
■アットメールMini（NFC端末レンタル料金込み）

商品名 商品コード

アットメールMini[お店PR/全自動集客CRM]（定額） PP10

■マルチ端末ホームページ・メールシステム（NFC端末レンタル料金込み）

商品名 商品コード

マルチ端末ホームページ・メールシステム(通常) PP11

商品名 商品コード

登録アドレス数追加（101名～1,000名） OP38

独自ドメイン設定 OP44

NFC端末（Match Box）追加/レンタル/1台毎 OP45

NFC端末（SEED）追加/レンタル/1台毎 OP46

PRページ追加 OP47

業種別PRサイト追加（飲食/物販/サービス） OP48

卓上POP追加/1台毎 OP43

ワンコールで会員登録用POP/1台毎 OP49

メールアカウント追加（6～20アカウント） OP51

■アットメール

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          プロモーション２ PP０１ - ¥875

          プロモーション２ PP０２ ¥62,963 ¥875

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          プロモーション２＋ PP03 - ¥875

          プロモーション２＋ PP04 ¥62,963 ¥875

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          プロモーション２＋顧客管理 PP05 - ¥1,069

          プロモーション２＋顧客管理 PP06 ¥62,963 ¥1,069

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          プレミアム PP07 - ¥875

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          プレミアム＋顧客管理 PP08 - ¥1,069

旧商品価格表

アットメール　価格表（税別）

初期費用
（初回お申込時のみ）

月額料金

¥4,861 （設定料金） ¥3,694

アットメールマルチ端末ホームページ･メールシステムは、パソコン・タブレット・スマートフォン・3G携帯などのあらゆる端末に完全対応しています。どんな端末でも、どこからでも、
いつでも全く同じ内容が表示されるホームページシステムです。どんな業種でも使いやすいクールで豊富なテンプレートで、誰でも簡単にサイト作成ができます。会員登録を促進
する「NFC端末」が1台ついています。

※マルチ端末ホームページ・メールシステムには、「NFC端末/レンタル」が1台含まれています。
※マルチ端末ホームページ・メールシステムの登録アドレス数は100名までとなります。アドレス数を追加する場合は、オプション「登録アドレス数追加（101名～1,000名）」をお申
込ください。

初期費用
（初回お申込時のみ）

月額料金

- ¥972

アットメールMiniは、手軽にインターネットでお店PRができるコースです。基本サービスとして、お店の情報やクーポンを3キャリア公式サイトや大手ソーシャル等に掲載する「お店
PR」、全自動で販促メール配信ができる「全自動集客CRM」が利用できます。また、豪華景品で会員登録を促進する「卓上POP」と「NFC端末」が1台ずつセットされています。

※定額コースのご利用契約期間は最低12ヶ月以上となります。途中解約の場合は月額料金の2ヶ月分を頂戴いたします。尚、解約日が属する月の月額料金の日割り計算は行
いません。
※ご契約期間はお申込いただいた翌月を1ヶ月目とします。日割り料金はお客様に指定していただいたご契約日から発生します。
※アットメールMiniには、「NFC端末/レンタル」「卓上POP」が1台ずつ含まれています。
※アットメールMiniの登録アドレス数は100名までとなります。アドレス数を追加する場合は、オプション「登録アドレス数追加（101名～1,000名）」をお申込ください。

初期費用
（初回お申込時のみ）

月額料金

¥46,296 ¥4,861

¥9,259 （初回ページ作成料金） ¥2,431

- ¥972

¥600 -

- ¥972

- ¥972

- ¥972

¥10,000

¥6,296

アットメールプロモーション２は、ケータイ販促に必要な様々な機能を備えたコースです。基本機能の 「多機能メール配信」、「多機能ケータイホームページ」、「3キャリア公式サイ
ト掲載」が利用できます。

月額料金
100アドレスまで

¥11,852

¥8,148

¥600 -

- ¥300

※業種別PRサイト追加をお申込の場合、別途弊社にてヒアリングシートの内容を確認し、申請する業種を判断させていただきますのでご了承ください。
※独自ドメイン設定は、設定ドメインの種類毎にドメイン取得費用(年額）がお申込み時に別途掛かります。詳細は別途取得費用価格表をご参照ください。

月額料金
100アドレスまで

¥21,111

アットメールプレミアムは、全ての機能 （顧客管理機能を除く） を制限なしで利用することが可能です。より専門性に特化した機能がセットされており、大好評の電子名刺、クーポ
ン・ポイント特典システム、予約システム、ショッピングカートも利用できます。新規集客に必須の 「NFC端末」 1台がセットされております。

月額料金
100アドレスまで

¥24,815

アットメールプレミアム＋顧客管理は、全ての機能を制限なしで利用することが可能です。より専門性に特化した機能がセットされており、大好評の電子名刺、クーポン・ポイント
特典システム、予約システム、ショッピングカートも利用できます。新規集客に必須の 「NFC端末」 1台とメール会員の詳細管理が可能な 「顧客管理機能」 がセットされておりま
す。

※定額コースおよび顧客管理きのうのご利用契約期間は最低１２ヶ月以上となります。途中解約の場合は月額料金の２ヶ月分を頂戴いたします。尚、解約日が属する月の月額
費用の日割り計算は行いません。
※ご契約期間はお申し込みいただいた翌月を１ヶ月目とします。
※コース変更は別紙の料金表をご参照ください。

アットメールプロモーション２＋は、ケータイ販促に必要な様々な機能を備えたコースです。基本機能の 「多機能メール配信」、「多機能ケータイホームページ」、「3キャリア公式サ
イト掲載」が利用でき、新規集客に必須の 「NFC端末」 1台がセットされています。

月額料金
100アドレスまで

¥16,481

¥12,500

アットメールプロモーション２＋顧客管理は、ケータイ販促に必要な様々な機能を備えたコースです。基本機能の 「多機能メール配信」、「多機能ケータイホームページ」、「3キャリ
ア公式サイト掲載」が利用でき、新規集客に必須の 「NFC端末」 1台とメール会員の詳細管理が可能な 「顧客管理機能」 がセットされています。

月額料金
100アドレスまで

(2014年11月までの販売商品) 2015.05.26 更新



■エンタープライズ版

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

EPプロモーション２ EP03 ¥254,630 ¥777

EPプレミアム EP04 ¥347,222 ¥875

■CUBE モバイル特典システム　（全てCUBE端末レンタル料金込み）

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

         CUBE特典システム/端末１台付 PS01

　プロモーション２へアップグレード※ PS02

         CUBE特典システム/端末１台付 PS03

　プロモーション２へアップグレード※ PS04

　CUBE端末１台追加 PS05 ¥2,916 -

■CUBE オプション 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）

　独自ドメイン設定 PO01 ¥9,722

　ショッピングカート　（カード決済付） PO02 -

　アットビデオ　ベーシック　（25MB） PO03

　アットビデオ　ハイグレード　（100MB） PO04

　アットビデオ　プロフェッショナル　（500MB） PO05

■SEED 電子名刺 （全てSEED端末レンタル料込み）

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

SEED 電子名刺システム/端末1台付 ES01

プロモーション2へアップグレード ES02

SEED 電子名刺システム/端末1台付 ES03

プロモーション2へアップグレード ES04

アカウント＋端末追加 2～30台※ ES05 -

アカウント＋端末追加 31～100台※ ES06 -

※100台以上の追加となる場合は別途ご相談ください。

■SEED オプション 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）

独自ドメイン設定 EO01 ¥9,722

ショッピングカート（カード決済付） EO02 -

アットビデオ ベーシック（25MB） EO03

アットビデオ ハイグレード（100MB） EO04

アットビデオ プロフェッショナル（500MB） EO05

■Anyポイントシステム

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          Anyポイントシステム AP01 \155,556 -> \109,259

          Anyポイントシステム AP02 -

■会計・決算・電子申告サービス

商品名
商品
コード

会計システム（1店舗/個人） XS01

未入力期間仕訳費用（1店舗/個人） XS02

会計システム（1店舗/法人） XS03

未入力期間仕訳費用（1店舗/法人） XS04

■給与計算・振込データ作成サービス

商品名 商品コード 初期費用
（初回お申込時のみ）

給与システム　10名迄 WS01 \27,778 ＋（\9,260）

設定費用 / 1名毎 WS02 ¥463

フェリカタイムカード / 1名毎 WS03 ¥463

年末調整計算 WS04 \4,630 ～

社保取得・喪失届作成 /1アカウント（名）毎 WS05 ¥1,389

社保基礎算定作成・労働保険申告 WS06 \4,630 ～

月額料金
100アドレスまで

¥4,074

¥6,296

※上記各コースの初期費用は1アカウント登録初期費用が含まれております。　 【 ●プロモーション2 ： 1アカウント＠\12,153　●プレミアム ： 1アカウント＠\13,889】
※１アカウント追加毎に上記アカウント登録初期費用および月額料金が発生いたします。

月額料金
100アドレスまで

-
¥9,074

¥875
¥12,777

¥72,222

¥4,861

¥2,431

¥7,292

¥24,305

※多機能メール配信＋多機能ケータイホームページ （＊３キャリア公式サイトでお店PR、GPS検索モバロコでお店PR、ワンタイムクーポン、マイルが貯まるメルマガ発行） はプロ
モーション２アップグレードでご利用いただけるサービスとなります。

月額料金
100アドレスまで

¥8,148

¥10,000

¥2,916

月額料金

¥1,264

¥1,944

¥1,388 （１台毎）
¥3,240 （１台毎）

¥2,777 （１台毎）

月額料金

¥1,263

¥1,944

-
¥8,148

¥875
¥11,851

¥67,592
¥7,222

¥9,074

\19,056 -> \13,888
¥875

\28,778 -> \18,518

会計・決算・電子申告サービス 価格表（税別）

初期費用
（初回お申込時のみ）

月額料金

¥4,861

¥2,430

¥7,291

¥24,305

※多機能メール配信+多機能ケータイホームページ（＊３キャリア公式サイトでお店ＰＲ、ＧＰＳ検索モバロコでお店ＰＲ、ワンタイムクーポン、マイルが貯まるメルマガ発行）はプロ
モーション2アップグレードでご利用いただけるサービスとなります。

月額料金
100アドレスまで

¥11,481×月数 -

¥27,778 ¥18,857

¥9,167×月数 -

¥27,778 ¥23,619

給与計算・振込データ作成サービス　価格表（税別）

月額料金

¥9,259

\463（以降１名毎）

-

※初回お申込時には初期費用￥27,778 +（設定費用￥463＋カード代￥463×10名分）が必要となります。
※給与システムの月額料金には社員10名分の利用料金が含まれております。以降、1アカウント追加毎に￥463の追加料金が発生いたします。



■アットメール

■アットメールMini オプション 商品コード

登録アドレス数追加（101名～1,000名） OP３８

業種別PRサイト追加（飲食/物販/サービス） OP３９

独自ドメイン設定 OP４０

NFC端末（Match Box）追加/レンタル/1台毎 OP４１

NFC端末（SEED）追加/レンタル/1台毎 OP４２

卓上POP追加/1台毎 OP４３

ワンコールで会員登録用POP/1台毎 OP４９

■追加機能・サポート

商品名 商品コード

チラシビューア OP５０

独自ドメイン設定 OP０１

■NFC端末・他

商品名 商品コード

Match Box（NFC端末）／レンタル※最低12ヶ月契約 OP０２

SEED（NFC端末）／レンタル※最低12ヶ月契約 OP０３

Match Boxリチウム電池内蔵AC充電器セット OP０４

QRコードスタンプ OP０５

URL転送サービス OP０６

■予約機能追加

商品名 商品コード

美容室予約システム OP０７

汎用予約システム（A,B,Cタイプ） OP０８

■追加機能・サポート

商品名 商品コード

顧客管理機能 ※最低１２ヶ月契約 OP０９

ワンタイムクーポン OP１０

パソコン版ホームページ同時作成 OP１１

ショッピングカート　（カード決済付） OP１２

販促メールプレミアム　（６ヶ月契約） OP１３

公式クーポン配布パッケージ OP１４

ホームページ追加・変更・更新作業　（１頁） OP１５

検索上位登録　（SEO）　／シルバーコース OP１６

検索上位登録　（SEO）　／ゴールドコース OP１７

携帯HP更新サポート OP１８

携帯HP更新＋メール配信サポート OP１９

携帯HP更新＋メール配信＋電話対応サポート OP２０

■アットビデオ動画配信

商品名 商品コード

アットビデオ　ベーシック　（25MB） OP２１

アットビデオ　ハイグレード　（100MB） OP２２

アットビデオ　プロフェッショナル　（500MB） OP２３

■ANY

商品名 商品コード

Any端末追加 OP２６

■CUBE （全てCUBE端末レンタル料込み）

商品名 商品コード

CUBE 端末追加 OP２９

■SEED （全てSEED端末レンタル料込み）

商品名 商品コード

SEED 端末＋アカウント追加 OP３２

■独自ドメイン取得費用価格 （年額）

ドメイン名 （ローマ字） 商品コード

.com .net .org .biz .info .de .be .nl DD０１

.mobi .in DD０２

.me .cc .ch .dk .at .li DD０３

.nu .tv .tw .jp DD０４

.am .fm .to DD０５

アットメール　オプション　価格表（税別）

初期費用
（初回お申込時のみ）

月額料金

¥1,389 （設定料金） ¥972

¥1,389 （設定料金） ¥972

¥600 -

- ¥972

¥1,944 （設定料金） ¥972

¥1,389 （設定料金） ¥972

¥9,722 ¥1,264

※独自ドメイン設定は、初期費用のほかに設定ドメインの種類毎にドメイン取得費用（年額）がお申し込み時に別途掛かります。詳細は下記取得費用価格表をご参照ください。

初期費用 月額料金

¥1,389 （設定金額） ¥1,944

¥600 -

※業種別PRサイト追加をお申込の場合、別途弊社にてヒアリングシートの内容を確認し、申請する業種を判断させていただきますのでご了承ください。
※独自ドメイン設定は、初期費用のほかに設定ドメインの種類毎にドメイン取得費用(年額）がお申込み時に別途掛かります。詳細は別途取得費用価格表をご参照ください。

初期費用 月額料金

- ¥972

- ¥486

初期費用 月額料金

- ¥5,833

¥1,389 （設定金額） ¥1,944

¥2,917 -

¥3,000 -

- ¥1,944

¥19,444 ¥2,722

- ¥1,944

- ¥4,861

初期費用 月額料金

- ¥4,861

¥19,444 -

¥68,056 -

- ¥4,861

- ¥486

¥2,917 ¥1,944

¥875 -

¥4,861 ¥2,431

¥4,861 ¥7,292

¥4,861 ¥24,306

- ¥7,778

- ¥13,611

初期費用 月額料金

¥2,916 ¥2,916

初期費用 月額料金

¥1,389 ¥3,241

初期費用 月額料金

\75,639 -> \37,037 -

初期費用 月額料金

¥11,111

※新規でドメインを取得される場合、お申込時に加え、最低利用期間経過後の契約更新月に、ドメイン毎の年間利用料金が発生します。なお、契約更新に関しては特に解
　約のお届けのない限り自動更新とさせていただきます。

※定額コースおよびレンタル商品は12カ月間の最低利用期間を設けております。途中解約の場合は月額利用料金2カ月分を頂戴致します。尚、解約日が属する月の月額費用の
日割り計算は行いません。
※クレジット決済機能付ショッピングカートをお申込の際は、クレジットカード決済代行イプシロン（株）との契約が必須となります。
※オプションのＡＮＹ、ＣＵＢＥ、ＳＥＥＤに関しては全てアットメールに追加する場合の料金となります。
※商品コード（OP02～05、OP24～OP32）は別途送料600円（税別）が掛かります。

年間料金

¥1,556

¥1,833

¥2,759

¥5,537



■＠Biz一般企業向け

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

Biz/一般企業向け BS０１ \11,6667 -> \58,333 ¥875

インターネットタイムレコーダー(ITR端末)追加/1拠点毎 BS０２ \77,778 -> \38,888 -

インターネットタイムレコーダー(ITR端末)追加/アカウント追加 BS０３ ¥9,722 -

■＠Biz一般企業向け オプション

商品名 商品コード

アラートシステム BO０１

インターネット給与明細書 BO０２

社員現在位置確認システム BO０３

eラーニングシステム BO０４

■＠Biz派遣企業向け商品

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          Biz/派遣企業向け DS０１ ¥48,611 ¥875

１アカウント　（名）　毎/月額料金 DS０２ - -

５アカウント　（名）　毎/初期設定 DS０３ ¥486 -

■＠Biz派遣企業向け 定額コース

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          Biz/派遣企業向け DT０１ - ¥875

１アカウント　（名）　毎/月額料金 DT０２ - -

５アカウント　（名）　毎/初期設定 DT０３ ¥486 -

■＠Biz派遣企業向け オプション

商品名 商品コード

アラートシステム DO０１

インターネット給与明細書 DO０２

社員現在位置確認システム DO０３

eラーニングシステム DO０４

労務管理システム DO０５

メールマーケティングツール DO０６

■＠Biz/ホテル・旅館予約システム （NFC端末レンタル料込み）

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

          Biz/ホテル・旅館　らくらく集客 HT０１ ¥0

          Biz/ホテル・旅館　らくらく集客 HT０２ ¥77,777

■＠Biz/マイホームサポートシステム

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

Biz/新築住宅業者向け/基本システム HS０１

Biz/リフォーム業者向け/基本システム HR０１

Biz/賃貸仲介業者向け/基本システム HC０１

■＠Biz/カーライフサポートシステム

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

Biz/カーライフサポートシステム　（スタンダード） CS０１ ¥68,055 ¥875

■＠Biz/カーライフサポートシステム EP版

商品名 商品コード
初期費用

（初回お申込時のみ）
月額料金

500アドレス毎

Biz/カーライフサポートシステム/EP　（エンタープライズ） CE０１ ¥306,250 ¥875

アカウント追加登録費用/１アカウント毎 CE０２ ¥14,583 -

¥1,944

※ITRの初期費用には社員20名様分（20アカウント）の基礎情報登録作業代行費用が含まれております。20名様を越える場合、初期費用に\145/1名（アカウント毎）が加算となり
ます。

月額料金
100アドレスまで

アットビズ／一般企業向け　価格表（税別）

※上記オプションはいずれも5アカウント（AC）単位でのご契約となります。
※契約アカウント数は機能別に設定可能です。（例：現在位置確認システムのみ10AC＋その他20AC）

アットビズ／派遣企業向け　価格表（税別）

月額料金
100アドレスまで

¥9,722

¥291

-

月額料金（５アカウント毎）

¥485

¥970

¥2,430

¥485

月額料金（５アカウント毎）

¥485

¥970

※10日未満でご利用の場合は、1アカウントあたり月額利用料金が\194となります。

月額料金
100アドレスまで

¥15,555

¥291

-

※10日未満でご利用の場合は、1アカウントあたり月額利用料金が\194となります。

月額料金
100アドレスまで

¥6,125

-

※Biz/カーライフサポートシステム/ＥＰ版は1アカウント登録初期費用が含まれております。

¥1,458 /5AC

¥6,805

¥116,666 ¥14,583 ¥875

アットビズ／カーライフサポートシステム（自動車・関連用品販売企業向け）（税別）

月額料金
100アドレスまで

¥9,722

¥17,986
¥875

¥9,722

※各コースとも月額料金にトランザクション料金が加算されます。（前日15日～当月14日の実績に対し、100万円までの2％＋100万円超の1％）
※定額コースのご利用契約期間は最低12ヶ月以上となります。途中解約の場合は月額料金の２ヶ月分を頂戴いたします。尚、解約日が属する月の月額費用の日割り計算は行
いません。
※ご契約期間は、お申込みいただいた翌月を１ヶ月目とします。（但し、お申込が１日の場合はお申込いただいた月より）

アットビズ／マイホームサポートシステム（新築住宅・リフォーム・賃貸住宅向け）（税別）

月額料金
100アドレスまで

¥485

¥485

¥485

¥2,917

アットビズ／ホテル・旅館向けシステム 価格表（税別）

月額料金
100アドレスまで


