
https://www.science-web.co.jp/22ue-zenbu-fare.pdf 2022/5/24

🔴利用条件

■コンテンツ設定　5ページ以内／コーディング

■デザイン料　一式

🔴オプショナル

■利用 専用ドメイン 取得・設定

■利用 レンタルサーバ 利用・設定

■契約 専用ドメイン 受託日から1年間 10,000円

■契約 レンタルサーバ 受託日から1年間 40,000円

■ページ追加 1ページあたり

■仕様の変更 WordPress構築 お問合せください

HTML お問合せください

■年間更新契約

■テキスト文章の修正・追加・削除

■画像の差替・加工・追加・削除

🔴含まれない内容

■連絡調整費　

■消費税　　　

1 2

10%

研究室/科研費ホームページ SWC2022

160,000円

190,000円

220,000円

250,000円

10%

研究室ウェブ

科研費ウェブ

お問い合わせは_サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp
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🔴利用条件

■コンテンツ設定　5ページ以内／コーディング

■デザイン料　一式

🔴オプショナル

■利用 専用ドメイン 取得・設定

■利用 レンタルサーバ 利用・設定

■契約 専用ドメイン 受託日から1年間 10,000円

■契約 レンタルサーバ 受託日から1年間 40,000円

■ページ追加 1ページあたり

■仕様の変更 WordPress構築 お問合せください

HTML お問合せください

■年間更新契約

■テキスト文章の修正・追加・削除

■画像の差替・加工・追加・削除

🔴含まれない内容

■連絡調整費　

■消費税　　　

科研費ウェブ 190,000円 250,000円

研究室/科研費ホームページ SWC2022
1 2

研究室ウェブ 160,000円 220,000円

10%

10% お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp
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研究室／科研費ホームページ　SWC2022

コード 業務コース

ＷＣＬＰ パソコン公開 MODX コンテンツ設定・デザイン

ＷＣＬＳ スマホ対応 MODX コンテンツ設定・デザイン

🔴利用条件

■コンテンツ設定　5ページ以内／コーディング

■デザイン料　一式

🔴オプショナル

■利用 専用ドメイン 取得・設定

■利用 レンタルサーバ 利用・設定

■契約 専用ドメイン 受託日から1年間 10,000円

■契約 レンタルサーバ 受託日から1年間 40,000円

■ページ追加 1ページあたり

■仕様の変更 WordPress構築 お問合せください

HTML お問合せください

■年間更新契約

■テキスト文章の修正・追加・削除

■画像の差替・加工・追加・削除

🔴含まれない内容

■連絡調整費　 10%

■消費税　　　 10%

研究室ホームページ
業務費

160,000円

220,000円

業務内容

お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp

 L.0
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ＷＣＬＰ

・コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

・デザイン 一式

・CMS構築

・ＯＰ　ページ追加 １ページあたり

・ＯＰ　仕様の変更 WordPress構築

・ＯＰ　年間更新契約

・ＯＰ　専用ドメイン 受託日から１年間

・ＯＰ　レンタルサーバ 受託日から１年間

●納品条件

■CMS構築 MODX

■パソコン公開

●利用条件

■コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

■デザイン 一式

●含まれない内容

■連絡調整費 10%

■消費税 10%

研究室ホームページ

160,000円              

研究室／科研費ホームページ　SWC2022

お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp

 L.1
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ＷＣＬＳ

・コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

・デザイン 一式

・スマホ対応

・CMS構築

・ＯＰ　ページ追加 １ページあたり

・ＯＰ　仕様の変更 WordPress構築

・ＯＰ　年間更新契約

・ＯＰ　専用ドメイン 受託日から１年間

・ＯＰ　レンタルサーバ 受託日から１年間

●納品条件

■CMS構築 MODX

■スマホ対応

●利用条件

■コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

■デザイン 一式

●含まれない内容

■連絡調整費 10%

■消費税 10%

研究室ホームページ
研究室／科研費ホームページ　SWC2022

220,000円              

お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp

 L.2
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🔴利用条件

■コンテンツ設定　5ページ以内／コーディング

■デザイン料　一式

🔴オプショナル

■利用 専用ドメイン 取得・設定

■利用 レンタルサーバ 利用・設定

■契約 専用ドメイン 受託日から1年間 10,000円

■契約 レンタルサーバ 受託日から1年間 40,000円

■ページ追加 1ページあたり

■仕様の変更 WordPress構築 お問合せください

HTML お問合せください

■年間更新契約

■テキスト文章の修正・追加・削除

■画像の差替・加工・追加・削除

🔴含まれない内容

■連絡調整費　

■消費税　　　

研究室/科研費ホームページ SWC2022
1 2

研究室ウェブ 160,000円 220,000円

科研費ウェブ 190,000円 250,000円

10%

10% お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp
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研究室／科研費ホームページ　SWC2022

コード 業務コース

ＷＣＫＰ パソコン公開 MODX コンテンツ設定・デザイン

ＷＣＫＳ スマホ対応 MODX コンテンツ設定・デザイン

🔴利用条件

■コンテンツ設定　5ページ以内／コーディング

■デザイン料　一式

🔴オプショナル

■利用 専用ドメイン 取得・設定

■利用 レンタルサーバ 利用・設定

■契約 専用ドメイン 受託日から1年間 10,000円

■契約 レンタルサーバ 受託日から1年間 40,000円

■ページ追加 1ページあたり

■仕様の変更 WordPress構築 お問合せください

HTML お問合せください

■年間更新契約

■テキスト文章の修正・追加・削除

■画像の差替・加工・追加・削除

🔴含まれない内容

■連絡調整費　 10%

■消費税　　　 10%

科研費ホームページ
業務費 業務内容

190,000円

250,000円

お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp

 K.0
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ＷＣＫＰ

・コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

・デザイン 一式

・CMS構築

・ＯＰ　ページ追加 １ページあたり

・ＯＰ　仕様の変更 WordPress構築

・ＯＰ　年間更新契約

・ＯＰ　専用ドメイン 受託日から１年間

・ＯＰ　レンタルサーバ 受託日から１年間

●納品条件

■CMS構築 MODX

■パソコン公開

●利用条件

■コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

■デザイン 一式

●含まれない内容

■連絡調整費 10%

■消費税 10%

科研費ホームページ
研究室／科研費ホームページ　SWC2022

190,000円              

お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp

 K.1
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ＷＣＫＳ

・コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

・デザイン 一式

・スマホ対応

・CMS構築

・ＯＰ　ページ追加 １ページあたり

・ＯＰ　仕様の変更 WordPress構築

・ＯＰ　年間更新契約

・ＯＰ　専用ドメイン 受託日から１年間

・ＯＰ　レンタルサーバ 受託日から１年間

●納品条件

■CMS構築 MODX

■スマホ対応

●利用条件

■コンテンツ設定 ５ページ以内／コーディング

■デザイン 一式

●含まれない内容

■連絡調整費 10%

■消費税 10%

科研費ホームページ
研究室／科研費ホームページ　SWC2022

250,000円              

お問い合わせは　サイエンスウェブ

顧客チーム　今井真理子

web-team@science-web.co.jp

 K.2


