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「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て、登録情報変更、返却申請手続きについて」新旧対照表 
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2.2 割り当て申請 

 

JPNICへの割り当て申請は、Web申請システムより必要事項を入力のう

え申請してください。 

 

 

 

『Web申請システム 一般申請者向けログインページ』 

    https://iphostmaster.nic.ad.jp/jpnic/dispguestlogin.do 

 

なお、申請資格の確認のため、個人情報に該当する情報を入力してい

ただく場合があります。 これらの情報は、申請資格の確認のためのみ

使用します。 なお、当センターが取得した情報は、「ＪＰＮＩＣのＩ

Ｐ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

2.2 割り当て申請 

 

 
 
JPNIC への割り当て申請は、以下の Web ページ上から ID・パスワード
を新規取得のうえ、必要事項を入力して申請してください。 
 

『Web申請システム 一般申請者向けログインページ』 

    https://iphostmaster.nic.ad.jp/jpnic/dispguestlogin.do 

 

なお、申請資格の確認のため、個人情報に該当する情報を入力してい

ただく場合があります。 これらの情報は、申請資格の確認のためのみ

使用します。 なお、当センターが取得した情報は、「ＪＰＮＩＣのＩ

Ｐ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
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則」に基づき取り扱われます。 

 

則」に基づき取り扱われます。 

 

審査および契約締結に際して、書面等での提出の指示があった場合に
は、下記宛にお送りください。 
 
〒101-0047 東京都  千代田区  内神田 2-12-6  内神田 OSビル 4F 
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 
事務局 IPアドレス担当宛 
 

(新設) 2.4 契約締結にあたって必要な資料等の提出 
 
前項の審議過程を経て、特殊用途用 IPアドレスの割り当てを行うこと
が適切であると判断された場合、JPNIC からプロバイダ非依存アドレ
ス割り当てサービス契約締結に際して必要な資料の提出を依頼しま
す。案内に従って、電子メールで JPNIC の指定する資料を提出してく
ださい。 
 
JPNIC と申込組織が電子的な契約書データをやり取りし、契約書デー
タに双方が電子署名を行うことで契約締結とします。この手続きは、
GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社が運営する電子契
約サービス「電子印鑑 GMOサイン」(以下、GMOサイン)を利用します。 
 
契約書データのやり取りおよび契約書データへの電子署名に際しての
詳細、GMO サインのアカウント登録または GMO サインで利用可能な電
子証明書の新規取得は、下記の Web ページを参照して申込組織自身で
確認や手続きを行ってください。 
 
  電子印鑑 GMOサインのはじめかた(GMOグローバルサイン・ホールデ
ィングス株式会社) 
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  https://www.gmosign.com/introduce/guide/ 
 
GMO サインで利用可能な電子証明書の取得の有無および契約への署名
者により、JPNIC へ提出する資料が異なります。詳細は以下を参照し
てください。 
 

電子証明書の有無 
 
契約への署名者 

GMO サインで利用可
能な電子証明書を取
得済 

GMO サインで利用可
能な電子証明書を未
取得 

代表者 a.代表者のメールア
ドレス 

b1.代表者のメール
アドレス 
b2.代表者のメール
アドレスが確認でき
る名刺の写し 
 

代表者以外 
(契約署名者) 

c1.代表者が発行し
た委任状または、契
約行為の委任が記載
された権限規定の写
し 
c2.契約署名者のメ
ールアドレス 

d1.代表者が発行し
た委任状または、契
約行為の委任が記載
された権限規定の写
し 
d2.契約署名者のメ
ールアドレス 
d3.契約署名者のメ
ールアドレスが確認
できる名刺の写し 
d4.契約署名者の在
籍証明書または社員
証の写し 
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2.4 契約料の納入、契約書の締結 

 

前項の審議過程を経て、特殊用途用 IPアドレスの割り当てを行うこと

が適切であると判断された場合に、JPNIC はその旨を申請担当者に通

知するとともに、「プロバイダ非依存アドレス割り当て規則」に定めら

れた契約料の納入手続、契約書の提出を案内します。 

 

『プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書』 

 

契約書は、乙の欄に契約者名記入および捺印の上、JPNIC 宛に 2 通返

信してください。 なお、その際に以下の書類もあわせて提出してくだ

さい。 

 

    法人の登記簿謄本(書面) 

    代表者印の印鑑証明書 (書面) 

 

契約料の納入、契約書等の提出が行われた後に、JPNIC は割り当て申

請手続を進め、データベースに登録した後そのアドレスを通知し、

JPNICで捺印済の契約書(1 通)を返信します。 

2.5 契約料の納入と契約書への署名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2.4 契約締結にあたって必要な資料等の提出]とあわせ、JPNIC は契
約料請求書を申込者に送付します。契約料は、「プロバイダ非依存アド
レス割り当て規則」に定められた金額を JPNIC の指定する口座へお振
り込みください。銀行振込手数料については、申込者の負担とします。 
 
JPNIC よりプロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書を作成
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し、[2.4 契約締結にあたって必要な資料等の提出]で提出された、代
表者または契約署名者の電子メールアドレス宛に電子署名のための
URL を送信します。代表者または契約署名者は GMO サインを利用して
電子署名を行ってください。電子署名の実施および契約料納入を確認
したのち、JPNIC において電子署名を行い、契約締結が完了します。
契約締結完了後に、その旨を代表者または契約署名者に送付します。 
 
 

2.5 書類提出先 

 

電子メール： ip-sercive@nir.nic.ad.jp 

書面：〒101-0047  東京都  千代田区  内神田 2-12-6  内神田 OS ビ

ル 4F 

      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 

      事務局  IPアドレス担当宛 

 

(削除) 

3.3 各項目の説明 

 

項目 記入の

要否 

記入内容 

(中略) 

Current Network 

Information: [ネ

ットワーク情報] 

[IP ネットワーク

アドレス] 

[ネットワーク名] 

[組織名] 

  

 

・現在登録されているネットワー

ク情報を記述してください。 

 

記入上の注意 

 

3.3 各項目の説明 

 

項目 記入の

要否 

記入内容 

(中略) 

Current Network 

Information: [ネ

ットワーク情報] 

[IP ネットワーク

アドレス] 

[ネットワーク名] 

[組織名] 

  

 

・現在登録されているネットワー

ク情報を記述してください。 

 

記入上の注意 
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[Organization] 

[郵便番号] 

[住所] 

[Address] 

[管理者連絡窓口] 

[技術連絡担当者] 

[Abuse] 

[ネームサーバ] 

[DS レコード] 

[通知アドレス] 

・[IP ネットワークアドレス]は、

現在有効なIPv6アドレスの表記方

法で記入してください。この項目

は変更できません。 

    例:2001:0DB8:0120::/48 

 

・[郵便番号]、[住所]、[Address]

の項目は、空欄としてください 

(後略) 

 

 

[Organization] 

[郵便番号] 

[住所] 

[Address] 

[管理者連絡窓口] 

[技術連絡担当者] 

[Abuse] 

[ネームサーバ] 

[DSレコード] 

[通知アドレス] 

・[IP ネットワークアドレス]は、

現在有効なIPv6アドレスの表記方

法で記入してください。この項目

は変更できません。 

    例:2001:db8:120::/48 
 

・[郵便番号]、[住所]、[Address]

の項目は、空欄としてください 

(後略) 

 

 

3.4 記入例 

 

以下に、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て情報変更申請

フォーム(IPv6アドレス用)への記述例を示します。 

 

郵便番号および住所の変更を希望している場合 

--------------------------------------------------------------

----------- 

# IPv6 CHANGE TEMPLATE V 4.1 # 

 

[契約組織名]                 学術ネット協議会 

[資源管理者略称]             ABC-DUP-NET 

 

Current Network Information: [ネットワーク情報] 

[IP ネットワークアドレス]     2001:0DB8:0120::/48 

[ネットワーク名]             ABC-DUP-NET 

3.4 記入例 

 

以下に、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て情報変更申請

フォーム(IPv6アドレス用)への記述例を示します。 

 

郵便番号および住所の変更を希望している場合 

--------------------------------------------------------------

----------- 

# IPv6 CHANGE TEMPLATE V 4.1 # 

 

[契約組織名]                 学術ネット協議会 

[資源管理者略称]             ABC-DUP-NET 

 

Current Network Information: [ネットワーク情報] 

[IPネットワークアドレス]     2001:db8:120::/48 
[ネットワーク名]             ABC-DUP-NET 
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[組織名]                     学術ネット協議会 

[Organization]               Science Council Net Conference 

[郵便番号] 

[住所] 

[Address] 

[管理者連絡窓口]             JG000JP 

[技術連絡担当者]             JG000JP 

[Abuse]                      abuse@***.ad.jp 

[ネームサーバ]               ns1.***.ad.jp 

[ネームサーバ]               ns2.***.ad.jp 

[DS レコード] 

[通知アドレス]               ichiro@nic.ad.jp 

 

Network Information: [ネットワーク情報] 

[ネットワーク名] 

[組織名] 

[Organization] 

[郵便番号]                   101-0047 

[住所]                       東京都 千代田区 内神田 3-6-2 

[Address]                    3-6-2, Uchikanda, Chiyoda-ku, 

                             Tokyo 101-0047, Japan 

(後略) 

 

[組織名]                     学術ネット協議会 

[Organization]               Science Council Net Conference 

[郵便番号] 

[住所] 

[Address] 

[管理者連絡窓口]             JG000JP 

[技術連絡担当者]             JG000JP 

[Abuse]                      abuse@example.ad.jp 
[ネームサーバ]               ns1.example.ad.jp 
[ネームサーバ]               ns2.example.ad.jp 
[DSレコード] 

[通知アドレス]               notice@example.ad.jp 
 

Network Information: [ネットワーク情報] 

[ネットワーク名] 

[組織名] 

[Organization] 

[郵便番号]                   101-0047 

[住所]                       東京都 千代田区 内神田 2-12-6 
[Address]                    2-12-6, Uchikanda, Chiyoda-ku, 
                             Tokyo 101-0047, Japan 

(後略) 

5. 割り当てられたアドレスの返却、契約の解約 

 

割り当てを受けた特殊用途用 IPアドレスを JPNICに対して返却する場

合の申請については、下記のフォームに必要事項を記述して、書面に

て送ってください。 

 

5. 割り当てられたアドレスの返却、契約の解約 

 

割り当てを受けた特殊用途用 IPアドレスを JPNICに対して返却する場

合は、[5.1 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約
解約フォーム]を参照して届け出を作成し、[9.問い合わせ]に示す電子
メールアドレスまで提出してください。 
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割り当てを受けたアドレスの返却申請は、その IPアドレスが割り当て

られた組織より行ってください。なお、申請する前に、その IPアドレ

スが、インターネット上で使用されていないことを確認してください。

JPNIC では申請された内容に関して、記入事項に不備がないことを確

認できた時点で返却申請が受理されたとし、同時に申請担当者に対し

て正式受理の旨を通知します。 

 

申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられま

せんので十分注意してください。返却および解約処理が完了した後、

申請者に対して通知いたします。返却および解約処理が完了した後は、

いかなる事由があってもその IP アドレスを利用することはできませ

ん。 

 

フォームは、[2.5 書類提出先]に記述されている書面の提出先に送っ

てください。 

 

 

割り当てを受けたアドレスの返却申請は、その IPアドレスが割り当て

られた組織より行ってください。なお、申請する前に、その IPアドレ

スが、インターネット上で使用されていないことを確認してください。 

 

5.1 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フ

ォーム 

 

(中略) 

                     申請者：住所 

                             法人名 

                             代表者役職 

                             氏名            (印) 

 

 

(後略) 

 

5.1 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フ

ォーム 

 

(中略) 

                     申請者：住所 

                             法人名 

                             代表者役職 

                             氏名 

                             代表者メールアドレス 

 

(後略) 
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5.2 各項目の説明 

 

・申請者の欄は、御社(団体)の代表権を持つ方の役職・氏名を記入し、

捺印してください。 

・捺印に使用する印鑑は、契約時に提出した印鑑証明書と同一のもの

を使用してください。 

 

# RETURN TEMPLATE V 1.1 #の記入方法 

項目 記 入 の

要否 

記入内容 

 

 

 

a. [IP ネットワーク

アドレス] 

 

 

必須 

 

 

 

返却するIPネットワークアド

レスを記入してください。 

b. [ネットワーク名] 必須 

現在 JPNIC データベースに登

録されているネットワーク名

をそのまま記入してくださ

い。 

f. [組織名] 必須 

現在 JPNIC データベースに登

録されている組織名をそのま

ま記入してください。 

[返却年月日] 任意 

アドレスの返却希望日があれ

ば記述してください。特にな

い場合は空欄でかまいませ

ん。その場合の返却日は、当

センターにおける処理日とな

ります。 

[契約組織名] 必須 契約者の組織名を記述してく

5.2 各項目の説明 

 

 

 

 

 

 

 

項目 記 入 の

要否 

記入内容 

申請者 必須 
契約組織において代表権を持
つ方の役職・氏名・メールア
ドレスを記入してください。 

a. [IP ネットワーク

アドレス] 
必須 

返却するIPネットワークアド

レスを記入してください。 

b. [ネットワーク名] 必須 

現在 JPNIC データベースに登

録されているネットワーク名

をそのまま記入してくださ

い。 

f. [組織名] 必須 

現在 JPNIC データベースに登

録されている組織名をそのま

ま記入してください。 

[返却年月日] 任意 

アドレスの返却希望日があれ

ば記述してください。特にな

い場合は空欄でかまいませ

ん。その場合の返却日は、当

センターにおける処理日とな

ります。 

[契約組織名] 必須  
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ださい。 

 

 

 

 

[資源管理者略称] 必須 

JPNIC データベースに登録さ

れている資源管理者略称を記

述してください。 

 

 

 

 

[解約理由]  
解約理由を記入してくださ

い。 

 

 

 
契約組織の契約者情報(契約
法人情報)中の[組織名]に登
録されている情報を記入して
ください。 

[資源管理者略称] 必須 

 
 
 
契約組織の資源管理情報中の
[資源管理者略称]に登録され
ている情報を記入してくださ
い。 

[解約理由] 任意 
解約理由を記入してくださ

い。 
 

(新設) 5.3 解約合意書への署名 
 
特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フォー
ムを受領した後、JPNIC よりプロバイダ非依存アドレス割り当てサー
ビス契約解約合意書を作成し、解約フォームに記載された代表者電子
メールアドレス宛に電子署名のための URLを送信します。代表者は GMO
サインを利用して電子署名を行ってください。 
 
電子署名の実施を確認したのち、JPNIC において電子署名を行い、契
約解約が完了します。解約完了後に、その旨を代表者メールアドレス
宛に送付します。 
 
割り当てを受けた特殊用途用 IP アドレスの返却およびプロバイダ非
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依存アドレス割り当てサービス契約の解約完了後は、いかなる事由が
あってもその IPアドレスを利用することはできません。 
 

 


