Canonet 価格表
共有ホスティング価格表
サービス名称

初期費用（税別）

共有ホスティング MW1

￥4,800

共有ホスティング MW2

￥9,800 ＊ 1

共有ホスティング MW3
＊ 1 ドメイン取得料金（またはドメイン移行料金）含む。

ディスク容量

月額料金（税別）

＊ 2 ドメイン維持料金含む。

Web
MW1

＊ 2

10GB

Mail
3GB

メールアドレス数
10

＊3

￥6,800 ＊ 2

MW2 50GB

10GB ＊ 3

30

￥10,000 ＊ 2

MW3 100GB

50GB ＊ 3

100

＊ 3 上記はメールアドレスの合計使用量、1メールアドレス毎の最大使用量は 2GB。

自社ドメイン申請代行、並びに自社ドメインによるメールおよび Web 機能を提供するサービス。また、既に取得されたドメイン名を変更することなく共有ホスティングへ移行も可能。共有ホ
スティング 1契約で 1ドメイン取得できます。
※他プロバイダの解約・変更などの手続きは、お客様作業となります。また、お持ちのドメインによっては移行できない場合がありますので予めご了承ください。 最低利用期間：3 ヶ月

標準機能

機能概要

メール

迷惑メールフィルター

迷惑メールをサーバー上で自動判別し、サーバーの迷惑メールフォルダーに振り分けます。

WebMail

ブラウザから利用できる電子メールサービス。出張先や自宅などのパソコンやスマホ・携帯電話でメールを送受信可能。

メール転送

受信メールを指定アドレスに自動転送（転送先は 1メールアドレスにつき 20 ヶ所まで指定可能）
。

自動返信メッセージ

あらかじめ指定した定型文書を自動返信（全角 1024 文字までの定型文書を作成可能）
。

メールウイルスチェック

電子メールや電子メールの添付ファイルを媒介として伝染するウイルスをサーバー上で駆除。
※本機能はすべてのウイルス駆除を保証するものではありません。クライアント用ウイルス対策ソフトとの併用を推奨。

迷惑メール対策・送信 SPF 対応 なりすましメールを防止する送信 SPF に対応しています。
グループアドレス

標準で 1グループ利用可能。1グループあたり 100 アドレス設定可能です。

トップページ転送設定

携帯電話からのアクセス時に専用ホームページ領域に自動転送。

インスタントホームページ作成

ナビゲーションに従って簡単にホームページを作成できる便利ツール（写真、画像などの掲載も可能）
。

インスタント Web ショップ作成 簡単にオンラインショップを開設できるツール。メールフォームを利用したオンラインショップを作成可能（電子決済機能なし）
。
ホームページ

ページ認証

会員制ホームページなどに利用できるログイン認証機能。ファイル共有と併用可能。

アクセス分析スタンダード

お客様ホームページへのアクセス状況（ログ）を統計データとして表示する機能。

外部 Web サーバー利用

お客様が希望した Canonet 以外の Web サーバーを利用できます。

エラー画面カスタマイズ

404NotFound などのエラー画面をカスタマイズできます。

WWW なし URL 対応

URL に「WWW」をつけてもつけなくてもホームページへアクセスできます。

独自 CGI

お客様がご用意された CGI プログラムがご利用可能です。CGI プログラムと連携可能なデータベース（MySQL5）もご利用いただけます。

CMS 対応

MovableType、WordPress など、人気の CMS に対応。

CGI フォーム CGI カスタム

氏名・住所などの情報やアンケート回答などに利用できるフォーム CGI 機能。入力項目のチェック、送信結果画面の指定可能。

便利
機能

アクセスカウンタ

お客様のホームページにアクセスしたユーザ数をカウントし表示する CGI 機能。

掲示板

掲示板 CGI 機能（共有ホスティング 1契約につき 1個まで設置可能）
。

マイデスク

お客様専用のポータルサイト。共有ホスティングの各種設定や、各アプリケーションにアクセスできます。

共有ホスティングオプション
サービス名称

（税別） 月額料金
（税別）
初期費用

−

共有ホスティング ダウングレード

￥6,000

−

−

￥1,000

アドレスを 5追加。追加の条件はご利用の共有ホスティング標準アドレスを含めて 500アドレスまでとなります。

メールアドレス追加 5

−

備考

共有ホスティング アップグレード

ご契約いただいている共有ホスティングから、上位／下位のサービスへ移行。ディスク容量、メールアドレス数
は、移行後のサービスに準じます。

メールアドレス追加 50

−

￥5,000

MW3 用。アドレスを 50 追加。追加の条件はご利用の共有ホスティング標準アドレスを含めて 500 アドレス
までとなります。

Web ディスク容量追加

−

￥1,000

ご契約いただいている共有ホスティングサービスに Web ディスク容量を追加。１口 5GB。
共有ホスティング MW3：標準 100GB 20 口まで申込みできます。最大 200GB

メールディスク容量追加

−

￥2,000

メールディスク容量を追加。1口 1GB。
共有ホスティング MW3：標準 50GB 100 口まで申込みできます。最大 150GB

データベースディスク容量追加

−

￥2,000

データベース（MySQL5）のディスク容量を追加。1口 100MB。
19 口まで申込みできます。最大 2GB

サーバー証明書設定サービス
セキュア・サーバ ID

−

￥81,000
（年額）

￥5,000

￥2,000

グループアドレス追加 10

−

￥1,000

100 アドレスまで登録可能。1契約で 10 グループまで作成可能（1グループは標準で利用可能）。10 口まで申
込できます。

フォーム CGI カスタム SSL 対応

−

￥2,000

標準機能のフォーム CGI カスタムを SSL による暗号化環境でご利用いただけます。
サーバー証明書のコモンネームは ssl.canonet.ne.jp となります。最低利用期間：3 ヶ月

￥8,000

￥1,000

日本語 .jp ドメインの取得／管理および、共有ホスティングでご利用のホームページへのリダイレクト機能を提供
いたします。
（例）キャノネット .jp を取得した場合：ブラウザにキャノネット .jp と入力すると www.canonet.ne.jp
にアクセスします。）共有ホスティング 1契約につき複数口お申し込みいただけます。メールではご利用いただけま
せん。日本語 .com、日本語 .net、日本語 .org などの gTLD はご利用いただけません。最低利用期間：3 ヶ月

メーリングリスト

日本語ドメイン
添付ファイル自動 ZIP
パスワードオプション for MW1
添付ファイル自動 ZIP
パスワードオプション for MW2
添付ファイル自動 ZIP
パスワードオプション for MW3

￥10,000

お客様ドメインにてサーバー証明書を設定いたします。
サーバー証明書は、シマンテック社（旧日本ベリサイン）セキュア・サーバ ID（1年有効）を使用。
1,000 アドレスまで登録可能。ダイレクトメール型と双方向型のメーリングリスト型を自由に設定可能。
（メーリングリスト名は○○○○ @ml.canonet.ne.jp となります）
。最低利用期間：3 ヶ月

10 ID

￥1,500

30 ID

￥4,500 お客様ドメインから送信されるメールに添付されたファイルを自動で Zip パスワード化し送信するサービスです。

100 ID ￥15,000

共有ホスティング価格表
共有ホスティングオプション
サービス名称

（税別） 月額料金
（税別）
初期費用

添付ファイル自動 ZIP パスワード化
オプションサービス 追加アカウント 5

−

￥750

添付ファイル自動 ZIP パスワード化
オプションサービス 追加アカウント 50

備考
ID数を 5 単位で追加します。基本サービス MW でアドレス追加している場合に必要となります。

−

￥7,500

添付ファイル自動 ZIP パスワード化
オプション 基本設定変更費用

ID数を 50 単位で追加します。基本サービス MW でアドレス追加している場合に必要となります。

¥3,000 ／回

−

サービス開始後に基本設定を変更する場合に必要となります。

添付ファイル自動 ZIP パスワード化
オプション 固定パスワード（複数）

¥1,000 ／
パスワード

−

固定パスワードを複数設定する場合は、パスワード毎に必要となります。

添付ファイル自動 ZIP パスワード化
オプション グループ設定

¥3,000 ／
グループ

−

グループ設定を行う場合は、グループ毎に必要となります。

■各種サービス及び、利用料金は、最新の Canonet 共有ホスティング利用約款に基づきます。

共有ホスティングオプション GUARDIANWALL ASP サービス for Canonet
基本サービス

初期費用（税別）

GUARDIANWALL ASP for Canonet MW1
GUARDIANWALL ASP for Canonet MW2

￥6,000
￥85,000

GUARDIANWALL ASP for Canonet MW3
導入支援サービス MW1

￥18,000
￥59,000

導入支援サービス MW2

¥150,000
¥250,000
¥50,000

導入支援サービスで設定した内容の変更サービス。

ー

￥3,000

メールアドレス追加 50

ー

￥30,000

保存メール領域ディスク増設（15GB）
外部メディア保存期間延長

共有ホスティングでご利用のメールについて、送信時にメールの検査（フィルタリング）
と保管（アーカイブ）機能を提供します。メールによる情報漏洩対策に効果的です。
ディスク容量：15GB 閲覧期限：6 ヶ月 保存期間：1年間

送信メールのフィルタリング、配送ルール設定を行う場合に必要です。

メールアドレス追加 5
検査・配送ルール追加（１ルール）

備考

¥100,000

導入支援サービス MW3
設定変更支援サービス

月額料金（税別）

¥3,000

−

GUARDIANWALL の ID数を 5 単位で追加します。
GUARDIANWALL の ID数を 50 単位で追加します。
最大 500 ルールまで追加可能。

¥10,000

￥20,000

15GB 単位で増設可能。

¥3,000

￥10,000

1年単位で延長可能。
（月額費用）

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。
キヤノン Canonet ホームページ

2016年5月現在
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

