
TikiTikiインターネットのレジストラ変更サービスでは、他のドメイン登録業者ですでに
取得しているドメイン名の情報管理をTikiTikiドメインサービスに移転することができま
す。また、ドメイン転送サービスを使うと、利用プロバイダなどですでに開設している
ホームページへ独自ドメインでアクセスできます。

ドメイン転送サービスは、「ホームページ転送」と「メール転送」の２つのサービスが利用
できるオプションサービスです。

・申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵送でお申込みください。
・ご利用ドメインの契約期間満了日の1ヶ月以上前にお申込みください。
・gTLDはドメイン名登録後、60日間はレジストラ変更はできません。

※お申込方法、およびレジストラ変更手続の詳細についてはTikiTikiインターネットホーム
ページをご覧いただくか、TikiTikiインターネット インフォメーションセンターまでお問い
合わせください。

TikiTikiドメインサービス レジストラ変更のご案内

レジストラ変更とは

取扱いドメインの種類

■ 属性型JPドメイン co.jp or.jp ed.jp ac.jp

■ 汎用JPドメイン .jp

■ gTLD (一般トップレベルドメイン) .com .net .org .biz .info

ドメイン転送サービスについて

ホームページ転送
ドメインを使って、すでに開設済みのホームページにアクセスできるよう
になるサービスです。このサービスを利用すると、「http://www.オリジナ
ルドメイン名」で、すでに開設しているホームページを表示できます。

メール転送

ドメインを使ったメールアドレス宛にメールを送信すると、現在ご利用の
メールアドレスに自動転送するサービスです。転送先メールアドレスは、
インターネットプロバイダなどで利用しているメールアドレスを50組
まで設定できます。

料金

お支払方法について

お支払方法

ゆうちょ
コンビニ振込

● お客様からのご入金を確認後、レジストラ変更手続を進めさせていただきます。
● 申込書到着後、振込用紙をお送りいたしますのでお手元に届きましたらお振込み

ください。
※ドメイン転送サービスも同時申込される場合は、ドメイン転送サービスの
ご利用料金を含めた合計金額の振込用紙をお送りいたします。

◆ 入金確認について
ご入金の確認には通常で4～5日かかります。
お急ぎの場合は、ご利用料金をお振込み後、受領証(コピー可)をTikiTiki
インターネット事務局までFAXでお送りください。

宛先 ≫TikiTikiインターネット事務局

受領証FAX先≫０８６－２６５－９１１６

※余白部分に、お申込みご契約者名/ドメイン名/連絡先電話番号を記入して
ください。

口座振替

● 法人でお申込みの場合のみご選択いただけます。個人でのお申込みの場合はご選択
いただけません。

● 口座引落手数料220円/回(税込)を別途申し受けます。
●「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項をもれなく記入し、

申込書と一緒にTikiTikiインターネット事務局まで郵送してください。
※口座振替に関する注意事項および「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
記入方法は別紙「口座振替の手続について」をご参照ください。

請求書発行 ● 請求書発行手数料330円/回(税込)を別途申し受けます。

お申込みについて

ドメイン維持費用 ドメイン転送サービス レジストラ変更手数料

属性型JPドメイン 11,000円/年
（税込）

2,420円/年
(税込）

2,200円/回
(税込）

汎用JPドメイン
7,150円/年

(税込）

gTLD
3,850円/年
（税込）

▼ お問い合わせ先 ▼
TikiTikiインターネットインフォメーションセンター

0120-576-900

▼ 書類送付先 ▼
〒702-8035 岡山市南区福浜町1-26
株式会社エヌディエス



レジストラ変更の流れ

属性型JPドメイン 汎用JPドメイン gTLD

1 レジストラ変更のお申込 【お客様 → TikiTiki】

以下の書類をご用意いただき、TikiTikiインターネットまで
FAXまたは郵送してください。

【申請に必要な書類】
（１）レジストラ変更申込書
（２）本人性の確認が行える書類（※いずれか1点）【コピー可】

◎ドメイン登録者が個人の場合
運転免許証、マイナンバーカード(※表面のみ)

◎ドメイン登録者が法人の場合
登記簿謄本、印鑑証明書など【発行から3ヶ月以内のもの】

（３）預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
(※口座振替でお支払いの場合。原本を郵送してください。)

《申込書ご記入上の注意》
登録者・管理担当者につきましては、現在のWhois情報に登録
されている情報をご記入ください。
※現在のWhois情報とご記入の登録者・管理担当者の情報が
一致しない場合、お申込みを受付いたしかねます。
Whois ▼ ▼ ▼ https://whois.jprs.jp/

2 現レジストラへ手続 【お客様 → 現レジストラ】

現レジストラ(ドメイン登録業者)にレジストラ変更手続を行って
ください。
※手続方法については現レジストラへお問い合わせください。

TikiTikiインターネットよりJPRSへレジストラ変更手続を
行います。
※レジストラ変更手続の結果がわかるまで、最大10日程度の
お時間をいただきます。

4 変更結果のご連絡 【TikiTiki → お客様】

レジストラ変更の結果をお客様の連絡先メールアドレス宛に
通知します。

3 レジストリ(JPRS)へ変更手続 【TikiTiki】

1 レジストラ変更のお申込 【お客様 → TikiTiki】

以下の書類をご用意いただき、TikiTikiインターネットまで
FAXまたは郵送してください。

【申請に必要な書類】
（１）レジストラ変更申込書
（２）本人性の確認が行える書類（※いずれか1点）【コピー可】

◎ドメイン登録者が個人の場合
運転免許証、マイナンバーカード(※表面のみ)

◎ドメイン登録者が法人の場合
登記簿謄本、印鑑証明書など【発行から3ヶ月以内のもの】

（３）預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
（※口座振替でお支払いの場合。原本を郵送してください。)

《申込書ご記入上の注意》
登録者・管理担当者につきましては、現在のWhois情報に登録
されている情報をご記入ください。
※現在のWhois情報とご記入の登録者・管理担当者の情報が
一致しない場合、お申込みを受付いたしかねます。
Whois ▼ ▼ ▼ https://whois.jprs.jp/

2 現レジストラへ手続 【お客様 → 現レジストラ】

現レジストラ(ドメイン登録業者)にレジストラ変更手続を行って
ください。
※手続方法については現レジストラへお問い合わせください。

TikiTikiインターネットよりJPRSへレジストラ変更手続を
行います。
※レジストラ変更手続の結果がわかるまで、最大10日程度の
お時間をいただきます。

※申請ドメイン名の公開連絡窓口（Whois）に登録されている
メールアドレス宛に承認作業依頼のメールが送信されますの
でメールに記載のURLにアクセスし、承認作業を実施して
ください。

※現レジストラからお客様に対して、変更の意思確認を行う
メールが届く場合があります。意思表示を行わないと手続が
できませんのでメールを確認するようにしてください。

レジストラ変更の結果をお客様の連絡先メールアドレス宛に
通知します。

3 レジストリ(JPRS)へ変更手続 【TikiTiki】

4 変更結果のご連絡 【TikiTiki → お客様】

1 レジストラ変更のお申込 【お客様 → TikiTiki】

以下の書類をご用意いただき、TikiTikiインターネットまで
FAXまたは郵送してください。

【申請に必要な書類】
（１）レジストラ変更申込書
（２）本人性の確認が行える書類（※いずれか1点）【コピー可】

◎ドメイン登録者が個人の場合
運転免許証、マイナンバーカード(※表面のみ)

◎ドメイン登録者が法人の場合
登記簿謄本、印鑑証明書など【発行から3ヶ月以内のもの】

（３）預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
(※口座振替でお支払いの場合。原本を郵送してください。)

《申込書ご記入上の注意》
登録者・管理担当者につきましては、現在のWhois情報に登録
されている情報をご記入ください。
※現在のWhois情報とご記入の登録者・管理担当者の情報が
一致しない場合、お申込みを受付いたしかねます。
Whois ▼ ▼ ▼ https://www.internic.net/whois.html

現レジストラ(ドメイン登録業者)にレジストラ変更手続を行って
ください。
※手続方法については現レジストラへお問い合わせください。

3 レジストリ(JPRS)へ変更手続 【TikiTiki】

TikiTikiインターネットよりJPRSへレジストラ変更手続を
行います。
※レジストラ変更手続の結果がわかるまで、1週間～20日程度の
お時間をいただきます。

※上位組織より申請ドメイン名のAdminContact(管理担当者)
メールアドレス宛に承認作業依頼のメールが送信されますの
でメールに記載のURLにアクセスし、承認作業を実施して
ください。

※現レジストラからお客様に対して、変更の意思確認を行う
メールが届く場合があります。意思表示を行わないと手続が
できませんのでメールを確認するようにしてください。

※レジストラによっては意思確認メールが英語表記の場合が
ありますのでご注意ください。

レジストラ変更の結果をお客様の連絡先メールアドレス宛に
通知します。

2 現レジストラへ手続 【お客様 → 現レジストラ】

4 変更結果のご連絡 【TikiTiki → お客様】



手続きについて

● 現在の契約期間満了日の1ヶ月以上前までにお申込みください。
レジストラ変更手続中に契約期間満了となった場合、ドメインが無効になる可能性があります。

● 現レジストラ(ドメイン登録業者)へレジストラ変更(出)手続を行ってください。

契約期間について

汎用JPドメイン・属性型JPドメイン
gTLD

( .com .net .org .biz .info )

・契約期間は現レジストラでの契約期間満了日
までです。

・レジストラ変更時に手数料のみを申し受け、翌年
度更新の際にドメイン維持費用を申し受けます。

※同一登録者番号で複数のドメインを管理してい
る場合で、一部のドメインのみを移管する場合、
変更前のレジストラでの契約期間を引継ぎませ
ん。レジストラ変更時にはレジストラ変更手数料
とドメイン維持費用を申し受けます。

・契約期間はレジストラ変更手続完了後より
1年です。変更前のレジストラでの契約期間
は引継ぎません。

・レジストラ変更時にはレジストラ変更手数料
とドメイン維持費用を申し受けます。

・TikiTikiドメインサービスでの契約期間と
インターネット上のWhoisデータベースで
公開される有効期限は、合致しない場合が
あります。

レジストラ変更時の注意事項

必要書類

● レジストラ変更申込書
● 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（支払方法が口座振替の場合。原本を郵送してください。）
● 本人性確認が行える書類（※いずれか1点）【コピー可】

・個人契約の場合：運転免許証、マイナンバーカード（※表面のみ）
・法人契約の場合：登記簿謄本、印鑑証明書など 【発行から3ヶ月以内のもの】

ドメイン転送サービスのご利用について

・ドメイン転送サービスは、他のレンタルサーバサービスと併用できません。
・ドメイン転送サービスの各種設定は、レジストラ変更手続完了後に行っていただけます。
・契約期間およびお支払方法は、利用するドメインの契約期間・お支払方法と同一になります。
・契約期間中であってもドメイン転送サービスを解約し、再度申込みを行った場合は、
あらためてドメイン転送サービス料金が必要です。

・TikiTikiドメインサービスへレジストラ変更した属性型JPドメイン、汎用JPドメイン、gTLDで
ご利用いただけます。日本語JPドメイン名ではご利用いただけません。

・ドメイン転送サービスは当社指定の初期DNSサーバでのご利用が必須です。初期DNSサーバは、
レジストラ変更完了後にお送りする登録内容書に記載しています。その他のDNSサーバではご利用
いただけません。

・ホームページ転送およびメール転送の設定は、当社からお送りするご登録内容書、ご利用マニュアル
をご参照のうえ、設定してください。設定内容の反映までには、数時間から最大3日程度かかります。

・メール転送には、メールサーバはありません。インターネットプロバイダの送信サーバを利用して
ください。

ドメイン転送サービスのご案内 ▼ ▼ ▼ https://www.tiki.ne.jp/domain/transfer.html

お申込み時の注意事項

【汎用JPドメイン・属性型JPドメイン・gTLD共通】

・受付次第でレジストラ変更手続を開始いたします。
・手続完了までにかかる日数の詳細については、ご案内いたしかねます。お申込みから手続完了
までに最大1週間～20日程度かかる場合があります。

・レジストラ変更の手続きにあたっては、すべての情報が必要です。記入漏れがあるとドメイン
管理機関への申請手続ができません。また、必要書類の提出が必要です。

・「契約者情報」にご記入いただいた内容は、「公開連絡先窓口情報」として登録させていただき
ます。登録した内容は、インターネット上のWhoisデータベースで公開されますので正しい
情報を記入してください。

・Whois情報と申込書にご記入いただく「契約者情報」に相違がある場合は、レジストラ変更
手続をいたしかねます。WHOIS情報に変更がある場合は、ドメイン登録業者様にご連絡いただき、
情報を変更してください。

・申込者が未成年の場合、代表者欄に保護者の署名および捺印をお願いします。
・生年月日は個人契約の場合、契約者名の生年月日をご記入ください。法人契約の場合は、
代表者の生年月日をご記入ください。

・ご連絡先メールアドレスは必ず受信可能なメールアドレスをご記入ください。
・お申込みをキャンセルされた場合でも、手続完了後はレジストラ変更手数料を申し受けます。
また、申込書および提出していただいた書類の返却はいたしません。

【gTLD、汎用JPドメインのみ】

・手続開始から数日以内にメール「レジストラ変更申請受付のご連絡」が届きますので、内容を
ご確認のうえ、期限までに承認作業を行なってください。期限までに手続きをおとりいただけ
ない場合は、不承認となり、レジストラ変更申請は取り下げられますので、ご注意ください。

【gTLDのみ】

・レジストラ変更手続には「AuthCode」が必要です。事前に現在のドメイン登録業者様へお問い
合わせいただき、認証コード（AuthCode）を入手してください。（※1）

AuthCodeとは？ （※1）

不正なドメイン移管を防ぐために割り当てられているユニークなコードです。
「AuthCode」はそのドメインが登録されているドメイン登録業者によって管理されています。

ご利用にあたって

・契約は自動更新です。
・更新日前には、連絡先メールアドレス宛に契約更新のご案内をお送りします。
・本サービス料金のお支払いは1年に1回です。分割払いは受付しておりません。
・各種変更手続は会員サービスメニューより行っていただけます。はじめてTikiTikiドメインサー
ビスにお申込みいただいた場合は、レジストラ変更手続完了後に会員サービスメニューにログイン
するためのパスワードを設定していただく必要があります。パスワード設定方法はメール「レジス
トラ変更手続完了のご案内」に記載しておりますので、ご参照ください。
※ご利用サービス・変更手続内容によっては書面でのみ受付いたします。

・解約申請期限は契約期間満了日の31日前です。申請期限を過ぎて解約手続をおとりいただいた場合
は、次年度更新料金を申し受けます。



・申込者は、お申し込みいただくサービスの規約と注意事項について同意するものと
します。規約と注意事項につきましては、ホームページをご参照ください。
＜ http://www.tiki.ne.jp/kiyaku.html ＞

・本申込書に記載された個人情報は、「個人情報の取り扱いについて」に沿って
お取り扱いさせていただきます。なお、個人情報をご提供いただけない場合、
お申し込みいただいたサービスはご利用いただけません。

・申込者は、申込が承諾されない場合でも、本申込書は返却されないことを了承し
ます。

１．個人情報取扱事業者の名称
株式会社エヌディエス

２．個人情報保護管理者
企画事業部長 ＜連絡先＞TEL:086-265-9547 E-mail:privacy＠tiki.ad.jp

３．当社が取扱う個人情報の利用目的
当社では以下の目的の範囲において、個人情報を収集し利用いたします。
（１）お申し込みいただいたサービスの提供、ユーザーサポート業務、事務手続、

事務連絡を行なうこと
（２）営業活動を目的とした訪問、電話、電子メール、郵便等各種媒体により広告、

販売を行うこと
（３）迷惑メールの発信元確認および法律上照会権限を有する者からの照会を受

けた場合の調査を行うこと
（４）当社サービスの向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと

ならびに 景品等の送付を行うこと
（５）お客様から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、

郵便等を送付し、または電話すること
（６）その他、お客様から同意を得た範囲内の任意の目的で利用すること

４．当社が取扱う個人情報の委託に関する事項
当社は、上記利用目的の実施に必要な範囲で、ご提供いただいた個人情報の一部
を、契約等により個人情報を適切に管理するように義務づけた業務委託先に委託
する場合があります。

５．当社が取扱う個人情報の第三者提供に関する事項
（１）当社は、個人情報を、ネットワーク・サービスの提供に関わる範囲で、当社

と契約のある NTT 等電気通信事業者に適切な方法により媒体・データ等で開
示することがあります。

（２）当社は、料金に関する決済を行うため、クレジットカード番号、金融機関の
口座番号、口座名義等の個人情報を収納代行業者に郵送（紙媒体）および暗
号化された電子送信にて提供することがあります。なお、当社は、申込者ま
たは会員から提出されたクレジットカードに関する情報を、サービス解約時
より 5年間保存します。

（３）当社は、法律上照会権限を有する者からの照会を受けた場合、個人情報の
調査・提供を行う場合があります。

６．開示等の求めについて
当社は、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または
削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止（「開示等」という。）を
求められた場合には、適切、かつ迅速に対応いたします。開示等の請求は下記の
「個人情報保護問い合わせ窓口」で受け付けます。

（１）株式会社エヌディエス 個人情報保護問い合わせ窓口
・お電話による場合 TEL：086-265-9547 ※土日祝日を除く、10:00～18:00

とさせていただきます。
・電子メールによる場合 E-mail：privacy@tiki.ad.jp
・お手紙による場合 〒702-8035 岡山県岡山市南区福浜町 1-26
※直接ご来社いただいてのお申し出はお受けできかねますので、その旨

あらかじめご了承ください。
（２）認定個人情報保護団体の名称について

・認定個人情報保護団体の名称 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
苦情の解決の申出先：個人情報保護苦情相談室

住所：〒106-0032 東京都港区六本木 1-9-9
六本木ファーストビル 12F

TEL ：03-5860-7565 / 0120-700-779
※当社のサービスに関する問い合わせ先ではございません。

７．本人が個人情報を与えることの任意性および当該情報を与えなかった場合に本人
に生じる結果
個人情報の提供は任意です。記載していただいた個人情報が正確でない、または
不足がある場合は、サービスが提供できない場合があります。

株式会社エヌディエスの「個人情報保護方針」については下記 URL をご確認くだ

さい。

個人情報保護方針：http://www.tiki.ne.jp/privacy.html

誓約事項

個人情報の取り扱いについて

○株式会社エヌディエスは、2015 年 7 月、一般財団法人日本情報経済

社会推進協会(JIPDEC)から「プライバシーマーク」付与の認定を

受けました。

○プライバシーマークは、日本工業規格「JIS Q 15001:2006 個人情

報保護マネジメントシステム・要求事項」に適合して、個人情報

について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者に

付与されるものです。

○株式会社エヌディエスの運営する「TikiTiki インターネット」は、

「インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会」が

発行する「安全・安心マーク」使用許諾審査に合格しています。



TikiTiki ドメインサービス レジストラ変更申込書 【記入例】
同意事項
「誓約事項」および「個人情報の取り扱いについて」の内容を確認し、同意いただいたうえ、下記「同意して申込む」にチェックを入れてお申込みください。

■ 同意して申込む □ 同意しない

※上記いずれにもチェックなく申込みいただいた場合は、同意いただいたものとしお取り扱いさせていただきます。

契約者情報 ※公開連絡先窓口情報に契約者情報と同内容を登録させていただきます。
※公開連絡先窓口情報は、Whoisデータベースでインターネット上に公開される内容です。

フリガナ カブシキガイシャエグザンプル

契約者名
株式会社エグザンプル 印

※法人契約の場合は法人名を記入してください。

英語表記 example.co.ltd

住所
〒 702 － 8035

岡山市南区福浜町1-26

メールアドレス example@×××.ne.jp

TEL （ ０８６ ） ０００ －００００ フリガナ ソウム タロウ

FAX （ ０８６ ） ０００ －００００ 代表者名 総務 太郎 印

生年月日 西暦１９５０年 １ 月 １ 日 代表者役職 代表取締役

お客様番号

※他のTikiTikiサービスをご利用の場合

フリガナ ソウム ジロウ

担当者名 総務 次郎 印

支払方法 ※ご希望の支払方法をお選びください。

■ ゆうちょ・コンビニ振込

※入金確認後の手続きとなります。 □ 請求書発行を希望する

※請求書発行手数料が必要です。□ 口座振替

※法人契約の場合のみお選びいただけます。

記入日 西暦 2021 年 1 月 1日

ドメイン情報

ドメイン種類

■ 属性型JPドメイン (co.jp/or.jp/ed.jp/ac.jp)

□ 汎用JPドメイン (.jp)

□ gTLD (.com/.net/.org/.biz/.info)

フリガナ イーエックスエイエムピーエルイー.シーオー.ジェイピー

移管対象ドメイン名 example.co.jp

AuthCode(※gTLD移管時のみ） A012Bc34

※ドメイン登録業者様へお問い合わせいただき、記入してください。

オプション申込

□ ドメイン転送サービスと一緒に申込む

※管理画面にログイン後、メール転送先・ホームページ転送先を設定してください。

DNSサーバ詳細情報 ※ドメイン転送サービスをご利用の場合、お選びいただく必要はありません。

使用するDNSサーバ

■ TikiTikiインターネットホスティングサービス付属のＤＮＳサーバを利用

□ TikiTikiインターネットホスティングサービス付属のＤＮＳサーバ以外を利用
(※下記にDNSサーバ名/IPアドレスを記入してください。)

プライマリネームサーバ
サーバ名

IPアドレス
. . .

セカンダリネームサーバ
サーバ名

IPアドレス
. . .

DNS変更希望日
□ レジストラ変更手続完了後、すぐにDNSサーバを変更する

■ 後日、あらためてDNSサーバ変更申請を行う



TikiTiki ドメインサービス レジストラ変更申込書
同意事項
「誓約事項」および「個人情報の取り扱いについて」の内容を確認し、同意いただいたうえ、下記「同意して申込む」にチェックを入れてお申込みください。

□ 同意して申込む □ 同意しない

※上記いずれにもチェックなく申込みいただいた場合は、同意いただいたものとしお取り扱いさせていただきます。

契約者情報
※公開連絡先窓口情報に契約者情報と同内容を登録させていただきます。
※公開連絡先窓口情報は、Whoisデータベースでインターネット上に公開される内容です。

フリガナ

契約者名
印

※法人契約の場合は法人名を記入してください。

英語表記

住所
〒 －

メールアドレス

TEL （ ） － フリガナ

FAX （ ） － 代表者名 印

生年月日 西暦 年 月 日 代表者役職

お客様番号

※他のTikiTikiサービスをご利用の場合

フリガナ

担当者名 印

支払方法 ※ご希望の支払方法をお選びください。

□ ゆうちょ・コンビニ振込

※入金確認後の手続きとなります。 □ 請求書発行を希望する

※請求書発行手数料が必要です。□ 口座振替

※法人契約の場合のみお選びいただけます。

記入日 西暦 20 年 月 日

ドメイン情報

ドメイン種類

□ 属性型JPドメイン (co.jp/or.jp/ed.jp/ac.jp)

□ 汎用JPドメイン (.jp)

□ gTLD (.com/.net/.org/.biz/.info)

フリガナ

移管対象ドメイン名

AuthCode(※gTLD移管時のみ）
※ドメイン登録業者様へお問い合わせいただき、記入してください。

オプション申込

□ ドメイン転送サービスと一緒に申込む

※管理画面にログイン後、メール転送先・ホームページ転送先を設定してください。

DNSサーバ詳細情報 ※ドメイン転送サービスをご利用の場合、お選びいただく必要はありません。

使用するDNSサーバ

□ TikiTikiインターネットホスティングサービス付属のＤＮＳサーバを利用

□ TikiTikiインターネットホスティングサービス付属のＤＮＳサーバ以外を利用
(※下記にDNSサーバ名/IPアドレスを記入してください。)

プライマリネームサーバ
サーバ名

IPアドレス
. . .

セカンダリネームサーバ
サーバ名

IPアドレス
. . .

DNS変更希望日
□ レジストラ変更手続完了後、すぐにDNSサーバを変更する

□ 後日、あらためてDNSサーバ変更申請を行う


