
メビウスシステム料金表 2019-04Ver

【　ビジネスパック12GB　／　133500 （税別）】

■　ドメイン管理維持費（年間） 7500 （年間）

■　ホスティング　（ウェブサーバ領域　SQLサーバ領域　メールサーバ領域） 126000 （年間）

（月途中ご契約の場合は日割り計算加算　400円ｘ日数（12500÷30日／端数切捨て）

【　ビジネスパック42GB　／　247500 （税別）】

■　ドメイン管理維持費（年間） 7500 （年間）

■　ホスティング　（ウェブサーバ領域　SQLサーバ領域　メールサーバ領域） 240000 （年間）

（月途中ご契約の場合は日割り計算加算　800円ｘ日数（24500÷30日／端数切捨て）

「ビジネスパック12㎇」　「ビジネスパック42㎇」　には以下のサポートサービスが付加されています。

・SSL証明書　（https　から始まるセキュリティサイト）

・CMS系サイトの場合はCMSバージョンアップ管理

・電子メール追加削除転送等設定代行　／　月5アカウント　（▲追加オプション／サーバ管理の項）

・月1程度の掲載情報更新代行（テキストベース）　／　（▲追加オプション／更新代行の項）

・ITコンサルティングサポート　月1回程度　電子メール　電話ベース　／　（▲追加オプション　ITコンサル質問応答）

・メビウス会員資格保有

・▲（▲追加オプション）の記載があるものは追加オプションの項目もご覧ください

・▲2GBはサーバシステム領域となります。（ユーザー領域10GB 40GB）

【　ビジネスパック300GB　／　133500 （税別）】

■　ドメイン管理維持費（年間） 7500 （年間）

■　ホスティング　（ウェブサーバ領域　SQLサーバ領域　メールサーバ領域） 126000 （年間）

「ビジネスパック300㎇」　には以下のサポートサービスが付加されています。

・電子メール追加削除転送等設定代行　／　月5アカウント　（▲追加オプション／サーバ管理の項）

・月1程度の掲載情報更新代行（テキストベース）　／　（▲追加オプション／更新代行の項）

・ITコンサルティングサポート　月1回程度　電子メール　電話ベース　／　（▲追加オプション　ITコンサル質問応答）

・メビウス会員資格保有

・▲（▲追加オプション）の記載があるものは追加オプションの項目もご覧ください

・▲2GBはサーバシステム領域となります。（ユーザー領域10GB 40GB）

▲注意！

ビジネスパック300GBは以下の制限があります

■ ユーザー様自身での電子メールの追加削除は行えません　／　　（▲追加オプション）

■ httpsウェブサイトを実行するために別途　日本ベリサイン　と　NTTへの支払いが発生いたします。

　・　SSL（https）証明書　日本ベリサインGSID 144900 （年間）

　・　SSL（https）更新サーバ設定費用 10000 （年間）

ビジネスパック300GBでhttpsウェブサイトを運営するためには年間

年間288,400円（7500+126000+144900+10000）が必要になります。（2019年3月試算時点）

▲SSL証明書の最新金額は日本ベリサインサイトにてご確認ください。

【　日本ベリサイン　】 https://svc.clara.jp/service/solutions/ssl/verisign.htm

▲　ご契約には以下「注意事項」「すでにウェブサイトを所有されている方へ」「オプション」の費用が必要になります。

▲　（▲追加オプション）の記載がある項目はビジネスパック作業範囲を超過した際必要になる追加費用です。

▲　ご契約内容、料金は1か月単位にて変動する場合がございます。

　　ただし年間契約の項に関しましては、ご契約時期、更新時期の金額を適用となります。

【　注意事項　】

■契約開始日は表示開始日ではありません。サーバ設定期間15日～30日を含みます。

　　！ドメイン移管制限中などの期間により最大2か月設定期間が必要な場合がございます。

■構造（インデックス、カラー、レイアウト　等）確定後の変更は新たにリニューアル料金が発生いたします。

■新規ご契約時訪問打合せが必要な場合は、1回の訪問12500円をご請求いたします。

ただし、ご契約いただいた場合は、1回の訪問6500円の請求とさせていただきます。

3回のご訪問打合せにてご契約無い場合はご契約が不可能とさせていただきます。

この場合、ご請求は発生いたしませんが3か月間、再ご相談、ご契約が行えない場合がございます。

■ご依頼、ご相談の内容によっては、当料金表の適用外とし別途お見積りとさせていただきます。

■最新の料金　サポート状況はウェブサイトにて公開しています。そちらの最新版が適用優先となります。

■記載の金額は税別です



【　ビジネスパック「12」 「42」 「300」は低価格でビジネスに対応するウェブサイトシステムを提供するためにご理解ください。】

・更新代行依頼時にご提出される原稿は、デジタル化してください付加の場合デジタル化オプション加算

・すべての対応は電子メールを基本とさせてていただきます、訪問・電話対応はオプション加算されます

・資料等の作成は別途作業手数料金をいただきます

・ビジネスパックは最低契約期間2年とさせていただきます

・解約は契約更新月3か月前に申請を行ってください。期日を過ぎますと年間の更新料金が発生いたします

・商品の特性上お支払いはすべて前金制となっております

【すでにウェブサイトを所有されている方へ】

【　現在ご契約の情報を開示してください　】

・ドメインの管理が他社で管理されている場合当組織への管理移譲が必要となります。

・ホスティング契約書の開示が必要となります。

　（　電子メールアカウント、ウェブサイト情報　参照　移設に必要となります　）

　技術用語：サーバーアドミニ権限、FTP情報、SQLサーバ情報　等

【　現行電子メールアカウント移設作業費用　】

・１～５アカウント 12500 ～

・数十に及ぶアカウントがある場合は別途ご相談ください

（ビジネスパック12　ビジネスパック42はユーザー様自身で追加削除が行えます）

【　現行ウェブサイト移設作業費用　】

通常HTML版 30000 ～

CMS系版 65000 ～

【　新規　リニューアル　プラン　】

・メビウス会員 125000 ～ （作業時1回）

・一般会員（スポット対応） 240000 ～ （作業時1回）

・メインページ以下5（インデックス）ページ　／　追加オプションあり

0.トップページ

1．商品、業務案内

2．企業情報、企業理念、所在地　等

3．特定商取引法に関する記述

4、採用情報

5．お問い合わせ

▲新着、お知らせの一覧を表示する場合は1ページ換算

▲１～５のページタイトルはご都合により変更可能ご相談ください

・変更の場合長いページ名ですとページ表示デザインが崩れる場合があります

▲インデックスを追加で増やす場合のご注意

・初期設計段階で増やすことは可能ですが、確定後増やす事が出来ない場合があります

・ユーザー更新システム（新着、お知らせ）　／　追加オプションあり

・PC表示、スマフォ表示自動切り替え機能付き

【　会費　】

・各種サービスを会員価格で提供を受ける資格 3500 （月間）

▲ビジネスパック「12」 「42」 「300」にはこの会費が含まれています

▲ITサポート（PC保守　サーバー保守　トラブル対応　会員会費と共用）



オプション

【　訪問対応　】

・訪問対応、訪問打合せコンサルティング（1時間程度） 会員 3500 1回

一般 6500 1回

遠方（23区外）出張追加料金　交通事情により価格変動 全般 6500 ～

（JR秋葉原駅より遠方地と判断した場合は交通費別途）

【　ITコンサルティング　質問応答　】

ご利用のIT機器の操作方法、作業にあった導入相談、ご利用のサイトの運営に関しての質問等

ご相談された内容に関し適切な情報、サポートを行うコンサルティングです。

ご利用のサイトに関してご運営方法質問など

会員 30000 （月間）

一般 60000 （1回）

▲電子メールでの対応、オンラインでの対応となります。

▲訪問対応が必要な場合は別途　訪問対応　のオプション費用が追加されます。

▲ビジネスパック「12」 「42」 「300」にはIT機器サポートは含まれません。IT機器サポートを別途ご契約ください。

▲IT機器サポートにはウェブサイトコンサルティングは含まれません

　ビジネスパック「12」 「42」 「300」を別途ご契約ください。

【　ITコンサルティング　提案対応　】

アクセス解析を導入し、アクセスアップのご提案などを行っていくサービス

SNS（Twitter）を導入しサイトアクセスを向上させていくサービス

会員 60000 （月間）

一般 120000 （1回）

▲電子メールでの対応、オンラインでの対応となります。

▲訪問対応が必要な場合は別途　訪問対応　のオプション費用が追加されます。

▲ウェブサイト限定のサービスとなります

【　サーバ管理　】

電子メールアカウント「追加、削除、転送設定」 会員 250 1アカウント

一般 500 1アカウント

【　更新代行　】

・更新代行 会員 12500 ～ 1ページ

一般 30000 ～ 1ページ

テキスト形式（マウスでコピーできる文字）限定とさせていただきます。

テキスト形式であっても、ページの構造、デザインに関わる部分は別途追加費用が発生いたします。

（写真・画像加工　文字入れ、ページ作成作業　等）

２▲　ビジネスパック「12」「24」「300」をご契約の場合

▲　ビジネスパック「12」「24」「300」をご契約の場合　回数超過の場合会員価格適用にて対応いたします

【　テキスト　デジタルデータ化作業　】

・テキストデジタルデータ化作業

（ウェブサイトに掲載する文字をデジタル化する） 会員 10 1文字

（紙媒体の文字をデジタル化する） 一般 30 1文字

▲　紙媒体の印刷された、手書きされた文字をデジタル上で使用できるように打ち直す作業

【　写真・画像加工　文字入れ　等　）

・画像加工 会員 12500 ～ 1画像

一般 30000 ～ 1画像

【　ページ作成作業　／　追加ページ　】



・ページ作成作業 会員 30000 ～ 1ページ

一般 60000 ～ 1ページ

▲大規模作業の場合はリニューアルプランが適用される場合があります（会員）

▲大規模作業の場合はビジネスパックシリーズのご契約が必要となります（一般）

【　ビジネスサポートオプション　】

事前協議打ち合わせにより内容確定 会員限定 30000 ～ 月間

【　時間外対応時間（全共通）　】

時間外対応基本 17時~20時 25%増

20時~7時 50%増

7時~10時 25%増

タクシー等の交通費は別途ご請求（JR秋葉原基準）

【　その他　】

・打合せ、教習などに使用する資料作成料金 3000 ～ １項

・アクセス　アナライズ　忍者は別会社となりますのでそちらへお支払いください

ＵＲＬ　http://www.ninja.co.jp/

【　ご契約参考実例　】

基本他社様からの乗り換えが多いためそのご契約参考を記載いたします

・ビジネスパック　12㎇ 133500 年間

・ITコンサルティング　質問応答 30000 月間

・新規リニューアルプラン 125000 1回

ご契約申し込み時 287500 のお支払い

毎月支払い 30000 月間 次月度分前月25日期日支払い

次年度更新 132500 年間 次年度更新3か月前お支払い

IT機器サポートサービス（会員限定版）
お使いの機器が業務に適したコンディションで居られるようにサポートするサービスです

・PC、サーバ、周辺機器の保守、メンテナンス　トラブル対応

・月１回の訪問メンテナンス

・緊急時のリモートサポートサービス

PC、サーバ保守メンテナンス 会員 30000 ～ １カ月

▲１契約PC５台５ユーザー　からとなります

追加PC追加ユーザーに関しては協議の上別途お見積り

臨時追加機器（契約外機器）も別途お見積りにて対応

IT機器サポートサービス（一般）
お使いの機器が業務に適したコンディションで居られるようにサポートするサービスです

・トラブル初期検査料金 12500 １機１トラブル

・トラブル解決作業料金 30000 ～ １機１トラブル

・リモートサポート対応（３０分以内、以上は別途訪問対応へ） 1250 ～ １回

・訪問対応（１トラブル１機器１ユーザ） 60000 ～ １回

▲遠方訪問は別途費用が加算されます

▲時間外対応は時間外オプションが加算されます

▲トラブルの内容によっては別途協議お見積りとさせていただきます。


