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WADAX 専用サーバー ドメイン 

表示価格は税込となります 

ドメイン 契約期間 現在の価格 
本体価格 

上昇分 

2023 年 1 月 1 日以降 

ご請求価格 

.shop 12 カ月 ¥4,378 ¥1,122 ¥5,500 

.com 12 カ月  ¥1,650 ¥830 ¥2,480 

.net 12 カ月  ¥1,650 ¥830 ¥2,480 

.org 12 カ月  ¥1,650 ¥830 ¥2,480 

.biz 12 カ月  ¥1,650 ¥1,250 ¥2,900 

.info 12 カ月  ¥1,650 ¥1,250 ¥2,900 

※ドメインにつきましては、本体価格自体の改定となります。 
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WADAX 専用サーバー 

表示価格は税込となります 

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 

セルフ 1 
1 カ月 ¥19,800 ¥1,980 ¥21,780 

12 カ月 ¥217,800 ¥21,780 ¥239,580 

セルフ 2 
1 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

12 カ月 ¥290,400 ¥29,040 ¥319,440 

セルフ SSD 
1 カ月 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

12 カ月 ¥338,800 ¥33,888 ¥372,688 

マネージド 1 
1 カ月 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

12 カ月 ¥338,800 ¥33,888 ¥372,688 

マネージド 2 
1 カ月 ¥37,400 ¥3,740 ¥41,140 

12 カ月 ¥411,400 ¥41,148 ¥452,548 

マネージド SSD 
1 カ月 ¥41,800 ¥4,180 ¥45,980 

12 カ月 ¥459,800 ¥45,984 ¥505,784 

セルフ 1

（Windows） 

1 カ月 ¥19,800 ¥1,980 ¥21,780 

12 カ月 ¥217,800 ¥21,780 ¥239,580 

セルフ 2

（Windows） 

1 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

12 カ月 ¥290,400 ¥29,040 ¥319,440 

セルフ SSD

（Windows） 

1 カ月 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

12 カ月 ¥338,800 ¥33,888 ¥372,688 

※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。 

※サーチャージとは現状のサービス品質を維持するための価格の加算金となります。 
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WADAX 専用サーバー 旧プラン 

表示価格は税込となります 

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 

セルフ SPEC1 
1 カ月 ¥20,742 ¥2,075 ¥22,817 

12 カ月 ¥228,164 ¥22,824 ¥250,988 

セルフ SPEC2 
1 カ月 ¥25,980 ¥2,598 ¥28,578 

12 カ月 ¥285,784 ¥28,584 ¥314,368 

セルフ SPEC3 
1 カ月 ¥31,219 ¥3,122 ¥34,341 

12 カ月 ¥343,405 ¥34,344 ¥377,749 

セルフプラス SPEC1 
1 カ月 ¥25,980 ¥2,598 ¥28,578 

12 カ月 ¥285,784 ¥28,584 ¥314,368 

セルフプラス SPEC2 
1 カ月 ¥31,219 ¥3,121 ¥34,341 

12 カ月 ¥343,405 ¥34,344 ¥377,749 

セルフプラス SPEC3 
1 カ月 ¥36,457 ¥3,646 ¥40,103 

12 カ月 ¥401,025 ¥40,104 ¥441,129 

フルマネージド SPEC1 
1 カ月 ¥31,219 ¥3,122 ¥34,341 

12 カ月 ¥343,405 ¥34,344 ¥377,749 

フルマネージド SPEC2 
1 カ月 ¥36,457 ¥3,646 ¥40,103 

12 カ月 ¥401,025 ¥40,104 ¥441,129 

フルマネージド SPEC3 
1 カ月 ¥41,695 ¥4,170 ¥45,865 

12 カ月 ¥458,646 ¥45,876 ¥504,522 

セルフ SSD + HDD 
1 カ月 ¥33,314 ¥3,332 ¥36,646 

12 カ月 ¥366,450 ¥36,648 ¥403,098 

セルフプラス SSD + 

HDD 

1 カ月 ¥38,552 ¥3,856 ¥42,408 

12 カ月 ¥424,072 ¥42,408 ¥466,480 

フルマネージド SSD + 

HDD 

1 カ月 ¥43,791 ¥4,380 ¥48,171 

12 カ月 ¥481,692 ¥48,180 ¥529,872 

※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。 

※サーチャージとは現状のサービス品質を維持するための価格の加算金となります。 
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WADAX 専用サーバー 旧プラン 

表示価格は税込となります 

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 

エントリープラン 
1 カ月 ¥19,800 ¥1,980 ¥21,780 

12 カ月 ¥225,720 ¥22,572 ¥248,292 

エントリーRAID プラン 
1 カ月 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

12 カ月 ¥351,120 ¥35,112 ¥386,232 

スタンダードプラン 
1 カ月 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

12 カ月 ¥351,120 ¥35,112 ¥386,232 

スタンダード RAID プ

ラン 

1 カ月 ¥36,300 ¥3,630 ¥39,930 

12 カ月 ¥417,120 ¥41,712 ¥458,832 

ミドル RAID プラン 
1 カ月 ¥41,800 ¥4,180 ¥45,980 

12 カ月 ¥483,120 ¥48,312 ¥531,432 

プロフェッショナル

RAID プラン 

1 カ月 ¥47,300 ¥4,730 ¥52,030 

12 カ月 ¥549,120 ¥54,912 ¥604,032 

ハイエンド RAID プラン 
1 カ月 ¥52,800 ¥5,280 ¥58,080 

12 カ月 ¥615,120 ¥61,512 ¥676,632 

スーパーハイエンド

RAID プラン 

1 カ月 ¥74,800 ¥7,480 ¥82,280 

12 カ月 ¥852,720 ¥85,272 ¥937,992 

※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。 

※サーチャージとは現状のサービス品質を維持するための価格の加算金となります。 
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WADAX 専用サーバー 旧プラン 

表示価格は税込となります 

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 

専用サーバー 旧プラン 

1 カ月 ¥30,954 ¥3,096 ¥34,050 

6 カ月 ¥182,490 ¥18,252 ¥200,742 

12 カ月 ¥323,400 ¥32,340 ¥355,740 

DELL 

PowerEdge650 

キャンペーンプラン 

1 カ月 ¥30,954 ¥3,096 ¥34,050 

6 カ月 ¥182,490 ¥18,252 ¥200,742 

12 カ月 ¥323,400 ¥32,340 ¥355,740 

DELL  

PowerEdge 1850  

プラン１ 

1 カ月 ¥65,604 ¥6,561 ¥72,165 

6 カ月 ¥390,390 ¥39,042 ¥429,432 

12 カ月 ¥739,200 ¥73,920 ¥813,120 

ハイエンドプラン 

1 カ月 ¥42,504 ¥4,251 ¥46,755 

6 カ月 ¥251,790 ¥25,182 ¥276,972 

12 カ月 ¥462,000 ¥46,200 ¥508,200 

IDE RAID プラン 1 

1 カ月 ¥54,054 ¥5,406 ¥59,460 

6 カ月 ¥321,090 ¥32,112 ¥353,202 

12 カ月 ¥600,600 ¥60,060 ¥660,660 

IDE RAID プラン 2 

1 カ月 ¥54,054 ¥5,406 ¥59,460 

6 カ月 ¥321,090 ¥32,112 ¥353,202 

12 カ月 ¥600,600 ¥60,060 ¥660,660 

SCSI RAID プラン 2 

1 カ月 ¥77,154 ¥7,716 ¥84,870 

6 カ月 ¥459,690 ¥45,972 ¥505,662 

12 カ月 ¥877,800 ¥87,780 ¥965,580 

W-Secure Server  

Plus 

1 カ月 ¥115,269 ¥11,527 ¥126,796 

6 カ月 ¥635,250 ¥63,528 ¥698,778 

12 カ月 ¥1,152,690 ¥115,272 ¥1,267,962 

W-Secure Server  

Plus Self 

1 カ月 ¥42,735 ¥4,274 ¥47,009 

6 カ月 ¥242,550 ¥24,258 ¥266,808 

12 カ月 ¥427,350 ¥42,744 ¥470,094 

※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。 

※サーチャージとは現状のサービス品質を維持するための価格の加算金となります。 
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WADAX 専用サーバー オプション 

表示価格は税込となります 

オプション 契約期間 現在の価格 
本体価格 

上昇分 

2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

NAS バックアップ 

(500GB/RAID1) 

(1TB/RAID1) 

(2TB/RAID1) 

(3TB/RAID5) 

(4TB/RAID5) 

(6TB/RAID5) 

月額 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

NAS バックアップ 

250GB×2（RAID1) 

250GB×3（RAID5) 

月額 ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

NAS バックアップ(1U)  

250GB×2（RAID1) 

250GB×3（RAID5) 

月額 ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

NAS バックアップ

(1U/500GB/RAID1) 

(1U/1TB/RAID1) 

(1U/2TB/RAID1) 

(1U/2TB/RAID5) 

(1U/3TB/RAID5) 

(1U/4TB/RAID5) 

(1U/6TB/RAID5) 

月額 ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

※オプションにつきましては、本体価格自体の改定となります。 
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WADAX プライベートクラウド 

表示価格は税込となります 

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 

ＷＡＤＡＸ 

プライベートクラウド  

スタンダードプラン 

（5 台構成） 

1 カ月 ¥330,000 ¥33,000 ¥363,000 

プライベートクラウド  

スタンダード 

1 カ月 ¥154,000 ¥15,400 ¥169,400 

12 カ月 ¥1,848,000 ¥184,800 ¥2,032,800 

プライベートクラウド  

スタンダード S1 

1 カ月 ¥180,400 ¥18,040 ¥198,440 

6 カ月 ¥1,082,400 ¥108,240 ¥1,190,640 

12 カ月 ¥2,164,800 ¥216,480 ¥2,381,280 

プライベートクラウド  

スタンダード S2 

1 カ月 ¥202,400 ¥20,240 ¥222,640 

6 カ月 ¥1,214,400 ¥121,440 ¥1,335,840 

12 カ月 ¥2,428,800 ¥242,880 ¥2,671,680 

※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。 

※サーチャージとは現状のサービス品質を維持するための価格の加算金となります。 
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WADAX プライベートクラウド オプション 

表示価格は税込となります 

オプション 契約期間 現在の価格 
本体価格 

上昇分 

2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

メモリ追加（スタンダード

S/HV16GB 追加） 
月額 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

メモリ追加（スタンダード

S/HV32GB 追加） 
月額 ¥61,600 ¥6,160 ¥67,760 

メモリ追加(ハイパーバイザー

2 台：8GB 追加) 
月額 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

メモリ追加(ハイパーバイザー

2 台：16GB 追加) 
月額 ¥61,600 ¥6,160 ¥67,760 

NAS バックアップ 

(1U/500GB/RAID1) 

(1U/1TB/RAID1) 

(1U/2TB/RAID1) 

(1U/2TB/RAID5) 

(1U/3TB/RAID5) 

(1U/4TB/RAID5) 

(1U/6TB/RAID5) 

月額 ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

※オプションにつきましては、本体価格自体の改定となります。 
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WADAX ハウジングサービス 

表示価格は税込となります 

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 

ハウジング D  

1U ラック(1.5A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

6 カ月 ¥66,000 ¥6,600 ¥72,600 

12 カ月 ¥132,000 ¥13,200 ¥145,200 

ハウジング D  

1/2 ラック(10A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥110,000 ¥11,000 ¥121,000 

6 カ月 ¥660,000 ¥66,000 ¥726,000 

12 カ月 ¥1,320,000 ¥132,000 ¥1,452,000 

ハウジング D  

1/2 ラック(20A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥154,000 ¥15,400 ¥169,400 

6 カ月 ¥924,000 ¥92,400 ¥1,016,400 

12 カ月 ¥1,848,000 ¥184,800 ¥2,032,800 

ハウジング D  

1 ラック(20A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥209,000 ¥20,900 ¥229,900 

6 カ月 ¥1,254,000 ¥125,400 ¥1,379,400 

12 カ月 ¥2,508,000 ¥250,800 ¥2,758,800 

ハウジング S  

1U ラック(1.5A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

6 カ月 ¥66,000 ¥6,600 ¥72,600 

12 カ月 ¥132,000 ¥13,200 ¥145,200 

ハウジング S  

1/4 ラック(4A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥69,300 ¥6,930 ¥76,230 

6 カ月 ¥415,800 ¥41,580 ¥457,380 

12 カ月 ¥831,600 ¥83,160 ¥914,760 

ハウジング S  

1/2 ラック(8A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥102,300 ¥10,230 ¥112,530 

6 カ月 ¥613,800 ¥61,380 ¥675,180 

12 カ月 ¥1,227,600 ¥122,760 ¥1,350,360 

ハウジング 

S 1 ラック(25A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥185,900 ¥18,590 ¥204,490 

6 カ月 ¥1,115,400 ¥111,540 ¥1,226,940 

12 カ月 ¥2,230,800 ¥223,080 ¥2,453,880 

ハウジング 

S 1 ラック(32A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥223,300 ¥22,330 ¥245,630 

6 カ月 ¥1,339,800 ¥133,980 ¥1,473,780 

12 カ月 ¥2,679,600 ¥267,960 ¥2,947,560 

ハウジング 

S 1 ラック(48A)  

1 年契約 

1 カ月 ¥302,500 ¥30,250 ¥332,750 

6 カ月 ¥1,815,000 ¥181,500 ¥1,996,500 

12 カ月 ¥3,630,000 ¥363,000 ¥3,993,000 

※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。 

 


