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別表１（Master’sONE 料金表-付加機能-） 

 

1 適用 

（１） 料金表には第５３条（消費税等）に定める、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額を表示します。 

（２） 当社が複数のサービス契約等を合算して請求する場合は、合算後の金額に対して第５４条(端数処理)を適用い

たします。 

（３） 前項の規定により、本利用規約に記載される初期費用および月額費用の額と、当社からの請求額に相違がある

可能性があります。その場合は、契約者は当社からの請求書に記載される額を支払うものとします。 

 

第１表 付加機能の初期費用及び月額費用等 

 第１ ハウジング接続サービス  

第１-１ ファシリティラック利用料           （１サービスメニュー契約毎） 

 

 

 

 

 第１-２ インターネットコネクティビティ基本料     （１サービスメニュー契約毎） 

 

 

 

 

 

 第１-３ その他 

第１-１，１-２以外の機能に関する費用は「WebARENA ハウジングサービス利用規約 別紙２ 料金表」に準じるもの

とします。 

 

 第２ インターネット接続サービス（新規販売終了）   

第２-１ 基本料                          （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

ベストエフォートタイプ 新規販売終了 12,000 円（税込 13,200 円） 

1Mbps 新規販売終了 100,000 円（税込 110,000 円） 

2Mbps 新規販売終了 140,000 円（税込 154,000 円） 

3 Mbps 新規販売終了 185,000 円（税込 203,500 円） 

4 Mbps 新規販売終了 229,000 円（税込 251,900 円） 

5 Mbps 新規販売終了 272,000 円（税込 299,200 円） 

6 Mbps 新規販売終了 313,000 円（税込 344,300 円） 

7 Mbps 新規販売終了 349,000 円（税込 383,900 円） 

8 Mbps 新規販売終了 388,000 円（税込 426,800 円） 

9 Mbps 新規販売終了 425,000 円（税込 467,500 円） 

区分 初期費用 月額費用 

1/4 ラック 個別見積 個別見積 

1 ラック 個別見積 個別見積 

区分 初期費用 月額費用 

Enterprise 個別見積 個別見積 

Coreline 個別見積 個別見積 

シェアード・ベーシック 個別見積 個別見積 
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10 Mbps 新規販売終了 460,000 円（税込 506,000 円） 

10 Mbps 以上 新規販売終了 個別見積 

・工事時間は平日 9：00-17：00 となります。 

 

第２-２ 追加料金               （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 追加初期費用 

平日 9：00-17：00 以外 10,000 円（税込 11,000 円） 

 

 第３ ネットワーク UTM サービス（新規販売終了）                

第３-１ ベーシックメニュー                     （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

ベーシックメニュー 新規販売終了 35,000 円（税込 38,500 円） 

 

第３-２ オプションメニュー                       （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

追加接続 IP（10IP 毎） 5,000 円（税込 5,500 円） 2,000 円（税込 2,200 円） 

CPU 内追加変更（1GHｚ毎） 5,000 円（税込 5,500 円） 3,000 円（税込 3,300 円） 

メモリ追加変更（1GB 毎） 5,000 円（税込 5,500 円） 3,000 円（税込 3,300 円） 

内部 DNS サービス 5,000 円（税込 5,500 円） 5,000 円（税込 5,500 円） 

NAT 機能 5,000 円（税込 5,500 円） 3,000 円（税込 3,300 円） 

IDS／IPS 機能 85,000 円（税込 93,500 円） 35,000 円（税込 38,500 円） 

付加機能 個別見積 個別見積 

 

第３-３ 追加料金  

品目 工事時間 追加初期費用 

ベーシックメニュー 

平日 9：00-17：00 以外 

40,000 円（税込 44,000 円） 

追加接続 IP（10IP 毎） 5,000 円（税込 5,500 円） 

CPU 内追加変更（1GHｚ毎） 5,000 円（税込 5,500 円） 

メモリ追加変更（1GB 毎） 5,000 円（税込 5,500 円） 

内部 DNS サービス 5,000 円（税込 5,500 円） 

付加機能 個別見積 

 

 第４ ルータパックサービス                         （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 
初期費用 月額費用 

（１年契約） 

月額費用 

（２年契約） 

タイプ N メガデータネッツ 
58,000 円 

(税込 63,800 円) 

10,000 円 

(税込 11,000 円) 

7,000 円 

(税込 7,700 円) 

タイプ Y イーサアクセス 56,000 円 8,500 円 6,000 円 
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(税込 61,600 円) (税込 9,350 円) (税込 6,600 円) 

タイプ P イーサアクセス 
56,000 円 

(税込 61,600 円) 

8,500 円 

(税込 9,350 円) 

6,000 円 

(税込 6,600 円) 

タイプ C (品目問わず) 個別見積 個別見積 個別見積 

EA コンバータ メガデータネッツ 
58,000 円 

(税込 63,800 円) 

10,000 円 

(税込 11,000 円) 

7,000 円 

(税込 7,700 円) 

その他 その他 個別見積 個別見積 個別見積 

解約時にはネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実施する場合は

第７表の料金が適用されます。 

上記保守レベルは平日 9 時から 17 時までのオンサイト保守となります。24 時間 365 日オンサイト保守の場合は上記費

用に月額 1,050 円（税込 1,155 円）が追加となります。 

 

 第４-１ コールドスタンバイオプション（１サービスメニュー契約毎） 

初期費用 月額費用 

個別見積 個別見積 

 

第５ ビジネスインターネット接続サービス 

第５-１ 基本料                             （１サービスメニュー契約毎） 

タイプ 品目 初期費用 月額料金 

FW タイプ 

ベストエフォート 
100Mbps 10,000 円（税込 11,000 円） 40,000 円（税込 44,000 円） 

1Gbps 10,000 円（税込 11,000 円） 80,000 円（税込 88,000 円） 

帯域確保 

1Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 100,000 円（税込 110,000 円） 

2Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 140,000 円（税込 154,000 円） 

3Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 185,000 円（税込 203,500 円） 

4Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 229,000 円（税込 251,900 円） 

5Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 272,000 円（税込 299,200 円） 

6Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 313,000 円（税込 344,300 円） 

7Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 349,000 円（税込 383,900 円） 

8Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 388,000 円（税込 426,800 円） 

9Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 425,000 円（税込 467,500 円） 

10Mbps 100,000 円（税込 110,000 円） 460,000 円（税込 506,000 円） 

UTM タイプ 

ベストエフォート

※ 

100Mbps 50,000 円（税込 55,000 円） 87,000 円（税込 95,700 円） 

1Gbps 50,000 円（税込 55,000 円） 120,000 円（税込 132,000 円） 

帯域確保 個別見積 個別見積 

・工事時間は平日 9：00-17：00 となります。 

※2022年 7月 19日以前に UTMタイプベストエフォート 100Mbpsをご契約された方は、月額料金は 47,000円（税込 51,700

円）となります。 

 

第５-２ UTM タイプオプションメニュー  
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品目 初期費用 月額料金 

NAT 機能 5,000 円（税込 5,500 円） 3,000 円（税込 3,300 円） 

追加グローバル 1IP 5,000 円（税込 5,500 円） 5,000 円（税込 5,500 円） 

リアルタイムレポート機能 0 円 1,500 円（税込 1,650 円） 

付加機能 個別見積 個別見積 

以下、ベストエフォート 100Mbps、1Gbps でご利用可能なオプションとなります。 

品目 初期費用 月額料金 

ロケーション冗長 5,000 円（税込 5,500 円） 20,000 円（税込 22,000 円） 

・工事時間は平日 9：00-17：00 となります。 

 

第５-３ 追加料金 

品目 追加初期費用 

ポリシー設定変更 10,000 円（税込 11,000 円） 

ポリシー設定変更(カスコン可) 100,000 円（税込 110,000 円） 

※カスタマコントロール機能で変更可能な設定を個別に SOで実施する場合の費用となります。 

 

第５-４ 工事等加算料金 

工事時間 追加初期費用 

平日 17：00-23：00 

平日 8：00-9：00 

土日/祝日 9：00-17：00 

130% 

平日 23：00-8：00 150% 

土日/祝日 17：00-23：00 169% 

土日/祝日 23：00-8：00 195% 

※工事に発生する初期費用に対し、上記料率を乗ずるものとします。 

 

第６ 監視サービス                            （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

監視サービス基本料金（50 監視端末まで） 10,000 円(税込 11,000 円) 20,000 円(税込 22,000 円) 

監視端末追加料金（10 監視端末ごと） 2,000 円(税込 2,200 円) 3,000 円(税込 3,300 円) 

 

第７ オンデマンドアプリケーション機能の初期費用及び月額料金等 

第７－１ スマートデバイス管理サービス                        （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

事務処理手数料（１契約者あたり） 30,000 円(税込 33,000 円) - 

サービス利用料（スマートデバイス１台あたり） - 300 円(税込 330 円) 

当社が提供する他サービスの契約がなく、本サービスのみを契約する場合、 

最低利用料金として「サービス利用料（月額料金）」の 30台分を請求させて頂きます。 
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第８ DC 内接続サービス 

 第８－１ 基本サービスの初期費用及び月額費用等    （１サービスメニュー契約毎）           

品目 初期費用 月額費用 

DC 内接続サービス 個別見積 個別見積 

 

第９ 無線 LAN サービス 

第９－１無線 LAN アクセスポイント 

第９－１－１ 設置作業（無線 LAN アクセスポイント V 型を除き新規販売終了）                                                     

品目 契約 

単位 

初期費用 

AP1 台目 AP2 台目以降 

お客様設置 無線 LAN アクセスポイント 一式 30,000 円(税込 33,000 円) 30,000 円(税込 33,000 円) 

無線 LAN アクセスポイント 

AC 電源 
一式 35,000 円(税込 38,500 円) 35,000 円(税込 38,500 円) 

無線 LAN アクセスポイント 

PoE インジェクタ 
一式 35,000 円(税込 38,500 円) 35,000 円(税込 38,500 円) 

無線 LAN アクセスポイント 

PoE スイッチ 
一式 55,000 円(税込 60,500 円) 55,000 円(税込 60,500 円) 

簡易設置作業 無線 LAN アクセスポイント 

PoE インジェクタ 
一式 80,000 円(税込 88,000 円) 70,000 円(税込 77,000 円) 

無線 LAN アクセスポイント 

PoE スイッチ 
一式 95,000円(税込104,500円) 65,000 円(税込 71,500 円) 

本格設置作業 無線 LAN アクセスポイント 

PoE インジェクタまたは PoE

スイッチ 

一式 個別見積 個別見積 

・お客様設置作業は当社より設定済みの機器を契約者の指定する住所に送付し、利用者にて機器を設置頂きます。 

・簡易設置作業は当社より作業員を契約者の指定する住所に派遣し、機器の設置を実施いたします。工事時間は平日 9：

00-17：00 となります。平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用が発生いたします。 

・簡易設置作業には、契約申込時に契約者が指定した Master’sONE VPN サービスにかかるネットワーク接続装置工事が

完了し、お客様社内 LAN が構築されていることを前提といたします。 

・簡易設置作業の実施条件は、サービス仕様書に定める範囲とします。 

・本格設置作業の実施条件は別途見積書に定める範囲とします。 

 

第９－１－２ 無線 LAN アクセスポイント                              

品目 

契約 

単位 

月額料金 

センドバック保守 オンサイト保守 

(平日 9：00-17：00) 

オンサイト保守 

（24 時間 365 日） 

I 型（新規販売終了）   1 台 - 3,000円(税込 3,300円) 3,500 円(税込 3,850 円) 
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II 型（新規販売終了）   1 台 2700円(税込2,970円) 3,300円(税込 3,630円) 3,800 円(税込 4,180 円) 

III 型（新規販売終了）   1 台 - 4,800円(税込 5,280円) 5,300 円(税込 5,830 円) 

Ⅳ型（新規販売終了）   1 台 - 8,300円(税込 9,130円) 8,800 円(税込 9,680 円) 

V 型 1 台 個別見積 個別見積 個別見積 

・I 型～IV 型は、サービス契約解約時に契約者の指定する日に無線 LAN アクセスポイントの回収をいたします。契約者

にて撤去作業、梱包いただきます。 

・I 型～IV 型は、センドバック保守の受付は平日 9:00-17:00 となります。午前中受付分は当日発送、午後受付分は翌営

業日発送となります。 

・I 型～IV 型は、簡易設置作業または本格設置作業を実施した場合は、センドバック保守はご利用できません。 

・V 型の提供条件は別途、見積書に定める範囲とします。 

 

第９－1－３ 付属機器                                         

種別 

 

 

 

品目 

契約 

単位 

月額料金 

センドバック保守 オンサイト保守 

(平日 9：00-17：00) 

オンサイト保守 

（24 時間 365 日） 

PoE インジェクタ 

（新規販売終了） 

I 型 1 台 - 600 円(税込 660 円) 700 円(税込 770 円) 

PoE スイッチ 

（新規販売終了） 

I 型 1 台 - 4,500円(税込 4,950円) 5,000円(税込 5,500円) 

AC 電源 

（新規販売終了） 

I 型 1 本 200 円(税込 220 円) - - 

その他付属機器 1 式 個別見積 個別見積 個別見積 

・I 型は、サービス契約解約時に契約者の指定する日に付属機器の回収をいたします。契約者にて撤去作業、梱包いた

だきます。 

・I 型は、第９－１－２無線 LAN アクセスポイントとその付属機器の保守メニューは同一である必要があります。 

・I 型は、センドバック保守の受付は平日 9:00-17:00 となります。午前中受付分は当日発送、午後受付分は翌営業日発

送となります。 

・I 型は、簡易設置作業または本格設置作業を実施した場合は、センドバック保守はご利用できません。 

・その他付属機器の提供条件は別途、見積書に定める範囲とします。 

 

第９－２ 無線 LAN アクセスポイント オプション加算料金（無線 LAN アクセスポイント V 型を除き新規販売終了） 

第９－２－１ 現場調査      

プラン 契約単位 初期費用 月額料金 

簡易設置作業用 

現場調査 

1 拠点（アクセスポイント

3 台まで） 

30,000 円 

(税込 33,000 円) 
0 円 

本格設置作業用 

現場調査 
1 拠点 個別見積 個別見積 

・簡易設置作業用現場調査は平日 9:00-17:00 の間の 2 時間以内となります。平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用

が発生いたします。 
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・簡易設置作業用現場調査の実施条件は、サービス仕様書に定める範囲とします。 

・本格設置作業用現場調査の実施条件は別途、見積書に定める範囲とします。 

 

第９－３ 認証機能        

                                        

プラン 契約単位 初期費用 月額料金 

証明書認証 

（新規販売終了） 
1 端末 0 円 

500 円(税込 550 円) 

（うち証明書料金200円(税込220円)） 

ID・パスワード認証 
～10ID まで/1VPN あたり 0 円 無料 

11ID から 1ID あたり/1VPN あたり 0 円 300 円(税込 330 円) 

・証明書認証は、プライベート証明書を当社指定のプライベート CA の管理コンソールによりお客様にて発行いただきま

す。 

・証明書認証は、利用端末 1台につき、証明書 1 枚をインストールいただきます。 

・証明書認証の料金は契約者用の CA を構築後、証明書を発行（発行情報を登録）した月の翌月から料金が発生します。 

・証明書認証は日割りによる請求は致しません。証明書発行数分を月末で締め、翌月請求させていただきます。 

・発行情報を登録し、準備が整った枚数を発行数とします。 

・証明書の失効は『現証明書発行数－１』、再発行は『現証明書発行数＋１』として証明書数をカウントします。不要に

なった証明書は必ず失効処理をお願いします。 

・証明書の追加発行をご希望の場合は、1 枚から、その都度実施可能です。その際、月末に発行数を計算し、追加した

翌月より合計数としてご請求いたします。  

・証明書を除く認証機能の最低利用期間は 1 ヶ月です。 

・証明書の最低利用期間は 12 ヶ月です。13 ヶ月目以降は月単位の更新が可能です。証明書の失効作業がない場合は自

動更新になります。 

・証明書認証において、契約者が証明書の最低利用期間を経過する日前に本サービスを解除した場合は、当該解除があ

った次の日から当該契約期間の末日までの期間に対応する証明書料金（月額 200 円(税込 220 円)）を、当社の指定する

期日までに支払うものとします。 

・一年未満で失効した証明書は発行より一年間は請求させていただきます。ただし、失効した証明書と同一の Subject

のなかの CN 名を持つ証明書をその期間に発行した場合は再発行として扱い、１通分の請求となります。 

・ID・パスワードは、利用者 1 名につき、1ID を設定いただきます。 

・ID・パスワードは、カスタマコントロールから契約者の管理者にて発行いただきます。 

・ID・パスワード認証は、契約者がカスタマコントロールで作成している ID 数を、当社指定の時間に毎日集計し、該当

月でのその最大数をその月の請求対象として請求額を計算します。 

 

第９－４ID・パスワード認証オプション機能                           

種別 契約単位 料金額 

MAC アドレス認証オプション 
1MAC/1ID あたり 無料 

2MAC から 1MAC あたり/1ID あたり 300 円(税込 330 円) 

・1ID あたり最大 5MAC アドレスまで登録が可能です。 

・MAC アドレス認証は、契約者の管理者がカスタマコントロールで作成している MAC アドレス数を、当社指定の時間に
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毎日集計し、該当月でのその最大数をその月の請求対象として請求額を計算します。 

 

第１０ ファイバーラインの初期費用及び月額費用等 

「ファイバーライン 利用規約」に準じ、ファイバーラインの初期費用及び月額費用については以下サービスメニュー

の初期費用及び月額費用に含まれております。 

サービスメニューの種類 品目 

セキュア･インターネット VPN接続サービス プラン A 

セキュア･インターネット VPN Light 接続サービス プラン A 

セキュア･インターネット VPN-HighSpeed 接続サービス プラン A 

ブロードバンド･イーサ接続サービス プラン A 

ブロードバンド・イーサ Light 接続サービス プラン A 

ブロードバンド・イーサ ハイグレード接続サービス プラン A 

IP-WARP 接続サービス タイプ F 

 

第２表 請求事務処理費用及び事務手数料 

 第１ IP アドレス申請手数料 

 本サービスにおいて、IP アドレスの取得申請を行う場合、以下に規定する料金をお支払いいただきます。 

（１申請毎に月額） 

料金額 

15,000 円(税込 16,500 円) 

 

 第２ 付加機能の変更等に伴う費用 

  第２-１ サービスメニューの変更に伴う費用                 （１変更申請毎） 

区分 料金額 

事務手数料 

ハウジングサービスの接続帯域変更 25,000 円(税込 27,500 円) 

ハウジングサービスのラックスペース移動 25,000 円(税込 27,500 円) 

インターネット接続サービスの接続帯域変更、ア

ドレス変更 
25,000 円(税込 27,500 円) 

ビジネスインターネット接続サービスの接続帯

域変更、アドレス変更 
個別見積 

ルーティングプロトコル変更 25,000 円(税込 27,500 円) 

ルータパックサービスの設置場所変更 個別見積 

ルータパックへサービスのネットワークの追加/

変更 
個別見積 

監視サービスの代行登録申請 20,000 円(税込 22,000 円) 

  

DC 内接続サービスの変更 個別見積 

無線 LAN サービスの契約変更 個別見積 
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ファイバーラインの変更 個別見積 

 

 第３ オンサイト工事の変更等に伴う費用 

  第３-１ 設置工事日変更に伴う費用                           （１変更申請毎） 

サービスメニュー 
設置工事日より 

6 営業日以前の申請 

設置工事日より 

３営業日以前の申請 

設置工事日より 

２営業日前の申請 

設置工事日より 

１営業日前の申請 

ルータパックサービス

（タイプ C 除く） 

無料 無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

ルータパックサービス 

タイプ C 

無料 初期費用の 100% 初期費用の 100% 初期費用の 100% 

無線 LAN サービス 無料 初期費用の 50％ 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

※当社の営業時間を過ぎてから申請された変更申請については、翌営業日を申請日とします。 

※当日のネットワーク機器設置工事において、契約者に帰する事由により再度設置工事を必要とする場合も含みます。 

※当日の無線 LAN アクセスポイント設置工事において、契約者に帰する事由により再度設置工事を必要とする場合も含

みます。 

 

  第３-２ 撤去工事変更に伴う費用                            （１変更申請毎） 

サービスメニュー 区分 適用料金 

ルータパックサービス 当社による撤去工事への変更 35,000 円(税込 38,500 円) 

無線 LAN サービス 契約者時間指定による回収工事への変更 20,000 円(税込 22,000 円) 

 

第３表 無線 LAN サービスのその他費用 

第１損害金 

無線 LAN アクセスポイントを紛失（盗難による場合を含む）、破損、滅失してしまった場合、以下の損害金を請求いたし

ます。 

サービスメニューの種類 契約単位 損害金 

無線 LAN サービス 無線 LAN アクセスポイント 1台毎 個別見積 

 

第 4 表 付加機能料金の計算方法 

サービスメニューの種類 料金の計算方法 

無線 LAN サービス (1)利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合、翌月分より月額費用を請求する

こととします。ただし、利用開始月中に契約解除のときは、1 か月分の月額費用を請

求することとします。 

(2)契約解除日が、第 16 条に規定する最低利用期間の経過後であり、かつ暦月の初

日以外の日であった場合、当該月分について月額費用を請求することとします。 

(3)無線 LAN サービス認証機能は、VPN にて本サービスを利用開始した日を利用開始

日、VPN にて本サービスを解除した月を解除月とします。 

 

ハウジング接続サービス 「WebARENA ハウジングサービス利用規約」に準じます。 
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