記入例
グローバルメディアオンライン株式会社

※個人登録の場合

お名前.com ドメイン情報管理部

弊社記入欄

〒150‑8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー
[URL] http://www.onamae.com [E‑mail] dom‑owner@onamae.com

◆ ドメイン登録者情報変更申請書 Ver5.3 ◆
● ご記入に際しての注意事項 ●
・A‑1〜A‑3（.usドメインの場合は、A‑4まで）ページの太枠内の必要事項につき、漏れなくご記入下さい。また、１ドメインにつき１部
の申請書をご用意下さい。
・.uk/.beドメインはレジストリの規定により改名等に伴なうドメイン登録者名・登録担当者名の変更はできません。予めご了承下さい。
・登録者情報の変更は、全て書面にて行わせて頂きます。申請者が当該ドメイン名の登録者であることを確認させて頂く為、ご本人様確
認として証明書類の提出をお願いしておりますので、お手数をお掛け致しますがご協力下さい（詳細：A‑2ページ参照）。
・証明書の提出をもちまして、ドメイン登録者情報変更にご同意したものとさせて頂きます。
・公証人による認証をご本人様確認として提出をご希望の方は、別途お問い合わせ下さい（お問い合わせ先：A‑2ページ参照）。
・情報変更の完了は、各種ドメインのWHOISに反映した時点からとなります。
（お名前.com WHOISドメイン検索： http://www.onamae.com/domain/whois/）
・手続きの流れにつきましては、http://www.onamae.com/navi/dom-owner/change/ をご参照下さい。
・登録者情報変更申請書ご記入の際、訂正があった場合は必ず訂正印での修正もしくはご署名をお願い致します。
・本申請手続きに関するご連絡は全て管理担当者情報に登録されておりますE‑mailアドレス宛となります。
・ドメイン名登録者情報変更手続きは手数料が発生致します。 登録者情報変更手数料 ¥1,029（税込み）
・本申請書では管理担当者情報、経理担当者情報、技術担当者情報の変更は受付できません。 変更が必要な場合はアカウント
マネージャーDOMNavi http://www.onamae.com/navi/ よりご変更下さいます様、お願い致します。

申請ドメイン名

onamae.com

ユーザーID

NIC‑12345678

□ドメイン登録者情報変更同意書
・必ず規約にご同意の上、現在のドメイン登録者様（Registrant organization）がご署名、ご捺印下さい。
登録名義に応じ、下記(1)(2)のいずれか一方にご記入下さい。

(1)個人登録の方

・お名前.com ドメイン登録規約 http://www.onamae.com/other/agreement/registration/
・お名前.com 統一ドメイン名紛争処理方針 http://www.onamae.com/other/agreement/dispute/
忘れずにご捺印
私は上記規約を読み同意しました。私はこのドメインの現在の登録者であり、本情報変更申請に責任を持つこ
とを誓います。また、本変更にかかる費用を支払うことに同意します。

下さい。

登録者名：
登録者署名

お名前 太郎

登録者名（英語表記）：TARO ONAMAE

【現在の正式登録名称にて署名/捺印をお願い致します。】
印

お名前 太郎
(2)法人登録の方

2004 年 8 月 25 日

・お名前.com ドメイン登録規約 http://www.onamae.com/other/agreement/registration/
・お名前.com 統一ドメイン名紛争処理方針 http://www.onamae.com/other/agreement/dispute/
私は上記規約を読み同意しました。私はこのドメインの現在の登録者であり、本情報変更申請に責任を持つこ
とを誓います。また、本変更にかかる費用を支払うことに同意します。
登録組織名：
登録組織名（英語表記）：
登録組織代表者名：
登録組織署名

登録組織代表者名（英語表記）：

【現在の正式登録名称にて署名/捺印をお願い致します。】
実印
年
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月

日

新しい登録者情報（日本語情報・英語情報）を記入して下さい。
□新しい登録者情報

※FAX 番号以外は全て必須項目となります。変更がない場合も全て

・新たにドメイン登録情報としてWHOISに公開される情報となります。「FAX番号」以外は全て必須となります。記入漏れがある場合は不
ご記入ください
備扱いとなりますのでご注意下さい。
■英語登録情報
国（Country）

日本

■日本語登録情報

□米国

□その他（国名：

）

郵便番号（Postal Code）

150‑8512

都道府県（State）

Tokyo

東京

市町村区（City）

Shibuya‑ku

渋谷区

番地（Street1）

26‑1 Sakuragaoka‑cho

桜ケ丘町 26‑1

建物名等（Street2）

Cerulean Tower

セルリアンタワー

電話番号/ FAX番号

（電話番号）03‑XXXX‑XXXX

E‑mailアドレス

（FAX番号）03‑XXXX‑XXXX

dom‑owner@onamae.com

● 提出書類に関する注意事項 ●
・下記１〜３の書類をすべてご用意の上、一括して弊社指定の送付先に宛お送り下さい。
・提出書類のご送付につきましては、確実を期するため必ず配達履歴が明確に残る方法（配達証明郵便、宅配便等）をご利用下さい。そ
れ以外の方法（普通郵便等）をご利用の場合で発生した事故に関して弊社では責任を負いかねます。
・書類送付にかかる費用は、恐れ入りますがお客様にてご負担下さい。
・提出頂きました書類は返却致しませんので、予めご了承下さい。

● 提出書類一覧 ●
１．本申請書（A‑1ページからA‑3ページまで、.usドメインの場合は、A‑4ページまで）
該当項目に漏れなくご記入・ご捺印下さい（コピー不可）。
２．登録ドメインのWHOIS情報
お名前.com WHOISドメイン検索 http://www.onamae.com/domain/whois/ にて表示される内容をプリントアウトして下さい。
３．証明書類
・現在の登録者情報（WHOIS記載の登録者情報）の内容が確認できるものが必要となります。お送り頂いた証明書類で登録者の認証が
できない場合は、証明書類の追加提出をお願いすることがございますのでご了承下さい。
・「住所変更」の場合は、「現在登録されている住所」に加え「変更後の住所」が明記されている証明書類も必要となります（別々で
も構いません）。「改名」の場合は、「現在登録されている氏名」に加え「改名後の氏名」が明記されている証明書類も必要となり
ます（別々でも構いません）。いずれの場合も、一方のみの証明では不十分となりますのでご注意下さい。
・個人名義での登録の場合、証明書類としてご利用頂けるものは下記①〜⑥のいずれか１つとなります（いずれもコピー可）。
①運転免許証 （有効期限内のもの）
②印鑑登録証明書・③住民票の写し・④戸籍謄本 （いずれも発行から３ヶ月以内のもの）
⑤パスポート （住所の記載されているページもご提出下さい）
⑥外国人登録（済）証明書
・法人名義での登録の場合、証明書類としてご利用頂けるものは下記①・②のいずれか１つとなります（いずれもコピー可）。
①印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの） および 登録者名義の英語表記がわかるもの（名刺等）
②登記簿（発行から３ヶ月以内のもの) および 登録者名義の英語表記がわかるもの（名刺等）

● 送付先・お問い合わせ先 ●
〒150‑8512
東京都渋谷区桜丘町26‑1 セルリアンタワー12階
グローバルメディアオンライン株式会社
お名前.com ドメイン情報管理部 宛
連絡先E‑メールアドレス：dom-owner@onamae.com
営業時間：月〜金 10:00 〜 19:00 （日本時間）
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□料金課金用のクレジットカード情報
・下記の情報にて登録者情報変更手数料の課金を行います。お間違いのないようご記入下さい。
・クレジットカード番号が読み取れない場合は書類不受理となりますので、予めご了承下さい。

onamae.com

ドメイン名

料金

ドメイン登録者情報変更手数料 ￥1,029‑（￥980＋税￥49）

カード種別

□ VISA

□ MASTER

□ JCB

□ AMEX

□ DINERS

（該当種別を選択して下さい）

クレジットカード番号

1

2

3

4

―

5

6

7

8

― 9

0

1

2

― 3

4

5

6

（左詰めでご記入下さい）

カード名義人

TARO ONAMAE

（ローマ字でご記入下さい）

カード有効期限

2006 年12月

（カード表面記載のもの）

● 登録情報変更料金ご請求明細書/INVOICE の送信について ●
・弊社にて料金のお支払い手続き完了後、ご請求明細書「Invoice for Modification (Registrant)」を管理担当者様E‑mailアドレス宛
に送信いたします。実際のお引落し期日は各クレジットカード会社によって異なりますので、カード会社のご請求明細書とあわせてご
確認下さい。
・何らかの事情により課金が出来ない場合は、再度有効なクレジットカード情報のご提出をお願いすることがございます。予めご了承下
さい。

● 変更の内容について ●
・
下記、依頼項目を選択し、情報変更の事由についてご記入下さい。
住所変更
□その他（

変更項目

□E-メールアドレスの変更

電話番号の変更 □改名

□登録時のスペルミス
）

引越しの為
変更の詳細

● 備考 ●

※お名前.com から指示があった場合のみ記入して下さい。
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.US ドメインのお客様のみご記入下さい。 他のドメインは不要です。

●.us ドメインのお客様へ●
・.us ドメインは下記項目に該当する方のみ登録が可能です。お客様が該当されるカテゴリ、登録者国籍、登録目的を下記よりご選択
下さい。
なお、運用形態や登録情報の設定内容等を理由として、レジストリにより登録情報の変更やドメイン名の廃止手続きが行われる場合
がございますので、ご了承下さい。
お名前.com ドメイン登録規約 http://www.onamae.com/other/agreement/registration/
第 7 条（「USドメイン名登録サービス」に関する特則）

□米国民
□アメリカ合衆国もしくは米国所有地または領土の永住民
□主要居住地がアメリカ合衆国もしくは米国領土の者
□以下に該当する米国企業・団体

カテゴリ

A.

アメリカ合衆国の 50 州内、コロンビア特別区、もしくは米国領土内の法人組織

B.

アメリカ合衆国の 50 州内、コロンビア特別区、もしくは米国領土の法のもと組織化・構成され
ている（米国のもしくは米国の行政的小区域の連邦・州・地方政府または米国基盤の非営利団体
を含む）法人組織

□アメリカ合衆国もしくは米国所有地または領土に 正規に存在する 団体もしくは企業
アメリカ合衆国内で合法的活動（商品販売またはサービス、もしくはその他の事業・営利または
非営利もしくは非営利的な活動を含む）に定期的に関与している
□アメリカ合衆国内に事務所もしくは他の不動産を所有している
登録者国籍

日本 □米国 □その他（

）

登録目的

営利目的の商用 □非営利事業・クラブ・組合・宗教団体 □個人 □教育目的 □政府
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