
Wish Co.,Ltd. ホームページ制作｜料金表 

 

ホームページ制作 | パソコンサイト(HTML形式) 

プラン SS S M L LL 

定価 \50,000 \80,000 \152,000 \200,000 \257,000 

Wish生徒価格 \45,000 \70,000 \105,500 \140,000 \178,000 

アーティストコース価格 無料 無料 \93,500 \125,000 \158,500 

ページ数 2ページ以内 5ページ以内 10ページ以内 15ページ以内 20ページ以内 

初期 SEO対策 ● ● ● ● ● 

メールフォーム メールリンクあり メールリンクあり ● ● ● 

ブログページ 外部ページリンク 外部ページリンク ● ● ● 

地図制作 × × ● ● ● 

素材写真撮影 × × × ● ● 

※プラン設定価格は、お客さま側での企画・原稿制作・素材提供を前提にしたものです。 

 

ホームページ制作 | 携帯サイト(HTML形式) 

プラン SS S M L LL 

定価 \30,000 \60,000 \91,000 \121,600 \154,400 

Wish生徒価格 \27,000 \42,000 \63,000 \84,000 \107,000 

アーティストコース価格 無料 無料 \56,000 \75,000 \95,000 

ページ数 2ページ以内 5ページ以内 10ページ以内 15ページ以内 20ページ以内 

初期 SEO対策 ● ● ● ● ● 

メールフォーム メールリンクあり メールリンクあり ● ● ● 

ブログページ ● ● ● ● ● 

※プラン設定価格は、お客さま側での企画・原稿制作・素材提供を前提にしたものです。 

※パソコンサイトと携帯サイト両方の制作を依頼される場合は、合計金額の 10%割引の料金になります。 

 

 

 

 

 

※表示価格は全て税抜き価格になります



ホームページ管理 ホームページのアップロード・管理 

 説明 定価 Wish生徒価格 アーティストコース価格 

初期費用 ドメイン取得 / サーバー設置 \10,000 \9,000 \8,000 

年間費 1年契約 \70,000 

(\5,830/月) 

\63,000 

(\5,250/月) 

\56,000 

(\4,660/月) 

SEO対策 ● \0 \0 \0 

メールアドレス ● 無制限 無制限 無制限 

更新作業 画像修正・テキスト更新 \0 \0 \0 

サイト開設費合計 2年目からは年間費のみ \80,000 \72,000 \64,000 

※メールマガジン・ショッピングカート機能などのご要望は別途お見積りにてご対応致します。 

※管理費に関しては【１ドメイン名単位】での料金となります。 

同一ドメインの中で携帯サイトをアップロードする場合（例：○○.jp/mobile）は、別途料金は必要ありません。 

 

 

更新 ホームページの更新作業 ※当社管理の場合は無料 

 説明 定価 Wish生徒価格 アーティストコース価格 

テキスト 

(1ブロック) 

テキスト原稿の流し込み作業 

(原稿データありの場合) 

\2,000～ 

 

\1,800～ \1,600～ 

画像修正 

(1画像) 

・画像データの差し替え 

・画像内のテキスト変更等 

\2,000～ 

 

\1,800～ \1,600～ 

※設定価格は、お客さま側での企画・原稿制作・素材提供を前提にしたものです。 

※価格は内容により変動します。最低価格での御提示になっております。 

 

 

コンテンツの追加 新規コンテンツ制作 

 説明 定価 Wish生徒価格 アーティストコース価格 

フォトギャラリー FLashフォトギャラリーの作成 

(画像データ 50枚まで) 

\7,000 \6,300 \5,500 

バナー画像制作 サイドバナー等の制作 \2,000～ \1,800～ \1,600～ 

広告画像制作 見出し広告画像・イメージ画像等 \6,500～ \5,900～ \5,200～ 

ページの追加 新規ページの追加 \13,000

～ 

\11,500～ \10,500～ 

動画コンテンツ 動画・楽曲コンテンツの追加 \5,000～ \4,500～ \4,000～ 

メールフォーム ・お問い合わせ 

・資料請求等のフォームの設置(5項目まで) 

\1,300 \1,200 \1,000 

※バナー画像制作(W500×T500pixel程度まで) / 広告画像制作(W1000×T1000pixel程度まで) 

 

 

 



写真撮影 会社イメージ・商品イメージ・アーティストイメージ写真撮影 

 説明 定価 Wish生徒価格 アーティストコース価格 

写真撮影 

（1日） 

 会社の外観写真・商品イメージ等の撮影 

（撮影カット数無制限） 

\45,500 \41,000 \36,000 

写真素材提供 

（1カット） 

イメージに合う写真素材のご提供 

 

\4,300 \3,900 \3,400 

 

 

リニューアル サイト全体のコンセプトはそのままで、デザインイメージをブラッシュアップする。 

 

パソコンサイト(HTML形式) 

プラン SS S M L LL 

ページ数 2ページ以内 5ページ以内 10ページ以内 15ページ以内 20ページ以内 

素材写真撮影 × × × ● ● 

定価 \40,000 \64,000 \121,600 \160,000 \205,600 

Wish生徒価格 \27,000 \49,000 \73,500 \98,000 \124,500 

アーティストコース価格 \24,000 \43,500 \65,500 \87,500 \111,000 

※リニューアルは Wish Co.,Ltd.で制作されたサイトデータに限ります。 

※プラン設定価格は、お客さま側での企画・原稿制作・素材提供を前提にしたものです。 

 

携帯サイト(HTML形式) 

プラン SS S M L LL 

ページ数 2ページ以内 5ページ以内 10ページ以内 15ページ以内 20ページ以内 

素材写真撮影 × × × ● ● 

定価 \24,000 \48,000 \72,800 \97,280 \123,520 

Wish生徒価格 \18,000 \29,500 \44,000 \59,000 \75,000 

アーティストコース価格 \16,000 \26,000 \39,000 \52,500 \66,500 

※リニューアルは Wish Co.,Ltd.で制作されたサイトデータに限ります。 

※プラン設定価格は、お客さま側での企画・原稿制作・素材提供を前提にしたものです。 

※パソコンサイトと携帯サイト両方のサイトリニューアルを依頼される場合は、合計金額の 10%割引の料金になります。 

 

 

 

 

 

 

 



原稿作成 ホームページに掲載する原稿作成（取材形式・テキストデータ起こし） 

 

パソコンサイト(HTML形式) 

プラン SS S M L LL 

ページ数 2ページ以内 5ページ以内 10ページ以内 15ページ以内 20ページ以内 

定価 \24,000 \38,000 \72,000 \96,000 \124,000 

Wish生徒価格 \21,500 \34,000 \65,000 \86,500 \111,500 

アーティストコース価格 \19,000 \30,500 \57,500 \77,000 \99,000 

 

携帯サイト(HTML形式) 

プラン SS S M L LL 

ページ数 2ページ以内 5ページ以内 10ページ以内 15ページ以内 20ページ以内 

定価 \14,000 \28,000 \43,000 \58,000 \74,000 

Wish生徒価格 \12,500 \25,000 \38,500 \52,000 \66,500 

アーティストコース価格 \11,000 \22,500 \34,500 \46,500 \59,000 

※パソコンサイトと携帯サイト両方の原稿作成を依頼される場合は、合計金額の 10%割引の料金になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


