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【重要なお知らせ】申込書類メール送付のお願い 

 

平素は弊社サービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。 

 

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症に関する状況と緊急事態宣言を踏まえ、弊社ではリモートワーク（テレ

ワーク）の適用範囲を広げつつ、継続的なサービス提供に努めております。 

(https://www.nttpc.co.jp/topics/important/2020/04/covid-19.html) 

 

通常郵送でのみ受け付けている各種申込書および必要な添付書類について、迅速にお客さまのお申し込みに対応

するため、電子データをメールで送信くださいますようお願いいたします。データスキャンできない場合は、ス

マートフォンカメラやデジタルカメラの撮影データでも構いません。 

原本提出が必要となりますため、「口座振替依頼書」については必ず郵送ください。「口座振替依頼書」以外は

郵送されなくても結構です。 

 

なお、何等かの事情により、郵送でのみお送りいただいた場合、弊社での処理に通常よりも時間がかかること、

ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

 

＊メールによる送信先 

  hp@nttpc.co.jp 

 

＊書類を郵送でお申込み頂く際の郵送先 

 「契約譲渡申込書」のみ、もしくは「契約譲渡申込書と口座振替依頼書をあわせて送付」される場合 

 

 

 

 

 別途に「口座振替依頼書」のみを送付される場合 

 

 

 

 

 

お手数をおかけして申し訳ございませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

〒105-0003 

東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B棟 11F 

株式会社NTTPCコミュニケーションズ WebARENA Suite担当 宛て 

〒135-0061 

東京都江東区豊洲 3-2-20 豊洲フロント 7F 

パーソルプロセス＆テクノロジー内 

（株）NTTPCコミュニケーションズ 料金センター 宛て 

https://www.nttpc.co.jp/topics/important/2020/04/covid-19.html
mailto:hp@nttpc.co.jp
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（契約譲渡申込書は 2枚目となります。） 

＜重要＞契約譲渡お申し込み手続きについて 

譲渡ご契約者さま・譲受ご契約者さまは、以下の事項にご注意願います。 
 
・ 本申込書には譲受先ご契約者さまの支払情報を記入いただく必要がありますので、次の順序でご記入されま
すようお願いいたします。 
 

譲渡ご契約者さまでの記入 ⇒ 譲受ご契約者さまでの記入 ⇒ NTTPCへ送付 
 
 
・ 請求書・口座振替支払いコースから請求書・口座振替支払いコースへの譲渡以外は受付できません。 
現在、クレジットカード支払いコースでご契約の場合は、譲渡ご契約さまにて先にお支払い方法を請求書・口座
振替支払いコースへ変更してから譲渡手続きをお願いいたします。 
なお、請求書・口座振替支払いコースへ変更後、再度クレジットカード支払いコースへ変更することはできませ
んのでご了承ください。 
 
・ 譲渡と同時に月払い⇔年一括払いのコース変更を行うことはできません。 
 
・ 必ず譲渡ご契約者さま、譲受ご契約者さま双方の印が必要となります。どちらかの印のみでは受け付けできま
せん。 

 
・ 本申込書を弊社にて受領確認後手続きをいたします。手続き完了後に改めて譲渡手続完了日をご連絡させて
いただきます。譲渡手続完了日をもって、弊社は契約譲渡を承諾したものとします。契約譲渡を承諾しない場
合には、その旨お知らせいたします。 

 
・ 譲渡手続き完了のご連絡は、⑤と⑨の連絡先メールアドレスに送信いたします。 

 
・ 譲渡手続き希望月がございましたら、記事欄にご記入ください。 

 
・ 契約譲渡手数料：2,000円（税別） 
契約譲渡手続き後の料金計算日に請求いたします。 
 
 

【SSLサーバー証明書申請代行をご利用いただいているお客さま】 

デジサート・ジャパン（旧：シマンテック）およびグローバルサインの SSL サーバー証明書申請代行をお申し込みさ
れている場合、申請済みの申請団体情報や申請担当者情報は認証局の情報となるため、譲渡手続きをされても
引き継がれません。 お手数ではございますが、次回更新のお申し込みの際に、新たな情報をご入力のうえ情報を
更新くださいますようお願いいたします。 
 

デジサート・ジャパン（旧：シマンテック）の SSL サーバー証明書申請代行をお申し込みされている場合、次回更新
の案内メールは、前回新規/更新のお申し込みをされた際にお客さまにてご入力いただいた「申請担当者情報」の
「E メールアドレス」宛てへお送りします。SuiteX サーバーご契約の際に登録される「連絡先メールアドレス」ではご
ざいません。 
 

 

【現在口座振替払いでご利用いただいているお客さま】 

現在、口座振替払いにてご利用中のお客さまは、一旦請求書払いへ変更しご利用料金を請求させていただきます。
口座振替払いをご希望の場合は、別途口座振替依頼書をご提出いただき、口座振替への支払方法変更を行って
ください。 

 

以上に同意の上、契約譲渡申込書を提出してください。 

上記以外に関しましては、元の契約者さまと契約譲渡先のお客さまにてご相談ください。 

弊社は関知いたしませんので、ご了承ください。 
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株式会社 NTTPCコミュニケーションズ 行 

WebARENA共用サーバホスティングサービス 利用規約を承諾の上、以下のとおり契約の譲渡を申し込みます。 

当社は、お客さまよりいただく情報を、「NTTPC 個人情報保護方針（http://www.nttpc.co.jp/privacy/index.html）」に基づき取り扱います。お申し込みに際しては、

「NTTPC個人情報保護方針」をご同意願います。 

〈太枠の中は必須項目ですので、必ずご記入願います。また該当する箇所の□を塗りつぶしてください。〉 申込年月日     年     月     日 

①お客さま番号 0.0.0.1-  

② IPアドレス    .    .    .     

  

③譲渡ご契約者さま名 

  (現契約者名) 
（※法人の方は法人名をご記入ください。） 

 

④譲渡ご契約者さま住所 
※ビル名・部屋番号・○○様方など省略せ

ずにご記入ください。 

〒  

⑤譲渡ご契約者さま連絡先担当

者さま 
 

(氏名)  

  

TEL  

連絡先メールアドレス  

⑥現契約の支払方法 

□ 請求書      □ 口座振替 

※ クレジットカード支払での譲渡は行えません。 

※ 口座振替の場合、譲渡にともない請求書払いへ変更となります。譲渡完了後に別途口座

振替依頼書をご提出ください。 

 

⑦譲受ご契約者さま名 
（※法人の方は法人名をご記入ください。） 

 
 

⑧譲受ご契約者さま住所 
※ビル名・部屋番号・○○様方など省略せ

ずにご記入ください。 

〒 

 

 

⑨譲受後の管理者さま 
管理者とは管理者用アカウントを使用して 譲渡後のサーバ

ーの管理を行う方のことです。弊社よりサービス提供上必要

なご連絡を行う場合のご連絡先となります。（※法人の方

はご利用部署名、ご担当者名までご記入くださ

い。） 

(氏名) 

 

TEL  

連絡先メールアドレス  
譲

受

後

の

支

払

情

報 

⑩請求書送付先名 
（法人の方は法人名、部署名、ご担当

者名までご記入ください。） 

□⑦譲受ご契約者さま名と同じ  □その他（⑩にご記入ください。） 

 

⑪請求書送付先住所 
※請求書による支払いの場合記入※

ビル名・部屋番号・○○様方など省

略せずにご記入ください。 

□⑧譲受ご契約者さま住所と同じ  □その他（⑪にご記入ください。） 

〒 

 

 

  

送付先 

 

 

問合せ先 

郵送でお送りください。 

〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目 14番 1号 興和西新橋ビルB棟 11階 

株式会社NTTPCコミュニケーションズWebARENA カスタマサポート担当宛 

お客さまサポート ： https://help.arena.ne.jp/hc/ja/ 

印 

印 
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 申込年月日     年     月     日 

①お客さま番号 0.0.0.1-  

② IPアドレス    .    .    .     

  

③譲渡ご契約者さま名 

  (現契約者名) 
（※法人の方は法人名をご記入ください。） 

 

④譲渡ご契約者さま住所 
※ビル名・部屋番号・○○様方など省略せ

ずにご記入ください。 

〒  

⑤譲渡ご契約者さま連絡先担当

者さま 
 

(氏名)  

  

TEL  

連絡先メールアドレス  

⑥現契約の支払方法 

■ 請求書      □ 口座振替  

※ クレジットカード支払での譲渡は行えません。 

※ 口座振替の場合、譲渡にともない請求書払いへ変更となります。譲渡完了後に別途口座

振替依頼書をご提出ください。 

 

⑦譲受ご契約者さま名 

  (譲受契約者名) 
（※法人の方は法人名をご記入ください。） 

 
 

⑧譲受ご契約者さま住所 
※ビル名・部屋番号・○○様方など省略せ

ずにご記入ください。 

〒 

 

 

⑨譲受後の管理者さま 
管理者とは管理者用アカウントを使用して 譲渡後のサーバ

ーの管理を行う方のことです。弊社よりサービス提供上必要

なご連絡を行う場合のご連絡先となります。（※法人の方

はご利用部署名、ご担当者名までご記入くださ

い。） 

(氏名) 

 

TEL  

連絡先メールアドレス  
譲

受

後

の

支

払

情

報 

⑩請求書送付先名 
（法人の方は法人名、部署名、ご担当

者名までご記入ください。） 

□⑦譲受ご契約者さま名と同じ  □その他（⑩にご記入ください。） 

 

⑪請求書送付先住所 
※請求書による支払いの場合記入※

ビル名・部屋番号・○○様方など省

略せずにご記入ください。 

□⑧譲受ご契約者さま住所と同じ  □その他（⑪にご記入ください。） 

〒 

 

 

  

送付先 

 

 

問合せ先 

郵送でお送りください。 

〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目 14番 1号 興和西新橋ビルB棟 11階 

株式会社NTTPCコミュニケーションズWebARENA カスタマサポート担当宛 

お客さまサポート ： https://help.arena.ne.jp/hc/ja/ 

 

支払コースは、変更することができません。 

請求書支払の場合、譲渡手続き完了日後の料金計算日より⑩⑪にご

記入頂いた情報へご請求いたします。 

現在口座振替の場合は、一旦請求書へ変更となります。口座振替を

希望される場合は、別途口座振替依頼書をご提出ください。 
法人の場合は、必ず法人印
をご捺印ください。 

印 

印 

印鑑は必須です。 
ご契約者さま名義の印鑑をご捺印ください。 
※ 印鑑とその名義が異なる場合は、 

印鑑証明書をあわせてご提出ください。 

 

現在連絡可能な担当者さま
の情報をご記入ください。 

記入例 


