
【お申込受付～開通までの目安】 ※お申込日は必着となっております。
毎月 1日～15日申込分 → 当月16日～当月末日迄に開通 （例）3/1～3/15申込分 → 3/16～3/31迄に開通
毎月16日～末日申込分 → 翌月1日～翌月15日迄に開通 （例）3/16～3/31申込分 → 4/1～4/15迄に開通

【ご注意点】

①連絡電話 （ - - ）
②緊急連絡先 （ - - ）

〒（ － ）

部屋の内線番号

工事費等

0 8

加入員CD地区CD 企業CD 支店CD 寮CD

《Iamネット・インターネット寮システム 寮移動・部屋移動申込書》

※上記の目安は工事が必要な場合です。工事が不要の場合は上記とは異なります。

※寮移動は移動先の建物にIamネットのシステムが導入しており、継続してご利用される方に限ります。

連絡先

ユーザＩＤ
（メールアドレスの@より前の部分全体）

フリガナ）

フリガナ）

お申込印

生年月日

8

フリガナ）

西暦 年 月 日 性別

学部名
(部署名)

部屋番号 部屋の内線番号

加入員CD寮CD サーバ名

※登録番号等は、開通時に配布した「Iam
ネットＩＤ/パスワード登録完了のお知ら
せ」に記載されています。登録番号がわ
からない場合はユーザＩＤのみでも結構で
すので、必ずご記入下さい。

登録番号

***************************** 以 下 弊 社 記 入 欄 *****************************

地区CD 企業CD 支店CD

※上記開通システムにより、Iamネットをご利用できない期間が発生する場合がありますが、その間の料金の返済はできません。

現寮名

移動後の寮名

上記退寮日

0

氏 名

登録番号 a

年 月 日

大学名
（企業名）

移動後の寮住所

-

（工事の有無や工事日などの詳細につきましては、移動申込の登録が完了次第、別途郵送にて通知致します。）
※内線番号がある部屋や、二人部屋の場合は内線番号は必ずご記入下さい（ご記入がないと正しいお手続きができません）。

パスワード

年 月 日下記入寮日

部屋番号

Ｉａｍネット事務局 宛 申込日：西暦 20 年 月 日

登録完了印 ＩＳＰＧ受付印 営業拠点受付印

男 女



【Aims from an application to connect Iam-net】 ※Application date is must arriving.

【Attention】
※Above-mentioned aims are when construction is need. When construction is unnecessary, it is different from above-mentioned.

※When there is extension nubmer in your room and it is double occupancy, please write extension number by all means.
（If it isn't written extension number, we can't do right produre.）

工事費等

0 8

地区CD 企業CD 支店CD 寮CD 加入員CD 登録完了印 ＩＳＰＧ受付印 営業拠点受付印

0 8

***************************** 以 下 弊 社 記 入 欄 *****************************

地区CD 企業CD 支店CD 寮CD 加入員CD サーバ名 登録番号

※Dormitory movement is possible to introduce Iam-net at dormitory of movement future and use only a user that will continue using Iam-net.

（About details as having construction or not and construction's date, we will notify you by mailing after registration of movement application is completed .）

※Although it may be occurred period that you can't use Iam-net for above-metioned system, we can't return a charge of this period.

Password

※Your registration number, User ID and
Password are described in "Notification
of Iam-net user registration completed".
Even if you don't know your registration
number, surely write only your user ID.

Registration
Number a

-UserＩＤ
（Portion before "@" of your e-mail address）

New Address

Post code （ － ）

Telephone
①Your telephone number （ - - ）
②Your handy phone （ - - ）

Dormitory
name

(After moving)

Room NO. Extension number

Movement Date Day /Month /Year ↓ ↓

Dormitory
name

Room NO. Extension number

University name
(Company Name)

Subjects
(Your post name)

《Iam-Net Internet System Room/Dormitory movement application form》

To Iam-net office

Contractor's
Name

Japanese） Signature

Date of Birth Day /Month /Year SEX ： □ MALE □ FEMALE

（ex : From 16th March to 31th March applications → You may be connected until 15th April from 1st April.）

Application date ： Day /Month /Year

Until 15th day from 1st day every month → From 16th day to end of this month
（ex : From 1ｓｔ March to 15th March applications → You may be connected until 31th March from 16th March.）
Until the last day from 16th day every month → From 1st day to 15ｔｈ day of next month


