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＠YMC byGMO ドメイン 

表示価格は税込みとなります 

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  ¥1,628 ¥852 ¥2,480 

.net 12 カ月  ¥1,628 ¥852 ¥2,480 

.org 12 カ月  ¥1,628 ¥852 ¥2,480 

.biz 12 カ月  ¥1,628 ¥1,272 ¥2,900 

.info 12 カ月  ¥1,628 ¥1,272 ¥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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＠YMC 共用サーバー 

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 

YS-01 
1 カ月 ¥1,320 ¥132 ¥1,452 

12 カ月 ¥10,560 ¥1,056 ¥11,616 

YS-02 
1 カ月 ¥2,420 ¥242 ¥2,662 

12 カ月 ¥22,440 ¥2,244 ¥24,684 

YS-03 
1 カ月 ¥4,620 ¥462 ¥5,082 

12 カ月 ¥48,840 ¥4,884 ¥53,724 

YS-04 
1 カ月 ¥7,150 ¥715 ¥7,865 

12 カ月 ¥72,600 ¥7,260 ¥79,860 

ファミリー20 
1 カ月 ¥1,078 ¥108 ¥1,186 

12 カ月 ¥12,096 ¥1,212 ¥13,308 

パーソナル 

(ファミリー50) 

1 カ月 ¥1,320 ¥132 ¥1,452 

12 カ月 ¥14,964 ¥1,500 ¥16,464 

ビギナー 
1 カ月 ¥2,178 ¥218 ¥2,396 

12 カ月 ¥25,296 ¥2,532 ¥27,828 

エントリー 
1 カ月 ¥3,850 ¥385 ¥4,235 

12 カ月 ¥44,004 ¥4,404 ¥48,408 

スタート 
1 カ月 ¥5,500 ¥550 ¥6,050 

12 カ月 ¥60,504 ¥6,060 ¥66,564 

ライト 
1 カ月 ¥9,900 ¥990 ¥10,890 

12 カ月 ¥113,304 ¥11,340 ¥124,644 

※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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＠YMC VPS(マネージド)シリーズ 

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 

V250 
1 カ月 ¥4,950 ¥495 ¥5,445 

12 カ月 ¥46,200 ¥4,620 ¥50,820 

V500 
1 カ月 ¥9,350 ¥935 ¥10,285 

12 カ月 ¥99,000 ¥9,900 ¥108,900 

V1000 
1 カ月 ¥16,500 ¥1,650 ¥18,150 

12 カ月 ¥184,800 ¥18,480 ¥203,280 

V2000 
1 カ月 ¥28,600 ¥2,860 ¥31,460 

12 カ月 ¥330,000 ¥33,000 ¥363,000 

※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。 

※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。 

 

＠YMC VPS(カスタム)シリーズ 

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 

V250 
1 カ月 ¥4,950 ¥495 ¥5,445 

12 カ月 ¥46,200 ¥4,620 ¥50,820 

※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。 

 

＠YMC 旧 VPS(マネージド)シリーズ 

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 

マネージド 10 
1 カ月 ¥5,390 ¥539 ¥5,929 

12 カ月 ¥51,480 ¥5,148 ¥56,628 

マネージド 20 
1 カ月 ¥10,890 ¥1,089 ¥11,979 

12 カ月 ¥117,480 ¥11,748 ¥129,228 

マネージド 40 
1 カ月 ¥18,260 ¥1,826 ¥20,086 

12 カ月 ¥205,920 ¥20,592 ¥226,512 

※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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＠YMC 旧 VPS YV-カスタムシリーズ 

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 

YV-ｶｽﾀﾑ(10GB) 
1 カ月 ¥5,390 ¥539 ¥5,929 

12 カ月 ¥51,480 ¥5,148 ¥56,628 

YV-ｶｽﾀﾑ(20GB) 
1 カ月 ¥10,890 ¥1,089 ¥11,979 

12 カ月 ¥117,480 ¥11,748 ¥129,228 

※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。 

 

＠YMC 旧 VPS YV-マネージドシリーズ 

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 

YV-ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ 

(特別 5GB) 

1 カ月 ¥5,390 ¥539 ¥5,929 

12 カ月 ¥51,480 ¥5,148 ¥56,628 

YV-ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ 

(10GB) 

1 カ月 ¥5,390 ¥539 ¥5,929 

12 カ月 ¥51,480 ¥5,148 ¥56,628 

YV-ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ 

(20GB) 

1 カ月 ¥10,890 ¥1,089 ¥11,979 

12 カ月 ¥117,480 ¥11,748 ¥129,228 

YV-ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ 

(40GB) 

1 カ月 ¥18,260 ¥1,826 ¥20,086 

12 カ月 ¥205,920 ¥20,592 ¥226,512 

※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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＠YMC 専用サーバー 

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 

YD-カスタム 
1 カ月 ¥48,400 ¥4,840 ¥53,240 

12 カ月 ¥435,600 ¥43,560 ¥479,160 

カスタム 2000 
1 カ月 ¥30,800 ¥3,080 ¥33,880 

12 カ月 ¥343,200 ¥34,320 ¥377,520 

カスタム 4000 
1 カ月 ¥34,100 ¥3,410 ¥37,510 

12 カ月 ¥382,800 ¥38,280 ¥421,080 

マネージド 160S 
1 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

12 カ月 ¥290,400 ¥29,040 ¥319,440 

マネージド 8000 
1 カ月 ¥37,400 ¥3,740 ¥41,140 

12 カ月 ¥422,400 ¥42,240 ¥464,640 

※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。 

 

＠YMC 旧専用サーバーマネージドシリーズ 

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 

マネージド 80 
1 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

12 カ月 ¥290,400 ¥29,040 ¥319,440 

マネージド 160 
1 カ月 ¥28,600 ¥2,860 ¥31,460 

12 カ月 ¥316,800 ¥31,680 ¥348,480 

マネージド 160S 
1 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

12 カ月 ¥290,400 ¥29,040 ¥319,440 

マネージド 160W 
1 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

12 カ月 ¥290,400 ¥29,040 ¥319,440 

※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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＠YMC 旧専用サーバーマネージドサーバープラン 

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 

80GB 
1 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

12 カ月 ¥290,400 ¥29,040 ¥319,440 

160GB 
1 カ月 ¥28,600 ¥2,860 ¥31,460 

12 カ月 ¥316,800 ¥31,680 ¥348,480 

※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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＠YMC 専用サーバー 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 
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 

メモリ増設 
1 カ月 ¥2,200 ¥220 ¥2,420 

12 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

※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。 

 

＠YMC VPS、専用サーバー 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 
本体価格改定

（値上げ価格） 

2023 年 1 月 1 日以降 

ご請求価格 

外部バックアップ 

500MB 
1 カ月 ¥1,100 ¥110 ¥1,210 

ディスク容量 50MB 

追加（メール） 
12 カ月 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

外部バックアップ  

1GB 
1 カ月 ¥2,200 ¥220 ¥2,420 

メモリ増設（10MB） 12 カ月 ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

外部バックアップ  

5GB 

1 カ月 ¥3,300 ¥330 ¥3,630 

12 カ月 ¥39,600 ¥3,960 ¥43,560 

外部バックアップ 

10GB 

1 カ月 ¥4,400 ¥440 ¥4,840 

12 カ月 ¥52,800 ¥5,280 ¥58,080 

外部バックアップ 

20GB 

1 カ月 ¥6,600 ¥660 ¥7,260 

12 カ月 ¥79,200 ¥7,920 ¥87,120 

外部バックアップ 

40GB 

1 カ月 ¥8,800 ¥880 ¥9,680 

12 カ月 ¥105,600 ¥10,560 ¥116,160 

外部バックアップ 

80GB 

1 カ月 ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

12 カ月 ¥158,400 ¥15,840 ¥174,240 

外部バックアップ 

160GB 

1 カ月 ¥17,600 ¥1,760 ¥19,360 

12 カ月 ¥211,200 ¥21,120 ¥232,320 

※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。 

 


