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新ドメイン(新 gTLD)「.moe」、「.osaka」、「.earth」を運営する、インターネットサービスプロバイダーの株式会社インターリンク（東京

都豊島区、代表取締役:横山正）は、ドメイン取得サービス「ゴンベエドメイン」にて、投資系新ドメイン「.spreadbetting」と「.cfd」の登録

受付を開始致しました。「.spreadbetting」(スプレッドベッティング)は、取引方法の一つである「変動部分投資」を意味します。現在、ゴ

ンベエドメインで取扱うドメインの中で、「.international」と並んで、最も文字数が多いドメインです(13 文字)。一方、「.cfd」は「差金決済

取引」を意味しています。既に「brokercomparison.spreadbetting」など、幾つかのサイトがオープンしていますが、全てレジストリであ

る BostonIvy 社運営のサイトです。 

 

今まで最も高額なドメインと言えば、ナミビアに割り当てられている ccTLD（国別トップレベルドメイン）「.na」(約 1,070,000 円※1)で

したが、「.spreadbetting」と「.cfd」は、これらを大きく上回る超高額ドメインとなりました。「.spreadbetting」と「.cfd」は登録要件が設けら

れていますので、詳細をご確認の上でお申し込みください。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.ゴンベエドメインにおける販売価格。  

 

新ドメイン (※価格は全て税込、登録期間は 1 年) 

【 . spreadbetting 】 3,240,000 円  詳細http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=spreadbetting 

【 . cfd 】          2,592,000 円  詳細http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=cfd 

 

参考 (※価格は全て税込、登録期間は 1 年) 

・高額なドメイン 

「.na」         1,069,715 円 詳細 http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=na                      

 

・その他投資系ドメイン (申請にあたって審査や取得条件はありません。) 

「markets」           8,640 円 詳細 http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=markets 

「.trading」           10,800 円 詳細 http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=trading 

「.forex」            194,000 円 詳細 http://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=forex 

 

・ゴンベエドメインでオンライン申請可能な新gTLD 一覧。全377 種類(2015 年12 月9 日現在)。 

.academy .accountant .accountants .actor .adult .agency .apartments .archi .associates .attorney .auction .audio .band .bar .bargains .bayern .beer .berlin .best .bid .bike .bingo .bio .bl

ack .blackfriday .blue .boutique .broker .brussels .build .builders .business .buzz .cab .cafe .camera .camp .capetown .capital .cards .care.career .careers .casa .cash .casino .catering .

center .ceo .cfd .chat .cheap .christmas .church .city .claims .cleaning .click .clinic .clothing .cloud .club .coach .codes .coffee .college .cologne .community .company .computer .con

dos .consulting .construction .contractors .cool .cooking .country .coupons .courses .credit .creditcard .cricket .cruises .dance .date .dating .degree .democrat .deals .delivery .dental

 .dentist .design .diamonds .digital .diet .direct .directory .discount .dog .domains .download .durban .education .email .energy .engineer .engineering .enterprises .equipment .estate .e

vents .exchange .expert .exposed .express.fail.faith.family .fans .farm .fashion .finance .financial .fish .fishing .fit .fitness .flights .florist .football .forex .forsale .foundation .fund .furniture 

.futbol .fyi .gallery .game .garden .gift .gifts .gives .glass .global .gold .golf .graphics .gratis .green .gripe .guide .guitars .guru .hamburg .haus .healthcare .help .hiphop .hiv .hockey .holding

s .holiday .horse .host .hosting .house .how .immobilien .industries .immo .ink .institute .insure .international .investments .irish .jetzt .jewelry .joburg .juegos .kaufen .kim .kitchen .kiwi .

koeln .land .law .lawyer .lease .legal .lgbt .life .lighting .limo .limited .link .live .loan .loans .lol .london .lotto .love .low .ltda .luxury .maison .management .market .marketing .markets .mba .

media .memorial .men .menu .miami .moe .money .mortgage .movie .nagoya .nrw .network .news .ninja .nyc .okinawa .one .online .ooo .орг .osaka .paris .partners .parts .party .ph

oto .photography .photos .pics .pictures .pink .pizza .place .plumbing .plus .poker .porn .press .productions .properties .property .pub .quebec .qpon .racing .recipes .red .rehab .reise .r

eisen .rent .rentals .repair .report .republican .restaurant .review .reviews .rip .rocks .rodeo .ruhr .run .ryukyu .sale .sarl .school .schule .science .scot .services .sex .sexy .shiksha .sho

es .show .singles .site .ski .soccer .social .software .solar .solutions .soy .spreadbetting .space .srl .studio .study .style .sucks .support .supplies .supply .surf .surgery .swiss .sydney .s

ystems .taipei .tattoo .tax .taxi .tech .technology .team .tennis .theater .tickets .tienda .tips .tires .today .tools .tours .town .toys .trade .trading .training .tires .university .uno .vacation

s .vlaanderen .vegas .ventures .versicherung .viajes .video .villas .vine .vision .vet .vodka .voyage .vote .voting .watch .wang .webcam .website .wedding .wien .wiki .win .wine .work .wo

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

 

 

 

 

 

 

Press Release 

「.na」(107万円)を超えた！ 

超高額ドメイン、「.spreadbetting」(324万円)と「.cfd」(259万円)の一般登録を開始 

 



 

 

＜会社概要＞ 

◆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20年目を迎えた老舗 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。2015年10月には取扱ドメイン数

が日本最大となる 1,000 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/）を主催。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/

