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Windows サーバーから移行のお客さま 

表示価格は税込みとなります 

プラン 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

IIS-01(iC) 

1 カ月 ¥3,850 ¥385 ¥4,235 

6 カ月 ¥23,100 ¥2,310 ¥25,410 

12 カ月 ¥46,200 ¥4,620 ¥50,820 

IIS-02(iC) 

1 カ月 ¥6,600 ¥660 ¥7,260 

6 カ月 ¥39,600 ¥3,960 ¥43,560 

12 カ月 ¥79,200 ¥7,920 ¥87,120 

IIS-03(iC) 

1 カ月 ¥12,100 ¥1,210 ¥13,310 

6 カ月 ¥72,600 ¥7,260 ¥79,860 

12 カ月 ¥145,200 ¥14,520 ¥159,720 

iN-00(iC) 

1 カ月 ¥1,650 ¥165 ¥1,815 

6 カ月 ¥9,900 ¥990 ¥10,890 

12 カ月 ¥19,800 ¥1,980 ¥21,780 

iN-01(iC) 

1 カ月 ¥3,080 ¥308 ¥3,388 

6 カ月 ¥18,480 ¥1,848 ¥20,328 

12 カ月 ¥36,960 ¥3,696 ¥40,656 

iN-02(iC) 

1 カ月 ¥5,500 ¥550 ¥6,050 

6 カ月 ¥33,000 ¥3,300 ¥36,300 

12 カ月 ¥66,000 ¥6,600 ¥72,600 

iN-03(iC) 

1 カ月 ¥9,900 ¥990 ¥10,890 

6 カ月 ¥59,400 ¥5,940 ¥65,340 

12 カ月 ¥118,800 ¥11,880 ¥130,680 

iNP-01(iC) 

1 カ月 ¥990 ¥99 ¥1,089 

6 カ月 ¥5,280 ¥528 ¥5,808 

12 カ月 ¥9,240 ¥924 ¥10,164 

iNP-02(iC) 

1 カ月 ¥1,760 ¥176 ¥1,936 

6 カ月 ¥9,900 ¥990 ¥10,890 

12 カ月 ¥18,480 ¥1,848 ¥20,328 

iNP-03(iC) 

1 カ月 ¥3,960 ¥396 ¥4,356 

6 カ月 ¥22,440 ¥2,244 ¥24,684 

12 カ月 ¥42,240 ¥4,224 ¥46,464 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 

 

KDDI G120/G200 シリーズから移行のお客さま 

表示価格は税込みとなります 
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プラン 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降 

ご請求価格 

G120(iC) 
1 カ月 ¥1,540 ¥154 ¥1,694 

12 カ月 ¥18,480 ¥1,848 ¥20,328 

G200(iC) 
1 カ月 ¥3,300 ¥330 ¥3,630 

12 カ月 ¥39,600 ¥3,960 ¥43,560 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 
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ヴァーチャルサーバーから移行のお客さま 

表示価格は税込みとなります 

プラン 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

ライト(iC) 

1 カ月 ¥2,750 ¥275 ¥3,025 

6 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

12 カ月 ¥25,080 ¥2,508 ¥27,588 

セレクト(iC) 

1 カ月 ¥4,400 ¥440 ¥4,840 

6 カ月 ¥23,100 ¥2,310 ¥25,410 

12 カ月 ¥38,280 ¥3,828 ¥42,108 

プラス(iC) 

1 カ月 ¥7,150 ¥715 ¥7,865 

6 カ月 ¥36,300 ¥3,630 ¥39,930 

12 カ月 ¥64,680 ¥6,468 ¥71,148 

エキスパート(iC) 

1 カ月 ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

6 カ月 ¥58,740 ¥5,874 ¥64,614 

12 カ月 ¥104,280 ¥10,428 ¥114,708 

ウルトラ(iC) 

1 カ月 ¥16,500 ¥1,650 ¥18,150 

6 カ月 ¥91,740 ¥9,174 ¥100,914 

12 カ月 ¥170,280 ¥17,028 ¥187,308 

M100(iC) 

1 カ月 ¥2,200 ¥220 ¥2,420 

6 カ月 ¥11,220 ¥1,122 ¥12,342 

12 カ月 ¥18,480 ¥1,848 ¥20,328 

M300(iC) 

1 カ月 ¥4,400 ¥440 ¥4,840 

6 カ月 ¥23,100 ¥2,310 ¥25,410 

12 カ月 ¥38,280 ¥3,828 ¥42,108 

ポインターライト(iC) 

1 カ月 ¥968 ¥96 ¥1,064 

6 カ月 ¥5,148 ¥514 ¥5,662 

12 カ月 ¥8,976 ¥897 ¥9,873 

ポインター(iC) 

1 カ月 ¥1,298 ¥129 ¥1,427 

6 カ月 ¥7,128 ¥712 ¥7,840 

12 カ月 ¥12,936 ¥1,293 ¥14,229 

Astrum エントリ(iC) 

1 カ月 ¥4,180 ¥418 ¥4,598 

6 カ月 ¥25,080 ¥2,508 ¥27,588 

12 カ月 ¥50,160 ¥5,016 ¥55,176 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 
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ヴァーチャルサーバーから移行のお客さま オプション 

表示価格は税込みとなります 

オプション 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降 

ご請求価格 

ウェブディスク追加 

調整金額 
月額 ¥440 ¥44 ¥484 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 
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ITPARK から移行のお客さま 

表示価格は税込みとなります 

プラン 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

IT-00 

1 カ月 ¥1,210 ¥121 ¥1,331 

6 カ月 ¥6,864 ¥686 ¥7,550 

12 カ月 ¥12,936 ¥1,296 ¥14,232 

IT-01 

1 カ月 ¥4,290 ¥429 ¥4,719 

6 カ月 ¥23,100 ¥2,310 ¥25,410 

12 カ月 ¥42,240 ¥4,224 ¥46,464 

IT-02 

1 カ月 ¥6,600 ¥660 ¥7,260 

6 カ月 ¥35,640 ¥3,564 ¥39,204 

12 カ月 ¥65,868 ¥6,586 ¥72,454 

IT-03 

1 カ月 ¥8,690 ¥869 ¥9,559 

6 カ月 ¥46,794 ¥4,679 ¥51,473 

12 カ月 ¥87,120 ¥8,712 ¥95,832 

IT-04 

1 カ月 ¥15,400 ¥1,540 ¥16,940 

6 カ月 ¥83,160 ¥8,316 ¥91,476 

12 カ月 ¥147,840 ¥14,784 ¥162,624 

スタートパック 1 カ月 ¥4,070 ¥407 ¥4,477 

ホームページパック 1 カ月 ¥6,270 ¥627 ¥6,897 

ホームページ＆カートパック 1 カ月 ¥7,370 ¥737 ¥8,107 

ネットショップパック 1 カ月 ¥7,370 ¥737 ¥8,107 

ホームページリニューアル 

パック 
1 カ月 ¥6,270 ¥627 ¥6,897 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 

 

ITPARK から移行のお客さま オプション 

表示価格は税込みとなります 

オプション 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降 

ご請求価格 

ディスク容量 50MB 

追加（ウェブ） 
月額 ¥550 ¥55 ¥605 

ディスク容量 50MB 

追加（メール） 
月額 ¥550 ¥55 ¥605 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 

Z.com のサービスから移行のお客さま 

表示価格は税込みとなります 
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プラン 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

RWC-200(Z) 

1 カ月 ¥1,305 ¥130 ¥1,435 

6 カ月 ¥7,838 ¥783 ¥8,621 

12 カ月 ¥15,677 ¥1,567 ¥17,244 

WC-100(Z) 

1 カ月 ¥1,543 ¥154 ¥1,697 

6 カ月 ¥9,263 ¥926 ¥10,189 

12 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

RWC-10G(Z) 

1 カ月 ¥1,186 ¥118 ¥1,304 

6 カ月 ¥7,125 ¥712 ¥7,837 

12 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

WC-100 

Reseller(Z) 

1 カ月 ¥1,186 ¥118 ¥1,304 

6 カ月 ¥7,125 ¥712 ¥7,837 

12 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

WC200-Plus(Z) 

1 カ月 ¥2,018 ¥201 ¥2,219 

6 カ月 ¥12,113 ¥1,211 ¥13,324 

12 カ月 ¥16,632 ¥1,663 ¥18,295 

WC200-Plus 

Reseller(Z) 

1 カ月 ¥830 ¥83 ¥913 

6 カ月 ¥4,987 ¥498 ¥5,485 

12 カ月 ¥9,975 ¥997 ¥10,972 

WC-300(Z) 

1 カ月 ¥2,850 ¥285 ¥3,135 

6 カ月 ¥17,101 ¥1,710 ¥18,811 

12 カ月 ¥19,951 ¥1,995 ¥21,946 

WC-300 

Reseller(Z) 

1 カ月 ¥2,018 ¥201 ¥2,219 

6 カ月 ¥12,113 ¥1,211 ¥13,324 

12 カ月 ¥24,227 ¥2,422 ¥26,649 

WC500-Plus(Z) 

1 カ月 ¥1,899 ¥189 ¥2,088 

6 カ月 ¥11,401 ¥1,140 ¥12,541 

12 カ月 ¥22,803 ¥2,280 ¥25,083 

WC500-Plus 

Reseller(Z) 

1 カ月 ¥1,424 ¥142 ¥1,566 

6 カ月 ¥8,550 ¥855 ¥9,405 

12 カ月 ¥17,101 ¥1,710 ¥18,811 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 

  



 

 
Copyright (C) 2022 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 

 

表示価格は税込みとなります 

プラン 契約期間 現在の価格 サーチャージ 
2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

RWC-500(Z) 

1 カ月 ¥2,374 ¥237 ¥2,611 

6 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

12 カ月 ¥28,503 ¥2,850 ¥31,353 

WC-600(Z) 

1 カ月 ¥5,106 ¥510 ¥5,616 

6 カ月 ¥30,641 ¥3,064 ¥33,705 

12 カ月 ¥42,755 ¥4,275 ¥47,030 

WC-600 

Reseller(Z) 

1 カ月 ¥4,037 ¥403 ¥4,440 

6 カ月 ¥24,227 ¥2,422 ¥26,649 

12 カ月 ¥48,456 ¥4,845 ¥53,301 

WC1000-Plus(Z) 

1 カ月 ¥4,037 ¥403 ¥4,440 

6 カ月 ¥24,227 ¥2,422 ¥26,649 

12 カ月 ¥42,755 ¥4,275 ¥47,030 

WC1000-Plus 

Reseller(Z) 

1 カ月 ¥4,037 ¥403 ¥4,440 

6 カ月 ¥24,227 ¥2,422 ¥26,649 

12 カ月 ¥48,456 ¥4,845 ¥53,301 

Pointer Lite(iC)(Z) 

1 カ月 ¥295 ¥29 ¥324 

6 カ月 ¥1,780 ¥178 ¥1,958 

12 カ月 ¥3,562 ¥356 ¥3,918 

HyperMail MR-

5(iC)(Z) 

1 カ月 ¥711 ¥71 ¥782 

6 カ月 ¥4,274 ¥427 ¥4,701 

12 カ月 ¥7,125 ¥712 ¥7,837 

HyperMail MR-5 

Reseller(iC)(Z) 

1 カ月 ¥592 ¥59 ¥651 

6 カ月 ¥3,562 ¥356 ¥3,918 

12 カ月 ¥7,125 ¥712 ¥7,837 

HyperMail MR-

10(iC)(Z) 

1 カ月 ¥1,681 ¥168 ¥1,849 

6 カ月 ¥10,094 ¥1,009 ¥11,103 

12 カ月 ¥20,194 ¥2,019 ¥22,213 

Lite(iC)(Z) 

1 カ月 ¥1,305 ¥130 ¥1,435 

6 カ月 ¥7,838 ¥783 ¥8,621 

12 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

Lite 

Reseller(iC)(Z) 

1 カ月 ¥1,186 ¥118 ¥1,304 

6 カ月 ¥7,125 ¥712 ¥7,837 

12 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 

表示価格は税込みとなります 
プラン 契約期間 現在の価格 サーチャージ 2023 年 1 月 1 日以降の 
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ご請求価格 

Sharp(iC)(Z) 

1 カ月 ¥2,731 ¥273 ¥3,004 

6 カ月 ¥16,388 ¥1,638 ¥18,026 

12 カ月 ¥30,883 ¥3,088 ¥33,971 

Sharp 

Reseller(iC)(Z) 

1 カ月 ¥2,137 ¥213 ¥2,350 

6 カ月 ¥12,826 ¥1,282 ¥14,108 

12 カ月 ¥25,653 ¥2,565 ¥28,218 

Elite(iC)(Z) 

1 カ月 ¥5,106 ¥510 ¥5,616 

6 カ月 ¥30,641 ¥3,064 ¥33,705 

12 カ月 ¥57,007 ¥5,700 ¥62,707 

Elite 

Reseller(iC)(Z) 

1 カ月 ¥4,749 ¥474 ¥5,223 

6 カ月 ¥28,503 ¥2,850 ¥31,353 

12 カ月 ¥57,007 ¥5,700 ¥62,707 

Starter(iC)(Z) 

1 カ月 ¥1,305 ¥130 ¥1,435 

6 カ月 ¥7,838 ¥783 ¥8,621 

12 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

Starter 

Reseller(iC)(Z) 

1 カ月 ¥1,186 ¥118 ¥1,304 

6 カ月 ¥7,125 ¥712 ¥7,837 

12 カ月 ¥14,251 ¥1,425 ¥15,676 

Smart(iC)(Z) 

1 カ月 ¥2,731 ¥273 ¥3,004 

6 カ月 ¥16,388 ¥1,638 ¥18,026 

12 カ月 ¥30,883 ¥3,088 ¥33,971 

Smart 

Reseller(iC)(Z) 

1 カ月 ¥2,137 ¥213 ¥2,350 

6 カ月 ¥12,826 ¥1,282 ¥14,108 

12 カ月 ¥25,653 ¥2,565 ¥28,218 

Master(iC)(Z) 

1 カ月 ¥6,769 ¥676 ¥7,445 

6 カ月 ¥40,617 ¥4,061 ¥44,678 

12 カ月 ¥57,007 ¥5,700 ¥62,707 

Master 

Reseller(iC)(Z) 

1 カ月 ¥5,106 ¥510 ¥5,616 

6 カ月 ¥30,641 ¥3,064 ¥33,705 

12 カ月 ¥61,283 ¥6,128 ¥67,411 

3POP(iC)(Z) 

1 カ月 ¥830 ¥83 ¥913 

6 カ月 ¥4,987 ¥498 ¥5,485 

12 カ月 ¥6,888 ¥688 ¥7,576 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。 


