
【インターネット接続サービス】

税抜価格 税込価格 消費税 税込価格 消費税
¥380 ¥410 ¥30 ¥418 ¥38

¥4,560 ¥4,924 ¥364 ¥5,016 ¥456
¥1,880 ¥2,030 ¥150 ¥2,068 ¥188
¥18,000 ¥19,440 ¥1,440 ¥19,800 ¥1,800
¥4,900 ¥5,292 ¥392 ¥5,390 ¥490
¥52,800 ¥57,024 ¥4,224 ¥58,080 ¥5,280

¥980 ¥1,058 ¥78 ¥1,078 ¥98
¥1,480 ¥1,598 ¥118 ¥1,628 ¥148
¥200 ¥216 ¥16 ¥220 ¥20
¥900 ¥972 ¥72 ¥990 ¥90

¥1,000 ¥1,080 ¥80 ¥1,100 ¥100

【Kannet光】

税抜価格 税込価格 消費税 税込価格 消費税
¥5,880 ¥6,350 ¥470 ¥6,468 ¥588
¥5,880 ¥6,350 ¥470 ¥6,468 ¥588
¥5,980 ¥6,458 ¥478 ¥6,578 ¥598
¥4,880 ¥5,270 ¥390 ¥5,368 ¥488
¥4,880 ¥5,270 ¥390 ¥5,368 ¥488
¥4,880 ¥5,270 ¥390 ¥5,368 ¥488
¥5,400 ¥5,832 ¥432 ¥5,940 ¥540
¥5,400 ¥5,832 ¥432 ¥5,940 ¥540
¥5,500 ¥5,940 ¥440 ¥6,050 ¥550
¥4,400 ¥4,752 ¥352 ¥4,840 ¥440
¥4,400 ¥4,752 ¥352 ¥4,840 ¥440
¥4,500 ¥4,860 ¥360 ¥4,950 ¥450
¥5,000 ¥5,400 ¥400 ¥5,500 ¥500
¥5,000 ¥5,400 ¥400 ¥5,500 ¥500
¥5,100 ¥5,508 ¥408 ¥5,610 ¥510
¥4,000 ¥4,320 ¥320 ¥4,400 ¥400
¥4,000 ¥4,320 ¥320 ¥4,400 ¥400
¥4,100 ¥4,428 ¥328 ¥4,510 ¥410
¥4,800 ¥5,184 ¥384 ¥5,280 ¥480
¥4,800 ¥5,184 ¥384 ¥5,280 ¥480
¥5,000 ¥5,400 ¥400 ¥5,500 ¥500
¥3,800 ¥4,104 ¥304 ¥4,180 ¥380
¥3,800 ¥4,104 ¥304 ¥4,108 ¥380
¥4,000 ¥4,320 ¥320 ¥4,400 ¥400

0MB～3,040MB ¥4,500 ¥4,860 ¥360 ¥4,950 ¥450
3,040MB～10,040MB \30/100MB \32.4/100MB \2.4/100MB \33/100MB \3/100MB
１0,040MB～ ¥6,600 ¥7,128 ¥528 ¥7,260 ¥660
0MB～3,040MB ¥4,000 ¥4,320 ¥320 ¥4,400 ¥400
3,040MB～10,040MB \30/100MB \32.4/100MB \2.4/100MB \33/100MB \3/100MB
１0,040MB～ ¥6,100 ¥6,588 ¥488 ¥6,710 ¥610
0MB～3,040MB ¥3,500 ¥3,780 ¥280 ¥3,850 ¥350
3,040MB～10,040MB \30/100MB \32.4/100MB \2.4/100MB \33/100MB \3/100MB
10,040MB～ ¥5,600 ¥6,048 ¥448 ¥6,160 ¥560

旧価格（８％）
サービス名

リトル（月額）
リトル（年一括）
ライト（月額）

まんしょん２００／１００（年契約）

まんしょん２００／１００（月契約）

ライト（年一括）
法人（月額）
法人（年一括）
新ライト（上限未満）
新ライト（上限以上）
追加メール
追加ID
固定IP

ふぁみりー２００／１００（月契約）
ふぁみりーぎが（ひかり電話無）（月契約）
ふぁみりーぎが（ひかり電話有）（月契約）

まんしょんぎが（ひかり電話有）（追加ID）
ふぁみりー２００／１００（回線単体）
ふぁみりーぎが（ひかり電話無）（回線単体）
ふぁみりーぎが（ひかり電話有）（回線単体）
まんしょん２００／１００（回線単体）

新価格（１０％）

サービス名
旧価格（８％） 新価格（１０％）

まんしょんぎが（ひかり電話無）（追加ID）

まんしょんぎが（ひかり電話無）（年契約）
まんしょんぎが（ひかり電話有）（年契約）
ふぁみりー２００／１００（追加ID）
ふぁみりーぎが（ひかり電話無）（追加ID）
ふぁみりーぎが（ひかり電話有）（追加ID）
まんしょん２００／１００（追加ID）

まんしょんぎが（ひかり電話無）（月契約）
まんしょんぎが（ひかり電話有）（月契約）
ふぁみりー２００／１００（年契約）
ふぁみりーぎが（ひかり電話無）（年契約）
ふぁみりーぎが（ひかり電話有）（年契約）

まんしょんぎが（ひかり電話無）（回線単体）
まんしょんぎが（ひかり電話有）（回線単体）

にだん（月契約）

にだん（追加ID）

にだん（回線単体）

価格表



【ホスティングサービス】

税抜価格 税込価格 消費税 税込価格 消費税
¥9,500 ¥10,260 ¥760 ¥10,450 ¥950
¥3,000 ¥3,240 ¥240 ¥3,300 ¥300
¥9,500 ¥10,260 ¥760 ¥10,450 ¥950
¥4,800 ¥5,184 ¥384 ¥5,280 ¥480
¥9,500 ¥10,260 ¥760 ¥10,450 ¥950
¥6,000 ¥6,480 ¥480 ¥6,600 ¥600
¥30,000 ¥32,400 ¥2,400 ¥33,000 ¥3,000
¥30,000 ¥32,400 ¥2,400 ¥33,000 ¥3,000
¥50,000 ¥54,000 ¥4,000 ¥55,000 ¥5,000
¥50,000 ¥54,000 ¥4,000 ¥55,000 ¥5,000
¥80,000 ¥86,400 ¥6,400 ¥88,000 ¥8,000
¥80,000 ¥86,400 ¥6,400 ¥88,000 ¥8,000
¥1,000 ¥1,080 ¥80 ¥1,100 ¥100
¥30,000 ¥32,400 ¥2,400 ¥33,000 ¥3,000

【その他】

税抜価格 税込価格 消費税 税込価格 消費税
¥10,000 ¥10,800 ¥800 ¥11,000 ¥1,000
¥6,000 ¥6,480 ¥480 ¥6,600 ¥600
¥2,900 ¥3,132 ¥232 ¥3,190 ¥290
¥4,986 ¥5,384 ¥398 ¥5,484 ¥498

ライブ映像配信（１画像）

サービス名
旧価格（８％） 新価格（１０％）

ライブ映像配信専用サーバ

サービス名
旧価格（８％） 新価格（１０％）

専用サーバ２００（月額費用）

ドメイン取得
ドメイン更新費用（１年分）
独自SSL（クイック認証SSL）
独自SSL（企業認証SSL）

専用サーバ５０（月額費用）
専用サーバ１００（初期費用）
専用サーバ１００（月額費用）
専用サーバ２００（初期費用）

サーバパック５０（初期費用）
サーバパック５０（月額費用）
サーバパック１００（初期費用）
サーバパック１００（月額費用）
サーバパック２００（初期費用）
サーバパック２００（月額費用）
専用サーバ５０（初期費用）


