
サービスメニュー

中小オフィス向け IT 支援サービス

ネットワークセキュリティサービス（type-U4/U4 Pro）

商品名 価　格 備　考

HOME type-U4（スターティングパック） 298,000 円 / 個　 HOME type-U4 を導入する際に必要となる導入設置パックです。

HOME type-U4（月額料金） 4,400 円 / 月額 HOME-UNIT4 のソフトウェアライセンス、HOME-CC の利用料金が含まれます。

HOME type-U4 Pro（スターティングパック） 328,000 円 / 個　 HOME type-U4 Pro を導入する際に必要となる導入設置パックです。

HOME type-U4 Pro（月額料金） 6,800 円 / 月額 HOME-UNIT4 Pro のソフトウェアライセンス、HOME-CC の利用料金が含まれま
す。

HOME type-U4 5 年パック 598,000 円 / 個　 HOME-UNIT4 本体、5 年間のソフトウェアライセンス、HOME-CC の利用料金が
含まれます。

HOME type-U4 Pro 5 年パック 828,000 円 / 個　 HOME-UNIT4 Pro 本体、5 年間のソフトウェアライセンス、HOME-CC の利用料
金が含まれます。

HOME type-U4 サイバー保険付き 5 年パック 798,000 円 / 個　
HOME type-U4 5 年パック（HOME-UNIT4 本体、5 年間のソフトウェアライセン
ス、HOME コンタクトセンターの利用）、サイバー保険、付帯サービス（緊急時支援サー
ビス、専用受付電話番号、情報提供サービス）が含まれます。

HOME type-U4 Pro サイバー保険付き 5 年パック 1,028,000 円 / 個　
HOME type-U4 Pro 5 年パック（HOME-UNIT4 Pro 本体、5 年間のソフトウェア
ライセンス、HOME コンタクトセンターの利用）、サイバー保険、付帯サービス（緊
急時支援サービス、専用受付電話番号、情報提供サービス）が含まれます。

■   type-U4/U4 Pro
■   type-R

商品名 価　格 備　考

HOME type-R（スターティングパック） 48,000 円 / 個　 HOME type-R を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-R（月額料金） 8,800 円 / 月額 HOME-UNIT、HOME-CC の利用料金が含まれます。

HOME type-R サイバー保険付き
（スターティングパック） 48,000 円 / 個　 HOME type-R サイバー保険付き を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-R サイバー保険付き（月額料金） 12,200 円 / 月額 HOME-UNIT、HOME-CC の利用料金、サイバー保険、付帯サービス（緊急時支援サー
ビス、専用受付電話番号、情報提供サービス）が含まれます。

ネットワークセキュリティサービス（type-R）
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●お求めは信用のある当社で

HOMEコンタクトセンター

03-6631-113603-6631-1136
2021年11月現在

オプション（type-U4/R）

UNIT アップグレード
初期 10,000円/拠点 type-R で HOME-UNIT をアップグレードする場合（収容 IP 端末数 100 台まで）の

費用です。拠点単位で必要となります。月額 4,000円/拠点

ネットワークプラス
初期 24,000円/拠点 type-R で HOME-UNIT を用いたリモートアクセス、VPN を利用する場合の費用で

す。拠点単位で必要となります。月額 2,000円/拠点

VPN（ハブ拠点）
初期 20,000円/拠点 type-R で HOME-UNIT を用いた VPN を利用する場合の費用です。

拠点単位で必要となります。（ハブ拠点用）月額 6,000円/拠点

VPN（スポーク拠点）
初期 10,000円/拠点 type-R で HOME-UNIT を用いた HOME-UNIT で VPN を利用する場合の費用で

す。拠点単位で必要となります。（スポーク拠点用）月額 4,000円/拠点

UNIT カスタム
初期 20,000円/拠点 HOME-UNIT の設定をカスタマイズする場合の費用です。

拠点単位で必要となります。月額 1,200円/拠点

UNIT バックアップ
初期 10,000円/拠点 HOME-UNIT のバックアップ機を利用する場合の費用です。

拠点単位で必要となります。月額 6,000円/拠点

ZIP 暗号化サービス
初期 30,000円/拠点 HOME-UNIT4 で ZIP 暗号化を利用する場合の費用です。

拠点単位で必要となります。月額 1,000円/拠点

メール誤送信防止サービス
初期 30,000円/拠点 type-U4 でメール誤送信防止を利用する場合の費用です。

拠点単位で必要となります。月額 1,000円/拠点

UNIT WEBFilter 設定サービス 5,000円/拠点 HOME-UNIT の WebFilter 設定を変更する場合の料金です。

UNIT 訪問設定変更サービス 20,000円/拠点 お客さま先へ訪問し HOME-UNIT の設定を変更する場合の料金です。
変更都度必要となります。

UNIT4 置台 7,800円/個　 HOME-UNIT4 を縦置きするための置台です。

HOME-UNIT ライセンス 延長 1 年パック 68,000円/個　 type-U4/type-U4 5 年パック用　有効期間 1 年延長（サイバー保険は付帯されません）

HOME-UNIT ライセンス 延長 2 年パック 128,000円/個　 type-U4/type-U4 5 年パック用　有効期間 2 年延長（サイバー保険は付帯されません）

HOME-UNIT Pro ライセンス 延長 1 年パック 98,000円/個　 type-U4 Pro/type-U4 Pro 5 年パック用　有効期間 1 年延長
（サイバー保険は付帯されません）

HOME-UNIT Pro ライセンス 延長 2 年パック 178,000円/個　 type-U4 Pro/type-U4 Pro 5 年パック用　有効期間 2 年延長
（サイバー保険は付帯されません）

※ 既存のお客様先で UNIT の入れ替え等の作業が発生する場合は、別途「UNIT 訪問設定変更サービス」が必要になります。 
※ type-U4（U4 Pro）/type-R の最低利用期間は 1 年間です。契約開始から最低利用期間以内の解約には、残りの月額利用料が違約金として発生します。それ以降は月単位での解約が可能です。
※ type-R サイバー保険付きサービスの契約期間は 1 年単位です。中途での解約には残りの月額利用料が違約金として発生します。2 年目以降は 1 年単位の自動更新となります。
※ HOME-UNIT を利用したリモートアクセス・拠点間接続 VPN は type-R でのみご利用いただけます。
※ 上記金額はすべて税別です。 
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サービスメニュー

中小オフィス向け IT 支援サービス

コラボレーションウェアサービス（type-AP）
商品名 価　格 備　考

HOME type-AP（スターティングパック） 12,000 円 / 個　 HOME type-AP を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-AP（月額料金） 3,200 円 / 月額 HOME-PORTAL2（6ID*、ディスク容量 10GB）、HOME-CC の利用料金が含まれます。
＊管理者 ID（1ID）を含みます。

■   type-AP
■   type-S2
■   type-SL

クラウドストレージサービス (type-S2）
商品名 価　格 備　考

HOME type-S2（スターティングパック） 5,000 円 / 個　 HOME type-S2 を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-S2（月額料金） 3,000 円 / 月額 HOME-BOX2（6ID*、ディスク容量 100GB）、HOME-CC の利用料金が含まれま
す。＊管理者 ID（1ID）を含みます。

オプション（type-AP/S2）

HOME-BOX2 追加 ID（5ID） 月額 1,000円 5 ユーザー ID の追加費用です。PORTAL 拡張オプションを追加していないクラウド
ストレージサービス（type-S/S2）にのみ追加可能です。

HOME-PORTAL 追加 ID（5ID） 月額 2,000円 5 ユーザー ID の追加費用です。

type-AP/S 追加ディスク（10GB） 月額 1,000円 ディスク 10GB の追加費用です。

type-S2 追加ディスク（100GB） 月額 1,000円 ディスク 100GB の追加費用です。

ゲストフォルダ共有オプション 月額 1,000円 ゲストフォルダ共有機能の利用費用です。

メールアップロードオプション 月額 2,000円 メールアップロード機能の利用費用です。
（ゲストフォルダ共有機能を含みます。）

テキスト付メールアップロードオプション 月額 3,000円 添付ファイルに加えメール本文をテキストでアップロードする機能の利用費用です。
（ゲストフォルダ共有機能を含みます。） 

※ type-AP/type-S2/type-SL の最低利用期間は 1 年間です。契約開始から最低利用期間以内の解約には、残りの月額利用料が違約金として発生します。それ以降は月単位での解約が可能です。
※ 上記金額はすべて税別です。
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●お求めは信用のある当社で

HOMEコンタクトセンター

03-6631-113603-6631-1136
2021年7月現在

ハイブリッドストレージサービス (type-SL）
商品名 価　格 備　考

HOME type-SL（スターティングパック） 348,000 円 / 個　 HOME type-SL を導入する際に必要となる導入設置パックです。

HOME type-SL（月額料金） 6,000 円 / 月額 HOME type-SL のソフトウエアライセンス、HOME-CC の利用料金が含まれます。

オプション（type-SL スターティングパック用）

type-SL データ引継ぎパック（type-S/S2 限定） 初期 30,000円 既に利用している HOME-BOX2 に格納されているデーターを本サービスに引き継
ぐサービスです。

type-SL 共有・追加ディスク（100GB） 月額 2,000円 共有データの容量追加用です。
最大容量は 3TB（2.8TB まで追加可能）です。

type-SL バックアップ・追加ディスク（200GB） 月額 2,000円 バックアップデータの容量追加用です。

ゲストフォルダ共有オプション 月額 1,000円 ゲストフォルダ共有機能の利用費用です。

メールアップロードオプション 月額 2,000円 メールアップロード機能の利用費用です。
（ゲストフォルダ共有機能を含みます。）

テキスト付メールアップロードオプション 月額 3,000円 添付ファイルに加えメール本文をテキストでアップロードする機能の利用費用です。
（ゲストフォルダ共有機能を含みます。） 

商品名 価　格 備　考

HOME type-SL 5 年パック 658,000 円 / 個　 HOME type-SL 本体、5 年間のソフトウエアライセンス、HOME-CC の利用料金
が含まれます。

オプション（type-SL 5 年パック用）

type-SL データ引継ぎパック（type-S/S2 限定） 初期 30,000円 既に利用している HOME-BOX2 に格納されているデーターを本サービスに引き継
ぐサービスです。

type-SL 共有・追加ディスク（100GB） 月額 2,000円 共有データの容量追加用です。
最大容量は 3TB（2.8TB まで追加可能）です。

type-SL バックアップ・追加ディスク（200GB） 月額 2,000円 バックアップデータの容量追加用です。

type-SL フォルダ共有拡張オプション 月額 2,000円 ゲストフォルダ共有オプション、メールアップロードオプション、テキスト付メー
ルアップロードオプションが含まれます。

※ type-AP/type-S2/type-SL の最低利用期間は 1 年間です。契約開始から最低利用期間以内の解約には、残りの月額利用料が違約金として発生します。それ以降は月単位での解約が可能です。
※ 上記金額はすべて税別です。
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サービスメニュー

中小オフィス向け IT 支援サービス

商品名 価　格 備　考

HOME type-M（スターティングパック） 5,000 円 / 個　 HOME type-M を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-M（月額料金） 1,980 円 / 月額 自社ドメイン取得・維持費用、自社ドメイン DNS・自社ドメインメールホスティングサー
ビス、及び HOME-CC の利用料金が含まれます。（メールディスク容量 3GB）

HOME type-W（スターティングパック） 5,000 円 / 個　 HOME type-W を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-W（月額料金） 1,980 円 / 月額 自社ドメイン取得・維持費用、自社ドメイン DNS・自社ドメイン Web ホスティングサー
ビス、及び HOME-CC の利用料金が含まれます。（Web ディスク容量 10GB）

HOME type-D（スターティングパック） 5,000 円 / 個　 HOME type-D を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-D（月額料金） 1,500 円 / 月額 自社ドメイン取得・維持費用、自社ドメイン DNS 及び HOME-CC の利用料金が含ま
れます。type-M ／ type-W には DNS が含まれるため同時申込できません。

オプション（type-M）
メールディスク容量追加 2GB 月額 1,000円 メールディスク容量 2GB の追加費用です。1 口のみ。

他のメールディスク容量追加との組合せ不可。

メールディスク容量追加 10GB 月額 2,000円 メールディスク容量 10GB の追加費用です。1 口のみ。
他のメールディスク容量追加との組合せ不可。

メールディスク容量追加 30GB 月額 2,500円 メールディスク容量 30GB の追加費用です。1 口のみ。
他のメールディスク容量追加との組合せ不可。

メールディスク容量追加 50GB 月額 3,500円 メールディスク容量 50GB の追加費用です。1 口のみ。
他のメールディスク容量追加との組合せ不可。

メールディスク容量追加 100GB 月額 6,000円 メールディスク容量 100GB の追加費用です。1 口のみ。
他のメールディスク容量追加との組合せ不可。

グループアドレス追加（10 グループ単位） 月額 1,000円 グループアドレス10 グループの追加費用です。最大 10 口。最初の追加 10 グループ
には標準 1 グループを含みます。

添付ファイル自動 ZIP パスワード化オプション 初期 10,000円 メールに添付されるファイルを自動で ZIP 圧縮してパスワードを付与するための追加
費用です。月額 1,500円

添付ファイル自動 ZIP 
パスワード化基本設定変更 3,000 円 / 回 添付ファイル自動 ZIP パスワード化の基本設定をサービス開始後に追加・変更・削除

する場合の費用です。

添付ファイル自動 ZIP 
パスワード化拡張設定 固定パスワード設定（複数） 1,000 円 /パスワード 添付ファイル自動 ZIP パスワード化の拡張設定「固定パスワード（複数）」の費用です。

添付ファイル自動 ZIP 
パスワード化拡張設定 グループ設定 3,000 円 / グループ 添付ファイル自動 ZIP パスワード化の拡張設定「グループ設定」の費用です。

オプション（type-W）

Web ディスク容量追加 5GB 月額 1,000円 Web ディスク容量 5GB の追加費用です。1 口のみ。
他の Web ディスク容量追加との組合せ不可。

Web ディスク容量追加 30GB 月額 2,000円 Web ディスク容量 30GB の追加費用です。1 口のみ。
他の Web ディスク容量追加との組合せ不可。

Web ディスク容量追加 50GB 月額 3,000円 Web ディスク容量 50GB の追加費用です。1 口のみ。
他の Web ディスク容量追加との組合せ不可。

Web ディスク容量追加 100GB 月額 5,000円 Web ディスク容量 100GB の追加費用です。1 口のみ。
他の Web ディスク容量追加との組合せ不可。

DB ディスク容量追加（100MB 単位） 月額 2,000円 DB ディスク容量 100MB の追加費用です。最大 19 口。

証明書設定サービス
JPRS ドメイン認証型証明書

初期 3,000円 お客様ドメインに日本レジストリサービス（JPRS）のドメイン認証型サーバー証明
書を設定する費用です。証明書の有効期間は自動更新です。月額 800円

証明書設定サービス
JPRS ドメイン認証型ワイルドカード証明書

初期 3,000円 お客様ドメインに JPRS のドメイン認証型ワイルドカード証明書を設定する費用で
す。証明書の有効期間は自動更新です。月額 1,600円

証明書設定サービス
JPRS 組織認証型証明書

初期 3,000円 お客様ドメインに JPRS の組織認証型証明書を設定する費用です。証明書の有効期
間は自動更新です。月額 6,000円

証明書設定サービス
JPRS 組織認証型ワイルドカード証明書

初期 3,000円 お客様ドメインに JPRS の組織認証型ワイルドカード証明書を設定する費用です。証
明書の有効期間は自動更新です。月額 12,000円

■   type-M/W/D
■   type-CD/CS/CX

自社ドメインホスティングサービス （type-M/W/D）
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●お求めは信用のある当社で

HOMEコンタクトセンター

03-6631-113603-6631-1136
2021年2月現在

インターネット接続サービス　HOME type-CD/CS/CX
商品名 価　格 備　考

HOME type-CD（スターティングパック） 1,000 円 / 個　 HOME type-CD「ダイナミック IP（可変 IP）」を導入する際に必要となるパックです。
事前にご利用の回線種別と対応コースをご確認ください。

HOME type-CD（月額料金）
「フレッツ光」ファミリーコース 2,000 円 / 月額

左記の対応コースに応じたインターネット接続サービス「ダイナミック IP（可変 IP）」、及
び HOME-CC の利用料金が含まれます。

HOME type-CD（月額料金）
「フレッツ光」マンションコース 2,000 円 / 月額

HOME type-CD（月額料金）
「フレッツ・ISDN/ADSL」コース 2,000 円 / 月額

HOME type-CS（スターティングパック） 3,000 円 / 個　 HOME type-CS「スタティック IP（固定 IP1）」を導入する際に必要となるパックです。
事前にご利用の回線種別と対応コースをご確認ください。

HOME type-CS（月額料金）
「フレッツ光」ファミリーコース 3,780 円 / 月額

左記の対応コースに応じたインターネット接続サービス「スタティック IP（固定 IP1）」、
及び HOME-CC の利用料金が含まれます。

HOME type-CS（月額料金）
「フレッツ光」マンションコース 3,780 円 / 月額

HOME type-CS（月額料金）
「フレッツ・ADSL」コース 3,780 円 / 月額

HOME type-CX（スターティングパック）
可変 IP　フレッツ光 ファミリータイプ向け 1,000 円 / 個　 左記の HOME type-CX を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-CX（月額料金） 
可変 IP　フレッツ光 ファミリータイプ向け 2,000 円 / 月額 左記の対応タイプに応じたインターネット接続サービスおよび HOME-CC の利用料金

が含まれます。

HOME type-CX（スターティングパック）　
可変 IP　フレッツ光 マンションタイプ向け 1,000 円 / 個　 左記の HOME type-CX を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-CX（月額料金）
可変 IP　フレッツ光 マンションタイプ向け 2,000 円 / 月額 左記の対応タイプに応じたインターネット接続サービスおよび HOME-CC の利用料金

が含まれます。

HOME type-CX （スターティングパック）　
固定 IP　フレッツ光 ファミリータイプ向け 3,000 円 / 個　 左記の HOME type-CX を導入する際に必要となるパックです。

IP アドレスは初回接続時のもので固定されます。

HOME type-CX（月額料金）　
固定 IP　フレッツ光 ファミリータイプ向け 3,780 円 / 月額 左記の対応タイプに応じたインターネット接続サービスおよび HOME-CC の利用料金

が含まれます。

HOME type-CX （スターティングパック）
固定 IP　フレッツ光 マンションタイプ向け 3,000 円 / 個　 左記の HOME type-CX を導入する際に必要となるパックです。

IP アドレスは初回接続時のもので固定されます。

HOME type-CX（月額料金）
固定 IP　フレッツ光 マンションタイプ向け 3,780 円 / 月額 左記の対応タイプに応じたインターネット接続サービスおよび HOME-CC の利用料金

が含まれます。

オプション（type-CX）

固定 IP アドレス事前割当 5,000 円 / 回　 固定 IP アドレス対応タイプご利用時に、IP アドレス（IPv4）の事前割当を行うオプショ
ンです。1IP、1 回の割当作業ごとに必要となります。

IPv6 接続機能 無料 IPv4 可変 IP、固定 IP に関わらず、デュアルスタックによる IPv6 IPoE 接続機能を提供
するオプションです。IPv6 アドレスは、半固定 IP アドレスにて提供されます。

※ type-M/type-W/type-D の最低利用期間は1年間です。type-CD/type-CS/type-CXの最低利用期間は 2 か月です。契約開始から最低利用期間以内の解約には、残りの月額利用料が違約金として発生します。それ以降は月単位での解約が可能です。
※ type-CD/type-CS/type-CX は、NTT 東日本／西日本が提供する「フレッツサービス」のご契約が別途必要です。「フレッツサービス」の 1 回線毎にご契約が必要となります。ベストエフォート型サービスのため通信速度の保証をいたしません。
※ type-CX における固定 IP アドレスは、初回接続時に割り当てられた IP アドレスに固定されるものとなります。type-CS 同様に事前に設定される IP を取得したい場合には、固定 IP 事前割当オプションをご利用ください。
※ type-CX における IPv6 接続機能の利用は、お客様環境のネットワーク/ セキュリティ機器、および接続先が IPv6 IPoE 接続に対応している必要があります。
※ 上記金額はすべて税別です。
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サービスメニュー

中小オフィス向け IT 支援サービス

クラウド型名刺管理サービス (type-AU）
商品名 価　格 備　考

HOME type-AU（スターティングパック） 20,000 円 / 個　 HOME type-AU を導入する際に必要となるパックです。
オペレータによる補正入力付き有償モード（フルモード）を 100 枚分含みます。

HOME type-AU（月額料金） 1,800 円 / 月額 クラウド型名刺管理サービス1ユーザー ID、HOME-CC の利用料金が含まれます。

オプション（type-AU）

type-AU 追加 ID（1ID） 月額 900円 type-AU 用の 1 ユーザー ID 追加費用です。

type-AU 追加チケット 7,000 円 type-AU 用のフルモード 100 枚分の利用費用です。

■   type-AU
■   type-AM
■   type-O

モバイルデバイスマネジメントサービス（type-AM）
商品名 価　格 備　考

HOME type-AM（スターティングパック） 10,000 円 / 個　 HOME type-AM を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-AM（月額料金） 2,500 円 / 月額 MDM/ 簡易資産管理（端末 5 台分のエージェントプログラム）、HOME-CC の利用
料金が含まれます。端末とは、PC・スマートデバイスを指します。

オプション（type-AM）

端末追加（1 台） 月額 500円 端末 1 台分のエージェントプログラム追加費用です。

メッセージ通知機能（iOS 1 台） 月額 200 円 端末 1 台分（iOS）のオプション追加費用です。

※ type-AM の対象 OS は、Windows/MacOS/iOS となります。詳細は別途ご確認ください。
※ type-AU/type-AM の最低利用期間は 1 年間です。契約開始から最低利用期間以内の解約には、残りの月額利用料が違約金として発生します。それ以降は月単位での解約が可能です。
※ 上記金額はすべて税別です。
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●お求めは信用のある当社で

HOMEコンタクトセンター

03-6631-113603-6631-1136
2022年5月現在

オフィススイートサービス（type-O）

オフィススイートサービス（type-O）

商品名 価　格 備　考

HOME type-O（スターティングパック） 10,000 円 / 個　 HOME type-O を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-O（月額料金） 1,000 円 / 月額 テナントの管理、HOME-CC の利用料金が含まれます。

Microsoft 365 Apps for business ユーザー ID（1ID）
（旧：Office 365 Business）

登録 1,000 円 Microsoft 365 Apps for business の利用料金が含まれます。
申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 1,000 円

Microsoft 365 Business Basic ユーザー ID（1ID）
（旧：Office 365 Business Essentials）

登録 600 円 Microsoft 365 Business Basic の利用料金が含まれます。
申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 600 円

Microsoft 365 Business Standard ユーザー ID（1ID）
（旧：Office 365 Business Premium）

登録 1,500 円 Microsoft 365 Business Standard の利用料金が含まれます。
申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 1,500 円

Remote Work Starter Plan ユーザー ID（1ID）
登録 450 円 Remote Work Starter Plan の利用料金が含まれます。

申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 450 円

オプション（type-O）

アカウント作成代行サービス 5,000 円 ご提示いただく専用のパラメータシートに従い、最大 10 のアカウントを作成する料
金です。

商品名 価　格 備　考

HOME type-O（スターティングパック） 10,000 円 / 個　 HOME type-O を導入する際に必要となるパックです。

HOME type-O（月額料金） 1,000 円 / 月額 テナントの管理、HOME-CC の利用料金が含まれます。

Microsoft 365 Apps for business ユーザー ID（1ID）
（旧：Office 365 Business）

登録 1,200 円 Microsoft 365 Apps for business の利用料金が含まれます。
申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 1,200 円

Microsoft 365 Business Basic ユーザー ID（1ID）
（旧：Office 365 Business Essentials）

登録 870 円 Microsoft 365 Business Basic の利用料金が含まれます。
申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 870 円

Microsoft 365 Business Standard ユーザー ID（1ID）
（旧：Office 365 Business Premium）

登録 1,800 円 Microsoft 365 Business Standard の利用料金が含まれます。
申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 1,800 円

Remote Work Starter Plan ユーザー ID（1ID）
登録 540 円 Remote Work Starter Plan の利用料金が含まれます。

申込みされる ID と同数の登録費用が必要となります。月額 540 円

オプション（type-O）

アカウント作成代行サービス 5,000 円 ご提示いただく専用のパラメータシートに従い、最大 10 のアカウントを作成する料
金です。

※ 上記金額はすべて税別です。

2022 年 6月30日まで

2022 年 7月1日から
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