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凡例： 
赤字（下線付き） ：追加 
青字（取消線付き）：削除 
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    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 

 

  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 

 

  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 

 

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

 

■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。 

 

 

 

■1. 第 3 レベルドメイン名が ASCII ドメイン名におけるラベルの予約ドメイン名 

 

（途中省略） 

 

■2. 第 3 レベルドメイン名が日本語ドメイン名におけるラベルの予約ドメイン名 

 

（途中省略） 
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    付録 1. 都道府県ラベル 
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日本語ラベル ASCII ラベル 

北海道 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 

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 

日本語ラベル ASCII ラベル 

北海道 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 

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 

 

 

北海道の追加 
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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 

 

（途中省略） 

 

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

■更新履歴 

 

    2012.05.16  公開 

    2012.11.01  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 
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（途中省略） 

 

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

■更新履歴 

 

    2012.05.16  公開 

    2012.11.01  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 
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                う改訂 

    2013.11.12  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         

    2014.09.01 「付録 1. 都道府県ラベル」に「北海道」を追加 
 

                う改訂 

    2013.11.12  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         

    2014.09.01 「付録 1. 都道府県ラベル」に「北海道」を追加 

 

 

 

 

 

 

 

更新履歴の追加 

 


