
FAX:0120-435-230

OCNホスティングサービス

属性型・地域型JPドメイン名取得申込書

NE.JP/GR.JPドメイン以外の属性型・地域型JPドメイン

NTTコミュニケーションズ株式会社

＜申込・SOに関する問い合わせ先＞

お問い合わせ: 0120 – 435 – 233

FAX送信先: 　0120 – 435 - 230

注）申込書送付後、2－3日（※土・日・祝日は除く）経ってもOCNセンタからのご連絡がない場合
は、　申込書がOCNセンタに届いていない場合がありますので、送付したOCNセンタへご確認を
お願いいたします。
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・ 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。


・ 「申込書等にご記入頂く個人情報の取り扱いについて」の内容を承諾していただきます。

(1)本手続きのための条件について
・ 独自ドメイン名を利用できるサービスにご加入いただいていること（または、契約申込書と同時にご提出いただくこと）。

・

・ 取得手続きに必要な書類一式が提出できること。

・ 取得希望のドメイン名が未登録であることをJPRSのWHOISサービス（http://whois.jprs.jp/）で予めご確認いただくこと。

・ 本申込書の必要事項記入により、取得申請が可能です。

＜OCNサービスについて＞

・ OCNサービス内容が変更になる場合、または新規にお申込になる場合は、別途OCN各種お申込書をご提出下さい。

・ ドメイン登録料 6,050.1円(税込)が必要となります。

・

・

・

・ 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。

・

・

・ ドメインの廃止手続きには、ドメイン登録者の記名捺印したJPRSに提出する専用の申請書及びその印鑑登録証明書が必要になります。 

(2)お手続きに必要な情報について【重要】

属性型・地域型ＪＰドメイン取得申込書
(NE.JP/GR.JPドメイン以外の属性型・地域型JPドメイン)

本書へ記載された内容を元にJPRSへ取得申請を実施いたしますが、申請のタイミングにより、ご希望のドメイン名が既に別の組織の方にて
取得された場合は、ご希望のドメイン名を取得できない場合があります。その場合には、別の文字列でのドメイン名で取得いただくことと
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。

【注意事項】（必ずお読みください。）

独自ドメイン名を利用できるサービスにご加入済みで追加で取得希望の場合は、ご契約中のサービスが複数ドメインの利用が可能なサービス
であること。

本申込書にて登録されたドメイン名について、OCNをご解約の場合やOCNとの接続を解除する場合（独自ドメイン利用以外の形態への変更
等）には、別の指定事業者へ変更していただくか、ドメインを廃止していただく必要があります。

ドメイン名の有効期限は1年となります。ドメイン取得の翌年から、有効期限日の翌月にドメイン更新料として毎年3,675円/年(税込)を請求させ
ていただきます。

本申込書で行う手続きでは、ネームサーバの変更は行いません。ネームサーバ登録申請が必要な場合は、別途「ネームサーバ登録申込書」
をご提出ください。

(4)ドメイン登録後のキャンセルについて

(5)その他の注意事項について

(3)費用について
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1.お申込情報(必須）

年 月 日

＊1【記入例】Bフレッツ ベーシックタイプ、メール＆ウェブエントリー等、ご記入ください。

〒 －

F

　

【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。

属性型・地域型ＪＰドメイン取得申込書
(NE.JP/GR.JPドメイン以外の属性型・地域型JPドメイン)

ＴＥＬ ＦＡＸ

申
込
受
付
部
門

所属

OCNホスティングサービス担当　森 名前

E-mail

ＴＥＬ 0120-435-233 0120-435-230ＦＡＸ

組織区分

お
客
様
対
応
部
門

所属 プロデュースINC.

E-mail

名前

記事欄

販売チャネルコード
（販売代理店番号） 04260600 お客さま区分

（本申込に関するお問合わせ先）
電話番号 ＦＡＸ

お申込担当者
担当者名 E-Mail

フリガナ

個人の場合は戸籍上のお名前・
ご住所、法人の場合は登記簿上
の正式名称・ご住所にて記入くだ
さい。
※必ずご捺印ください。

郵便番号

住所

ビル

申込者（契約者）

フリガナ

お名前

ご利用中のサービス名

サービス名・プラン名をご記入くだ
さい。＊1

アルファベットを選択し、９桁の数
字をご記入ください。

お客様番号 N
H

お申込年月日

所属 お名前 ＴＥＬ e-mail 名前 ＴＥＬ E-mail 

組織区分 ＴＥＬ e-mail 所属 お名前 所属 組織区分 お名前 ＴＥＬ ＦＡＸ e-mail ＴＥＬ e-mail 所属 お名前 
設置場所の会社名（ご名義）がお申込者名と相違がある場合は、必ず記入ください。 （TEL） 

所属 名前 ＴＥＬ E-mail 

ＦＡＸ ＦＡＸ 

ＦＡＸ 所属 名前 ＴＥＬ E-

※申込者（契約者）はOCN契約名義と同一に限ります。 

※新たにOCNサービスをお申込の場合、お客様番号の記

※ドメインが利用できるOCN契約を

お持ちの場合、ご記入ください。 

印 

法人
個人 外国公館等

国・地方自治体 業務用

その他Com第一法人営業本部

Com関西営業本部 Comビジネスパートナー

ComバリューアドバイザーCom第二法人営業本部

Comチャネル営業本部 Comバリューパートナー NTT東日本

NTT西日本Com一般

20100121
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２．希望ドメイン名 ※網掛け部分は必須です

３．ドメイン名取得申請者情報

〒 －

（ ）

４．登記情報

年 月 日

５．代表者情報　【申請者が個人の場合は記入不要】 ・代表取締役、理事長、学校長等の組織の代表者名をご記入ください。 

フリガナ

希望ドメイン名

．ジェイピー

．JP

和文

英文

取得済ドメイン名
．JP

代表者氏名

代表者の肩書

氏名英文 [Last, First]

通知アドレス

組織種別

組織名

和文

登記地住所  （本店）

登記年月日  （西暦）

英文

和文

ご住所

英文

(Title) (Title) 

【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) 

・取得申請者が法人の場合は、登記簿に記載された会社設立の年月日、及び本店住所をご記入ください。 

・取得申請者が個人の場合は、登記地住所欄に住民票の住所をご記入ください。登記年月日欄は記入不要です。  

 

（フリガナ） 

※ドメイン名取得申請者はOCN契約名義と同一に限ります。 

(ビル・マンション名) 

(Address) 

（フリガナ) 

(Organization Type) 

(Title) (Title) 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。 
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６．登録担当者情報
※ 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。網掛け部分は必須です。

※ 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。

〒 －

（ ）

７．技術連絡担当者情報

※ 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。

〒 －

（ ）

和文

和文

電話番号

FAX番号

肩書
和文

部署
和文

英文

電子メール

組織名
和文

英文

JPNICハンドル
（例 ZZ12345JP）

ご氏名
和文

英文

ご住所

※非公開情報

通知アドレス

英文

英文

JPNICハンドル
（例 ZZ12345JP）

ご氏名
和文

英文

電子メール

組織名
和文

英文

ご住所

※非公開情報

英文

部署
和文

英文

肩書
和文

英文

通知アドレス

電話番号

FAX番号

(Last,First) (Organization) (Address) (Division) (Title) 

(Last,First) 

(Organization) 

(ビル・マンション名) 

(Address) 

(Division) 

(Title) 

(ビル・マンション名) (ビル・マンション名) 

（フリガナ) 

※当該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。 

(Last,First) (Organization) (Address) (Organization Type) (Title) （ふりがな) (Last,First) (Organization) (ビル・マンション名) (Address) (Division) (Title) （フリガナ) （フリガナ) 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。 (Last,First) (Organization) (ビル・マンション名) (Address) (Division) (Title) （フリガナ) ※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) （フリガナ) ※当該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) 

(ビル・マンション名) (ビル・マンション名) 

(ビル・マンション名) (ビル・マンション名) 

(Last,First) 

(Organization) 

(ビル・マンション名) 

(Address) 

(Division) 

(Title) 

（フリガナ) 

※当該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) 

全て「登録担当者情報」と同じ内容を登録する　→以降の項目は全て記入不要です。
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１．

２．

・

・

・

・

３．

４．

５．

ご本人確認、ご利用料金の請求、及びご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、工事
日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びにその他当社サービスの提供に係
ること

電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推奨・アンケート
調査及び景品等の送付を行うこと

当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと

　当社は、お客様が当社の提供するオープンコンピュータ通信網サービスのお申込みの際にご記
入いただきました、お客様の個人情報を、以下の通りお取り扱いいたします。
　なお、下記に同意の上個人情報をご提供頂けない場合には、通信サービス等を提供させてい
ただくことができませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

当社はお客様からご提供いただいた個人情報の保護に関し、以下の取組みを実施いたしており
ます。

当社は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保
護に万全を尽くします。

申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて

お客様が、お客様の個人情報の開示等をご希望される場合には、下記の当社窓口までご連絡
いただければ合理的な範囲で速やかに対応いたします。なお、個人情報の開示等のご要望に
対しては、１ご契約番号につき所定の事務取扱手数料を申し受けます。
　＜個人情報保護に関するお問い合せ先＞
　　　個人情報お問合せ窓口　電話番号　０１２０－５０６－００９　（平日　９：００～１７：００）

お問い合わせ、ご相談にお答えすること

なお、上記利用目的の他、サービス・アンケート等により個別に利用目的を定める場合があり
ます。

当社は、ご提供いただいた個人情報を適正に取扱うため、社内規程及び社内管理体制の整
備、従業員の教育、並びに、個人情報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざん及
び漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人
情報の保護に努めてまいります。

当社は、ご提供いただいた個人情報については、上記利用目的を達成するため、業務委託先
又は提携先に預託する場合がございます。その場合は、個人情報の保護が十分に図られてい
る企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等必要かつ適切な処置を実施いたします。
なお、法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合につい
ては、当該公的機関に提供することがございます。

当社は、ご提供いただいた個人情報については、下記の目的の範囲内で適正に取り扱いさせ
ていただきます。


