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プラソルの保守・更新サービスの特徴

・Webサイトの更新運⽤にどのくらい費⽤がかかるのかわからない 

・Webサイトのセキュリティや安全性に不安がある 

・もっとリーズナブルな費⽤で積極的に運⽤していきたい

・今の制作会社のレスポンスが遅くて困っている 

・定額の保守・更新だと、契約期間が⻑くて途中解約できないのが不安 

・何かトラブルがあったときなどに、気軽に相談できる相⼿がほしい

プラソルでは様々なWebサイトを運⽤してお

り、お客様から年間500件以上のサイトの更

新依頼をいただいております。セキュリティ対

策から、ページの更新や追加まで、安⼼してお

任せください。

各プランの内容は、更新専任の担当者が対応

することで、通常のお⾒積り⾦額に⽐べ、

70%以下という価格を実現しました。使えば

使うほどお得なプランで、ぜひWebサイトを

積極的に活⽤ください。

プラソルの保守・更新サービスは、1ヶ⽉から

のご契約が可能です。効果が実感できなければ

いつでも解約できますので、安⼼してご利⽤い

ただけます。

こんなお悩みを解決します！

プラソルの保守・更新サービスの特徴

サービス開始に伴う特別試⽤プランです。ぜひこの機会にご検討ください。

最短契約期間1ヶ⽉ 

いつでも解約できるので安⼼して利⽤いただけます

定価に⽐べて70%以下の価格を実現 

Webサイトをより積極的にご活⽤いただけます

年間500件以上の更新実績 

安⼼してWebサイトの運⽤をお任せいただけます

※ご解約・プランの変更は、お申し込みの翌⽉末で

の契約切り替えとなります。
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プラン⼀覧

A.ライトプラン

⽉額費⽤

年額費⽤

更新依頼可能回数

セキュリティ対策

サーバ・ドメイン保守

テキストの更新

画像差替・バナー作成

システム仕様の変更

新規ページ追加／システム改修

¥9,800

¥107,800



◯

◯

¥19,800

¥217,800

⽉2回

◯

◯

◯

◯

◯

¥29,800

¥327,800

⽉2回

◯

◯

◯

◯

◯

◯
⽉1ページ or 1箇所まで

1回につき画像差替20枚／バナー2枚まで 1回につき画像差替20枚／バナー2枚まで

Webサイトの保守、セキュリティ管理を 

リーズナブルに実現します

Webサイトの保守に加えて、ページの修 

正など、定期的な更新をご希望の⽅へ

ページ追加など、積極的にWebサイトを 

更新して活⽤されたい⽅へ

ご依頼内容に応じて別途御⾒積

B.ベーシックプラン C.プレミアムプラン

ご契約期間
1ヶ⽉〜 1ヶ⽉〜 1ヶ⽉〜

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

※1

※3

※2

※1 ご解約・プラン変更の場合は、お申し込みの翌⽉末での契約切り替えとなります。 

※2 ⽬安として設定させていただいておりますが、ご希望に応じて可能な範囲内で柔軟に対応いたします。 

※3 サーバ・ドメインに不具合が発⽣した場合に原因調査や対応を⾏います。サーバ・ドメインの費⽤は含まれておりませんのでご了承ください。

毎⽉⾃動更新 毎⽉⾃動更新 毎⽉⾃動更新

1ヶ⽉分割引

⼀番⼈気！
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A.ライトプラン（保守）

セキュリティ対策／サーバ・ドメイン保守の主な内容

・改ざんなどWordPressのセキュリティ対策が不安 

・⼤量に迷惑メールがきて困っている 

・SSL（暗号化通信）対応ができておらず、ブラウザに警告が表⽰される

WordPress／プラグインのアップデート Webサイトの定期バックアップ

SSL対応（https化） サーバ・ドメイン・メール不具合時の対応

迷惑メール対策

WordPress本体や、拡張機能プラグインのアップデート作業を定

期的に⾏います。古いバージョンのままにすると、セキュリティ

ホールなどのリスクが発⽣します。

週1回、⾃動的にバックアップを取得してサーバ内に保管します。

万⼀Webサイトのデータが消失するなどの不具合が発⽣しても、

復元することができます。

メールフォームやログインなどの通信を暗号化し、情報漏洩リス

クを低減します。2020年現在、SSL⾮対応の場合はブラウザに警

告が表⽰され、検索順位も悪影響があります。

Webサイトが突然閲覧できなくなったり、メールの送受信ができ

なくなった場合に、原因調査と対策を⾏います。 

万が⼀のトラブル時に安⼼しておまかせいただけます。

メールフォームからの迷惑メール（スパム）の送信を防ぐ施策を

⾏います。対策をしてもイタチごっこになることが多いため、ご

要望に応じて都度最新の施策を⾏います。

・万が⼀のときに備えてバックアップを取っておきたい 

・突然Webサイトが表⽰されなくなることがある 

・メールが送受信できなくなることがある

こんなお悩みを解決します

セキュリティ対策や不具合時の対応など、Webサイトの健全な運⽤をサポートします。

※1 サーバにより別途SSL証明書発⾏費⽤がかかる場合がございます。 

※2 WordPress以外で構築されたサイトの場合には、原則として対応できませんのでご了承ください。 

※3 サーバ・ドメインの費⽤は含まれておりません。 

 

 

 

※2

※3※1
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B.ベーシックプラン（保守+更新）

主なWebサイト更新内容（⽉2回まで）

・写真やテキストなどの細かい更新の費⽤が分からない 

・都度依頼だと、⾒積りなどの⼿続きが⾯倒… 

・年間の更新予算を明確にしておきたい

テキストの更新

システム仕様の変更写真の差替（1回につき10枚まで）

バナーの作成（1回につき2枚まで）

Webサイト内の⽂字・⽂章の修正を、ご依頼に応じて承ります。

更新ボリューム無制限で⾏えますので、お気軽にご依頼いただけ

ます。

メールフォームの項⽬を変えたい、投稿システムでこんな項⽬を

増やしたいなど、ちょっとしたシステムの改修をご依頼いただけ

ます。

スタッフの退職に伴う写真の差替や、イメージを刷新したいな

ど、写真の差替作業を⾏います。差替写真ととともにご依頼くだ

さい。

⽂字や飾りが⼊ったバナー（デザイン画像）の作成もご依頼いた

だくことができます。バナー内の画像の差替や⽂章の変更だけで

ももちろん可能です。

・もっと気軽に更新を依頼できるようにしたい 

・細かいところでシステムの使い勝⼿をよくしたい 

・セキュリティ対策ももちろん⾏いたい

こんなお悩みを解決します

その他に、Aプランのセキュリティ対策内容が含まれます

WordPress・プラグインのアップデート  /  SSL化（Https化）  /  迷惑メール対策  /  Webサイトの定期バックアップ  /  サーバ・ドメイン・メール不具合時の

対応  /  更新⽅法のサポート

写真やテキストの更新、バナーの作成、システムの変更など、⽇々のWebサイトの更新を⾏います。
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C.プレミアムプラン（保守+更新+ページ追加）

主なページ追加・システム改修の内容（⽉1ページor1箇所まで）

・定期的にページを追加していきたい 

・ページ追加のコストが⾼くて困っている

サービスページの追加

システムの改修お客さまの声・事例紹介など

ページのリニューアル

新しい事業やサービスなどをはじめた場合に、新規ページを追加

してWebサイトに掲載いたします。もちろんメニューへの追加も

含みます。積極的にPRしてWebサイトを活⽤しましょう。

システムの改修やスライドショーの追加なども、柔軟に対応する

ことが可能です。また、保守の範囲を超える更新に関しては、お

値引きして御⾒積させていただきます。

頻繁ではなくても、定期的に更新していくことで確実にユーザー

へのPRや信頼感を獲得できます。更新ツールの有無に関わらず、

ご依頼いただくことが可能です。

既存のページでも、内容の⼊れ替えや作り直しをご依頼いただく

ことが可能です。古くなった情報の刷新や、コンテンツの⼊れ替

えなどにご活⽤ください。

・Webサイトをもっと積極的に活⽤していきたい 

・細かい更新やセキュリティ対策ももちろん⾏いたい

こんなお悩みを解決します

その他に、A・Bプランのセキュリティ対策+更新の内容が含まれます

WordPress・プラグインのアップデート  /  SSL化（Https化）  /  迷惑メール対策  /  Webサイトの定期バックアップ  /  サーバ・ドメイン・メール不具合時の

対応  /  更新⽅法のサポート / テキストの更新  /  画像の差替  /  バナーの作成  /  システム仕様の変更

新規ページの追加やシステムの改修で、積極的なWebサイトの運⽤を実現します。
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ご契約について

お⽀払い・ご契約期間について

ご契約条件

ご依頼について

ご契約に含まれないサービス（以下の内容は別途お御⾒積になります）

ご契約前⽉の⽉末締め・翌⽉15⽇払い 

1ヶ⽉毎の⾃動更新 ／ 年間⼀括先払いの場合は1年間 

お申し込みの翌⽉末切り替え（お申し込み翌々⽉から変更適⽤） 

ご契約は1サイトごとになります。複数サイトの場合はその分費⽤がかかりますのでご了承ください。

⽉間2回 ⽬安として設定させていただいておりますが、ご希望に応じて可能な範囲内で柔軟に対応いたします。

必要に応じて電話・メールも承ります。訪問お打ち合わせは、別途御⾒積とさせていただきます。

内容・繁忙期等により前後します。公開ご希望⽇がある場合は、⼗分な余裕を持ってお早めにご依頼ください。即⽇〜3週間程度

オンラインチャット (ChatWork)

お⽀払いについて 

ご契約期間 

ご解約・プラン変更 

ご契約単位

更新依頼回数

Webサイトリニューアル

ご契約対象は、弊社で制作したWebサイトに限ります。他社様で構築されたサイトは含まれませんのでご了承ください。

LPページ構築 メールフォーム構築

ご依頼から反映までの期間

Webコンサルティング（分析・効果測定など）

ECサイトの更新・運⽤

SEO対策

投稿システムの構築

Web広告

サーバ移転・ドメイン移管等

ご連絡⽅法
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会社概要

会社概要

主要取引先

沿⾰

株式会社プラソル 

⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀1-3-3 肥後橋パークビル6F 

06-6441-3341 

06-6448-6555 

船井総研ロジ株式会社 ／ 株式会社船井総合研究所 ／ ⾃⺠党 ⼤阪府⾨真⽀部 ／ いすゞ⾃動⾞近畿株式会社 ／ コニカミノルタジャパン株式会社 ／ 株式会社関広 ／  

株式会社⼤阪オリコミ ／ 株式会社ハンシン建設 ／  ⽇本チルド物流株式会社 ／ ⽇本物流センター株式会社 ／ 株式会社天光社 ／ 医療法⼈ツツイ美容外科 ／ 

ジャバ株式会社 ／ ユナイト株式会社 ／ 株式会社きゃんナナ ／ ⽇本カード印刷株式会社 ／ 司法書⼠法⼈トータルサポート ／ アマゾンカムカム株式会社  他多数

おかげさまで3年以上継続していただいているお客様が82.6％。 

⼀過性の結果だけを⾒るのではなく、息の⻑いお付き合いの中で、企業の理念やスタッフ

の皆様の思いや取り組みを共有しながら、Webを通して伝える仕組みづくりを継続的に

サポートいたします。

有限会社ロココスペース 設⽴（⼤阪府吹⽥市） 

主な事業：ITソリューションサービス 

(システム企画、開発、運⽤、販売、web企画、制作)

https://plasol.co.jp/ 

2010年1⽉12⽇ 

代表取締役 時松 朋儀 

ウェブサイトの企画・制作・運⽤

⼀般労働者派遣事業開始 

Pマーク取得 

本社を吹⽥市から⼤阪市⻄区へ移転 

Web事業拡⼤に伴いWeb制作部⾨を分社、株式会社プラソル 設⽴ 

代表取締役に時松朋儀 就任 

年間500件以上の制作・運⽤サポートを⾏う

※順不同

2007年 

2008年 

2009年 

2010年 

2012年 

2020年 

社名 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

URL 

設⽴⽇ 

代表者 

事業内容

2001年

%

保守契約率

81.9 %

3年以上継続率

82.6 %

紹介による受注

87.7

中⼩企業様の公式サイト・サービスサイトや、 

物流・飲⾷企業様の採⽤サイトを構築しています。
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