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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（修正履歴付き） gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（整形版） 備考 

                                          株式会社日本レジストリサービス 

                                                    公開：2010年11月１日 

                                                    改訂：2011年８月19日 

                                                    改訂：2011年11月１日 

                                                    改訂：2013年７月１日 

                                                    改訂：2014年４月14日 

                                                    改訂：2014年７月14日 

                                                    改訂：2014年10月27日 

                                                    改訂：2015年４月13日 

                                                    改訂：2015年６月16日 

実施：2015年８月16日 

                                                    改訂：2016年２月３日 

                                                    実施：2016年２月10日 

 

 

                   gTLD等ドメイン名登録等に関する規則 

 

【中略】 

 

 

第17条（登録原簿） 

    当社は、登録が完了したgTLD等ドメイン名、登録者名、登録者の住所・所在地

および登録担当者その他必要な事項を登録原簿に記載し、当社所定の方法により

公開または開示する。これらの情報の利用目的、取り扱い等については、「gTLD

等ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」および「gTLD等ドメイン名登録情

報等の公開・開示に関する規則」で定める。 

２  申請者および登録者は、当社が上位組織との契約に基づき、登録情報等を上位

組織に提出すること、ならびに提出された情報は、レジストリ上位組織、その指

名する者および代理人により、これらの者の定めに従って使用、複製、配布、公

表、修正その他の処理が行われることに同意する。 

 

【中略】 

 

（附  則） 

１  この規則は、2010年11月１日から実施する。 

２  2011年８月19日公開の改訂は、2011年９月20日から実施する。 

３  2011年11月１日公開の改訂は、2011年12月19日から実施する。 

４  2013年７月１日公開の改訂は、2013年８月19日から実施する。 

５  2014年４月14日公開の改訂は、2014年４月20日から実施する。 

                                          株式会社日本レジストリサービス 

                                                    公開：2010年11月１日 

                                                    改訂：2011年８月19日 

                                                    改訂：2011年11月１日 

                                                    改訂：2013年７月１日 

                                                    改訂：2014年４月14日 

                                                    改訂：2014年７月14日 

                                                    改訂：2014年10月27日 

                                                    改訂：2015年４月13日 

                                                    改訂：2015年６月16日 

 

                                                    改訂：2016年２月３日 

                                                    実施：2016年２月10日 

 

 

                   gTLD等ドメイン名登録等に関する規則 

 

【中略】 

 

 

第17条（登録原簿） 

    当社は、登録が完了したgTLD等ドメイン名、登録者名、登録者の住所・所在地

および登録担当者その他必要な事項を登録原簿に記載し、当社所定の方法により

公開または開示する。これらの情報の利用目的、取り扱い等については、「gTLD

等ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」および「gTLD等ドメイン名登録情

報等の公開・開示に関する規則」で定める。 

２  申請者および登録者は、当社が上位組織との契約に基づき、登録情報等を上位

組織に提出すること、ならびに提出された情報は、上位組織、その指名する者お

よび代理人により、これらの者の定めに従って使用、複製、配布、公表、修正そ

の他の処理が行われることに同意する。 

 

【中略】 

 

（附  則） 

１  この規則は、2010年11月１日から実施する。 

２  2011年８月19日公開の改訂は、2011年９月20日から実施する。 

３  2011年11月１日公開の改訂は、2011年12月19日から実施する。 

４  2013年７月１日公開の改訂は、2013年８月19日から実施する。 

５  2014年４月14日公開の改訂は、2014年４月20日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

改訂日・実施日を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一のための修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例： 
赤字（下線付き） ：追加 
青字（取消線付き）：削除 
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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（修正履歴付き） gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（整形版） 備考 

６  2014年７月14日公開の改訂は、2014年７月21日から実施する。 

７  前号の定めに関わらず、TOKYOドメイン名の一般登録（General Availability）

    の取り扱いは、2014年７月22日より開始する。 

８  附則第６号の定めに関わらず、YOKOHAMAドメイン名の一般登録（General  

    Availability）の取り扱いは、2014年９月９日より開始する。 

９  2014年10月27日公開の改訂は、2014年11月３日から実施する。 

10  前号の定めに関わらず、RYUKYUドメイン名の一般登録（General Availability）

    の取り扱いは、2015年１月28日より開始する。 

11  2015年４月13日公開の改訂は、2015年４月19日から実施する。 

12  2015年６月16日公開の改訂は、2015年８月16日から実施する。 

13  2016年２月３日公開の改訂は、2016年２月10日から実施する。 

14  前号の定めに関わらず、コムドメイン名の優先アクセスプログラム 

    （Priority Access Program）の取り扱いは2016年３月15日より、一般登録 

    （General Availability）の取り扱いは2016年６月13日より開始する。ただ 

    し、レジストリの定める登録開始日が変更された場合、当社は変更後の登録 

    開始日に従って取り扱いを開始するものとする。 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

別表「gTLD等ドメイン名一覧」 

 

  当社が本サービスで取り扱うドメイン名および各TLDの登録期間等は次のとお 

りとする。 

 

【中略】 

 

【INFOドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Afilias Limited 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.info.info/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      サンライズ紛争処理方針 

                    （the Sunrise Dispute Resolution Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「INFOドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

６  2014年７月14日公開の改訂は、2014年７月21日から実施する。 

７  前号の定めに関わらず、TOKYOドメイン名の一般登録（General Availability） 

    の取り扱いは、2014年７月22日より開始する。 

８  附則第６号の定めに関わらず、YOKOHAMAドメイン名の一般登録（General  

    Availability）の取り扱いは、2014年９月９日より開始する。 

９  2014年10月27日公開の改訂は、2014年11月３日から実施する。 

10  前号の定めに関わらず、RYUKYUドメイン名の一般登録（General Availability） 

    の取り扱いは、2015年１月28日より開始する。 

11  2015年４月13日公開の改訂は、2015年４月19日から実施する。 

12  2015年６月16日公開の改訂は、2015年８月16日から実施する。 

13  2016年２月３日公開の改訂は、2016年２月10日から実施する。 

14  前号の定めに関わらず、コムドメイン名の優先アクセスプログラム 

    （Priority Access Program）の取り扱いは2016年３月15日より、一般登録 

    （General Availability）の取り扱いは2016年６月13日より開始する。ただ 

    し、レジストリの定める登録開始日が変更された場合、当社は変更後の登録 

    開始日に従って取り扱いを開始するものとする。 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

別表「gTLD等ドメイン名一覧」 

 

  当社が本サービスで取り扱うドメイン名および各TLDの登録期間等は次のとお 

りとする。 

 

【中略】 

 

【INFOドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Afilias Limited 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.info.info/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      サンライズ紛争処理方針 

                    （the Sunrise Dispute Resolution Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「INFOドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂日・実施日を記載 

 

コムドメイン名の優先アクセ

スプログラム開始日と一般登

録開始日に関する規定を追加
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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（修正履歴付き） gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（整形版） 備考 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【KYOTOドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Kyoto Jyoho Gakuen 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://nic.kyoto/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      統一早期凍結 

                    （Uniform Rapid Suspension (System)） 

                    .kyotoサンライズ紛争処理方針 

                    （.kyoto Sunrise Dispute Resolution Policy） 

                    .kyotoドメイン名登録ポリシー 

                    （.kyoto Domain Name Registration Policies） 

                    .kyoto関係性に関する施行規則および紛争処理方針 

          （.kyoto Nexus Enforcement and Dispute Resolution Policy）

                    .kyoto利用規定 

                    （.kyoto Acceptable Use Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「KYOTOドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          (a) 京都の地方公共団体および地方自治体 

                    (b) 京都に有効で実質的な住所をもつ公的または私的な 

                      機関 

                    (c) 京都に有効で実質的な住所をもつ組織、企業、または 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。 

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【KYOTOドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Kyoto Jyoho Gakuen 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://nic.kyoto/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      統一早期凍結 

                    （Uniform Rapid Suspension (System)） 

                    .kyotoサンライズ紛争処理方針 

                    （.kyoto Sunrise Dispute Resolution Policy） 

                    .kyotoドメイン名登録ポリシー 

                    （.kyoto Domain Name Registration Policies） 

                    .kyoto関係性に関する施行規則および紛争処理方針 

          （.kyoto Nexus Enforcement and Dispute Resolution Policy） 

                    .kyoto利用規定 

                    （.kyoto Acceptable Use Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「KYOTOドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          (a) 京都の地方公共団体および地方自治体 

                    (b) 京都に有効で実質的な住所をもつ公的または私的な 

                      機関 

                    (c) 京都に有効で実質的な住所をもつ組織、企業、または 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り扱いTLD追加に伴う追記 
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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（修正履歴付き） gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（整形版） 備考 

                      他の事業体 

                    (d) 京都に有効で実質的な住所をもつ個人 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【MOBIドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Afilias Technologies Limited. 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.dotmobi.mobi/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      スタイルガイド 等 

                    （DotMobi Switch On! Guides（Style Guides）） 

                    サンライズ紛争処理方針 

                    （the Sunrise Dispute Resolution Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「MOBIドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし。ただし、利用に関する制限あり。 

                    詳細は「MOBIドメイン名細則」に定める。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                      他の事業体 

                    (d) 京都に有効で実質的な住所をもつ個人 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。 

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【MOBIドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Afilias Technologies Limited. 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.dotmobi.mobi/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      スタイルガイド 等 

                    （DotMobi Switch On! Guides（Style Guides）） 

                    サンライズ紛争処理方針 

                    （the Sunrise Dispute Resolution Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「MOBIドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし。ただし、利用に関する制限あり。 

                    詳細は「MOBIドメイン名細則」に定める。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 
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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（修正履歴付き） gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（整形版） 備考 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【中略】 

 

【YOKOHAMAドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  GMO Registry, Inc. 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.gmo-registry.com/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      統一早期凍結 

                    （Uniform Rapid Suspension (System)） 

                    .yokohamaサンライズ紛争処理方針 

                    （.yokohama Sunrise Dispute Resolution Policy） 

                    .yokohamaドメイン名登録ポリシー 

                    （.yokohama Domain Name Registration Policies） 

                    不正利用ポリシー 

                    （Abusive Use Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「YOKOHAMAドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。 

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【中略】 

 

【YOKOHAMAドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  GMO Registry, Inc. 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.gmo-registry.com/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      統一早期凍結 

                    （Uniform Rapid Suspension (System)） 

                    .yokohamaサンライズ紛争処理方針 

                    （.yokohama Sunrise Dispute Resolution Policy） 

                    .yokohamaドメイン名登録ポリシー 

                    （.yokohama Domain Name Registration Policies） 

                    不正利用ポリシー 

                    （Abusive Use Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「YOKOHAMAドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 
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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（修正履歴付き） gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（整形版） 備考 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【コムドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Verisign Sarl 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     https://www.verisigninc.com/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      統一早期凍結 

                    （Uniform Rapid Suspension (System)） 

                    登録ポリシー 

                    （Registration Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「コムドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【CCドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。 

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【コムドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリ組織名  Verisign Sarl 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     https://www.verisigninc.com/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      統一早期凍結 

                    （Uniform Rapid Suspension (System)） 

                    登録ポリシー 

                    （Registration Policy） 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「コムドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。 

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【CCドメイン名】 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

取り扱いTLD追加に伴う追記 
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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（修正履歴付き） gTLD等ドメイン名登録等に関する規則（整形版） 備考 

  レジストリ組織名  eNIC Cocos (Keeling) Islands Pty. Ltd. 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.nic.cc/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「CCドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【後略】 

  レジストリ組織名  eNIC Cocos (Keeling) Islands Pty. Ltd. 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  レジストリURL     http://www.nic.cc/ 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別ポリシー      なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  個別規定          「CCドメイン名細則」に規定 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録資格          なし 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録期間          登録時は１年から10年までの間で1年単位で登録可能。 

                    その後、適宜１年単位で延長可能。 

                    ただし、登録期間が10年を超えることはできない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  自動更新猶予期間  登録期間の終了日（有効期限日）の翌日から30日間 

                    ※第22条第１項の２により登録更新された場合、自動更新 

                      猶予期間はない。 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  登録回復受付期間  廃止日の翌日から20日間 

                    ※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。 

                      ・新規登録日の翌日から５日以内 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

  抹消待機期間      登録回復受付期間満了日の翌日から５日間 

  ----------------+----------------------------------------------------- 

 

【後略】 

 


