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WADAX 共用サーバー、レオサーバーから移行されたお客さま 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 
本体価格改定 

（値上げ価格） 
改定後の価格 

.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。 

 

プラスアルファ・ギガサーバーから移行されたお客さま 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 
本体価格改定 

（値上げ価格） 
改定後の価格 

.com 12 カ月  ¥2,640 ¥500 ¥3,140 

.net 12 カ月  ¥2,640 ¥500 ¥3,140 

.org 12 カ月  ¥2,640 ¥500 ¥3,140 

.biz 12 カ月  ¥2,640 ¥830 ¥3,470 

.info 12 カ月  ¥2,640 ¥830 ¥3,470 

※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 あんしん WP 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

(月額価格) 
サーチャージ 

2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

WP スタンダード 1 カ月 ¥2,640 ¥264 ¥2,904 

WP スタンダード 12 カ月 
¥26,400 

(¥2,200) 

¥2,640 

(¥220) 

¥29,040 

(¥2,420) 

※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。 

 

WADAX あんしん WP 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 
本体価格改定 

（値上げ価格） 

2023 年 1 月 1 日以降の 

ご請求価格 

WP スタンダード  

リソース追加パック 1 個 
月額 ¥550 ¥55 ¥605 

WP スタンダード  

リソース追加パック 2 個 
月額 ¥1,100 ¥110 ¥1,210 

WP スタンダード  

リソース追加パック 3 個 
月額 ¥1,650 ¥165 ¥1,815 

WP スタンダード  

リソース追加パック 4 個 
月額 ¥2,200 ¥220 ¥2,420 

WP スタンダード  

リソース追加パック 5 個 
月額 ¥2,750 ¥275 ¥3,025 

NAS バックアップ(1U) 

250GBx2(RAID1) 
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 WX 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 

TypeB（ブロンズ） 
6 カ月 ¥7,920 ¥792 ¥8,712 

12 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

TypeS（シルバー） 

1 カ月 ¥2,420 ¥242 ¥2,662 

3 カ月 ¥6,930 ¥693 ¥7,623 

6 カ月 ¥12,540 ¥1,254 ¥13,794 

12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

TypeG（ゴールド） 

1 カ月 ¥3,520 ¥352 ¥3,872 

3 カ月 ¥10,230 ¥1,023 ¥11,253 

6 カ月 ¥19,140 ¥1,914 ¥21,054 

12 カ月 ¥34,320 ¥3,432 ¥37,752 

TypeP（プラチナ） 

1 カ月 ¥4,620 ¥462 ¥5,082 

3 カ月 ¥13,530 ¥1,353 ¥14,883 

6 カ月 ¥25,740 ¥2,574 ¥28,314 

12 カ月 ¥47,520 ¥4,752 ¥52,272 

※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。 

 

WADAX WX サーバー メールサービス 

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 

メールサービス スモール 12 カ月 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

メールサービス ミドル 12 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

メールサービス ラージ 12 カ月 ¥66,000 ¥6,600 ¥72,600 

※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  WX サーバー W セキュリティキャンペーンプラン 

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 

W セキュリティキャンペー

ンプラン（TypeB） 
12 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

W セキュリティキャンペー

ンプラン（TypeS） 
12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

W セキュリティキャンペー

ンプラン（TypeG） 
12 カ月 ¥34,320 ¥3,432 ¥37,752 

W セキュリティキャンペー

ンプラン（TypeP） 
12 カ月 ¥47,520 ¥4,752 ¥52,272 

※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。 

 

WADAX  WX サーバー WAF「0 円」キャンペーンプラン 

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 

WAF「0 円」キャンペーン

プラン 

（TypeB + WAF） 

12 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

WAF「0 円」キャンペーン

プラン 

（TypeS + WAF） 

12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

WAF「0 円」キャンペーン

プラン 

（TypeG + WAF） 

12 カ月 ¥34,320 ¥3,432 ¥37,752 

WAF「0 円」キャンペーン

プラン 

（TypeP + WAF） 

12 カ月 ¥47,520 ¥4,752 ¥52,272 

※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  WX サーバー  「CMS・ショッピングカート」キャンペーンプラン 

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 

「CMS・ショッピングカート」 

キャンペーンプラン 

（TypeB） 

12 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

「CMS・ショッピングカート」 

キャンペーンプラン 

（TypeS） 

12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

「CMS・ショッピングカート」 

キャンペーンプラン 

（TypeG） 

12 カ月 ¥34,320 ¥3,432 ¥37,752 

「CMS・ショッピングカート」 

キャンペーンプラン 

（TypeP） 

12 カ月 ¥47,520 ¥4,752 ¥52,272 

※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。 

 

WADAX  WX サーバー Web サイトバックアップキャンペーンプラン 

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 

Web サイトバックアップ 

キャンペーンプラン 

（TypeB） 

12 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

Web サイトバックアップ 

キャンペーンプラン 

（TypeS） 

12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

Web サイトバックアップ 

キャンペーンプラン 

（TypeG） 

12 カ月 ¥34,320 ¥3,432 ¥37,752 

Web サイトバックアップ 

キャンペーンプラン 

（TypeP） 

12 カ月 ¥47,520 ¥4,752 ¥52,272 

※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  WX サーバー  KYUBI キャンペーンプラン 

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 

KYUBI キャンペーン 

プラン（TypeB） 
12 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

KYUBI キャンペーン 

プラン（TypeS） 
12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

KYUBI キャンペーン 

プラン（TypeG） 
12 カ月 ¥34,320 ¥3,432 ¥37,752 

KYUBI キャンペーン 

プラン（TypeP） 
12 カ月 ¥47,520 ¥4,752 ¥52,272 

※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。 

 

WADAX  WX サーバー SiteLock キャンペーンプラン 

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 

SiteLockキャンペーンプ

ラン（TypeB） 

6 カ月 ¥7,920 ¥792 ¥8,712 

12 カ月 ¥14,520 ¥1,452 ¥15,972 

SiteLockキャンペーンプ

ラン（TypeS） 

1 カ月 ¥2,420 ¥242 ¥2,662 

3 カ月 ¥6,930 ¥693 ¥7,623 

6 カ月 ¥12,540 ¥1,254 ¥13,794 

12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

SiteLockキャンペーンプ

ラン（TypeG） 

1 カ月 ¥3,520 ¥352 ¥3,872 

3 カ月 ¥10,230 ¥1,023 ¥11,253 

6 カ月 ¥19,140 ¥1,914 ¥21,054 

12 カ月 ¥34,320 ¥3,432 ¥37,752 

SiteLock キャンペーン

プラン（TypeP） 

1 カ月 ¥4,620 ¥462 ¥5,082 

3 カ月 ¥13,530 ¥1,353 ¥14,883 

6 カ月 ¥25,740 ¥2,574 ¥28,314 

12 カ月 ¥47,520 ¥4,752 ¥52,272 

※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 SV・HS・HD 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 

ブロンズ 

1 カ月 ¥2,530 ¥253 ¥2,783 

3 カ月 ¥6,930 ¥693 ¥7,623 

6 カ月 ¥12,980 ¥1,302 ¥14,282 

12 カ月 ¥25,080 ¥2,508 ¥27,588 

シルバー 

1 カ月 ¥3,667 ¥367 ¥4,034 

3 カ月 ¥10,476 ¥1,050 ¥11,526 

6 カ月 ¥19,904 ¥1,992 ¥21,896 

12 カ月 ¥35,619 ¥3,564 ¥39,183 

ゴールド 

1 カ月 ¥4,714 ¥472 ¥5,186 

3 カ月 ¥13,619 ¥1,362 ¥14,981 

6 カ月 ¥26,191 ¥2,622 ¥28,813 

12 カ月 ¥48,191 ¥4,824 ¥53,015 

※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。 

 

WADAX SV・HS・HD サーバー 旧プラン メールサービス 

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 

メールサービス 12 カ月 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

※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 SV・HS・HD サーバー スタンダードシリーズ 

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 

スタンダード ブロンズ 

1 カ月 ¥2,530 ¥253 ¥2,783 

3 カ月 ¥6,930 ¥693 ¥7,623 

6 カ月 ¥12,980 ¥1,302 ¥14,282 

12 カ月 ¥25,080 ¥2,508 ¥27,588 

スタンダード シルバー 

1 カ月 ¥3,667 ¥367 ¥4,034 

3 カ月 ¥10,476 ¥1,050 ¥11,526 

6 カ月 ¥19,904 ¥1,992 ¥21,896 

12 カ月 ¥35,619 ¥3,564 ¥39,183 

スタンダード ゴールド 

1 カ月 ¥4,714 ¥472 ¥5,186 

3 カ月 ¥13,619 ¥1,362 ¥14,981 

6 カ月 ¥26,191 ¥2,622 ¥28,813 

12 カ月 ¥48,191 ¥4,824 ¥53,015 

スタンダード プラチナ 

1 カ月 ¥5,720 ¥572 ¥6,292 

3 カ月 ¥16,720 ¥1,674 ¥18,394 

6 カ月 ¥31,900 ¥3,192 ¥35,092 

12 カ月 ¥58,300 ¥5,832 ¥64,132 

※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。 

 

WADAX SV・HS・HD サーバー メールサービス 

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 

メールサービス５０ 12 カ月 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

メールサービス１００ 12 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

メールサービス３００ 12 カ月 ¥66,000 ¥6,600 ¥72,600 

※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 SV・HS・HD サーバー  

プロフェッショナル ビジネス・プロフェッショナル ビジネス EV 

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 

プロフェッショナル  

ビジネス ブロンズ 

1 カ月 ¥8,030 ¥803 ¥8,833 

12 カ月 ¥80,300 ¥8,040 ¥88,340 

プロフェッショナル  

ビジネス シルバー 

1 カ月 ¥9,130 ¥913 ¥10,043 

12 カ月 ¥91,300 ¥9,132 ¥100,432 

プロフェッショナル  

ビジネス ゴールド 

1 カ月 ¥10,230 ¥1,023 ¥11,253 

12 カ月 ¥102,300 ¥10,236 ¥112,536 

プロフェッショナル  

ビジネス プラチナ 

1 カ月 ¥11,330 ¥1,133 ¥12,463 

12 カ月 ¥113,300 ¥11,340 ¥124,640 

プロフェッショナル  

ビジネス EV ブロンズ 

1 カ月 ¥10,450 ¥1,045 ¥11,495 

12 カ月 ¥104,500 ¥10,452 ¥114,952 

プロフェッショナル  

ビジネス EV シルバー 

1 カ月 ¥11,550 ¥1,155 ¥12,705 

12 カ月 ¥115,500 ¥11,556 ¥127,056 

プロフェッショナル  

ビジネス EV ゴールド 

1 カ月 ¥12,650 ¥1,265 ¥13,915 

12 カ月 ¥126,500 ¥12,660 ¥139,160 

プロフェッショナル  

ビジネス EV プラチナ 

1 カ月 ¥13,750 ¥1,375 ¥15,125 

12 カ月 ¥137,500 ¥13,752 ¥151,252 

※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。 

 

  



 

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

 

WADAX SV・HS・HD サーバー  

その他の旧サービス 

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 

ブロンズサービス 

1 カ月 ¥2,530 ¥253 ¥2,783 

3 カ月 ¥6,930 ¥693 ¥7,623 

6 カ月 ¥12,980 ¥1,302 ¥14,282 

12 カ月 ¥25,080 ¥2,508 ¥27,588 

シルバーサービス 

1 カ月 ¥3,667 ¥367 ¥4,034 

3 カ月 ¥10,476 ¥1,050 ¥11,526 

6 カ月 ¥19,904 ¥1,992 ¥21,896 

12 カ月 ¥35,619 ¥3,564 ¥39,183 

ゴールドサービス 

1 カ月 ¥4,714 ¥472 ¥5,186 

3 カ月 ¥13,619 ¥1,362 ¥14,981 

6 カ月 ¥26,191 ¥2,622 ¥28,813 

12 カ月 ¥48,191 ¥4,824 ¥53,015 

プラチナサービス 

1 カ月 ¥6,809 ¥681 ¥7,490 

3 カ月 ¥19,904 ¥1,992 ¥21,896 

6 カ月 ¥38,761 ¥3,882 ¥42,643 

12 カ月 ¥73,333 ¥7,344 ¥80,677 

ダイヤモンドサービス 

1 カ月 ¥8,904 ¥891 ¥9,795 

3 カ月 ¥26,191 ¥2,622 ¥28,813 

6 カ月 ¥51,333 ¥5,136 ¥56,469 

12 カ月 ¥98,476 ¥9,852 ¥108,328 

エグゼクティブサービス 

1 カ月 ¥13,095 ¥1,310 ¥14,405 

3 カ月 ¥38,761 ¥3,879 ¥42,640 

6 カ月 ¥76,476 ¥7,650 ¥84,126 

12 カ月 ¥148,761 ¥14,880 ¥163,641 

ブロンズサービス 

professional 

1 カ月 ¥3,080 ¥308 ¥3,388 

3 カ月 ¥8,580 ¥858 ¥9,438 

6 カ月 ¥16,280 ¥1,632 ¥17,912 

12 カ月 ¥31,680 ¥3,168 ¥34,848 

※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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プラスアルファ・ギガサーバー・レオサーバーから移行されたお客さま 

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 

【プラスアルファ】10G 12 カ月 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

【プラスアルファ】20G 12 カ月 ¥19,800 ¥1,980 ¥21,780 

【プラスアルファ】40G 12 カ月 ¥52,800 ¥5,280 ¥58,080 

【プラスアルファ】30G 12 カ月 ¥25,080 ¥2,508 ¥27,588 

【プラスアルファ】 

エントリー 
12 カ月 ¥15,840 ¥1,584 ¥17,424 

【プラスアルファ】 

ノーマル 
12 カ月 ¥18,856 ¥1,896 ¥20,752 

【プラスアルファ】 

プロフェッショナル 
12 カ月 ¥31,428 ¥3,144 ¥34,572 

【プラスアルファ】 

エキスパート 
12 カ月 ¥50,285 ¥5,028 ¥55,313 

【プラスアルファ】 

旧サーバーコース 
12 カ月 ¥18,856 ¥1,885 ¥20,741 

【ギガサーバー】A コース 12 カ月 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

【ギガサーバー】B コース 12 カ月 ¥19,800 ¥1,980 ¥21,780 

【ギガサーバー】C コース 12 カ月 ¥23,760 ¥2,376 ¥26,136 

【レオサーバー】110G 

1 カ月 ¥1,100 ¥110 ¥1,210 

6 カ月 ¥4,620 ¥462 ¥5,082 

12 カ月 ¥6,600 ¥660 ¥7,260 

【レオサーバー】200G 

1 カ月 ¥1,100 ¥110 ¥1,210 

6 カ月 ¥4,620 ¥462 ¥5,082 

12 カ月 ¥6,600 ¥660 ¥7,260 

※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。 


