
年      月     日 

 

一般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 

理事長殿 

 

IPv4アドレス移転申請書 
 

 

移転元および移転先は JPNIC文書「IPv4アドレス移転申請手続き」に記したすべての事項に同意した

上で、両者合意のもと、IPv4アドレス空間の移転を申請いたします。 
 

 

◆対象 IPv4 アドレス空間：                                                           

 

◆申請する IPv4 アドレス移転の種類：下記の□のいずれかを■にしてください 

 

■ 1.1 JPNIC 契約組織間の移転 

□ 1.2. JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転 

□ 1.3. 移転対象レジストリ契約組織から JPNIC契約組織への移転 

 

◆移転後の「対象 IPv4アドレス空間」の管理種別： 
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.1. または 1.3.を選択した場合に、□のいずれかを■にしてください。1.2.の場合には不要です) 

 

■ 移転先は PAアドレスとして管理する (割り振りアドレスと同等の管理が求められます) 
  *IP アドレス管理指定事業者契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です 

□ 移転先は PIアドレスとして管理する (自組織への割り当てとして管理が求められます) 
  *プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です 

 

◆移転可能 IPv4 アドレスサイズ：                通知番号：            
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.1. で対象 IPv4 アドレス空間に国際移転アドレスが含まれる場合、または 1.3.を選択した場合に

記入してください) 

 

◆移転対象レジストリ：                  
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.2. または 1.3.を選択した場合に記入してください) 
 

 

(移転元) 

移転元組織名：__________________________________________ 

移転元組織代表者氏名：_____________________________（印） 

移転元組織担当者氏名：__________________________________ 

連絡先電子メールアドレス：______________________________ 

 

(移転先) 

移転先組織名：__________________________________________ 

移転対象レジストリでの略称：____________________________  

移転先組織代表者氏名：_____________________________（印） 

移転先組織担当者氏名：__________________________________ 

連絡先電子メールアドレス：______________________________ 

  

※「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の  
1.2.を選択 した場合のみ記入してください 

申請年月日を記入 2022 22 8 

192.0.2.0/24 

256 77777 

日本網情報株式会社 

網 太郎 

網 次郎 

jiro@example.co.jp 

株式会社台帳 

台帳 管之助 

台帳 花子 

db@example.com 

印 

印 

移転元組織の管理下として
JPNICデータベースに登録されて
いる IPv4 アドレスを記入 

事前に、移転可能 IPv4 アドレスの
通知を受けている場合、JPNIC か
らの通知に記載された内容を記入 

該当する□を■にする 

1.1 の□を■にする 

印鑑証明書と同じ印影の印を押印 

印鑑証明書と同じ印影の印を押印 

契約者情報の登録内容と一致する内容を記入 

契約者情報の登録内容と一致する内容を記入 

「1.1 JPNIC 契約組織間の移転」に該当する場合の 
IPv4 アドレス移転申請書記入例 



年      月     日 

 

一般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 

理事長殿 

 

IPv4アドレス移転申請書 

 

 

移転元および移転先は JPNIC文書「IPv4アドレス移転申請手続き」に記したすべての事項に同意した

上で、両者合意のもと、IPv4アドレス空間の移転を申請いたします。 
 

 

◆対象 IPv4 アドレス空間：                                                           

 

◆申請する IPv4 アドレス移転の種類：下記の□のいずれかを■にしてください 

 

□ 1.1. JPNIC契約組織間の移転 

■ 1.2. JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転 

□ 1.3. 移転対象レジストリ契約組織から JPNIC契約組織への移転 

 

◆移転後の「対象 IPv4アドレス空間」の管理種別： 
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.1. または 1.3.を選択した場合に、■のいずれかを☑にしてください。1.2.の場合には不要です) 

 

□ 移転先は PAアドレスとして管理する (割り振りアドレスと同等の管理が求められます) 
  *IP アドレス管理指定事業者契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です 

□ 移転先は PIアドレスとして管理する (自組織への割り当てとして管理が求められます) 
  *プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です 

 

◆移転可能 IPv4 アドレスサイズ：                通知番号：            
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.1. で対象 IPv4 アドレス空間に国際移転アドレスが含まれる場合、または 1.3.を選択した場合に

記入してください) 

 

◆移転対象レジストリ：                  
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.2. または 1.3.を選択した場合に記入してください) 
 

 

(移転元) 

移転元組織名：__________________________________________ 

移転元組織代表者氏名：_____________________________（印） 

移転元組織担当者氏名：__________________________________ 

連絡先電子メールアドレス：______________________________ 

 

(移転先) 

移転先組織名：__________________________________________ 

移転対象レジストリでの略称：____________________________  

移転先組織代表者氏名：_____________________________（印） 

移転先組織担当者氏名：__________________________________ 

連絡先電子メールアドレス：______________________________ 

  

※「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の  
1.2.を選択 した場合のみ記入してください 

申請年月日を記入 2022 22 8 

198.51.100.0/24 

移転元組織の管理下として
JPNICデータベースに登録されて
いる IPv4 アドレスを記入 

「1.2. JPNIC 契約組織から移転対象レジストリ契約
組織への移転」に該当する場合の 
IPv4 アドレス移転申請書記入例 

1.2 の□を■にする 

日本網情報株式会社 

網 太郎 

網 次郎 

jiro@example.co.jp 

印 

印鑑証明書と同じ印影の印を押印 

契約者情報の登録内容と一致する内容を記入 

Database Co., Ltd.(データベース株式会社) 

台帳 管之助 

台帳 花子 

db@example.com 

DATABASE-ARIN 

移転予定のレジストリの正式
名称または略称を記入 

移転対象レジストリでの契約組織
名を記入。日本語の組織名がある
場合には併記してください 
 

ARIN 



年      月     日 

 

一般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 

理事長殿 

 

IPv4アドレス移転申請書 

 

 

移転元および移転先は JPNIC文書「IPv4アドレス移転申請手続き」に記したすべての事項に同意した

上で、両者合意のもと、IPv4アドレス空間の移転を申請いたします。 
 

 

◆対象 IPv4 アドレス空間：                                                           

 

◆申請する IPv4 アドレス移転の種類：下記の□のいずれかを■にしてください 

 

□ 1.1. JPNIC契約組織間の移転 

□ 1.2. JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転 

■ 1.3. 移転対象レジストリ契約組織から JPNIC契約組織への移転 

 

◆移転後の「対象 IPv4アドレス空間」の管理種別： 
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.1. または 1.3.を選択した場合に、□のいずれかを■にしてください。2.の場合には不要です) 

 

■ 移転先は PAアドレスとして管理する (割り振りアドレスと同等の管理が求められます) 
  *IP アドレス管理指定事業者契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です 

□ 移転先は PIアドレスとして管理する (自組織への割り当てとして管理が求められます) 
  *プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です 

 

◆移転可能 IPv4 アドレスサイズ：                通知番号：            
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.1. で対象 IPv4アドレス空間に国際移転アドレスが含まれる場合、または 1.3.を選択した場合に

記入してください) 

 

◆移転対象レジストリ：                  
(「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の 1.2. または 1.3.を選択した場合に記入してください) 
 

 

(移転元) 

移転元組織名：__________________________________________ 

移転元組織代表者氏名：_____________________________（印） 

移転元組織担当者氏名：__________________________________ 

連絡先電子メールアドレス：______________________________ 

 

(移転先) 

移転先組織名：__________________________________________ 

移転対象レジストリでの略称：____________________________  

移転先組織代表者氏名：_____________________________（印） 

移転先組織担当者氏名：__________________________________ 

連絡先電子メールアドレス：______________________________ 

  

※「申請する IPv4 アドレス移転の種類」の  
1.2.を選択 した場合のみ記入してください 

申請年月日を記入 2022 22 8 

203.0.113.0/24 

移転元組織の管理下として移転対
象レジストリのデータベースに登録
されている IPv4 アドレスを記入 

256 88888 

事前に JPNIC から通知を受けた
「移転可能 IPv4 アドレスサイズ」
「通知番号」の内容を記入 

該当する□を■にする 

1.3 の□を■にする 

対象 IPv4 アドレス空間が現在
管理されているレジストリの正
式名称または略称を記入 

APNIC 

株式会社台帳 

台帳 管之助 

台帳 花子 

db@example.com 

印 

印鑑証明書と同じ印影の印を押印 

契約者情報の登録内容と一致する内容を記入 

「1.3. 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約
組織への移転」に該当する場合の 
IPv4 アドレス移転申請書記入例 

Japan Registry Inc.(日本レジストリ株式会社) 

廉治 須取男 

廉治 太郎 

regi@example.org 

移転対象レジストリでの契約組織
名を記入。日本語の組織名がある
場合には併記してください 
 


