
（Ⅰ）独自ドメインをご利用にならない場合（WAKWAKのサブドメインをご利用の場合）

【別紙①】 IPアドレス割当申請書

【別紙②】 担当者情報申請書

【別紙③】 属性型・地域型JPドメイン（*）/WAKWAKサブドメインまたはその他ドメイン利用申請書

【別紙⑤】 ホスト情報記載シート

（Ⅱ）属性型JP（新規・持ち込み）・地域型JPドメイン（*）（持ち込み）ご利用の場合

【別紙①】 IPアドレス割当申請書

【別紙②】 担当者情報申請書

【別紙③】 属性型・地域型JPドメイン（*）/WAKWAKサブドメインまたはその他ドメイン利用申請書

【別紙⑤】 ホスト情報記載シート

IPアドレスの割り当て申請・ドメイン取得/移行申請に必要な担当者情報をご記入くださ
い。この情報は個人ユーザで無い場合、インターネットに公開されます。IPアドレスを1個
提供するコースをお申し込いただく場合は、記入不要です。

「③．属性型・地域型JPドメイン（*）またはWAKWAKサブドメイン利用申請書」へ記載した
WAKWAKサブドメイン名（第一希望ドメイン名）と、本シートに記入するホスト名でDNSを
設定いたします。それぞれのホストにはレコードを複数設定することが可能です。A,PTR
レコードについては最低限必要な正引き・逆引きレコードですので設定するようにご記入

WAKWAKサブドメインを利用する場合は、「3．独自ドメインを利用しない」に丸をつけてく
ださい。その上で、ご希望のサブドメインを第1～3希望までご記入ください。なお、ご利用
いただけないサブドメイン名もございますのでご注意ください。

いままで日本において取得いただいていた【co, go, ac, or, gr, ad, ed】などのドメインにつきまし
て、新規取得および他ISPから持ち込みを希望される場合は以下の書類をご記入いただきご送
付ください。「持ち込み」とは指定事業者のNTT-ME（XePhion）への変更を意味します。NTT-ME
（XePhion）を指定事業者に変更しない場合は、お客様にてホスト情報変更およびネームサーバ
情報の変更を行っていただく必要があります。(NTT-ME（XePhion）が指定事業者でない場合、
変更申請は行えません）

新規ドメイン・移行ドメインのドメイン名は必ずご記入ください。GRドメインは別途組織種
別を確認する書類をご提出いただくことになります。指定事業者変更を行われる場合は
必要事項をご記入ください。

IPアドレスの割り当てに関してJPNIC申請に必要な情報をご記入ください。IPアドレスを1
個提供するコースをお申し込いただく場合は、 記載事項①ネットワーク名、②IPアドレス
割当申請書の記入不要です。

IPアドレスの割り当て申請・ドメイン取得/移行申請に必要な担当者情報をご記入くださ
い。この情報は個人ユーザで無い場合、インターネットに公開されます。IPアドレスを1個
提供するコースをお申し込いただく場合は、記入不要です。

* 地域型JPドメインにつきましては、2012年3月12日をもって新規申込受付およびドメイン名変更申込受付を
終了いたしました。

2022.4.26版

WAKWAKのプライマリDNSサーバをご利用される場合は、本シートにもご記入ください。
（お客様DNSサーバでドメインを管理される場合は本シートの記入は不要です。）

* 地域型JPドメインにつきましては、2012年3月12日をもって新規申込受付およびドメイン名変更申込受付を
終了いたしました。

IPアドレスおよびドメイン名申請に必要な書類について

エンタープライズサービスをお申し込みいただくにあたり、エンタープライズ入会申込書に加
えて以下の書類が必要です。

お客様がホスト情報に記入されたホスト名と、決定させていただいたサブドメインを元にお客様
IPアドレスの正・逆レコードを設定します。

IPアドレスの割り当てに関してJPNIC申請に必要な情報をご記入ください。IPアドレスを1
個提供するコースをお申し込いただく場合は、 記載事項①ネットワーク名、②IPアドレス
割当申請書の記入不要です。



（Ⅲ）汎用ＪＰドメイン（新規・持ち込み）ご利用の場合 

【別紙①】 IPアドレス割当申請書

【別紙②】 担当者情報申請書

【別紙④】 汎用JPドメイン利用申請書

【別紙⑤】ホスト情報記載シート

（Ⅳ）その他のドメイン（com,net,org等）を利用する場合 

【別紙①】 IPアドレス割当申請書

【別紙②】 担当者情報申請書

【別紙③】 属性型・地域型JPドメイン/WAKWAKサブドメインまたはその他ドメイン利用申請書

【別紙⑤】ホスト情報記載シート

汎用ドメインを新規に取得する場合は以下の書類が必要です。ただし、日本語汎用ドメインに関
してはWAKWAKのDNSサーバではご利用いただけません（セカンダリを含む）。「持ち込み」とは
指定事業者のNTT-ME（XePhion）への変更を意味します。NTT-ME（XePhion）を指定事業者に
変更しない場合は、お客様にてホスト情報変更およびネームサーバ情報の変更を行う必要があ
ります。(NTT-ME（XePhion）が指定事業者でない場合、変更申請は行えません）

WAKWAKのプライマリDNSサーバをご利用される場合は、本シートもご記入ください。（お
客様DNSサーバでドメインを管理される場合は本シートの記入は不要です。）

その他のドメイン(com,net,orgなど)のご利用を希望される場合は、お客様ご自身でドメインの設
定変更を行う必要があります。ドメインの設定変更（プライマリ・セカンダリDNSのIPアドレスの変
更など）につきましては、お客様が該当ドメインを取得されたレジストリサービス会社にお問い合
わせください。
また、これらのドメインに関してはDNSサーバの逆引きの権限委譲とセカンダリ設定のみ行いま
す。希望される方は、申請が必要です。希望されない場合(WAKWAKのプライマリDNSにドメイン
記載を希望される場合）は、お客様の正・逆のホスト名とドメイン名を「ホスト情報記載シート」に
基づいて設定いたします。

WAKWAKのプライマリDNSサーバをご利用される場合は、本シートもご記入ください。（お
客様DNSサーバでドメインを管理される場合は本シートの記入は不要です。）

汎用ドメインの新規取得をご希望の場合は、本シートにあるすべての内容をご記入くださ
い。汎用ドメインを既にお持ちで、NTT-ME（XePhion）に指定事業者変更を行われる場合
は、必要事項を記入してください。

IPアドレスの割り当て申請・ドメイン取得/移行申請に必要な担当者情報をご記入くださ
い。この情報は個人ユーザで無い場合、インターネットに公開されます。IPアドレスを1個
提供するコースをお申し込いただく場合は、記入不要です。

IPアドレスの割り当てに関してJPNIC申請に必要な情報をご記入ください。IPアドレスを1
個提供するコースをお申し込いただく場合は、 記載事項①ネットワーク名、②IPアドレス
割当申請書の記入不要です。

IPアドレスの割り当て申請・ドメイン取得/移行申請に必要な担当者情報をご記入くださ
い。この情報は個人ユーザで無い場合、インターネットに公開されます。IPアドレスを1個
提供するコースをお申し込いただく場合は、記入不要です。

新規ドメイン・移行ドメインのドメイン名は必ずご記入ください。GRドメインは別途組織種
別を確認する書類をご提出いただくことになります。指定事業者変更を行われる場合は
必要事項をご記入ください。

IPアドレスの割り当てに関してJPNIC申請に必要な情報をご記入ください。IPアドレスを1
個提供するコースをお申し込いただく場合は、 記載事項①ネットワーク名、②IPアドレス
割当申請書の記入不要です。



□エンタープライズＢＦ　１ □エンタープライズＢＦ　８ □エンタープライズＢＦ　１６

□エンタープライズＢＡ　１ □エンタープライズＢＡ　８ □エンタープライズＢＡ　１６

□エンタープライズＢＺ　１ □エンタープライズＢＺ　８ □エンタープライズＢＺ　１６

□エンタープライズＢＺ　３２ □エンタープライズＢＺ　６４

本申請書および「②担当者情報申請書」にご記入いただく情報は、IPアドレス割り当て管理業務のために社団法人日本
ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC）に提供する情報を含んでおり、NTT-MEからJPNICに対し提供します。
JPNICにおけるIPアドレス割り当て管理業務のために提供された情報の取扱いについては以下の文書をご参照下さい。
・「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」
　http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00998.html
上記内容に同意いただける場合は、右記の□をチェックしてください。
（同意いただけない場合、お申込いただけません）

①ネットワーク名
〇 〇 〇 - N E T

英大文字,数字,－（ハイフン）を使用して１２文字以内で記入してください

②IPアドレス割当申請書

〒 000 - 0000

※ご住所はマンション、ビル名まで正確な住所を記入してください

英語

③DNSサーバのご利用形態
プライマリDNSサーバ 1．お客様のプライマリDNSサーバを利用する

→※必ず「⑥ホスト情報記載シート」をご記入ください。

セカンダリDNSサーバ WAKWAKでセカンダリDNSをご用意します

お客様でセカンダリDNSをご用意ください

※網掛け部分は必ずご記入ください。（IPアドレスを1個提供するコースでは③の記入のみで構いません）

NTT-MEで属性型・地域型（*）JPドメイン、汎用型JPドメインの維持管理を行うには、NTT-MEにドメイン
の管理指定事業者を変更していただく必要があります。NTT-ME以外を指定事業者とする場合は、
JPNIC／JPRSにドメインの各種設定変更の依頼をNTT-MEでは行う事ができなくなりますのでご注意く
ださい。
* 地域型JPドメインは2012年3月12日を持って新規申込受付を終了いたしました。既得の地域型JPドメインの継続利用および

株式会社（組織種別の一覧は別紙を参照してください）

ふりがな

組織名

1．希望する

2．希望しない

2．WAKWAKのDNSを利用する

□□Blding.　7F　1-1-1△△△-ku　Tokyo　Japan　000-0000

Corporation（組織種別の英語表記一覧は別紙を参照してください、）

東京都〇〇区△△△1-1-1　□□ビル7階

〇〇〇株式会社（個人の場合は個人名）

〇〇〇かぶしきがいしゃ

【別紙①】 IPアドレス割当申請書

組織種別(Organization Type)

ご住所(Address)

組織名(Organization)

組織種別

ご希望のサービスにチェックを入れて下さい

ご住所

〇〇〇Corporation

 □

ご希望ネットワーク名

JPNICの登録情報等に関す
る取扱いに同意する

割り当てられたIPアドレスに任意のネットワー

ク名を記入してください。オールドネットワーク

をお持ちの方は、旧のIPアドレスの申請で利



①登録担当者情報 【登録担当者は申請組織に属する方のみです】
日本語で記入してください

登録担当名

部署名 肩書

電話番号 FAX番号

連絡先Eメールアドレス

JPNICハンドル

ご住所はマンション、ビル名まで正確な住所を記入してください

英語で記入してください

登録担当者名 [Last,First]

部署名(Division) 肩書(Title) general　manager

②技術連絡担当者情報
日本語で記入してください

技術連絡担当者名

〒000-0000

部署名 肩書

電話番号 FAX番号

連絡先Eメールアドレス

JPNICハンドル

ご住所はマンション、ビル名まで正確な住所を記入してください

英語で記入してください

技術連絡担当者名[Last,First]

部署名(Division) 肩書(Title) Staff

※網掛け部分は必ずご記入ください。

* 地域型JPドメインは2012年3月12日を持って新規申込受付を終了いたしました。既得の地域型JPドメイ
ンの継続利用および指定事業者変更はこれまでどおりお申し込みいただけます。

taro-waku@wakwak.com

ご住所(Address)

組織名(Organization)

ご住所(Address)

組織名

□□Blding.　10F　1-1-1△△△-ku　Tokyo　Japan　000-0000

東京都〇〇区△△△1-1-1　□□ビル10F

和久　花子

System　division

JPNICハンドルをお持ちの場合はJONICハンドルだけご記入いただければ他の項目の記入は不要です。

社員

03-XXXX-YYYY

hanako-waku@wakwak.com

システム部

03-XXXX-XXYY

【別紙②】 担当者情報申請書

IPアドレスの割り当て、各種ドメインの申請時に以下の情報を元に申請を行います。

組織名

ご住所

〇〇〇株式会社

①IPアドレス割当申請書と同じ場合は省略可

※汎用JPドメインのご利用をご希望の方は本書類と別紙④汎用JPドメイン利用申請書をご記入ください。
※属性型・地域型（*）JPドメインやWAKWAKサブドメインのご利用をご希望の方は本書類と別紙③ 属性型・地
域型JPドメイン/WAKWAKサブドメインまたはその他ドメイン利用申請書をご記入ください。

和久　太郎

□「ＩＰアドレス割当申請書」の住所と同じ　　□その他（この欄にご記入ください）

Waku,Hanako

組織名(Organization) 〇〇〇Corporation

ご住所

□□Blding.　10F　1-1-1△△△-ku　Tokyo　Japan　000-0000

general　affairs　department

〇〇〇株式会社

03-XXXX-XXXX 03-XXXX-YYYY

部長

JPNICハンドルをお持ちの場合はJONICハンドルだけご記入いただければ他の項目の記入は不要です。

□「ＩＰアドレス割当申請書」の住所と同じ　　□その他（この欄にご記入ください）

Waku,Taro

〇〇〇Corporation

総務部

□①登録担当者の情報と同じ　　□その他（以下の欄にご記入ください）

注意）割当てられたIPアドレス、ドメインに関するす

べての責任は運用責任者にかかるものとなります。

個人以外のお客様の場合、JPNICルールに則り、

JPNICハンドルをお持ちの方は氏名・住所・連絡先

等の情報がすでに登録されていますので、JPNIC

JPNICハンドルをお持ちの方は氏名・住所・連絡先

等の情報がすでに登録されていますので、JPNIC

ハンドルの記載だけで他の欄の記入は必要ありま

申請するネットワークに関する事務的、技術的等

の全般的な問い合わせに対応する方の情報を記

入してください。個人以外のお客様の場合、JPNIC



本申請書にご記入いただく情報は、JPドメイン名の登録にあたり、JPドメイン名の管理組織である株式会社日本
レジストリサービス（JPRS）が必要とする情報であり、NTT-MEからJPRSに対し提供します。
JPRSにおけるJPドメイン名登録情報等の取扱いについては以下の文書をご参照ください。

・「属性型・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」　http://jprs.jp/doc/rule/rule.html

・「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」　http://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html

上記内容に同意いただける場合は、右記の□をチェックしてください。

（同意いただけない場合、お申し込みいただけません）

①お客様ドメイン情報
1．新規に属性型JPドメインを申請する。

2．既得の地域型JPドメイン（*）、その他ドメインを利用する。（指定事業者変更　する　・　しない　）

3．独自ドメインを利用しない。(WAKWAKサブドメインを使う）

＜ドメイン名＞ 【英小文字,数字、－（ハイフン）を使用して3～63文字内でご希望の独自ドメインを記入してください】
上記で1、2を選択されたお客様

WAKWAKサブドメインご希望のお客様

　・ご利用いただけないサブドメイン名については、「⑥別紙資料」をご確認ください。

　・新規に属性型JPドメインの取得を希望されるお客様は下記の項目にご記入願います。

　・上記で「2.既得のドメインを利用する」または「3.独自ドメインを利用しない」を選択された方は下記の項目は記入不要です。

②ドメイン取得者組織情報
日本語で記入してください ■「IPアドレス割当申請書」の住所と同じ　　　□その他（この欄にご記入ください）

ふりがな

〒000-0000

連絡先Eメールアドレス

組織種別
ご住所はマンション、ビル名まで正確な住所を記入してください

英語で記入してください

組織種別(Organization Type)

登記情報 取得申請者が個人の場合、「登記年月日」については記入不要ですが、「登記地住所」へは住民票等の住所を記入してください

※会社・組織が設立された年月日を西暦でご記入下さい

1999/4/1

③代表者情報 代表者が個人の場合は登記地住所に住民票等の住所を記入してください。GRドメインのみ全ての項目を記入してください

代表者氏名 肩書
英文 [Last,First] 登記年月日

登記地住所

④副代表者情報 GRドメインを申請される方のみ記入してください

副代表者氏名 肩書

英文 [Last,First] 登記年月日

登記地住所

※網掛け部分は必ずご記入ください。

　* 地域型JPドメインは2012年3月12日を持って新規申込受付を終了いたしました。既得の地域型JPドメインの継続利用および指定事業者変更はこれま
でどおりお申し込みいただけます。

【サブドメインご利用の方は、＊＊＊.usr.wakwak.ne.jpの＊＊＊の部分を記入してください】
【英大文字,数字、－（ハイフン）を使用して３～16文字内でご希望のサブドメインを記入してください。なお、－（ハイ
フン）の前後には英数字をご利用ください。】

　・既得のドメインを利用するお客様で、指定事業者変更をNTT-MEにされない場合、ドメインの維持管理費用を従来の指定事業者へお支払いいただき、
設定変更（ホスト情報変更・ネームサーバ情報変更）等につきましても従来の指定事業者へ行なっていただく必要があります。

東京都〇〇区△△△1-1-1　□□ビル7F

和久　次郎

組織名（Organization)

ご住所(Address)

登記地住所

〇〇〇かぶしきがいしゃ

〇〇〇株式会社

東京都〇〇区△△△1-1-1　□□ビル7階

taro-waku@wakwak.com

□□Blding.　7F　1-1-1△△△-ku　Tokyo　Japan　000-0000

Corporation

Waku,　Jiro

■JPRSの登録情報等に関する取扱いに同意する

GRドメインは、この他に代表者、副代表者の印鑑登録証明書および登録印鑑を捺印した申請書が別途必要です。

ご利用されるドメイン名

【別紙③】 属性型・地域型JPドメイン/WAKWAKサブドメインまたはその他ドメイン利用申請書

第一希望

第二希望

〇〇〇.CO.JP

第三希望

代表取締役社長

株式会社

〇〇〇Corporation

組織名

登記年月日

ご住所

新規取得希望のドメイン名を記入してください。すでに

取得されているか否かは「http://whois.nic.ad.jp」にて

お調べください。

ドメインをお持ちで、今回のIPアドレスで利用予定の

WAKWAKサブドメインをご希望の方は、ここにサブドメイン

の希望を記入してください。ご希望のサブドメインが利用

済みの場合は、再度サブドメインのご希望をお伺いいたし

GRドメイン取得ご希望の方は③代表者情報、④副代表者

情報の欄を全て記入してください。



本申請書にご記入いただく情報は、JPドメイン名の登録にあたり、JPドメイン名の管理組織である株式会社日本レジストリ
サービス（JPRS）が必要とする情報であり、NTT-MEからJPRSに対し提供します。JPRSにおけるJPドメイン名登録情報等の
取扱いについては以下の文書をご参照ください。
・「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」　http://jprs.jp/doc/rule/rule-wideusejp.html
・「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」　http://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html

上記内容に同意いただける場合は、右記の□をチェックしてください。
（同意いただけない場合、お申し込みいただけません）

①お客様ドメイン情報
1．新規に汎用JPドメインを申請する

2．既得のドメインを利用する ( 指定事業者を　NTT-ME（XePhion）　に変更※  する ・ しない ）
＜ドメイン名＞

〇〇〇.JP

1. REG-00-0000-0001 1. REG- 1. REG- 1. REG- 1. REG-

2　〇〇〇.JP
　  〇〇〇.JP
　　〇〇〇.JP

2 2 2 2

WAKWAK 3 3 3 3

4. 変更（　あり　・　なし　） 4. 変更（　あり　・　なし　） 4. 変更（　あり　・　なし　） 4. 変更（　あり　・　なし　） 4. 変更（　あり　・　なし　）

※既得のドメインを利用する場合において、同じ登録者番号ドメインが複数あり、NTT-MEへ指定事業者変更を依頼いただくと同じ

　登録者番号ドメインが全て指定事業者（NTT-ME）変更されてしまいますのでご注意ください。

②公開連絡窓口情報
日本語で記入してください

〒000-0000

連絡先Eメールアドレス1 taro-waku @ wakwak.com

連絡先Eメールアドレス2 @

連絡先Eメールアドレス3 @

電話番号1

電話番号2

電話番号3

FAX番号
ご住所はマンション、ビル名まで正確な住所を記入してください

英語で記入してください

③登録者情報

登録者名(英語）

〒　　　－
ご住所

連絡先Eメールアドレス taro-waku @ wakwak.com

電話番号

ＦＡＸ番号

部署名 総務部
ご住所はマンション、ビル名まで正確な住所を記入してください

※網掛け部分は必ずご記入ください。

登録担当者名

03-XXXX-YYYY

和久　太郎

03-XXXX-XXXX

東京都〇〇区△△△1-1-1　□□ビル7F

03-XXXX-XXXX

登録者名

ご住所

ご住所(Address)

〇〇〇株式会社

03-XXXX-YYYY

■JPRSの登録情報等に関する取扱いに同意する

【別紙④】 汎用ＪＰドメイン利用申請書

お名前

ご利用されるドメイン名

【英大文字,数字、－（ハイフン）を使用して3～63文字内でご希望の独自ドメインを記入してください】

・既得のドメインを利用するお客様で、指定事業者変更をNTT-MEにされない場合、ドメインの維持管理費用を従来の指定事業者へお支
　いただき、設定変更（ホスト情報変更・ネームサーバ情報変更）等につきましても従来の指定事業者へ行なっていただく必要があります。

〇〇〇Corporation

□□Blding.　7F　1-1-1△△△-ku　Tokyo　Japan　000-0000

お名前（英語)

<指定事業者情報>
1. 登録者番号: REG-
2. 同じ登録者番号のドメイン
3. 現在の指定事業者様
（差支えなければご記入ください）

4. 公開連絡窓口情報の変更

〇〇〇株式会社

新規に汎用JPドメインの取得を希望されるお客様および指定事業者をNTT-MEへ変更を希望されるお客様は下記のフォーマットにご記
入願います。

■「②公開連絡窓口情報」と同じ　　　□その他（この欄にご記入ください）

〇〇〇Corporation

同じ登録者番号で登録されている汎用JPドメインは、指定

事業者の変更を行うとすべて一緒に指定事業者変更が行

われますので、ご注意ください。

既得のドメインの場合、指定事業者（ドメインの管理する

新規取得希望の場合は、希望ドメイン名を記入してください。す

でに取得されているか否かは、「http://www.jprs.jp」にてお調べく

ださい。ドメインを持ち込まれる場合は、指定事業者変更を行っ

ていただく必要がありますので、お持ちのドメインを記入していた

指定事業者の変更を希望される方は、変更したいドメインの「登

録者番号」を記入してください。また、以前に登録した公開連絡窓

口情報を引き続き利用しますが、修正したい部分がありましたら

「②公開連絡窓口情報」に修正内容を記入してください。3の現在

の指定事業者様につきましては、未記入でも結構です。



ご契約者名 〇〇〇株式会社 ドメイン名　　　〇〇〇.CO.JP

No. ホスト名 レコード コメント

router A,PTR <IP　1>　router.gw等

gateway A,PTR <IP　2>

firewall CNAME gateway

fw CNAME gateway

dns1 A,PTR <IP　3>　DNSサーバ

ns1 CNAME dns1

mail A,PTR <IP　4>　mailサーバ

@ MX10 mail

www A,PTR <IP　5>

A,PTR

user1 A,PTR Client　PC

user2 A,PTR Client　PC

user3 A,PTR Client　PC

user4 A,PTR Client　PC

A,PTR

A,PTR

A,PTR

A,PTR

A,PTR

ご利用頂けるDNSレコードについて「A・MX・CNAME・PTR」レコードのみとさせて頂きます。
WAKWAKサブドメインをご利用の場合で、サブドメイン自体を正引きとして設定したい場合は
@をご利用ください。

15

13

14

5

6

7

8

11

12

3

4

9

10

【別紙⑤】ホスト情報記載シート

独自ドメイン、サブドメインをWAKWAKのプライマリDNSに記載する場合にのみ記入してください。

1
(router,gw等)

2

CNAMEレコードには「右辺」が必要です。

左辺のホスト名は別名としてどのような

名前かを記載します。この場合は、

Gatewayという名前を指定していますの

で、<IP 2>と同じIPアドレスだと解釈さ

れます。

MXレコードはメールサーバに設定しま

す。記載するときには、MXの右に数値を

付けます。この数値が小さいメールサー

バーへメールを送信しようとします。

「＠」を記載するとメールアカウントは

xxx@***.co.jpになり、「mail」とすると、
A，PTRレコードは、IPアドレスとホスト名

の正引き・逆引きの設定です。基本的に

正引きと逆引きは同じものを利用するた

め、このように記載します。

Aレコード：ホスト名からIPアドレスへの変換を行うための情報です。

PTRレコード：IPアドレスからホスト名へ変換を行うための情報です。Aレコードとペアで使

われます。

MXレコード：電子メールのドメイン名と送り先のホスト名を対応付ける情報です。

メールサーバが複数ある場合は、数値の低いものへメールを送信します。

CNAMEレコード：ホスト名の別名を定義する情報です。Aレコードで書かれたホスト名と



◆◆◆ご利用頂けないサブドメイン名の代表例◆◆◆ 

　　www、mail、ftp、ns、proxy 等プロバイダのサーバをイメージする単語及び、
　　各単語の後に数字が続くサブドメイン名は、ご利用いただけません。

◆以下と完全に一致するもの
　abuse　bin　bind　cgi　demo　dialer　dump　dumper　foo　ftp　ftp-bugs　games　guest
　hostmaster　info　information　ingres　kmem　mail　majordom　majordomo　man　manager
　marketing　ndtp　network　news　nobody　nogroup　ns　ntt-me
　operator　pop　postmaster　proxy　root　sales　security　signup　staff　superuser
　support　system　taro　tools　toor　tty　usenet　uucp
　wakwak　web　webmaster　wheel　wnn　www　xten
　※企業名や著名人の名前もご利用頂けません。

◆以下の文字列で終わるもの（例：mailer-daemon）  
　 admin 　daemon 
 
◆以下の文字列で始まるもの（例：wakwak-usr）  
　aeon　call　cci　cnc　cyberhome　dtn　owner-　paa　sctv　wak2　wakwak　xephion

【別紙⑥】別紙資料

A
C

医療法人

国立高専

公立高専 国際機関

O
R

宗教法人

監査法人 Audit Corporation

Social Welfare Corporation

Corporative

International Organization

外国政府機関

社会福祉法人

Foundation

Corporation

Medical Coporation

Religious Corporation

Foreign Government
Organization

JPNIC会員ネットワーク

組織種別と属性選択根拠対応表

大学共同利用機関

国立大学

公立大学

私立大学

学校法人

専門学校

私立高専

社団法人

Common Research

財団法人

Public Technical College

協同組合

National University

Public University

Private University

University

School Corporation
Private Technical College

Institute(Laboratory)

National Technical College

G
O

National Organization
Special Corporation

合資会社

合名会社

相互会社

株式会社

職業訓練法人

官庁

国立機関
特殊法人

Postal Personnel
Training Corporation

有限会社

Company

Limited Company

Limited Partnership

Corporation

Government Office

大学校

Professional School

Vocational School College
University

College

各種学校

JPNIC Member's Network
A
D

高等学校 High School

ネットワークサービスN
E Network Service

任意団体
（同好会など）

Private Oganization
Society

G
R

設立登記を行っていない団体

　3. ただし－（ハイフン）の前後には、英数字をご利用ください。
　4. ご使用になれないホスト名について、予告なしに変更する場合がございます。
　　あらかじめご了承ください。

Junior High School

Elementary School

A School for The Blind

A School for The Deaf

幼稚園

地方共同団体
地方共同団体の下部組織

(複数のED登録対象組織をまとめるもの)
Kindergarten

Local Public body

中学校

盲学校

聾学校
公立の教育ﾈｯﾄﾜｰｸ

小学校

Special Company
Foreign Company

個人 Personal

E
D

C
O

Unlimited Partnership

地
域
型

地方共同団体の組合 Local Public body
一部事務組合等 Local Public body

Local Public body

Public Education Network

　1. ホスト名の命名規則については3文字以上16文字以内で、先頭文字は英字のみのご指定に
　　なります。
　2. ご使用できる文字は、英数字（小文字）及び-（ハイフン）となります。

Mutual-aid Company

Credit Union

Credit Association

禁止サブドメイン名

信用組合

外国会社

信用金庫

特殊会社


