記入して下
さい。

例：taro.?????.ne.jp

(e)  その他、ネットワーク上における利用者の識別子の一部として使う場合、登録するドメイン名の使い方を

具体的に記述して下さい。

【 】

【 ＠ 】

【 ＠ 】

【 】

【 】

【 はい ／ いいえ 】

・日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者を対象として営利または非営利で提供する
ネットワークサービスであること

・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部とするために利用すること
・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人であること
・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されていること
・同一の組織が、同一のサービス内容を持ったネットワークサービスに対してドメイン名を登録していないこと

●ne.jpドメイン名の登録資格と要件は次の通りです。
下記をご確認いただき、質問1～2をご記入下さい。

■本申請により、お客様の独自ドメイン名【属性型(ne)JPドメイン名】を代行申請いたします。
■各項目を黒のペンで、楷書にてはっきりとご記入下さい。 ※【英文】も必ずご記入下さい。
■お客様が本申請書記入に際し、個人情報を提供されることは任意です。太枠内はドメイン名申請に必要な項目です。

ご提供いただけない場合は、ドメイン名の各種申請ができないことがございます。
■新規取得・移転の費用：【初期費用 10,000円（税込 11,000円）（初年度の年間維持料含む）】2年目以降【年間維持管理費 5,000円（税込 5,500円）】

『ドメイン名申請書（①-２-１）・（①-２-２） ・（①-２-3） 』及び『属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録申請書（郵送用） 』
『ne.jpドメイン名登録要件確認票』『基本申込書』をご記入の上、『印鑑登録証明書』とあわせてご提出下さい。

■その他の申請について ・記載事項変更の費用：記載事項変更料【初期費用 2,000円（税込 2,200円）】
・ドメイン変更の費用：ドメイン名変更料【初期費用 15,000円（税込 16,500円）（初年度の年間維持管理費、サーバ設定費含む）】
・ドメイン譲渡の費用：ドメイン名譲渡料【初期費用 10,000円（税込 11,000円）】

※上記の申請には『株式会社日本レジストリサービス』宛の申請書と公的書類が必要です。詳しくはサポートデスクまでお問合せ下さい。
（ご注意事項）■本ドメイン名申請は、『BizLink メール＆ウェブサービス』の契約と同時利用が条件となります。※ドメイン名申請のみの受付はありません。

■本申請書にてご登録されたドメイン名については、『 GMOインターネット株式会社 もしくは ＮＴＴビズリンク株式会社』が指定事業者となり
維持管理を実施いたします。

■記入不備等により、大幅にドメイン名取得申請が遅れる場合がございます。

ドメイン名
申請書①-2-3

本申込書へ記載される個人情報に関する通知事項
申込書への必要事項の記載をもって、下記利用目的に関する同意とします。
・個人情報保護管理者：エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 ビジネスソリューション本部長
・利用目的 ：①ドメイン名の登録・移転・変更・譲渡・更新・廃止・記載事項変更手続を行うため。

②ドメイン名の登録・移転・変更・譲渡・更新・廃止・記載事項変更手続を行うため、株式会社日本レジストリサービスに対して記入内容を提供するため。
③BizLink メール＆ウェブサービスの利用登録及び契約者様の確認を行うため。④トラブル発生時における連絡を行うため。⑥弊社からの各種お知らせを送付するため。

・第三者提供 ：有（提供先は下記一覧を参照）
・委託の有無 ：有
・個人情報の取り扱い等に関する問合せ先：

（１）本申込書により取得した個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止に関するご請求は、弊社ホームページをご覧の上所定の方法により、ご請求をお願い致します。
弊社ホームページＵＲＬ：http://www.nttbiz.com/

（２）苦情及び相談については、下記の窓口にて承ります。
【問合せ窓口】E-mail：privacy-biz@nttbiz.com

第三者提供先の一覧

会社名 提供する目的 個人情報の項目 提供手段または方法 個人情報の取り扱いに関する契約の有無

株式会社
日本レジストリサービス
GMOインターネット株式会社

ドメイン名取得・ドメイン名移転
ドメイン名変更・ドメイン名譲渡
ドメイン名記載事項変更

・ネットワークサービス名・ご住所・サービス提供者名
・代表者氏名・登記年月日・登記地住所・お名前
・電話番号・電子メール

・Ｗｅｂからの専用フォームへの入力
・メール
・郵送

有


