
　単価表ソフト部門 ホームページ制作 ＭＹＴ企画

コード 業務項目 規　　　格 摘　　　要 主　　な　　内　　　容

S-001 ホームページ作成 新規 企画・作成 １件 ¥300,000 ～ 企画・作成 全行程（基本料金）基本5ページ

S-002 ホームページ作成 企画・構造設計 １件 ¥80,000 ～ サイト企画・構造設計

S-003 ホームページ作成 ページフォーマットデザイン １件 ¥100,000 ～ ページ全体のデザイン

S-004 ホームページ作成 トップページデザイン １件 ¥50,000 ～ タイトル・ロゴデザイン・シンボルマーク挿入

S-005 ホームページ作成 ページコーディング １ページ ¥10,000 ～ 固定ページコーディング（容量により） 基本5ページ

S-006 ホームページ作成 トップページＦＬＡＳＨ １件 ¥25,000 ～ トップページでflash動画での表現

S-007 ホームページ作成 トップページ入替画像 １件 ¥25,000 ～ トップページが表示するたびに画像が変わる

S-008 ホームページ作成 ビデオ編集・加工 1分 ¥15,000 ～ データは別途

S-009 ホームページ作成 音声編集・加工 1分 ¥15,000 ～ データは別途

S-010 ホームページ作成 Flashムービー制作 １ページ ¥15,000 ～ デザイン別途

S-011 ホームページ作成 CGI制作 １ページ ¥15,000 ～ フォーム内容は打ち合わせによる

S-012 ホームページ作成 アニメーション入り １ページあたり ¥2,500 ～ デザイン別途

S-013 ホームページ作成 フレーム入り １ページあたり ¥2,000 ～ ＨＰサイドにフレーム作成

S-014 ホームページ更新 １ページあたり ¥10,000 ～ 更新アップ作業（内容変更は別途）

S-015 ＦＴＰの操作 １時間位 ¥3,000 ～ プロバイダ設定及び操作説明

S-016 ＨＰ作成指導 １時間あたり ¥3,000 ～ 基本的なＨＰの作成指導

S-017 ＣＧＩプログラム作成 フォーム １件 ¥20,000 ～ フォーム、チェックボックス、ラジオボックス、メールボックス等１０項目程度

S-018 ＣＧＩプログラム作成 メール １件 ¥25,000 ～ フォームデータをメールでの受信

S-019 ＣＧＩプログラム作成 ＣＳＶファイル化 １件 ¥30,000 ～ フォームデータのデータベース化

S-020 ＣＧＩプログラム作成 買い物かご １件 ¥50,000 ～ 計算入りＣＧＩプログラム

S-021 ＣＧＩプログラム作成 簡易掲示板 １件 ¥30,000 ～ 簡易掲示板の設置

S-022 画像加工 ファイルの変更 １件 ¥2,000 ～ ＪＰＧファイル等への変換及び画像ファイルの拡大縮小処理

S-023 画像加工 画像修正 １件 ¥2,000 ～ 背景切り取り等

S-024 画像加工 画像合成 １件 ¥3,000 ～ ２つ以上のデータの合成処理

S-025 デザイン ホームページ全体 １件 ¥10,000 ～ ホームデザイン、ページの設定等

S-026 デザイン アニメーション １件 ¥10,000 ～ ＧＩＦの挿入

S-027 デザイン ＦＬＡＳＨ １件 ¥10,000 ～ タイトル画面の挿入

S-028 データーベース 買い物かご １件 ¥80,000 ～ Zen Cartで構築

S-029 データーベース ブログ １件 ¥50,000 ～ Movable Typeで構築

S-030 データーベース その他 １件 ¥50,000 ～ その他将来的に可能になるデーターベース

S-031 レンタルサーバー 初期設定 1件 30,000 ～ レンタルサーバー申し込みから初期設定まで

S-032 レンタルサーバー 管理 1件（年） 10,000 ～ レンタルサーバー管理

S-033 HP 英語版（翻訳） 1件 35,000 ～ 日本語→英語（目安：10ページ）

S-034 ECサイト制作登録代行 デザイン等 1件 140,000 ～ ショップサイト 制作・登録代行 PC・モバイル両方

S-035 インターネット接続・設定
接続・設定 操作説明（３０

分）
1時間 ¥4,000 ～ 平日 夜８時～１２時まで 土・日　朝９時～１３時及び夜８時～１２時

S-036 パソコン接続・設定 操作説明（１時間分） 1時間 ¥4,000 ～ 〃

S-037 ホームページ関連 取扱マニュアル製作 1件 ¥80,000 ～ ＨＰの更新に当たって必要不可欠な操作のマニアル PDFファイル WEBで観覧可能

S-038 ホームページ運営 維持管理費（保守・更新） 1月 ¥50,000 ～ ページ更新・ページ作成・維持管理（取材は別経費）

S-039 ホームページ運営 維持管理費（保守） 1月 ¥5,000 ～ ページ更新・ページ作成・維持管理（取材は別経費）

S-040 ホームページバナー作成 デザイン・設置 1件 ¥2,000 ～ バナーデザイン・リンク構築設置

価格
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