
作成プラン（初期費用）と月額プラン（月額費用）の金額をご確認ください。

初期費用 円 月額費用 円

インターネットMAGMA HPパッケージPlus New 申込書

オプションサービスのお申込みについては、「オプションサービス申込書」ご記入下さい。

該当欄に適宜ご記入頂き、下記申込書送付先までご郵送下さい。
※本書のご自身控え（コピー）を保管下さいますようお願い申し上げます。
※弊社からのご案内やご登録証等の必要書類送付先は登録ご住所のみとさせて頂きます。

株式会社 MAGMA（インターネットMAGMAカスタマーセンター宛）
住所          ： 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日１丁目14-2春日ヒルズ１Ｆ
受付時間 ： 月曜日～金曜日（9:00～18:00）祝日を除く

0120-5888-49
E-MAIL    ： m.customer@magma.jp

申込書送付先

お申込日 西暦20　　 年　 　月　 　日 

※価格は全て税別表記です。

お申込者印

印

ご担当者名

お申込者名
※法人の場合は法人名

お申込者名が法人の場合、
社印をご捺印ください

TEL FAX 日中連絡先

フリガナ

ご住所

勤務先

所属部署

※法人の方のみ

※個人の方のみ必須

必須

ご連絡先
必須

STEP1 お申込者情報をご記入ください。

（ビル・マンション名までご記入ください）

都道
府県

市郡
区

必須

□ ライトプラン
□ ベーシックプラン

STEP4 作成プランを選択して下さい。（初期費用）
85,000円 
120,000円 

ホームページ運営に必要なもの全てが含まれた基本的なプランです。

ページ数や修正回数などが多く、ホームページのクオリティにこだわりたい方向けのプランです。

※仕様書をご確認の上、お申込内容をご選択ください。
※上記プランと他にオプションをご希望の方は裏面もご記入下さい。

ご契約プラン
必須

□ 初年度総額30万円プラン 252,000円 ベーシックプランに様々なオプションをお得に追加した充実のプランです。

□ 特別カスタムプラン 注文書にて記載

□シンプルプランSSL

STEP5 月額プランを選択して下さい。（月額費用）

4,000円 
ご契約プラン

必須

ホームページを運用するサーバー及びドメインの管理を行います。
データバックアップやセキュリティ対策に有効なWordpressのバージョン更新作業は含まれません。
SSLは標準搭載されています。通信の暗号化により安全性・信頼性が向上するほかSEOにおいても有効です。
ご自身でバックアップ・バージョン更新を行うプロ向けのプランです。

シンプルプランSSLの内容に加えて、月1回のデータバックアップとバージョン更新作業を行います。
バックアップ・バージョン更新をお任せいただける安心のプランです。

□ 更新サポート月額オプション 1,000円 
テキストの変更や画像の差し替え、新着情報の更新など、デザイン作業を伴わない更新を月1回まで代行します。
会社概要が変更になったときや、写真を差し替えたいとき、月のスケジュール更新、投稿ページの作成など、
別途オプション費用不要で対応が可能です。※デザイン作業の発生する画像の作成や原稿の作成などは不可。

□ パックプランSSL 5,500円 

□ クレジットカード
□ VISA □ MASTER □ JCB □ NICOS □ AMEX

＊

※ これら以外のクレジットカードはご利用になれません。

お支払い方法

カード種類： カード番号：

カード名義： 有効期限： 月 ／ 20　　年

STEP6 お支払方法を選択しご記入下さい。
□ 口座振替 （口座振替でお支払のお客様は、別紙「口座振替依頼書」にご記入下さい。）

●ドメインを新規で取得または他社より移管される場合の費用につきましては、お申込月でのご請求となります。
●ホームページ作成パッケージの初期費用は、お申込月でのご請求となります。
●ホームページ作成パッケージの月額費用は、納品月より発生致します。
●お客様のご都合により以下の状態になった場合には、WEB環境を維持する費用としてホームページの公開前であっても月額費用が発生する場合がございます。
　1.お客様のご都合により提供データ※がそろわずに、申し込み日(申込書もしくは注文書による申し込みの日)からホームページの公開までの期間が2ヶ月
　   を超えた場合。 ※提供データとは、ホームページ作成に必要な画像データや、テキスト文章等の事です。
　2.お客様のご都合により確認・修正のご回答が頂けずに、申し込み日(申込書もしくは注文書による申し込みの日)からホームページの公開までの期間が
　　2ヶ月を超えた場合。
　3.全ページのデザインが完了し、弊社からお客様へご確認の依頼が行われた際の2週間後までに、確認・修正のご回答及び修正データをご提出頂けなかった場合。
　　※全ページのデザインが完了し、弊社からのご確認の依頼を実施することを、仕様書においては「仮納品」と表現しております。
　　　仮納品月については、仕様書の「1.契約から納品までの流れ」及び「9.初期制作プランの納品について」をご覧ください。

　4.制作着手前にいただいたご依頼内容とは異なるご依頼の追加や、ご契約プランに含まれていない回数の修正作業（有償）、もしくはそれらをご検討いただく期間が発生し
　　た影響により、申し込み日(申込書もしくは注文書による申し込みの日)からホームページの公開までの期間が2ヶ月を超える場合。
　5.全ページのデザインが完了し、弊社からお客様へご確認の依頼が行われた後、弊社とお客様の間において、契約内容やプランのご説明、デザインの調整などのやり取りが
　　1ヵ月以上続いた場合。
　6.本条の2項の「1.」及び「2.」に関しては、「3.」「4.」「5.」に優先して適応となります。
●納品後、月額プランを変更する場合は、変更費用1,000円（税別）が必要となります。
●当プラン解約後は、サーバーに残っているホームページ及びメールのデータ等は一切取り出すことが出来ません。
●当プランの最低利用期間は12 ヶ月となります。最低利用期間内は解約を承ることが出来ませんので予めご了承ください。

ホームページ作成パッケージお申込に関する注意

登録
担当者名

登録者名
組織名

代表者名

※法人の場合は法人名

（ビル・マンション名までご記入ください）

TEL FAX E-mail

フリガナ

フリガナ

ご住所

登記地住所

役職名所属部署
必須

必須

ご連絡先

TEL FAXご連絡先

必須

STEP3 ドメインの登録情報についてご記入下さい。

フリガナ

登記年月日 年　　　 月　　　日　西暦20

組織種別

役職名

英文

和文

フリガナ

英文

和文

（ビル・マンション名までご記入ください）

都道
府県

市郡
区

都道
府県

市郡
区

必須

属性型・地域型ドメインをお申込のお客様は、下記もご記入下さい。 確　認　書
私はHPパッケージPlusへの申込みあたり、下記書類を確認した上で契約します。

また、私がホームページに掲載するために提出する画像や文言などは著作権を侵害するものではありません。

※各書類をご確認の上、以下にご署名・ご捺印をお願い致します。

記

□ インターネットMAGMAドメインサービス利用規約
□ インターネットMAGMAホスティングサービス利用規約
□ 個人情報取り扱いについて
□ 仕様書
□ サービス約款

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

汎用JP ドメイン

属性型・地域型JP ドメイン

gTLD ドメイン □.COM

□.JP
□.CO.JP □.地域型.JP

□.NET
□.AC.JP

□.ORG
□.GO.JP

□.INFO
□.OR.JP

□.BIZ
□.ED.JP

STEP2 お申込内容をご記入ください。
フリガナ フリガナ

HPパッケージPlus New

汎用JP

□ ドメインとホームページパッケージPlusを同時お申込み 登録費用：汎用JP、gTLD：5,000円 ／ 属性JP：7,000円 

ドメイン

属性型・地域型JP ドメイン

gTLD ドメイン □.COM

□.JP
□.CO.JP □.地域型.JP

□.NET
□.AC.JP

□.ORG
□.GO.JP

□.INFO
□.OR.JP

□.BIZ
□.ED.JP

□ 他社からドメインを移転する 登録費用：汎用JP、gTLD、属性JP：3,000円 ・AUTH-CODE

・移転元指定事業者

［　  　　　　　　　　 　　　　］

［　  　　　　　　　 　　　　　］□ ドメインは他社で管理する

※gTLDドメインを移管のお客様は、
　ご記入下さい。

※移管のお客様は、ご記入下さい。

お申込ドメイン名

ご契約プラン

企業様向けのプランです。ぺージ数やコンテンツづくりサポートなど、柔軟に対応いたします。（初期費用300,000円から対応）



個別にオプションをお申込みの場合、ご希望のオプションサービスにチェックを入れてください。

※上記料金表に記載がないものについては、別途お見積もりとなります。

インターネットMAGMA HPパッケージPlus オプションサービス申込書

※★マークがついている項目は、初期制作時にご依頼があれば無料でご対応いたします。ご希望を担当者にお伝えください。

［備考欄］

オプション名 価格 内容
トップ画像追加

カテゴリ
12,000円 トップイメージ画像（デザインの入ったもの）を1枚制作し、追加します。

デザイン画像追加 7,500円 バナーやコンテンツ中に表示させたいデザインの入った画像を1枚作成し、追加します。

画像追加 3,000円 ご提出いただいた画像を補正・リサイズし、3枚まで掲載します。デザイン作業は伴いません。

図表追加 3,000円 グラフや図表を作成し、追加します。情報量が多い場合は別途お見積りになります。

オリジナルロゴ制作 51,000円 ヒアリングを基に複数案をご提案し、ロゴマークを創り上げていきます。

ファビコンの追加 4,000円 パソコン用のファビコンを作成し、反映させます。

テキスト修正 1,500円 ホームページ内のテキスト（会社概要程度）を修正します。

画像差し替え 1,000円 ご提供いただいた画像を、掲載中の画像と差し替えます。

ページの追加 4,000円 新規ページを1ページ追加し、提供いただいたテキストを入力後ホームページに追加します。
画像等を追加する場合は他オプションを併用ください。

原稿おこし 3,000円 手書きや印刷物からのテキスト（1400文字程度）をデータ化します。

スライダー追加 3,000円 スライダーの追加を行います。画像の設置は無料ですが、画像制作は別途費用が発生します。

メールフォーム追加 7,500円 メールフォームの追加を行います。メールフォームが追加された新しいページをご希望される
場合は「ページの追加」オプションと併せてご利用ください。

Facebookタイムライン追加 3,000円 Facebookのタイムラインを追加します。

Instagramタイムライン追加 5,000円 Instagramのタイムラインを追加します。外部アプリケーションとの連携が必要なため、
ログインIDとパスをお知らせいただく必要があります。

Google マイビジネス登録サポート 5,000円
SEO対策に有効なGoogle マイビジネスの登録をサポートします。
登録後は基本情報やプロフィール画像・カバー画像・写真登録3点を登録代行いたします。
登録後はお客様による更新や情報の閲覧が可能です。

QRコードの発行 1,000円 任意のURLのQRコードを発行し、JPG・透過PNG・EPSのいずれかでお渡しします。

ヒアリング訪問 10,000円 ヒアリングと最適なご提案を行います。※熊本県外の場合別途交通費が発生します。

講習訪問 10,000円 ホームページの更新について講習を行います。※熊本県外の場合別途交通費が発生します。

SSLサーバー証明書
（クイック認証SSL）

28,500円

SSLのついていない旧月額プランをご利用の方はこちらをご利用ください。
通信の暗号化によって情報を保護します。WEBサイトに安心のしるしが表示され、
信頼性をアピールできるほか、SEO対策にも有効です。　　
※毎年更新が必要で、2年目以降は28,500円の更新料が発生します。

システム更新作業代行
（データバックアップも含む） 3,000円 セキュリティに重要なWordPressのバージョンやプラグインのバージョン更新作業を

行います。1ヵ月に1度の実行をお勧めします。お得な月額プランをご用意しています。

データバックアップ代行 2,000円 FTPサーバとデータベースよりデータのバックアップを取得し、保管します。
お得な月額プランをご用意しています。

画像制作

ブランディング

修正

ページ追加

コンテンツ
追加

その他
サポート

下記オプションサービスをご利用になられる場合はこの「オプションサービス申込書」にご記入の上、弊社に送付ください。
記載されているオプションサービス以外にご依頼されたい内容がある場合は、インターネットMAGMAカスタマーセンターにご連絡下さい。
※価格は全て税別表記です。

お申込者名

TEL

フリガナ

ご連絡先

お申込者情報をご記入ください。

MAIL

※ヒアリングのために、こちらにご連絡させていただく場合がございます。

★

★

★

トップ画像追加

スライダー追加

Google マイビジネス登録サポート

図表追加

スライドショーの機能が付いている場合は1枚追加、スライドショーがない場合は差し替えとなります。
スライドショーの機能の有無については、初期制作時に選択されたテンプレートごとに異なります。

グラフや図表の元データをご提出ください。
データの量によっては、テキストでのコーディングをお勧めしたり、別途お見積りになる場合がございますので
心配な場合は、お申込み前にお気軽にご相談くださいませ。

画像がスライド式に表示が入れ替わるスライドショー機能の追加のことです。
画像の設置は無料で行いますのでお申し込み後、画像をご提出ください。
画像の制作が必要な場合は別途お見積りになりますので、その際にはお気軽にご相談ください。

Googleマイビジネスに登録することで、GoogleマップやGoogle検索時の店舗や事業についての表示を
編集したり、ローカルSEOに良い効果を与えることができますので大変おすすめのオプションサービスです。
Googleマイビジネスに登録するまでのサポートになります。


