
Attention: Licence Holder,

Re: Transfer of ＜ドメイン名＞

Reference: ＜移管番号＞

The current registrar of record for this domain name is  ＜現在の管理レジストラ名＞

Melbourne IT LTD , an ICANN accredited Registrar, has received a request from our authorised Reseller ＜
RESELLER_NAME＞、＜RESELLER_URL＞, who acts as manager of your domain name, on ＜日付＞ for us to 
become the new Registrar of Record. 

You have received this message because you are listed as the Registered Name Holder or Administrative 
contact for this domain name in the WHOIS database. 
Please read the following important information about transferring your domain name:

* You must agree to enter into a new Registration Agreement with us. You can review the full terms and 
conditions of the Agreement at http://www.melbourneit.com.au/cc/transfer/accept?tid=j-
ba.k8&dn=amiyvfuxtnez&

* Once you have entered into the Agreement, the transfer will take place within five (5) calendar days unless 
the current registrar of record denies the request. 

* Once a transfer takes place, you will not be able to transfer to another registrar for 60 days, apart from a 
transfer back to the original registrar, in cases where both registrars so agree or where a decision in the 
dispute resolution process so directs. 

If you WISH TO PROCEED with the transfer, you must respond to this message via the below method (note if 
you do not respond by ＜日付＞, ＜ドメイン名＞ will not be transferred to us)

Please go to our website 
http://www.melbourneit.com.au/cc/transfer/accept?tid=j-ba.k8&dn=amiyvfuxtnez& to confirm.

If you DO NOT WANT the transfer to proceed, then don't respond to this message.

If you have any questions about this process, please contact your Reseller at ＜RESELLER_PUBLIC_EMAIL
＞

PLEASE NOTE
------------------------------------------------------------------
Acceptance of this transfer request also involves renewing your Domain Name(s) for a further 1 year(s). If 
you have recently ordered a renewal with our above-mentioned Reseller, this transfer may be part of that 
arrangement. There are no extra fees payable by you to us beyond the fees already arranged between you 
and our Reseller.
------------------------------------------------------------------

Kind Regards,
________________________________________________
Melbourne IT Ltd 'Trusted for Online Success'
_________________________________________________
ABN           : 21 073 716 793
Trading as  : Internet Names WorldWide (INWW)
Internet Names Australia (INA)
Support     : www.melbourneit.com.au/contacts/support.php
Website     : www.melbourneit.com.au
Offices     : Melbourne, San Francisco, Madrid, London, Stockholm, Paris
and Amsterdam 
Head Office : Level 2, 120 King Street
Melbourne  Victoria  Australia  3000
________________________________________________

◆レジストラ変更の承認方法

①ぷららにて指定事業者変更変更の申請を行うと、お客様宛て（Admin Contactメールアドレ
ス宛て）に以下の英語のメールが届きます。レジストラ変更申請を進めるための承認作業を
行いますので、本文内のURLをクリックしてください。

From（送信者）：notices@melbourneit.com.au
To: ＜AdminContactメールアドレス＞
Subject（件名）：Domain Name Transfer Of :＜ドメイン名＞ Request for Confirmation

このリンクをクリックして承認ページへ

【訳】このレジストラ変更を進める場合には、
上記リンクにアクセスして、承認作業をして下さい。
※＜日付＞までに作業が行われない場合、＜ドメイン名＞

のレジストラ変更申請は取り下げられます。

②メールに記載のURLにアクセスすると、メルボルンＩＴのＷＥＢページへアクセスします。
※メルボルンＩＴはぷららのドメイン登録管理機関です。
下記の手順に従って、承認作業を行ってください。

（1）契約者名をアルファベットで入力して下さい。
例)  Plala Networks, Inc.

お客様のドメイン名○○○を現在のドメイン管理事業者からぷらら配下へ、
ドメイン管理事業者の変更依頼が発出されました。

私、＜ ＞は○○○のドメイン契約者としてメルボルンIT社へのドメイン管理事業者変更を申請致します。

１．私はドメイン契約者として現在のドメイ
ン管理事業者よりメルボルンIT社へ管
理事業者を変更することを承認致しま
す。

２．私はドメイン管理事業者の変更により
以下の事項に同意します。
ⅰ.ドメイン契約残存期間の新たなドメ

イン管理事業者窓口として、MIT
社の規約を 遵守致します。

ⅱ.トランスファ費用を支払います。
ⅲ.ドメイン利用料金に対する返金を

求めません。

３．私は下記のボタンを押下することにより、
メルボルンIT社の定める登録規約に同
意すると共に、本申請によるドメイン管
理事業者の変更をすることを了解致し
ます。 私は利用規約を熟読及び理解の上、該当規約を遵守致します。

ドメイン事業者変更処理の続行

（2）チェックボックスにチェックを入れて下さい。

（3）「AuthInfo」を入力し、
ボタン（申請を進める）をクリックして下さい。

○○○


