
Ｓａｎ－ｉｎＮｅｔドメイン名登録申込書 
以下の申請書の全ての項目にもれなく（日本語・英語共）ご記入ください。 

■登録希望ドメイン名 / Domain Name
ご希望のドメイン名は必ず第２候補まで必ずブロック体でご記入ください。

※例 QQQQ.RR.JP

第１候補 / First Choice 

第２候補 / Second Choice 

■登録済みドメイン名 （同一組織内において既にドメイン名を登録している場合、登録をしているドメイン名を記入してください）

■ドメイン名申請組織情報 / Domain Name Applicant Information （※記入もれのないようお願い致します）

組織名 

そしきめい（ふりがな） 

Organization 

住所  〒      － 

Address 

組織種別(株式会社等) Organization Type

登記年月日 

登記地住所 

*ドメイン名申請に代表権限のある方の情報をご記入ください。(代表取締役、理事長、会長、社長等) 

*The person who is responsible for domain registration.

■代表者情報 / Company CEO/President （必ず日本語・英語共にご記入ください/Both English and Japanese necessary）

代表者名 Name
(Last Name, First Name) 

役職 登記年月日
GR.JP のみ記入。代表者が組織名の場合、登記年月日をご記入ください。 

住所  〒      － 
GR.JP のみ記入。代表者が組織名の場合、登記住所をご記入ください。代表者が個人の場合、住民票の住所をご記入ください。 

*属性「GR.JP」をご希望の場合のみご記入ください。/Only applicable for GR.JP domains.

■副代表者情報 / Company President （必ず日本語・英語共にご記入ください/Both English and Japanese necessary）

副代表者名 Name
(Last Name, First Name) 

役職 登記年月日
副代表者が組織名の場合、登記年月日をご記入ください。 

住所  〒      － 
副代表者が組織名の場合、登記住所をご記入ください。副代表者が個人の場合、住民票の住所をご記入ください。 

セコム山陰株式会社 
インターネットサービスセンター

TEL:0852-23-9151 FAX:0852-27-8696 
E-Mail:support@secom-sanin.co.jp 

URL:http://www.miracle.ne.jp/ 



 

（注）登録担当者情報は申請組織内の担当者をご記入下さい。（COM ドメイン名取得希望は、E-Mail アドレス必須） 

■登録担当者情報 / Domain Name Contact （必ず日本語・英語共にご記入ください/Both English and Japanese necessary）

JPNIC Handle E-Mail 

氏名 Name(Last Name,First Name) 

組織名 Organization 

住所  〒      － Address 

部署 Division 

役職 Title 

TEL FAX 

 

■技術連絡担当者 / Technical Contact （必ず日本語・英語共にご記入ください/Both English and Japanese necessary） 

JPNIC Handle E-Mail 

氏名 Name(Last Name,First Name) 

組織名 Organization 

住所  〒      － Address 

部署 Division 

役職 Title 

TEL FAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*組織種別の選択肢：JP ドメイン名を構成する各属性は組織の持つ法的・外形的な位置付けを基に以下のように定義します。 

AC 
国立大学  公立大学  私立大学  大学共同利用機関  国立高専  公立高専  私立高専  学校法人 

専門学校  各種学校  大学校  職業訓練校 

GO 官庁  国立機関  特殊法人 

CO 株式会社  有限会社  合資会社  合名会社  相互会社  信用組合  信用金庫  特殊会社  外国会社 

OR 
財団法人  社団法人  医療法人  宗教法人  監査法人  社会福祉法人  特殊法人  農業協同組合 

生活協同組合  政党  政治団体等  国際機関  外国政府機関 

GR 任意団体  法人格を有しない団体 

NE ネットワークサービス 

ED 
保育園  幼稚園  小学校  中学校  高等学校  盲学校  ろう学校 養護学校  専修学校及び 

各種学校のうち主に 18 歳未満を対象とするもの 

地域型 地方公共団体  公立機関  個人 

 



（2022 年 4 月） 様式 ISP(個人情報) 

お客様の個人情報の取扱いについて 

１．個人情報の利用目的について 

セコムは、事業活動に関して、個人情報を次の各号の利用目的の達成に必要な範囲で取扱い、そのための措置を講じ 
ます。ただし、セコムの事業活動は多岐にわたりますので、事業内容に関するウェブサイトも併せてご覧ください。 

① お客様からの商品、サービスの申込受付

② 商品、サービス提供におけるご本人確認、ご連絡

③ お客様への商品の発送、サービスのご提供

④ お問合せ、ご相談への対応

⑤ お客様へのセコムグループ会社・提携会社の商品、サービス、イベント、キャンペーン、およびアンケートの

郵送、訪問等によるご案内やお客様のご興味等に合わせた広告配信

⑥ お客様への会報誌、景品等の送付

⑦ 市場調査

⑧ 事業活動で取得した個人情報やウェブサイト等での閲覧・行動履歴等の情報によるご興味・需要・満足度等のデータ分析

⑨ セコムグループ会社の商品、システム、およびサービスの研究、企画、開発、改良

⑩ お客様に適切と思われる商品、サービスのご案内、ご提供

⑪ 商談、面談およびこれに伴うご連絡

⑫ 委託元から受託した業務の履行

⑬ 法律に基づく個人情報の第三者提供

⑭ 契約審査、契約手続、お支払い手続等その他契約管理全般

⑮ セコムグループ会社の経営管理や各種リスク管理の適切かつ円滑な遂行

⑯ その他お客様のニーズに適切かつ円滑にお応えするため

※セコムグループ会社とは、セコム株式会社とその連結子会社および持分法適用会社をいいます。以下、同様です。 

※⑧の事業活動で取得した個人情報は「２.第三者提供について」（2）の各項目等を含みます。⑤⑨⑩⑪⑮⑯は⑧の分析によるものを含みます。 

２．第三者提供について 

（1）セコムは、次に掲げる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供いたしません。 

① 法令に基づく場合。

② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。

③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。

④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場

合で、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。

⑤ 学術研究機関等への学術研究目的での提供その他の法令の例外事由により許容されるとき。

（2）セコムは、上記「１.個人情報の利用目的について」の利用目的でセコムグループ会社と共同利用を行うため、「商品、 
サービス利用に際しご提供いただいた情報」（氏名、ご連絡先等）、「商品、サービス利用により取得した情報」（ご利 
用状況、機器等の取得情報等）、「ご利用いただいている商品、サービスに関する情報」（商品名やご利用場所等）、「実 
証実験など研究、開発を目的としてご提供いただいた情報または取得した情報」（氏名、機器等の取得情報等）、「お問 
合せ、訪問、作業、取引等によりセコムが取得した情報」（内容、ご対応者情報等）をセコムグループ会社と個人情報 
の取扱いに関する契約を締結したうえで、電磁的な方法等により提供することがあります。 
※共同利用の詳細については、個人情報保護方針（プライバシーポリシー）をご確認ください。

３．委託先の監督について 

セコムは、業務を委託する場合、利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を開示します。また、契約を締結し、個人 
情報に関連する法令およびガイドラインを遵守すべきことを条件とし、必要かつ適切な指導監督を行います。 

４．個人情報に関するお問合せ窓口 

個人情報に関するお問合せもしくは苦情があった場合は下記の窓口へご連絡ください。保有個人データの開示等の申 
し出についても対応いたします。 

会社名 窓口組織 
個人情報保護 
管理責任者 

受付電話番号 

セコム山陰株式会社 本社 総務部 総務部長 0852-23-6000 

※電話の受付時間は、平日の09:00～18:00とさせていただきます。

個人情報のご提供は任意です。ご提供いただけない場合、サービス提供に支障が生じることがありますのでご注意ください。 
個人情報保護方針（プライバシーポリシー）については、セコム各社のホームページ等でご確認ください。 
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