InfoSphere IPシリーズ変更申込書
【ご記入に関する注意事項】
ご契約内容をご記入ください
① から ③ は必須項目となっております。必ずご記入ください。
「④連絡先メールアドレス」には、弊社にご登録の「連絡先メールアドレス」またはInfoSphereにて発行のメールアドレス
をご記入ください。ご記入いただきましたメールアドレスに変更手続きの完了をご連絡いたします。なお、ご記入がない
場合、またはご記入いただいたメールアドレスが弊社にご登録のメールアドレスと異なる場合は、変更手続きの完了の

ご連絡は致しかねますのでご了承ください。
ご希望の変更内容をご記入ください
⑤ご契約者名
個人名の変更、組織名の変更・合併または分割・営業譲渡による地位の承継があった場合のみ手続きが行えます。
変更にあたっては、変更申込書とあわせて以下の書類を送付してください。
1 ）法人契約のお客様 登記簿謄本のコピー （旧会社名から新会社名への変更事実を証明する書類が必要）
2 ）個人契約のお客様 新しい姓名において身分が証明される書類のコピー
「①ご契約者名」には、変更後の組織名または個人名を記入・捺印してください。
変更内容の「⑤ご契約者名」には、旧契約者名と新契約者名の組織名または個人名を記入してください。
※別組織への変更や第三者への権利譲渡は、契約譲渡申込書をご利用ください。
⑦連絡先メールアドレス
IP1タイプ/IP8タイプ/IP16タイプのサービスが対象となります。ダイナミックタイプのサービスには連絡先メールアドレ
スはございませんので、対象外となります。
⑧お支払い方法
口座振替払いから請求書払いに変更される場合、「□ 希望する」にチェックをしてください。
※請求書払いから口座振替払いに変更される場合は、[預金口座振替依頼書]のみを送付してください。
https://www.sphere.ne.jp/documents/apply/account.pdf
⑪IPアドレスの再割り当て
InfoSphereから割り当てるIPアドレスは、指定された都道府県でのみ利用可能です。InfoSphereを利用する都道府県
が変更となる場合はIPアドレスの再割り当てが必要となりますので、「⑪ IPアドレス再割り当て」にチェックをした上、
変更後のご利用場所・電話番号を記入してください。
変更希望日には、IPアドレスの再割り当てを行う希望日を記入してください。
なお、「フレッツ」アクセスサービスの都道府県の区分が行政区分と異なる場合があります。行政区分の都道府県が変更にならない
場合でも、「フレッツ」アクセスサービスの都道府県区分が変更になる場合はIPアドレスの再割り当てが必要となります。
（例）ご利用場所の都道府県(行政区分)が東京都町田市の場合、利用するIPアドレスは “神奈川県” となります。
ご利用場所の都道府県が東京都23区内から東京都町田市に変更となる場合、IPアドレスの再割り当てが必要です。

※IPアドレス再割り当て前にお客様に割り当てていたIPアドレスは、IPアドレス再割り当て後に弊社への返却手続き
をいたします。
※弊社のDNSサービスをご利用の場合、IPアドレス再割り当て後に以下のDNS設定を解除します。
再割り当て後のIPアドレスでDNSサービスをご利用になる場合には、再度お申し込みを行ってください。
・DNSアウトソーシングサービスをご利用のお客様における「逆引きゾーン」
・セカンダリDNSサービスをご利用のお客様における「セカンダリDNSの逆引き設定」
・逆引きDNSの権限委譲
問合せ連絡先

≪ホームページ≫
https://www.sphere.ne.jp/
≪よくあるお問い合わせ≫
https://faq.nttpc.co.jp/?site_domain=infosphere
≪お客様サポート≫
https://www.sphere.ne.jp/support/
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InfoSphere IPシリーズ変更申込書

ご記入見本

株式会社NTTPCコミュニケーションズ 行
InfoSphere IP シリーズ利用規約を承諾の上、以下のとおり申し込みます。 印鑑は必須です。
ご契約の会社名・個人名をご記入ください。
ご契約名義の印鑑をご捺印ください。ゴム印、スタンプ印は
太枠の中をご記入ください。必ず黒のインクまたはボールペンでご記入ください。
また、「ご契約者名変更」の場合は、変更後の
ご利用いただけません。また、「ご契約者名変更」の場合は
また該当する箇所の□を塗りつぶしてください。
ご記入年月日：
年
月
「ご契約者名」をご記入ください。
変更後のご契約名義の印鑑をご捺印ください。

①ご契約者名

日

【必須】

(会社名または個人名)

②連絡先ご担当者 【必須】
(部署名)、(ご担当者名)は、法人
契約の場合のみご記入ください。
①でご記入の会社内のご連絡
先ご担当者をご記入ください。

株式会社インフォスフィア
（部署名）

印

第一営業部

（ご担当者）

姓 ：

東京

「ネットワークID」は請求書の裏面（ご請求内訳）、
「ネットワークID」は請求書の裏面（ご請求内訳）
「お客様番号」は請求書の表面または裏面（ご請求内訳）
「お客様番号」は請求書の表面または裏面（ご請求内訳）
に記載されています。
に記載されています。
名 ：
太郎

03-1234-5678

TEL 【必須】

is1234567
ab1.
sphere.ne.jp
③変更を希望する 【必須】 ネットワークID
＠
ネットワークIDまたは
お客様番号
０．０．０．１－
123456789
お客様番号
④変更手続完了の連絡先 ※弊社にご登録の「連絡先メールアドレス」、またはInfoSphereにて発行のメールアドレスをご記入ください。
メールアドレス

ご記入いただきましたメールアドレス宛てに変更手続きの完了をご連絡いたします。

（旧）欄に変更前のご契約者名
（新）欄に変更後のご契約者名 をご記入ください。
※ご契約者名変更の際には登記簿謄本のコピーなど添付書類が必要となります。
変更内容 （該当する項目に、変更後の内容をご記入ください。）
詳細は別紙【ご記入に関する注意事項】 ⑤-1）、⑤-2） をご参照ください。

⑤ご契約者名
（会社名または個人名）

請求書送付先も併せて変更する場合は⑨請求書送付先宛名、⑩請求書送付先住所にもご記入ください。

（旧）

※変更の事実を証明する書類を

株式会社NTTPC商事

あわせて送付してください。

⑥ご契約者住所

（新）
株式会社インフォスフィア

請求書送付先も併せて変更する場合は⑨請求書送付先宛名、⑩請求書送付先住所にもご記入ください。

〒123-4567
東京都○○区○○１－１ 東京ビル5階
⑦ご担当者
(部署名)、(ご担当者名)は、法人
契約の場合のみご記入ください。
⑤でご記入の会社内のご連絡
先ご担当者をご記入ください。

（部署名）

ご契約者名
ご契約者名
・ ご契約者住所のみ変更となります。
・ ご契約者住所のみ変更となります。
請求書送付先宛名
請求書送付先宛名
・ 請求書送付先住所を変更される場合は、
・ 請求書送付先住所を変更される場合は、
⑨請求書送付先宛名
⑨請求書送付先宛名
・ ⑩請求書送付先住所
・ ⑩請求書送付先住所
もご記入ください。
もご記入ください。

第一営業部

（ご担当者）

姓 ：

東京

名 ：

太郎

※連絡先メールアドレスの変更は、IP1タイプ/IP8タイプ/IP16タイプのサービスが対象となります。ダイナミックタイプは対象外です。

(連絡先メールアドレス)

お支払い方法の変更にあわせて、請求書送付先情報を変更する場合には、

TEL

03-1234-5678
⑨、⑩も記入してください。

⑧お支払い方法

口座振替から請求書払いに変更 (“請求書送付先の変更”欄もご記入ください)

⑨請求書送付先宛名

□ ⑤のご契約者名と同じ

□ 希望する
□ ⑦のご担当者名と同じ

□ その他（この欄にご記入ください。）

株式会社インフォスフィア
⑩請求書送付先住所

□ ⑥のご契約者住所と同じ

請求書送付先宛名・請求書送付先住所のみ変更となります。
請求書送付先宛名・請求書送付先住所のみ変更となります。
ご契約者名・ご契約住所を変更される場合は、
ご契約者名・ご契約住所を変更される場合は、
□ その他（この欄にご記入ください。）
⑤ご契約者名
⑤ご契約者名
・ ⑥ご契約住所
・ ⑥ご契約住所
もご記入ください。
もご記入ください。

〒123-4567
東京都○○区○○１－１ 東京ビル5階
IPアドレス再割り当ては IP1タイプ / IP8タイプ / IP16タイプ のサービス をご利用のお客様のみとなります。
⑪IPアドレス再割り当て
1. 変更後のご利用場所 （InfoSphereをご利用する場所の住所を市区町村郡まで記入してください。）
1枚目の注意事項を必ずお読み

東京

ください。

2. 変更後の電話番号

（

03

都道府県

○○

市区町村 郡

（InfoSphereをご利用する場所の電話番号を記入してください。）

）

1234

－

5678

3. 変更希望日

備考欄

（土曜日・日曜日・祝日は指定できません）
20XX
年
2月
1日
ご利用する都道府県が変更になる場合、必ずご記入ください。
1、 変更後ご利用になる都道府県・市区町村をご記入ください。
可能な限りご希望に添えるよう手続きを行いますが、場合によっては希望日に変更できない場合もございます。
2、 変更後のご利用場所の電話番号（電話番号が無い方はご利用場所の
あらかじめご了承ください。
市外局番＋市内局番）をご記入ください。
3、 変更希望日をご記入ください。（土日祝日は除く）

[個人情報保護方針について]
個人情報保護方針については、次のURLをご確認ください。 http://www.nttpc.co.jp/privacy/index.html
[送付先]
〒105-0003 東京都港区西新橋2-14-1 興和西新橋ビル B棟 11F
株式会社NTTPCコミュニケーションズ InfoSphere担当 行
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受付

登録

InfoSphere IPシリーズ変更申込書
株式会社NTTPCコミュニケーションズ 行
InfoSphere IP シリーズ利用規約を承諾の上、以下のとおり申し込みます。
太枠の中をご記入ください。必ず黒のインクまたはボールペンでご記入ください。

ご記入年月日：

また該当する箇所の□を塗りつぶしてください。

①ご契約者名

年

月

日

【必須】
印

(会社名または個人名)

②連絡先ご担当者 【必須】
(部署名)、(ご担当者名)は、法人
契約の場合のみご記入ください。
①でご記入の会社内のご連絡
先ご担当者をご記入ください。

（部署名）
（ご担当者）

姓 ：

名 ：

TEL 【必須】

sphere.ne.jp
③変更を希望する 【必須】 ネットワークID
＠
ネットワークIDまたは
お客様番号
０．０．０．１－
お客様番号
④変更手続完了の連絡先 ※弊社にご登録の「連絡先メールアドレス」、またはInfoSphereにて発行のメールアドレスをご記入ください。
メールアドレス

ご記入いただきましたメールアドレス宛てに変更手続きの完了をご連絡いたします。

変更内容 （該当する項目に、変更後の内容をご記入ください。）
⑤ご契約者名
（会社名または個人名）

請求書送付先も併せて変更する場合は⑨請求書送付先宛名、⑩請求書送付先住所にもご記入ください。

（旧）

（新）

※変更の事実を証明する書類を
あわせて送付してください。

⑥ご契約者住所

請求書送付先も併せて変更する場合は⑨請求書送付先宛名、⑩請求書送付先住所にもご記入ください。

〒

⑦ご担当者
(部署名)、(ご担当者名)は、法人
契約の場合のみご記入ください。
⑤でご記入の会社内のご連絡
先ご担当者をご記入ください。

（部署名）
（ご担当者）

姓 ：

名 ：

※連絡先メールアドレスの変更は、IP1タイプ/IP8タイプ/IP16タイプのサービスが対象となります。ダイナミックタイプは対象外です。

(連絡先メールアドレス)
TEL
⑧お支払い方法

口座振替から請求書払いに変更 (請求書送付先の変更がある場合は⑨、⑩の請求書送付先情報もご記入ください)

⑨請求書送付先宛名

□ ⑤のご契約者名と同じ

⑩請求書送付先住所

□ ⑥のご契約者住所と同じ

□ 希望する
□ ⑦のご担当者名と同じ

□ その他（この欄にご記入ください。）

□ その他（この欄にご記入ください。）

〒

IPアドレス再割り当ては IP1タイプ / IP8タイプ / IP16タイプ のサービス をご利用のお客様のみとなります。
⑪IPアドレス再割り当て
1. 変更後のご利用場所 （InfoSphereをご利用する場所の住所を市区町村郡まで記入してください。）
1枚目の注意事項を必ずお読み

都道府県

ください。

2. 変更後の電話番号

（
3. 変更希望日

市区町村 郡

（InfoSphereをご利用する場所の電話番号を記入してください。）

）

－

（土曜日・日曜日・祝日は指定できません）
年
月
日

可能な限りご希望に添えるよう手続きを行いますが、場合によっては希望日に変更できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

備考欄
[個人情報保護方針について]
個人情報保護方針については、次のURLをご確認ください。 http://www.nttpc.co.jp/privacy/index.html
[送付先]
〒105-0003 東京都港区西新橋2-14-1 興和西新橋ビル B棟11F
株式会社NTTPCコミュニケーションズ InfoSphere担当 行

<F-30-17>

受付

登録

