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新取り扱いドメイン種別および改定価格一覧 

 
+blue Domain & Hosting Services  
 

2022 年 9 月 1 日 

■国内/海外ドメイン料金 

ドメイン種別 
（改定前） （改定後） 

新規取得料金 更新料金 新規取得料金 更新料金 

.AC \9,000 \9,000 ¥11,200 ¥11,200 

.AM ¥15,000 ¥15,000 ¥17,200 ¥17,200 

.ASIA ¥2,980 ¥2,980 ¥4,300 ¥4,300 

.BIZ ¥1,200 ¥1,200 ¥4,200 ¥4,200 

.BE ¥2,980 ¥2,980 ¥4,000 ¥4,000 

.BZ ¥3,750 ¥3,750 ¥6,000 ¥6,000 

.CC ¥3,200 ¥3,200 ¥4,800 ¥4,800 

.CN ※新規取得停止 \3,750 \3,750 -- \6,000 

.COM.CN ※新規取得停止 \3,750 \3,750 -- \6,000 

.NET.CN ※新規取得停止 \3,750 \3,750 -- \6,000 

.ORG.CN ※新規取得停止 \3,750 \3,750 -- \6,000 

.COM ¥1,200 ¥1,200 ¥3,200 ¥3,200 

.BR.COM ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.CN.COM ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.DE.COM ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.EU.COM ¥3,750 ¥3,750 ¥6,000 ¥6,000 

.HU.COM ※新規取得停止 ¥7,500 ¥7,500 -- ¥9,700 

.NO.COM ※新規取得停止 ¥7,500 ¥7,500 -- ¥9,700 

.QC.COM ※新規取得停止 ¥7,500 ¥7,500 -- ¥9,700 

.RU.COM ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.SA.COM ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.SE.COM ※新規取得停止 ¥7,500 ¥7,500 -- ¥9,700 

.UK.COM ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.US.COM ¥3,750 ¥3,750 ¥6,000 ¥6,000 

.UY.COM ※新規取得停止 ¥7,500 ¥7,500 -- ¥9,700 

.ZA.COM ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.CO ※新取り扱い --  --  ¥6,700 ¥6,700 

.COM.CO ※新取り扱い --  --  ¥4,500 ¥4,500 

.NET.CO ※新取り扱い --  --  ¥4,500 ¥4,500 

.NOM.CO ※新取り扱い --  --  ¥4,500 ¥4,500 

.FM ¥15,000 更新不可 ¥18,700 ¥18,700 

.GS ¥8,250 ¥8,250 ¥8,200 ¥8,200 

.IN ¥2,550 ¥2,550 ¥4,500 ¥4,500 

.INFO ¥1,200 ¥1,200 ¥4,700 ¥4,700 

.IO ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 

.JP(ローマ字) ¥2,980 ¥2,980 ¥3,980 ¥3,980 

.JP(日本語) ¥1,480 ¥1,480 ¥2,480 ¥2,480 

都道府県型.JP (ローマ字) ¥2,980 ¥2,980 ¥3,980 ¥3,980 

都道府県型.JP (日本語) ¥1,480 ¥1,480 ¥2,480 ¥2,480 

.CO.JP ¥5,500 ¥4,500 ¥6,600 ¥5,600 

.OR.JP ¥5,500 ¥4,500 ¥6,600 ¥5,600 

.NE.JP ¥11,000 ¥4,500 ¥22,000 ¥6,600 

.AC.JP ¥11,000 ¥4,500 ¥22,000 ¥6,600 

.AD.JP ¥11,000 ¥4,500 ¥22,000 ¥6,600 

.GR.JP ¥11,000 ¥4,500 ¥22,000 ¥6,600 

.ED.JP ¥11,000 ¥4,500 ¥22,000 ¥6,600 
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.LA ¥7,500 ¥7,500 ¥9,700 ¥9,700 

.ME ¥2,980 ¥2,980 ¥5,700 ¥5,700 

.COM.MX ※新規取得停止 （2 年) ¥27,000 （2 年) ¥27,000 -- \9,700 

.MOBI ¥2,700 ¥2,700 ¥6,400 ¥6,400 

.MS ※新取り扱い --  --  ¥8,200 ¥8,200 

.NET ¥1,200 ¥1,200 ¥3,700 ¥3,700 

.SE.NET （2 年) ¥15,000 （2 年) ¥15,000 ¥9,700 ¥9,700 

.UK.NET  （2 年) ¥15,000 （2 年) ¥15,000 ¥9,700 ¥9,700 

.NL ¥4,500 ¥4,500 ¥3,400 ¥3,400 

.NU ※新規取得停止 （2 年) ¥7,500 \3,750 -- \6,300 

.CO.NZ ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 

.NET.NZ ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 

.ORG.NZ ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 

.ORG ¥1,200 ¥1,200 ¥3,700 ¥3,700 

.PW ※新取り扱い --  --  ¥6,000 ¥6,000 

.SH ※新取り扱い --  --  ¥11,200 ¥11,200 

.TM （10 年) ¥148,500 ¥14,850 （10 年) ¥171,000 ¥17,100 

.TV ¥6,000 ¥6,000 ¥9,600 ¥9,600 

.TW ¥4,800 ¥4,800 ¥6,000 ¥6,000 

.COM.TW ¥4,800 ¥4,800 ¥6,000 ¥6,000 

.IDV.TW ¥4,800 ¥4,800 ¥6,000 ¥6,000 

.ORG.TW ¥4,800 ¥4,800 ¥6,000 ¥6,000 

.UK ※新規取得停止 --  --      -- ¥3,400 

.CO.UK ※新規取得停止 （2 年) ¥1,960 ¥1,960 -- ¥3,400 

.ME.UK ※新規取得停止 ¥980 ¥980 -- ¥3,400 

.ORG.UK ※新規取得停止 （2 年) ¥1,960 ¥1,960 -- ¥3,400 

.VG ※新取り扱い --  --  ¥10,500 ¥10,500 

.WS ¥3,750 ¥3,750 ¥6,600 ¥6,600 
 

（2022 年 09 月 20 日 新規取り扱い停止ドメイン追記） 

※ 価格は税込み表記です。 

※ 新規取得料金は最低取得年数での価格です。 

※ 更新料金は最低更新年数での価格です。 

※ 種別によっては（主に海外ドメイン）上位レジストラの都合により、最低契約年数、移管不可、WHOIS 代行不可、取得・更新料金など登録

要件が予告なく変更される場合があります。 

※ 上位レジストラの都合により、新規取り扱いが停止しているドメイン種別に関しまして、既に取得済みの場合は通常通り更新されますが、2022

年 10 月 1 日以降、更新料金は改定後の料金となります。 
 

 

■ホスティングサービス 

ディスク容量 月額料金（改定前） 月額料金（改定後） 

500MB \550 \1,100 

600MB \660 \1,320 

700MB \770 \1,540 

800MB \880 \1,760 

900MB \990 \1,980 

1GB \1,100 \2,200 

2GB \2,200 \4,400 

3GB \3,300 \6,600 

4GB \4,400 \8,800 

5GB \5,500 \11,000 
 

 

 


