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ICANN(※2)公認レジストリとして「.moe」と「.osaka」を運営する株式会社インターリンク（東京都豊島区、代表

取締役社長：横山正、以下インターリンク）は、新ドメイン(新 gTLD)「.christmas」の使用状況を調査しました。 

 

調査は、「Google Page-Specific Search（ドメイン指定検索）」によって実施。11月27日現在、「.christmas」を

使用して、日本語で構成されたサイトが Google 検索サービスに登録されている数はゼロでした。

「.christmas」は、2014 年 7 月より一般登録を開始した新ドメイン。その名の通り「クリスマス」を意味していま

す。海外では、「amazon.christmas」や「decadence.christmas」など、クリスマス商品に特化したサイトで使用さ

れていますが、日本においては、ドメイン「.christmas」の存在が浸透していない可能性も否定できません。 

 

「.christmas」は、取得条件を設けていない為、年間を通した活用やクリスマス関連以外のサイトでも取得

可能です。しかし、クリスマスシーズンにピッタリなドメインですので、12 月 25 日までに日本語で構成された

「.christmas」のサイトが公開されることを楽しみにしています。 

 

(※1)当社調べ。11 月27 日現在。 

(※2)ICANN…インターネットの IP アドレスやドメイン名などの各種資源を全世界的に調整・ 管理することを目的として、1998 年に設

立された民間の非営利法人。 

 

【 .christmas 】(※価格は税込、登録期間は 1 年) 

登録料金 5,400 円  詳細 http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=christmas 

 

 

Press Release 

クリスマスまであと27日、新ドメイン(新gTLD)「.christmas」を使用した日本語のサイトは現在ゼロ(※1) 



 

 

【参考】(※ゴンベエドメインでオンライン申請可能な新gTLD 一覧。アルファベット順。全264 種類。2014 年11 月27 日現在。) 

 

.academy .accountants .actor .agency .archi .associates .auction .audio .band .bar .bargains .bayern .beer .berlin .best .bid 

.bike .bio .black .blackfriday .blue .boutique .build .builders .business .buzz .cards .cab .camera .camp .capetown .capital .care 

.career .careers .cash .catering .center .ceo .cheap .christmas .church .city .claims .cleaning .click .clinic .clothing .club 

.codes .coffee .community .cologne .company .computer .condos .consulting .construction .contractors .cool .cooking  

.country .credit .creditcard .cruises .dance .dating .degree .democrat .deals .dental .diamonds .digital .diet .direct .directory 

.discount .domains .durban .education .email .engineer .engineering .enterprises .equipment .estate .events .exchange .expert

.exposed .fail .farm .finance .financial .fish .fishing .fitness .flights .florist .forsale .foundation .fund .furniture .futbol .gallery .gift 

.gifts .gives .glass .global .graphics .gratis .gripe .guide .guitars .guru .hamburg .haus .healthcare.help .hiphop .hiv .holdings 

.holiday .horse .host .hosting .house .how .immobilien .industries .immo .ink .institute .insure .international .investments .jetzt 

.joburg .juegos .kaufen .kim .kitchen .kiwi .koeln .land .lease .life .lighting .limo .limited .link .loans .london .luxury .maison 

.management .market .marketing .media .menu .moe .mortgage .nagoya .network .ninja .nyc .okinawa .орг .partners  

.parts .photo  .photography .photos .pics .pictures .pink .pizza .place .plumbing .press .productions .properties .property .pub 

.quebec .qpon .recipes .red .rehab .reisen .rentals .repair .report .republican .restaurant .reviews .rip .rocks .rodeo .ruhr  

.ryukyu .sarl .schule .scot .services .sexy .shiksha .shoes .singles .social .software .solar .solutions .soy .support .supplies 

.supply .surf .surgery .systems .tattoo .tax .technology .tienda .tips .today .tools .town .toys .trade .training .university .uno  

.vacations .vegas .ventures .viajes .villas .visions .vet .vodka .voyage .voting .watch .wang .webcam .website .wien .wiki .work 

.world .wtf .xyz .yokohama .zone.みんな .移动 .在线 .中文网 .机构 .संगठन  شبكة. 

 

 

 

◆株式会社インターリンク http://www.interlink.or.jp/ 

日本のインターネット黎明期である1995 年よりサービスを開始した、今年で19 年目を迎える老舗ISP。2000年よりドメイン名登録事

業を開始、2006年10月、日本で8社目のICANN 公認レジストラに認定。2014年1月には、Google の日本におけるレジストラパートナ

ーとして、日本語初の新gTLD「.みんな」を販売中。4月11日より新gTLD「.moe」の運営を開始。2014年 11月には取扱ドメイン数が日

本最大となる900種類を突破（http://www.gonbei.jp/）。オタク川柳大賞(http://575.moe/)や、社会貢献活動「グラジェネ向け無料 iPad 

教室」（http://www.genki.pro/）も開催中。有限責任事業組合フェムト・スタートアップ(http://femto.st/)にて、ベンチャー企業の支援も

積極的に取り組んでいます。 

●本リリースに関するお問合せ先● ※リリースに関するお問い合わせ以外はご対応致しかねます。 

TEL：03-5985-1695  E-mail:：info@interlink.pr  担当：菅野(スガノ) 

http://www.interlink.or.jp/
http://www.gonbei.jp/
http://575.moe/
http://www.genki.pro/
http://femto.st/

