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0. はじめに

0. はじめに

1. 第 3 レベルドメイン名が ASCII ラベルの予約ドメイン名
1.1 インターネットで使用されている特定のトップレベルドメイン名
1.2 地域型 JP ドメイン名において「都道府県属性ラベル」「市区町村属
性ラベル」としているものおよび政令指定都市の区を表す文字列
1.3 都道府県名および政令指定都市名のアルファベット表記
1.4 中核市かつ県庁所在地である都市名のアルファベット表記
1.5 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当するアルファベット表

1. 第 3 レベルドメイン名が ASCII ラベルの予約ドメイン名
1.1 インターネットで使用されている特定のトップレベルドメイン名
1.2 地域型 JP ドメイン名において「都道府県属性ラベル」「市区町村属
性ラベル」としているものおよび政令指定都市の区を表す文字列
1.3 都道府県名および政令指定都市名のアルファベット表記
1.4 中核市かつ県庁所在地である都市名のアルファベット表記
1.5 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当するアルファベット表

記

記
1.6 インターネットの管理に関連する組織名
1.7 （削除）
1.8 その他誤解や混乱を招くおそれなどのある文字列

1.6 インターネットの管理に関連する組織名
1.7 （削除）
1.8 その他誤解や混乱を招くおそれなどのある文字列

2. 第 3 レベルドメイン名が日本語ラベルの予約ドメイン名
2.1 都道府県名および政令指定都市名
2.2 中核市かつ県庁所在地である都市名
2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字
2.4 初等中等教育機関等の名称
2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称
2.6 行政・司法・立法に関連する名称
2.7 日本語普通名詞

2. 第 3 レベルドメイン名が日本語ラベルの予約ドメイン名
2.1 都道府県名および政令指定都市名
2.2 中核市かつ県庁所在地である都市名
2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字
2.4 初等中等教育機関等の名称
2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称
2.6 行政・司法・立法に関連する名称
2.7 日本語普通名詞
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凡例：
赤字（下線付き） ：追加
青字（取消線付き）：削除

改訂日・実施日を記載

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名（修正履歴付き）
2.8 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当する日本語表記

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名（整形版）
2.8 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当する日本語表記

3. JP ドメイン名のサービスなどで予約を必要とするドメイン名

3. JP ドメイン名のサービスなどで予約を必要とするドメイン名

4.当社がドメイン名登録に適さないと判断する文字列

4.当社がドメイン名登録に適さないと判断する文字列

5. 日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をおよぼす文字列

5. 日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をおよぼす文字列

付録
付録 1. 都道府県ラベル

付録
付録 1. 都道府県ラベル

付録 2. 政令指定都市ラベル
付録 3. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル
付録 4. 初等中等教育機関等の名称

備考

付録 2. 政令指定都市ラベル
付録 3. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル
付録 4. 初等中等教育機関等の名称

----------------------------------------------------------------------【中略】

----------------------------------------------------------------------【中略】

■付録 4. 初等中等教育機関等の名称

■付録 4. 初等中等教育機関等の名称

日本語ラベル

日本語ラベル

幼稚園

ようちえん

幼稚園

ようちえん

保育所

ほいくしょ

保育所

ほいくしょ

保育園

ほいくえん

保育園

ほいくえん

小学校

しょうがっこう

小学校

しょうがっこう

中学校

ちゅうがっこう

中学校

ちゅうがっこう

中学

ちゅうがく

中学

ちゅうがく

義務教育学校

ぎむきょういくがっこう

義務教育学校

ぎむきょういくがっこう

高等学校

こうとうがっこう

高等学校

こうとうがっこう

高校

こうこう

高校

こうこう

中等教育学校

ちゅうとうきょういくがっこう

中等教育学校

ちゅうとうきょういくがっこう

専門学校

せんもんがっこう

専門学校

せんもんがっこう

専修学校

せんしゅうがっこう

専修学校

せんしゅうがっこう

盲学校

もうがっこう

盲学校

もうがっこう
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「義務教育学校」
「ぎむきょう
いくがっこう」を追加

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名（修正履歴付き）

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名（整形版）

養護学校

ようごがっこう

養護学校

ようごがっこう

聾学校

ろうがっこう

聾学校

ろうがっこう

支援学校

しえんがっこう

支援学校

しえんがっこう

-----------------------------------------------------------------------（注１）このただし書の適用対象は、以下の予約ドメイン名とします。
1.2 地域型 JP ドメイン名において「都道府県属性ラベル」「市区町村
属性ラベル」としているものおよび政令指定都市の区を表す文字
列（注２）
1.5 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当するアルファ
ベット表記
1.6 インターネットの管理に関連する組織名
2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称
2.6 行政・司法・立法に関連する名称
2.8 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当する日本語表記
-----------------------------------------------------------------------（注２）この予約ドメイン名を登録できる組織は、以下のとおりとします。
PREF: 道府県
METRO: 東京都
CITY: 当該都道府県に属し、かつ市名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である市
TOWN: 当該都道府県に属し、かつ町名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である町
VILL: 当該都道府県に属し、かつ村名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である村
WARD: 当該都道府県に属し、かつ区名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である区
-----------------------------------------------------------------------■更新履歴

-----------------------------------------------------------------------（注１）このただし書の適用対象は、以下の予約ドメイン名とします。
1.2 地域型 JP ドメイン名において「都道府県属性ラベル」「市区町村
属性ラベル」としているものおよび政令指定都市の区を表す文字
列（注２）
1.5 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当するアルファ
ベット表記
1.6 インターネットの管理に関連する組織名
2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称
2.6 行政・司法・立法に関連する名称
2.8 市区町村名を示す都道府県型 JP ドメイン名に相当する日本語表記
-----------------------------------------------------------------------（注２）この予約ドメイン名を登録できる組織は、以下のとおりとします。
PREF: 道府県
METRO: 東京都
CITY: 当該都道府県に属し、かつ市名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である市
TOWN: 当該都道府県に属し、かつ町名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である町
VILL: 当該都道府県に属し、かつ村名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である村
WARD: 当該都道府県に属し、かつ区名のアルファベット表記が都道府
県名のものと同一である区
-----------------------------------------------------------------------■更新履歴

2012.05.16
2012.11.01

公開
予約ドメイン名の追加、記載の見直しに伴う改訂

2012.05.16
2012.11.01

公開
予約ドメイン名の追加、記載の見直しに伴う改訂

2013.04.01

特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象追加に伴
う改訂
次の変更に伴う改訂
・特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象変更
・日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をおよ
ぼす文字列の対象を JP ドメイン名全体に変更
・"ISATAP","RDAP","WPAD"の文字列を「1.8 誤解や混乱を

2013.04.01

特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象追加に伴
う改訂
次の変更に伴う改訂
・特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象変更
・日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をおよ
ぼす文字列の対象を JP ドメイン名全体に変更
・"ISATAP","RDAP","WPAD"の文字列を「1.8 誤解や混乱を

2013.11.12

2013.11.12
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備考

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名（修正履歴付き）
2014.09.01
2015.07.21

招くおそれなどのある文字列」に追加
「付録 1. 都道府県ラベル」に「北海道」を追加
「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「義務教育学校」を
追加

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名（整形版）
2014.09.01
2015.07.21
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招くおそれなどのある文字列」に追加
「付録 1. 都道府県ラベル」に「北海道」を追加
「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「義務教育学校」を
追加

備考

更新履歴を追加

