
項目

ページ 1 ページ 3,300

文章掲載 1 回 1,320

画像掲載 1 枚 1,540

サイトバックアップ 1 回 220

遠隔サポート 1 回 440

独自ドメイン料 1 式 2,200 ～
WEBサーバー管理 1 式 8,800 ～

※1

アクセス解析報告 1 回 13,200

※2

SEO対策 1 回 17,600

※2

※2

各種プランの料金はWordpressを使用して制作されたホームページを前提としています。

プラン詳細

既存ページのレイアウト調整・項目追加など

カスタマイズ　運用・保守プラン

文章の掲載・校正（A4用紙1枚程度）

既存のホームページを解析後、詳細な御見積りが可能です。

それ以外で制作されたホームページでも共通ですが、サイト管理情報を教えていただければ、

画像素材のサイズ修正・加工後の掲載

更新の有無に関係なくバックアップ

電話やメール、パソコンの画面を見ながらの遠隔操作

ホームページ運用費用

ドメイン更新料（.comなど）（年間）　※1

サーバーのレンタル更新料（年間）　※1

独自ドメイン、サーバーは選択できますが、金額が異なります。

アクセス解析結果を元にしたページ更新など

ホームページカスタマイズ　運用・保守プラン

ご相談により最適なプランをご提案いたします。

定期的なサイトマップ作成・検索サイトへの登録

閲覧数、閲覧端末や検索サイトからの移動、

モバイル端末の種類、よく見られるページなど

カスタマイズ運用・保守プランはお客様ごとに必要なものが異なりますので、

説明 数量 金額(税込)

別紙ドメイン・サーバー取得・更新料金表をご確認ください。

その他 運用・保守プラン

リンク切れ、クロールエラーなどサイトの最適化

登録させていただきます。

モバイルフレンドリー対応

アクセス解析報告プランをご契約時に、サイトがアクセス解析登録されていない場合は、

検索結果に表示されやすい文言の提案
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55,880 ～

項目

ページ 1 / 4 ページ 13,200

文章掲載 1 / 4 回 5,280

画像掲載 3 / 12 枚 18,480

サイトバックアップ 3 / 12 回 2,640

遠隔サポート 3 / 12 回 5,280

独自ドメイン料 1 式 2,200 ～
WEBサーバー管理 1 式 8,800 ～

55,880 ～
※1

26,840 ～

項目

ページ 1 ページ 3,300

文章掲載 4 回 5,280

画像掲載 4 枚 6,160

サイトバックアップ 1 回 220

遠隔サポート 2 回 880

独自ドメイン料 1 式 2,200 ～
WEBサーバー管理 1 式 8,800 ～

26,840 ～
※1

ドメイン更新料（.comなど）（年間）　※1

サーバーのレンタル更新料（年間）　※1

合計

既存ページのレイアウト調整・項目追加など

文章の掲載・校正（A4用紙1枚程度）

プラン詳細

おすすめ！　年間カスタマイズ+運用保守プラン　[参考価格]

プラン内容

年間契約で、更新が必要なときに依頼できる。（3ヶ月ごとの更新量上限あり）
・3ヶ月ごとにまとめて依頼
・随時、更新が必要なときに依頼
文章、画像、レイアウトなどカスタマイズ可能。
定期的に見直しをしたい方向け。

説明
更新量上限

四半期 / 年間

金額(税込)
年間

金額(税別)
年間

ほぼ更新なし　カスタマイズ+運用保守プラン　[参考価格]

プラン内容
金額(税込)

年間

年間契約で、更新が必要なときに依頼できる。（1年ごとの更新量上限あり）
・1年ごとにまとめて依頼
・随時、更新が必要なときに依頼
文章、画像のカスタマイズ可能。
ほとんど更新する予定がない方向け。

画像素材のサイズ修正・加工後の掲載

更新の有無に関係なくバックアップ

電話やメール、パソコンの画面を見ながらの遠隔操作

独自ドメイン、サーバーは選択できますが、金額が異なります。

別紙ドメイン・サーバー取得・更新料金表をご確認ください。

説明
更新量上限

年間
金額(税込)

年間

プラン詳細

既存ページのレイアウト調整・項目追加など

サーバーのレンタル更新料（年間）　※1

合計

独自ドメイン、サーバーは選択できますが、金額が異なります。

別紙ドメイン・サーバー取得・更新料金表をご確認ください。

文章の掲載・校正（A4用紙1枚程度）

画像素材のサイズ修正・加工後の掲載

更新の有無に関係なくバックアップ

電話やメール、パソコンの画面を見ながらの遠隔操作

ドメイン更新料（.comなど）（年間）　※1
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　MSJS　ドメイン・サーバー取得・更新料金表（代行手数料含む）

●独自ドメイン料金表
＜個人・法人誰でも取得可能なドメイン一覧＞ （税込：円/年）
ドメイン 簡易説明 取得 更新
.com 商業組織用（特に制限はなし） 2,200 2,000
.net ネットワーク用（特に制限はなし） 2,200 2,000
.org 非営利団体（特に制限はなし） 2,200 2,000
.info 情報サービス用（特に制限はなし） 2,640 2,640
.biz 商用利用で取得可。非商用利用では取得不可。 2,200 2,200
.tokyo 東京を意味する（特に制限はなし） 2,640 2,640
.mobi モバイルサイト用。モバイルサイトの最適化が必要。 3,520 3,520
.jp 日本に住所がないと取得できない 4,620 4,620

＜日本の企業・団体が取得可能な高い信頼度のあるドメイン一覧＞ （税込：円/年）
ドメイン 簡易説明 取得 更新
.co.jp 1組織1ドメイン。日本国内に登記、または登記予定の会社。 14,300 11,000

株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社など。
「履歴（現在）事項全部証明書の写し」が必要。

.or.jp 1組織1ドメイン。日本国内に登記、または登記予定の会社。 14,300 11,000
社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、
弁護士法人、税理士法人、特定非営利活動法人など。
「履歴（現在）事項全部証明書の写し」が必要。

.ne.jp 1ネットワークサービス提供者の個人または法人につき1ドメインのみ 14,300 11,000
「代表者の印鑑登録証明書」が必要。

.gr.jp 複数（2名 or 2団体以上）の個人または法人の任意団体 14,300 11,000
「代表者の印鑑登録証明書」が必要。
「副代表者の印鑑登録証明書」が必要。

.ac.jp 1組織1ドメイン。学校教育法やその他法律に基づく教育機関のうち、 14,300 11,000
18歳以上を対象としたもの。
学校法人・大学・短期大学・職業訓練校・職業訓練法人など。
「履歴（現在）事項全部証明書の写し」が必要。

.ed.jp 1組織1ドメイン。学校教育法やその他法律に基づく教育機関のうち、 14,300 11,000
18歳未満を対象としたもの。
保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・18歳未満を対象とした
教育機関を複数設置している学校法人など。
地方公共団体または官公庁からの「設置認可証の写し」、
または組織が記載された「履歴（現在）事項全部証明書の写し」が必要。

●レンタルサーバー料金表
＜レンタルサーバープラン一覧＞ （税込：円/年）
プラン 簡易説明 取得 更新
ShareS HDD100GB／共有サーバー／ドメイン設定100個 9,900 8,800
ShareM HDD200GB／共有サーバー／ドメイン設定150個 20,900 19,800
ShareM+ SSD200GB／共有サーバー／ドメイン設定無制限 24,200 22,000
ShareL HDD300GB／共有サーバー／ドメイン設定200個 39,600 33,000
ShareL+ SSD300GB／共有サーバー／ドメイン設定無制限 42,900 36,300
ShareXL SSD400GB／共有サーバー／ドメイン設定無制限 60,500 55,000

Pro HDD700GB／専有サーバー／ドメイン設定無制限 242,000 176,000
Pro+ SSD360GB／専有サーバー／ドメイン設定無制限 247,500 181,500

※独自ドメイン、レンタルサーバー共に年単位での更新になります。更新タイミング以外での解約での返金は
　できませんので、予めご了承ください。
※独自ドメイン、レンタルサーバー共に当社で取得・更新の代行管理を行いますが、お客様が取得・更新を行っても

　問題ありません。また、当社との契約を解除時には当社からお客様へ、独自ドメインとレンタルサーバーのサービス
　譲渡を行い、ホームページを継続させることが可能です。詳しくはお問い合わせください。
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