
 

 

 

ドメイン名移転処理に関しましてドメイン名移転処理に関しましてドメイン名移転処理に関しましてドメイン名移転処理に関しまして    
    

 

平素はデスクウイングサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

ドメイン名移転処理をさせていただくにあたり、下記書類が必要となります。 

お手数ですが、必要書類をご準備・ご確認の上ご返送いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

    

1.1.1.1. 属性型（組織種別型）・地域型属性型（組織種別型）・地域型属性型（組織種別型）・地域型属性型（組織種別型）・地域型 JPJPJPJP ドメイン名移転申請書および移転合意書（郵送用）ドメイン名移転申請書および移転合意書（郵送用）ドメイン名移転申請書および移転合意書（郵送用）ドメイン名移転申請書および移転合意書（郵送用）    

・ 移転元移転元移転元移転元,,,,移転先両方の組織名移転先両方の組織名移転先両方の組織名移転先両方の組織名,,,,代表者名の記名、代表者印の捺印が必要です。代表者名の記名、代表者印の捺印が必要です。代表者名の記名、代表者印の捺印が必要です。代表者名の記名、代表者印の捺印が必要です。    

・ 代表者印は、法務局に届け出ている組織の登記印で、代表取締役等の記述がある印をご捺印

ください。 

・ 登録済み組織名,代表者名がご不明の場合は下記サポートセンターまでお問い合わせください。 

・ 移転申請メール受領番号は弊社にて記入いたしますので未記入のままでご提出ください。 
 

2.2.2.2. 移転元組織の印鑑登録証明書移転元組織の印鑑登録証明書移転元組織の印鑑登録証明書移転元組織の印鑑登録証明書    

・ 1 に押印された印鑑の印鑑証明書（発行発行発行発行よりよりよりより 2222 ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内の原本の原本の原本の原本）をご提出ください。 
※コピーでの申請は受付できませんのでご注意※コピーでの申請は受付できませんのでご注意※コピーでの申請は受付できませんのでご注意※コピーでの申請は受付できませんのでご注意ください。ください。ください。ください。    

    

3.3.3.3. 移転先組織の印鑑登録証明書移転先組織の印鑑登録証明書移転先組織の印鑑登録証明書移転先組織の印鑑登録証明書    

・ 1 に押印された印鑑の印鑑証明書（発行発行発行発行よりよりよりより 2222 ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内の原本の原本の原本の原本）をご提出ください。 
※コピーでの申請は受付できませんのでご注意※コピーでの申請は受付できませんのでご注意※コピーでの申請は受付できませんのでご注意※コピーでの申請は受付できませんのでご注意くだくだくだください。さい。さい。さい。    

    

4.4.4.4. デスクウイング契約者情報変更届デスクウイング契約者情報変更届デスクウイング契約者情報変更届デスクウイング契約者情報変更届    

・ 現在の印鑑と変更後の印鑑をご捺印ください。 

    

    

    

� JPRSJPRSJPRSJPRS の公開情報（の公開情報（の公開情報（の公開情報（NICNICNICNIC 情報）を変更する場合は、料金として情報）を変更する場合は、料金として情報）を変更する場合は、料金として情報）を変更する場合は、料金として¥¥¥¥5,0005,0005,0005,000 を移転完了を移転完了を移転完了を移転完了月の翌月に月の翌月に月の翌月に月の翌月に通常通常通常通常

ののののご利用料金とご利用料金とご利用料金とご利用料金と合わせて合わせて合わせて合わせてご請求させてご請求させてご請求させてご請求させていただいただいただいただききききます。ます。ます。ます。    

� 移転先組織が既に「属性型（組織種別型）･地域型移転先組織が既に「属性型（組織種別型）･地域型移転先組織が既に「属性型（組織種別型）･地域型移転先組織が既に「属性型（組織種別型）･地域型 JPJPJPJP ドメイン名」をお持ちの場合は、移転処理ドメイン名」をお持ちの場合は、移転処理ドメイン名」をお持ちの場合は、移転処理ドメイン名」をお持ちの場合は、移転処理

ができができができができませんませんませんませんのでご注意のでご注意のでご注意のでご注意くださいくださいくださいください。。。。 

→どちらかのドメイン名を廃止処理する必要があります。詳しくは下記サポートセンターまで 

お問い合わせください。 

� 弊社から JPRS へ申請をおこなうのに 2 週間前後時間がかかります。 

� 現在ドメイン名登録機関へ登録している情報（組織名・代表者名・住所）と、移転元組織の情報現在ドメイン名登録機関へ登録している情報（組織名・代表者名・住所）と、移転元組織の情報現在ドメイン名登録機関へ登録している情報（組織名・代表者名・住所）と、移転元組織の情報現在ドメイン名登録機関へ登録している情報（組織名・代表者名・住所）と、移転元組織の情報

が異なる場合は、上記以外に別途書面が必要となる場合があります。が異なる場合は、上記以外に別途書面が必要となる場合があります。が異なる場合は、上記以外に別途書面が必要となる場合があります。が異なる場合は、上記以外に別途書面が必要となる場合があります。 

� OR.JP ドメインで、組織が任意団体の際は GR.JP 用の書面が必要となる場合があります。下記サ

ポートセンターまでお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。 

� 上記以外の書類が必要になる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

    

    

    

必要書類必要書類必要書類必要書類 

ご注意点ご注意点ご注意点ご注意点 

デスクウイングお客様センター 

〒150-8512 

東京都渋谷区桜丘町 26番 1 号 

セルリアンタワー 

CO/OR/AC/ED/GO/地域型地域型地域型地域型 JP ドメイン名用ドメイン名用ドメイン名用ドメイン名用 

 DW-DOM-221-00-YI-0301

お問い合わせ・ご質問はお気軽にどうぞ

デスクウイングお客様センター

TEL0120-404-200
受付時間：10：00～18：00 土・日・祝日を除く

E-mail support@deskwing.net



          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 ドメイン名移転申請書 

および移転合意書（郵送用） 

 

 

下記の移転元組織と移転先組織の間で、ドメイン名を移転することに合意しましたので、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、以下のとおりドメイン名の移転を申請

します。 

 

 

 

 移転元組織名 

 

 

 移転元組織代表者名      （印） 

 

 

 移転先組織名 

 

 

 移転先組織代表者名      （印） 

 

 

 移転ドメイン名  

  

 

 移転申請メール受領番号 

 

 

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：e-まちタウン株式会社 

 

 

 

 

 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）当社が発行した受理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ください。

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。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          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 ドメイン名移転申請書 

および移転合意書（郵送用） 

 

 

下記の移転元組織と移転先組織の間で、ドメイン名を移転することに合意しましたので、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、以下のとおりドメイン名の移転を申請

します。 

 

 

移転元組織名 

 

 

移転元組織代表者名     （印） 

 

 

移転先組織名 

 

 

移転先組織代表者名     （印） 

 

 

 移転ドメイン名 

 

 

 移転申請メール受領番号 

 

 

 

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：e-まちタウン株式会社 

 

 

 

 

 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）当社が発行した受理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ください。

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。 

    

    

    

    

記入例記入例記入例記入例 

現在の登録組織名をご記入下さい。現在の登録組織名をご記入下さい。現在の登録組織名をご記入下さい。現在の登録組織名をご記入下さい。 

登録予定の組織名をご記入下さい。登録予定の組織名をご記入下さい。登録予定の組織名をご記入下さい。登録予定の組織名をご記入下さい。 

印は、ご提出頂く各印鑑証明印は、ご提出頂く各印鑑証明印は、ご提出頂く各印鑑証明印は、ご提出頂く各印鑑証明

書の印と同じ印を押印して下書の印と同じ印を押印して下書の印と同じ印を押印して下書の印と同じ印を押印して下

さい。さい。さい。さい。 

現在の登録代表者名をご記入下さい。現在の登録代表者名をご記入下さい。現在の登録代表者名をご記入下さい。現在の登録代表者名をご記入下さい。 

登録予定組織の代表者名登録予定組織の代表者名登録予定組織の代表者名登録予定組織の代表者名をご記入下さい。をご記入下さい。をご記入下さい。をご記入下さい。 

該当ドメイン名をご記入下さい。該当ドメイン名をご記入下さい。該当ドメイン名をご記入下さい。該当ドメイン名をご記入下さい。 

弊社にて記入致します。未記入のままご提出下さい。弊社にて記入致します。未記入のままご提出下さい。弊社にて記入致します。未記入のままご提出下さい。弊社にて記入致します。未記入のままご提出下さい。 



e-まちタウン株式会社まちタウン株式会社まちタウン株式会社まちタウン株式会社    行行行行 

 

 

 

現在のご契約情報現在のご契約情報現在のご契約情報現在のご契約情報 

お客様番号お客様番号お客様番号お客様番号 

 

 

 

ご契約名ご契約名ご契約名ご契約名  

 

代表者様名代表者様名代表者様名代表者様名 

 

 

 

ドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名  

 

ⅠⅠⅠⅠ. 新ご契約者情報新ご契約者情報新ご契約者情報新ご契約者情報        ※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録情報の変更も可能です。※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録情報の変更も可能です。※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録情報の変更も可能です。※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録情報の変更も可能です。 

□□□□    ドメイン名基本登録情報も変更するドメイン名基本登録情報も変更するドメイン名基本登録情報も変更するドメイン名基本登録情報も変更する        □□□□    ドメイン名基本登録情報は変更しないドメイン名基本登録情報は変更しないドメイン名基本登録情報は変更しないドメイン名基本登録情報は変更しない        □□□□    変更なし変更なし変更なし変更なし    

組織名組織名組織名組織名 

和文和文和文和文    
 

英文英文英文英文 

代表者名代表者名代表者名代表者名 

和文和文和文和文    電話番号電話番号電話番号電話番号     －     －      

英文英文英文英文    FAX番号番号番号番号     －     －      

住所住所住所住所 

フリガナフリガナフリガナフリガナ 

(〒    -     ) 

 

ⅡⅡⅡⅡ. . . . 登録担当者情報登録担当者情報登録担当者情報登録担当者情報        ※ドメイン名登録担当者情報の変更です※ドメイン名登録担当者情報の変更です※ドメイン名登録担当者情報の変更です※ドメイン名登録担当者情報の変更です 

□□□□ Ⅰと同じⅠと同じⅠと同じⅠと同じ        □□□□ 変更なし変更なし変更なし変更なし    

組織名組織名組織名組織名 

和文和文和文和文 

英文英文英文英文 

担当者名担当者名担当者名担当者名 

和文和文和文和文    部署名部署名部署名部署名  電話番号電話番号電話番号電話番号       －       － 

英文英文英文英文    役職役職役職役職  FAX番号番号番号番号       －       － 

住所住所住所住所 

フリガナフリガナフリガナフリガナ 

(〒    -     ) 

 

ⅢⅢⅢⅢ. . . . 請求書類送付先情報請求書類送付先情報請求書類送付先情報請求書類送付先情報        ※デスクウイング請求書送付先情報の変更です※デスクウイング請求書送付先情報の変更です※デスクウイング請求書送付先情報の変更です※デスクウイング請求書送付先情報の変更です 

□□□□ Ⅰと同じⅠと同じⅠと同じⅠと同じ        □□□□ Ⅱと同じⅡと同じⅡと同じⅡと同じ        □□□□ 変更なし変更なし変更なし変更なし    

組織名組織名組織名組織名 

和文和文和文和文 

英文英文英文英文 

担当者名担当者名担当者名担当者名 

和文和文和文和文    部署名部署名部署名部署名  電話番号電話番号電話番号電話番号       －       － 

英文英文英文英文    役職役職役職役職  FAX番号番号番号番号       －       － 

住所住所住所住所 

フリガナフリガナフリガナフリガナ 

(〒    -     ) 

 

申込年月日：          年       月       日 

デスクウイングデスクウイングデスクウイングデスクウイング    契約者情報変更届契約者情報変更届契約者情報変更届契約者情報変更届 属性型・地域型属性型・地域型属性型・地域型属性型・地域型    

JPJPJPJP ドメイン名用ドメイン名用ドメイン名用ドメイン名用    

現在現在現在現在の社印の社印の社印の社印 

または代表印または代表印または代表印または代表印 

 

※※※※印無きは無効印無きは無効印無きは無効印無きは無効 

変更後の社印変更後の社印変更後の社印変更後の社印 

または代表印または代表印または代表印または代表印 

 

※印無きは無効※印無きは無効※印無きは無効※印無きは無効 



e-まちタウン株式会社まちタウン株式会社まちタウン株式会社まちタウン株式会社    行行行行 

 

 

 

現在のご契約情報現在のご契約情報現在のご契約情報現在のご契約情報 

お客様番号お客様番号お客様番号お客様番号 

 

10000000000 

 

ご契約名ご契約名ご契約名ご契約名 e-まちタウン株式会社 

 

代表者様名代表者様名代表者様名代表者様名 山田太郎 ドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名 DESKWING.NET 

 

ⅠⅠⅠⅠ. 新ご契約者情報新ご契約者情報新ご契約者情報新ご契約者情報        ※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録※デスクウイング契約者情報の変更です。ご希望により、ドメイン名基本登録情報の変更も可能です。情報の変更も可能です。情報の変更も可能です。情報の変更も可能です。 

□□□□    ドメイン名基本登録情報も変更するドメイン名基本登録情報も変更するドメイン名基本登録情報も変更するドメイン名基本登録情報も変更する        □□□□    ドメイン名基本登録情報は変更しないドメイン名基本登録情報は変更しないドメイン名基本登録情報は変更しないドメイン名基本登録情報は変更しない        □□□□    変更なし変更なし変更なし変更なし    

組織名組織名組織名組織名 

和文和文和文和文        e-まちタウン株式会社 
 

英文英文英文英文        e-machitown Co., Ltd 

代表者名代表者名代表者名代表者名 

和文和文和文和文            山田 太郎    

役職役職役職役職 

和文和文和文和文             

英文英文英文英文            Taro Yamada    英文英文英文英文             

住所住所住所住所 

フリガナフリガナフリガナフリガナ                                                            トウキョウト トシマク ミナミイケブクロ ヒカリセンタービル 

(〒 171 - 0022 )   東京都豊島区南池袋 1-16-15 光センタービル 5 階 

 

ⅡⅡⅡⅡ. . . . 登録担当者情報登録担当者情報登録担当者情報登録担当者情報        ※ドメイン名登録担当者情報の変更です※ドメイン名登録担当者情報の変更です※ドメイン名登録担当者情報の変更です※ドメイン名登録担当者情報の変更です 

□□□□ Ⅰと同じⅠと同じⅠと同じⅠと同じ        □□□□ 変更なし変更なし変更なし変更なし    

組織名組織名組織名組織名 

和文和文和文和文        e-まちタウン株式会社 

英文英文英文英文        e-machitown Co., Ltd 

担当者名担当者名担当者名担当者名 

和文和文和文和文        山田 次郎    部署名部署名部署名部署名  業務管理部 電話番号電話番号電話番号電話番号 03 － XXXX  － XXXX 

英文英文英文英文        Jiro Yamada    役職役職役職役職  部長 FAX番号番号番号番号 03 － XXXX  － XXXX 

住所住所住所住所 

フリガナフリガナフリガナフリガナ                                                        トウキョウト トシマク ミナミイケブクロ ヒカリセンタービル 

(〒 171 - 0022 )   東京都豊島区南池袋 1-16-15 光センタービル 5 階 

 

ⅢⅢⅢⅢ. . . . 請求書類送付先情報請求書類送付先情報請求書類送付先情報請求書類送付先情報        ※デスクウイング請求書送付先情報の変更です※デスクウイング請求書送付先情報の変更です※デスクウイング請求書送付先情報の変更です※デスクウイング請求書送付先情報の変更です 

□□□□ Ⅰと同じⅠと同じⅠと同じⅠと同じ        □□□□ Ⅱと同じⅡと同じⅡと同じⅡと同じ        □□□□ 変更なし変更なし変更なし変更なし    

組織名組織名組織名組織名 

和文和文和文和文        e-まちタウン株式会社 

英文英文英文英文        e-machitown Co., Ltd 

担当者名担当者名担当者名担当者名 

和文和文和文和文        山田 三郎    部署名部署名部署名部署名  経理部 電話番号電話番号電話番号電話番号   03 － XXXX  － XXXX 

英文英文英文英文        Saburo Yamada    役職役職役職役職  主任 FAX番号番号番号番号   03 － XXXX  － XXXX 

住所住所住所住所 

フリガナフリガナフリガナフリガナ                                                            トウキョウト トシマク ミナミイケブクロ ヒカリセンタービル 

(〒 171 - 0022 )   東京都豊島区南池袋 1-16-15 光センタービル 5 階 

 

申込年月日：          年       月       日 

デスクウイングデスクウイングデスクウイングデスクウイング    契約者情報変更届契約者情報変更届契約者情報変更届契約者情報変更届 属性型・地域型属性型・地域型属性型・地域型属性型・地域型    

JPJPJPJP ドメイン名用記入例ドメイン名用記入例ドメイン名用記入例ドメイン名用記入例    

現在現在現在現在の社印の社印の社印の社印 

または代表印または代表印または代表印または代表印 

 

※※※※印無きは無効印無きは無効印無きは無効印無きは無効 

変更後の社印変更後の社印変更後の社印変更後の社印 

または代表印または代表印または代表印または代表印 

 

印無きは無効印無きは無効印無きは無効印無きは無効 

「デスクウイングご契約者情報」ならびに「ドメイン名登録基本情報」の変更に「デスクウイングご契約者情報」ならびに「ドメイン名登録基本情報」の変更に「デスクウイングご契約者情報」ならびに「ドメイン名登録基本情報」の変更に「デスクウイングご契約者情報」ならびに「ドメイン名登録基本情報」の変更に 

なります。なります。なります。なります。 

「ドメイン名登録基本情報」を変更する必要が無い場合は、「ドメイン名登録基本情報」を変更する必要が無い場合は、「ドメイン名登録基本情報」を変更する必要が無い場合は、「ドメイン名登録基本情報」を変更する必要が無い場合は、 

『ドメイン名基本登録情報は変更しない』にチェックして『ドメイン名基本登録情報は変更しない』にチェックして『ドメイン名基本登録情報は変更しない』にチェックして『ドメイン名基本登録情報は変更しない』にチェックしてください。ください。ください。ください。 

両方とも変更する必要が無い場合は『変更無し』にチェックして両方とも変更する必要が無い場合は『変更無し』にチェックして両方とも変更する必要が無い場合は『変更無し』にチェックして両方とも変更する必要が無い場合は『変更無し』にチェックしてくださいくださいくださいください。。。。 

「ドメイン名登録担当者情報」の変更になります。「ドメイン名登録担当者情報」の変更になります。「ドメイン名登録担当者情報」の変更になります。「ドメイン名登録担当者情報」の変更になります。 

『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックして『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックして『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックして『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックしてください。ください。ください。ください。 

変更の必要が無い場合は変更の必要が無い場合は変更の必要が無い場合は変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェックして、『変更無し』にチェックして、『変更無し』にチェックして、『変更無し』にチェックしてください。ください。ください。ください。 

「デスクウイング請求「デスクウイング請求「デスクウイング請求「デスクウイング請求書類送付先情報」の変更になります。書類送付先情報」の変更になります。書類送付先情報」の変更になります。書類送付先情報」の変更になります。 

『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックして『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックして『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックして『ご契約情報』と同じ場合は、『Ⅰと同じ』にチェックしてください。ください。ください。ください。 

『登録担当者情報』と同じ場合は、『Ⅱと同じ』にチェックして『登録担当者情報』と同じ場合は、『Ⅱと同じ』にチェックして『登録担当者情報』と同じ場合は、『Ⅱと同じ』にチェックして『登録担当者情報』と同じ場合は、『Ⅱと同じ』にチェックしてください。ください。ください。ください。 

変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェックして変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェックして変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェックして変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェックしてください。ください。ください。ください。 


