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都道府県ラベル
政令指定都市ラベル
中核市かつ県庁所在地である都市ラベル
初等中等教育機関等の名称
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-----------------------------------------------------------------------

■0. はじめに

■0. はじめに

この文書は、都道府県型JPドメイン名において予約ドメイン名とされるものを
示すものです。本文書で規定されている文字列に".<都道府県ラベル>.JP"を付
加した都道府県型JPドメイン名は予約ドメイン名となり、登録することはでき
ません。ただし、株式会社日本レジストリサービス（以下「当社」という）は、
特定の組織のみが登録できるドメイン名として予約ドメイン名を指定し、当該
組織に限り登録を承認する場合があります（注１）。予約ドメイン名は、必要
に応じて当社により新たに指定、または指定解除されることがあります。

この文書は、都道府県型JPドメイン名において予約ドメイン名とされるものを
示すものです。本文書で規定されている文字列に".<都道府県ラベル>.JP"を付
加した都道府県型JPドメイン名は予約ドメイン名となり、登録することはでき
ません。ただし、株式会社日本レジストリサービス（以下「当社」という）は、
特定の組織のみが登録できるドメイン名として予約ドメイン名を指定し、当該
組織に限り登録を承認する場合があります（注１）。予約ドメイン名は、必要
に応じて当社により新たに指定、または指定解除されることがあります。

■1. ASCIIドメイン名における予約ドメイン名

■1. ASCIIドメイン名における予約ドメイン名

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

1.1 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

"COM", "ORG", "NET", "EDU", "GOV", "MIL", "INT", "ARPA",
"BIZ", "INFO", "NAME", "PRO", "MUSEUM", "AERO", "COOP",
"CAT", "JOBS", "MOBI", "TEL", "TRAVEL", "ASIA", "XXX"
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
"PREF", "METRO", "CITY", "TOWN", "VILL", "WARD"

"COM", "ORG", "NET", "EDU", "GOV", "MIL", "INT", "ARPA",
"BIZ", "INFO", "NAME", "PRO", "MUSEUM", "AERO", "COOP",
"CAT", "JOBS", "MOBI", "TEL", "TRAVEL", "ASIA", "XXX"
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
"PREF", "METRO", "CITY", "TOWN", "VILL", "WARD"
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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

1.3 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

本文書「付録１. 都道府県ラベル」、「付録２. 政令指定都市ラベル」にお
けるASCIIラベル
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

本文書「付録１. 都道府県ラベル」、「付録２. 政令指定都市ラベル」にお
けるASCIIラベル
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

本文書「付録３. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル」におけるASCII
ラベル

本文書「付録３. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル」におけるASCII
ラベル

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

1.5 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

「都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名リスト（市区町村名）」
に定めるとおり

「都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名リスト（市区町村名）」
に定めるとおり

1.6 インターネットの管理に関連する組織名
"ICANN", "IANA", "IAB", "ISOC", "WIPO", "INTERNIC", "DNSO", "PSO",
"AFRINIC", "APNIC", "ARIN", "LACNIC", "LANIC",
"GTLD-SERVERS", "IANA-SERVERS",
"IESG", "IETF", "IRTF", "ISTF", "RFC-EDITOR", "ROOT-SERVERS"
1.7 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
1.7 （削除）

備考

1.6 インターネットの管理に関連する組織名
"ICANN", "IANA", "IAB", "ISOC", "WIPO", "INTERNIC", "DNSO", "PSO",
"AFRINIC", "APNIC", "ARIN", "LACNIC", "LANIC",
"GTLD-SERVERS", "IANA-SERVERS",
"IESG", "IETF", "IRTF", "ISTF", "RFC-EDITOR", "ROOT-SERVERS"
1.7 （削除）

"**--"（"*" は任意の１文字）で始まるASCIIドメイン名を示す文字列
1.8 その他誤解や混乱を招くおそれなどのある文字列
"CAPITAL", "DNS", "FTP", "IRIS", "MAIL", "NIC", "PREFECTURE",
"VILLAGE", "WEB", "WHOIS", "WWW", "ISATAP", "RDAP", "WPAD”

1.8 その他誤解や混乱を招くおそれなどのある文字列
"CAPITAL", "DNS", "FTP", "IRIS", "MAIL", "NIC", "PREFECTURE",
"VILLAGE", "WEB", "WHOIS", "WWW", "ISATAP", "RDAP", "WPAD"

■2. 日本語ドメイン名における予約ドメイン名

■2. 日本語ドメイン名における予約ドメイン名

2.1 都道府県名および政令指定都市名

2.1 都道府県名および政令指定都市名

本文書「付録１. 都道府県ラベル」、「付録２. 政令指定都市ラベル」にお

本文書「付録１. 都道府県ラベル」、「付録２. 政令指定都市ラベル」にお
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ISATAP, RDAP, WPAD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改正案（修正履歴付き）
ける日本語ラベル
2.2 中核市かつ県庁所在地である都市名
本文書「付録３. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル」における日本語
ラベル
2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字
以下の二重引用符に囲まれたいずれか１文字
"あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ",
"まみむめもやゐゆゑよらりるれろわをん",
"がぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽ",
"ぁぃぅぇぉっゃゅょゎ",
"アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホ",
"マミムメモヤヰユヱヨラリルレロワヲン",
"ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポ",
"ァィゥェォッャュョヮヴヵヶ",
"〇一二三四五六七八九十", (（「〇」は漢数字ゼロ)）
"・ヽヾゝゞ仝々〆ー"
2.4 初等中等教育機関等の名称
本文書「付録４. 初等中等教育機関等の名称」において示す文字列で終わる
文字列
2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称
「都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名リスト（国際的な政府間
機関）」に定めるとおり
2.6 行政・司法・立法に関連する名称
「都道府県型JPドメイン名における行政・司法・立法に関する日本語JPドメ
イン名リスト」に定めるとおり
2.7 日本語普通名詞

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）
ける日本語ラベル
2.2 中核市かつ県庁所在地である都市名
本文書「付録３. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル」における日本語
ラベル
2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字
以下の二重引用符に囲まれたいずれか１文字
"あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ",
"まみむめもやゐゆゑよらりるれろわをん",
"がぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽ",
"ぁぃぅぇぉっゃゅょゎ",
"アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホ",
"マミムメモヤヰユヱヨラリルレロワヲン",
"ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポ",
"ァィゥェォッャュョヮヴヵヶ",
"〇一二三四五六七八九十", （「〇」は漢数字ゼロ）
"・ヽヾゝゞ仝々〆ー"
2.4 初等中等教育機関等の名称
本文書「付録４. 初等中等教育機関等の名称」において示す文字列で終わる
文字列
2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称
「都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名リスト（国際的な政府間
機関）」に定めるとおり
2.6 行政・司法・立法に関連する名称
「都道府県型JPドメイン名における行政・司法・立法に関する日本語JPドメ
イン名リスト」に定めるとおり
2.7 日本語普通名詞
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「都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名リスト（日本語普通名詞）」
に定めるとおり
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リスト（市区町村名）」
に定めるとおり

■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
"EXAMPLE","ドメイン名例"
"EXAMPLE"の後に1桁の数字(（"0"から"9")）がつく文字列
■4.当社がドメイン名登録に適さないと判断する文字列
（文字列リスト非公開）
■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
"**--"（"*" は任意の１文字）で始まる文字列

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）

備考

「都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名リスト（日本語普通名詞）」
に定めるとおり
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リスト（市区町村名）」
に定めるとおり

■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
"EXAMPLE","ドメイン名例"
"EXAMPLE"の後に1桁の数字（"0"から"9"）がつく文字列
■4.当社がドメイン名登録に適さないと判断する文字列
（文字列リスト非公開）
■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
"**--"（"*" は任意の１文字）で始まる文字列

■付録1. 都道府県ラベル

■付録1. 都道府県ラベル

日本語ラベル ASCIIラベル
ほっかいどう HOKKAIDO
青森 あおもり AOMORI
岩手 いわて IWATE
宮城 みやぎ MIYAGI
秋田 あきた AKITA
山形 やまがた YAMAGATA
福島 ふくしま FUKUSHIMA
茨城 いばらき IBARAKI
栃木 とちぎ TOCHIGI
群馬 ぐんま GUNMA
埼玉 さいたま SAITAMA
千葉 ちば CHIBA

日本語ラベル ASCIIラベル
ほっかいどう HOKKAIDO
青森 あおもり AOMORI
岩手 いわて IWATE
宮城 みやぎ MIYAGI
秋田 あきた AKITA
山形 やまがた YAMAGATA
福島 ふくしま FUKUSHIMA
茨城 いばらき IBARAKI
栃木 とちぎ TOCHIGI
群馬 ぐんま GUNMA
埼玉 さいたま SAITAMA
千葉 ちば CHIBA
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ASCIIドメイン名だけでなく、
JPドメイン名全体を対象にす
る

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名改正案（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）

東京 とうきょう TOKYO
神奈川 かながわ KANAGAWA
新潟 にいがた NIIGATA
富山 とやま TOYAMA
石川 いしかわ ISHIKAWA
福井 ふくい FUKUI
山梨 やまなし YAMANASHI
長野 ながの NAGANO
岐阜 ぎふ GIFU
静岡 しずおか SHIZUOKA
愛知 あいち AICHI
三重 みえ MIE
滋賀 しが SHIGA
京都 きょうと KYOTO
大阪 おおさか OSAKA
兵庫 ひょうご HYOGO
奈良 なら NARA
和歌山 わかやま WAKAYAMA
鳥取 とっとり TOTTORI
島根 しまね SHIMANE
岡山 おかやま OKAYAMA
広島 ひろしま HIROSHIMA
山口 やまぐち YAMAGUCHI
徳島 とくしま TOKUSHIMA
香川 かがわ KAGAWA
愛媛 えひめ EHIME
高知 こうち KOCHI
福岡 ふくおか FUKUOKA
佐賀 さが SAGA
長崎 ながさき NAGASAKI
熊本 くまもと KUMAMOTO
大分 おおいた OITA
宮崎 みやざき MIYAZAKI
鹿児島 かごしま KAGOSHIMA
沖縄 おきなわ OKINAWA

東京 とうきょう TOKYO
神奈川 かながわ KANAGAWA
新潟 にいがた NIIGATA
富山 とやま TOYAMA
石川 いしかわ ISHIKAWA
福井 ふくい FUKUI
山梨 やまなし YAMANASHI
長野 ながの NAGANO
岐阜 ぎふ GIFU
静岡 しずおか SHIZUOKA
愛知 あいち AICHI
三重 みえ MIE
滋賀 しが SHIGA
京都 きょうと KYOTO
大阪 おおさか OSAKA
兵庫 ひょうご HYOGO
奈良 なら NARA
和歌山 わかやま WAKAYAMA
鳥取 とっとり TOTTORI
島根 しまね SHIMANE
岡山 おかやま OKAYAMA
広島 ひろしま HIROSHIMA
山口 やまぐち YAMAGUCHI
徳島 とくしま TOKUSHIMA
香川 かがわ KAGAWA
愛媛 えひめ EHIME
高知 こうち KOCHI
福岡 ふくおか FUKUOKA
佐賀 さが SAGA
長崎 ながさき NAGASAKI
熊本 くまもと KUMAMOTO
大分 おおいた OITA
宮崎 みやざき MIYAZAKI
鹿児島 かごしま KAGOSHIMA
沖縄 おきなわ OKINAWA

■付録2. 政令指定都市ラベル

■付録2. 政令指定都市ラベル
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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）

日本語ラベル ASCIIラベル
札幌 さっぽろ SAPPORO
仙台 せんだい SENDAI
さいたま SAITAMA
千葉 ちば CHIBA
横浜 よこはま YOKOHAMA
川崎 かわさき KAWASAKI
相模原 さがみはら SAGAMIHARA
新潟 にいがた NIIGATA
静岡 しずおか SHIZUOKA
浜松 はままつ HAMAMATSU
名古屋 なごや NAGOYA
京都 きょうと KYOTO
大阪 おおさか OSAKA
堺 さかい SAKAI
神戸 こうべ KOBE
岡山 おかやま OKAYAMA
広島 ひろしま HIROSHIMA
北九州 きたきゅうしゅう KITAKYUSHU
福岡 ふくおか FUKUOKA
熊本 くまもと KUMAMOTO

日本語ラベル ASCIIラベル
札幌 さっぽろ SAPPORO
仙台 せんだい SENDAI
さいたま SAITAMA
千葉 ちば CHIBA
横浜 よこはま YOKOHAMA
川崎 かわさき KAWASAKI
相模原 さがみはら SAGAMIHARA
新潟 にいがた NIIGATA
静岡 しずおか SHIZUOKA
浜松 はままつ HAMAMATSU
名古屋 なごや NAGOYA
京都 きょうと KYOTO
大阪 おおさか OSAKA
堺 さかい SAKAI
神戸 こうべ KOBE
岡山 おかやま OKAYAMA
広島 ひろしま HIROSHIMA
北九州 きたきゅうしゅう KITAKYUSHU
福岡 ふくおか FUKUOKA
熊本 くまもと KUMAMOTO

■付録3. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル

■付録3. 中核市かつ県庁所在地である都市ラベル

日本語ラベル ASCIIラベル
宇都宮 うつのみや UTSUNOMIYA
金沢 かなざわ KANAZAWA
高松 たかまつ TAKAMATSU
松山 まつやま MATSUYAMA

日本語ラベル ASCIIラベル
宇都宮 うつのみや UTSUNOMIYA
金沢 かなざわ KANAZAWA
高松 たかまつ TAKAMATSU
松山 まつやま MATSUYAMA

■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
幼稚園 ようちえん
保育所 ほいくしょ
保育園 ほいくえん
小学校 しょうがっこう
中学校 ちゅうがっこう

日本語ラベル
幼稚園 ようちえん
保育所 ほいくしょ
保育園 ほいくえん
小学校 しょうがっこう
中学校 ちゅうがっこう
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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改正案（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）

中学 ちゅうがく
高等学校 こうとうがっこう
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
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
盲学校 もうがっこう
養護学校 ようごがっこう
聾学校 ろうがっこう
支援学校 しえんがっこう

中学 ちゅうがく
高等学校 こうとうがっこう
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
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
盲学校 もうがっこう
養護学校 ようごがっこう
聾学校 ろうがっこう
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
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備考

特定組織への登録を承認する
場合のある予約ドメイン名を
追加

都道府県型JPドメイン名における予約ドメイン名改正案（修正履歴付き）
2012.05.16
2012.11.01
2013.04.01
2013.11.12

公開
予約ドメイン名の追加、記載の見直しに伴う改訂
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 誤解や混乱を招く
おそれなどのある文字列」に追加

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）
2012.05.16
2012.11.01
2013.04.01
2013.11.12
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備考

公開
予約ドメイン名の追加、記載の見直しに伴う改訂
特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象追加に伴
う改訂
次の変更に伴う改訂
更新履歴の追加
・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 誤解や混乱を招く
おそれなどのある文字列」に追加

