
項目 数量 価格（税込）

TOPページ 55,000 ～

コンテンツページ（１ｐ） 33,000 ～

多言語ページ（１ｐ） 99,000 ～

44,000

16,500

画像差し替え リサイズ・色調整含む 1点につき 3,300

スライダーのリメイク テキスト・画像の作成追加 1点につき 5,500

新規作成 ※切り替え用画像別途料金　1枚3,240円（税込）～ 1点につき 11,000 ～

新規作成
30秒程度　HP設置作業含む
※撮影が必要な場合は別途請求

1点につき 55,000 ～

既存修正 HP設置作業含む　※撮影が必要な場合は別途請求 ボリュームにより変動　1点につき 5,500 ～

差し替え 動画はお客様支給、HP設置作業含む 1点につき 5,500

Flash→mp4書き出し HP設置作業含む 1点につき ※お見積り ～

DVD書き出し ※送料は別途請求 1点につき 3,300 ～

差し替え（リサイズ・色調整含む） 1点につき 3,300

追加（リサイズ・色調整・HPレイアウト調整含む） 1点につき 5,500

50文字まで 1,100

51文字～200文字未満 2,200

200文字以上 ※お見積り

リンク変更 修正・追加 1メニュー または　5箇所まで 3,300

変更(名前・画像・リンク変更) 1メニューにつき 6,600

順番の入れ替え 共通メニュー１つにつき 5,500

ボタン追加　／サブメニュー（レイアウト調整含む） 1メニューにつき 5,500

ボタン追加　／メインメニュー（レイアウト調整含む） 2メニューまで 16,500

順番の入れ替え程度 ボリュームにより変動　1点につき 3,300 ～

内容追加によるレイアウト組み変えなど ボリュームにより変動　1点につき 11,000 ～

グーグルマップ 設置・変更 1ヶ所につき 3,300

ライトボックス サムネイル、拡大画像含む 1枚につき 3,300

新規作成 10項目程度 11,000

項目追加・修正 2項目まで 3,300

設置 １ヶ所につき 11,000

リンク変更 １ヶ所につき 1,100

ボタン設置 １種類につき 5,500

ウィジェット設置 １種類につき 5,500

ボタン設置 1種類につき 5,500

プラグイン設置 １種類につき 5,500

インスタグラム
ピックアップ表示設置
※詳細はお問合せ下さい

１種類につき 8,800

jQuery追加 ページへのアクションを追加 １ｐ１種類につき 5,500

新着情報ページ作成　＋　TOPページにRSSリーダ設置
※メニュー追加は別途請求→HTML項目の「メニュー」を参照

●ヘッダー（動画又はスライダー写真5枚まで）
●あいさつ文
●プランバナー又はプランＲＳＳリーダ設置
●ブログRSSリーダ設置
●フ ッター（住所、TEL、屋号）
※上記内容は一例です。
※PHP設置は別途料金
※取材・撮影が必要な場合は別途請求

ホームページ　修正・更新　料金一覧 2019/10/1改定

テキスト 修正・追加

◆修正最低料金　3,300円～　（3,300円未満の場合は、修正の種別問わず最低料金を頂きます。）　※下記価格は全て１０％の税込価格です。

既存ページに追加 ＋ 　TOPページにRSSリーダ設置

更新プログラム
（php）設置

新着情報
フォトギャラリー

新規ページ作成

ｆacebook

●ヘッダー、フッターはページデザイン共通
●イメージ写真6枚まで
●紹介コメント（1ページあたり1500文字程度）
※上記内容は一例です。
※取材・撮影が必要な場合は別途請求

●構成作成（1500文字程度）
●レイアウト・デザイン
●翻訳（複数の翻訳希望の場合は別途請求）
※上記内容トータルの料金です。
※デザイン、素材、掲載内容は既存サイトのものを流用

RSS
（プラン・ブログ等）

HTML

メールフォーム

スライダーによる
フォトギャラリー作成

動画

メニュー

Twitter

レイアウト

画像

修正に関する料金一覧　

内容

webソリューション部



SSL化（https://へ変更） ※SSL証明書の費用はお客様負担となります。 サーバー、設置型により変動 5,500 ～

グーグルインドビュー設置 設置URLはお客様支給 1点につき 5,500

ブログ作成
テンプレートテーマ（オリジナル・オプション機能は別途請
求）

1点につき 33,000 ～

部分的な機能 pdf、Excel表などの投稿機能 １点につき 33,000 ～

HPをリバティーで制作したお客様 3ページまで（制作費55,000+デザイン（HPより引用）） 55,000

新規のお客様 3ページまで（制作費55,000+デザイン33,000） 88,000

1ページ追加（どのお客様でも） 5,500 ～

Webパンフレット 制作費 デザイン、レイアウト　※取材が必要な場合は別途請求 A4サイズ１枚につき 11,000 ～

グーグルアナリティク
スレポート作成

サイト解析情報の提供 半年～1年分の解析情報 １サイトにつき 3,300

項目 数量 価格（税込）

写真加工・補正 

写真のゴミの除去、特定のモノの削除、
写真の全体的な色を変える
※不可能なもの：無理なリサイズ、縦画像を横画像に整える、不
鮮明な写真の色調補正、極度に暗い・黄色い・ピンボケ等

1点につき 6,600

撮影写真の提供 ※使用用途によっては提供不可の場合あり 1点につき 8,800

文字変更 １、２ヶ所程度 3,300

大　864×150　程度 1点につき 6,600

中　558×140　程度 1点につき 5,500

小　264×110　程度 1点につき 4,400

アニメーションGIFにする イラスト作成は別途料金 ボリュームにより変動　1点につき 5,500 ～

作成資料あり ボリュームにより変動　1点につき 33,000 ～

作成資料なし ボリュームにより変動　1点につき 165,000 ～

ロゴ修正 コンセプトヒアリングに基づき作成 1点につき 33,000 ～

キャラクター作成 コンセプトヒアリングに基づき作成 1点につき 165,000 ～

簡易マップ作成（イラストなし） ボリュームにより変動　1点につき 27,500 ～

修正
（テキスト・線・マーク等の追加・削除、それ以外は作成となりま
す）

3箇所程度 9,900

イメージイラスト 作成 ボリュームにより変動　1点につき 22,000 ～

ヘッダー画像変更 1点につき 5,500

ブログデザイン変更 1点につき 66,000

11,000

１PHPプログラム につき 3,300

1メニュー または　5箇所まで 3,300

1ヶ所につき 5,500

ウィルスチェック （※サポートセンターにて対応） 30分につき 3,300 ～

サイトのバックアップデータ
をUPロード(差し替え)

1サイトにつき 16,500

※ロゴやバナーは構成に資料（画像・スキャナで読み取れるパンフ等）がある場合はそこから作成します。

製作時に資料が無い場合は当社の規定フォントで作ります。

追加取材費 価格（円）

出張費 実費

派遣費 22,000

お客様で画像がご用意出来ずに、当社リバティーへ追加取材の依頼をされた場合に掛かる費用です。

こちらは上記の修正費用とは別途となります。

写真

バナー作成

スマートフォン制作

サーバー移転

基本料金
（データバックアップ、データアップロード、カウンタ再設置、移転案内掲載、登録URL変更　等）

メールフォーム、新着情報などの　PHPプログラム設置変更

イラスト地図

HTML

ブログ

メニューのリンク変更

RSSリーダの設置変更(ブログ、プラン等）

修正に関する料金一覧　

画像・イラスト

内容

ロゴ

楽天カスタマイズペー
ジ制作

制作費

１サイトにつき 165,000 ～

※内容および価格はあくまでも参考です。修正依頼時にWebソリューション部へお問合せ下さい。

ウィルス

交通費(都度見積もり)

1人4時間につき

制作費
HPをリバティーで制作したお客様
（現HPデザインをスマホ用へ変換）
※レスポンシブ対応は別途お見積りとなります

Wordpress作成

webソリューション部


