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ヘルプ専用の新ドメイン「.help」、11/26 午前 1 時より一般登録開始

ICANN(※1)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）のドメイン事業部「ゴンベエドメイン」は、ダイエットを表す新ドメイン(新gTLD)、 「.help」の一般登録受付を11月26
日午前1時より開始致します。「.help」は登録条件が設けられておりません。誰にでもご登録頂けます。今後リリースされる新ドメイン
も順次追加して参ります。ご期待ください。
(※1)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。

新ドメイン (※価格は全て税込、登録期間は 1 年)
【 .help 】
登録料金 3,240 円
詳細 http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=help
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261 種類(2014 年11 月25 日現在)。
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◆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。
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