
 

 

 

登録情報変更処理に関しまして登録情報変更処理に関しまして登録情報変更処理に関しまして登録情報変更処理に関しまして    
    

 

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。 

ドメイン名情報変更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。 

 

 

    

    

� 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    
※ 捺印は、変更前・変更後の社印を押印していただけますようお願いいたします。 

    

    

    

� ドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名基本登録情報の変更をご希望される場合に関しまして基本登録情報の変更をご希望される場合に関しまして基本登録情報の変更をご希望される場合に関しまして基本登録情報の変更をご希望される場合に関しまして    

Ⅰ．契約者新情報Ⅰ．契約者新情報Ⅰ．契約者新情報Ⅰ．契約者新情報    

   ・JPRS へ“登録“登録“登録“登録担当者情報”担当者情報”担当者情報”担当者情報”の変更として申請いたします。 

    ※登録担当者情報・・・ドメイン名の登録者に関する情報 

Ⅱ．登録担当者情報Ⅱ．登録担当者情報Ⅱ．登録担当者情報Ⅱ．登録担当者情報    

   ・JPRS へ“公開連絡窓口情報”“公開連絡窓口情報”“公開連絡窓口情報”“公開連絡窓口情報”の変更として申請いたします。 

    ※公開連絡窓口情報・・・公開されるドメイン名登録者窓口情報 

� デスクウイングご契約情報変更に関しましてデスクウイングご契約情報変更に関しましてデスクウイングご契約情報変更に関しましてデスクウイングご契約情報変更に関しまして    

Ⅲ．請求書お届け先新情報Ⅲ．請求書お届け先新情報Ⅲ．請求書お届け先新情報Ⅲ．請求書お届け先新情報    

   ・弊社からの請求書送付先情報の変更となります。 

    ※「デスクウイング契約者情報変更届」では引き落とし口座の変更はできません。 

     口座変更をご希望の場合は別途書面が必要ですので、下記サポートセンターまで 

     お問い合わせください。 

    ※変更処理のタイミング上、旧情報での送付となる場合がございますので、 

     あらかじめご了承ください。 

 

� 弊社に書類が到着してから、約 1週間程で完了いたします。 

� 記載事項の該当がない場合は「無し」とご記入ください。 

� 空欄の場合は変更前の情報が反映されますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

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 

汎用汎用汎用汎用 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 

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：受付時間：受付時間：受付時間：10101010：：：：00000000～～～～18181818：：：：00000000 土・日・祝日を除く土・日・祝日を除く土・日・祝日を除く土・日・祝日を除く

E-mail support@deskwing.net

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 



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 

 

 

 

ドメドメドメドメイン名イン名イン名イン名  

 

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※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※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※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の変更も可能です。の変更も可能です。の変更も可能です。の変更も可能です。 

□□□□    ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報も変更するも変更するも変更するも変更する        □□□□    ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報は変更しないは変更しないは変更しないは変更しない        □□□□    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※ドメイン名※ドメイン名※ドメイン名公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報の変更ですの変更ですの変更ですの変更です 

□□□□ 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 汎用汎用汎用汎用 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    

現在の社印現在の社印現在の社印現在の社印 

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※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※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※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の変更も可能です。の変更も可能です。の変更も可能です。の変更も可能です。 

□□□□    ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報も変更するも変更するも変更するも変更する        □□□□    ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報ドメイン名登録担当者情報は変更しないは変更しないは変更しないは変更しない        □□□□    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※ドメイン名※ドメイン名※ドメイン名公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報の変更ですの変更ですの変更ですの変更です 

□□□□ 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 汎用汎用汎用汎用 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    

記入例記入例記入例記入例    

現在の社印現在の社印現在の社印現在の社印 

または代表または代表または代表または代表印印印印 

 

※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「デスクウイングご契約者情報」ならびに「ドメイン名「デスクウイングご契約者情報」ならびに「ドメイン名「デスクウイングご契約者情報」ならびに「ドメイン名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」の変更に」の変更に」の変更に」の変更に 

なります。なります。なります。なります。 

「「「「ドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名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」を変更する必要が無い場合は、」を変更する必要が無い場合は、」を変更する必要が無い場合は、」を変更する必要が無い場合は、 

『『『『ドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名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は変更しない』にチェックしては変更しない』にチェックしては変更しない』にチェックしては変更しない』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「ドメイン名「ドメイン名「ドメイン名公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報公開連絡窓口情報」の変更になります。」の変更になります。」の変更になります。」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、『変更無し』にチェ変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェ変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェ変更の必要が無い場合は、『変更無し』にチェックしてックしてックしてックしてください。ください。ください。ください。 

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


