
【注意事項】

・OSライセンス仕入れ価格の変更にともない、提供価格の改定を行ないます。

・消費税改正の閣議決定を受けて、2014年4月1日以降の利用分から消費税率8%を適用することを基本方針とします。

消費税改正に関する弊社対応のお知らせはこちらをご確認ください。 （http://www.sakura.ad.jp/consumption_tax.html）

＜請求対応内容＞

＜対象OS料金一覧＞

Red Hat Enterprise Linux 4 Server

Red Hat Enterprise Linux 4 Server x86_64

Red Hat Enterprise Linux 5 Server

Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64

Red Hat Enterprise Linux 6 Server

Red Hat Enterprise Linux 6 Server x86_64

※価格改定後より、プロセッサ単位でのライセンス提供となります。

Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition

Red Hat Enterprise Linux 4 Server

Red Hat Enterprise Linux 4 Server x86_64

Red Hat Enterprise Linux 5 Server

Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64

Red Hat Enterprise Linux 6 Server

Red Hat Enterprise Linux 6 Server x86_64

※価格改定後より、プロセッサ単位でのライセンス提供となります。

¥0 \9,720（\9,000）

¥0 \9,720（\9,000）

¥0 \9,720（\9,000）

¥0 \9,720（\9,000）

¥0 \9,720（\9,000）

¥0 \9,720（\9,000）

¥0

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0 \4,860（\4,500）

¥0 \4,860（\4,500）

¥0 \4,860（\4,500）

¥0 \4,860（\4,500）

¥0 \4,860（\4,500）

¥0 \4,860（\4,500）

¥0

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

\2,625（\2,500）

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

\28,080（\26,000）

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

¥0

初期費用

\21,000（\20,000）

\21,000（\20,000）

\9,720（\9,000）

\9,720（\9,000）

\9,720（\9,000）

¥0

¥0

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

\10,500（\10,000）

\10,500（\10,000）

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

¥0

¥0

\14,040（\13,000）

\14,040（\13,000）

¥0

\4,860（\4,500）

\4,860（\4,500）

\4,860（\4,500）

¥0

¥0

\28,080（\26,000）

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

\9,720（\9,000）

\9,720（\9,000）

\9,720（\9,000）

\2,100（\2,000）

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

税込価格（税抜価格）

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

¥0 \4,860（\4,500）

¥0

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

\2,100（\2,000）

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

\4,860（\4,500）

初期費用

改定前（2014年3月31日まで）　消費税率5% 改定後（2014年4月1日以降） 消費税率8%

1CPU サーバ

さくらインターネット株式会社

 OSプラン提供価格改定　「請求対応内容」および「対象OS料金一覧」

■ 専用サーバ / さくらの専用サーバ

2CPU サーバ

月額料金初期費用月額料金
Red Hat Enterprise Linux　※

改定前（2014年3月31日まで）　消費税率5% 改定後（2014年4月1日以降） 消費税率8%

初期費用月額料金初期費用月額料金

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

改定前（2014年3月31日まで）　消費税率5%

月額料金 初期費用 月額料金初期費用

改定後（2014年4月1日以降） 消費税率8%

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

月額料金 初期費用月額料金 初期費用

税込価格（税抜価格） 税込価格（税抜価格）

■ 定期請求（すでにご利用中）の場合■ 初回請求（新規申し込み）の場合

\4,860（\4,500）

月額料金 初期費用

■ 専用サーバ Platform

月額料金
Red Hat Enterprise Linux　※

1CPU サーバ 2CPU サーバ

改定前（2014年3月31日まで）　消費税率5% 改定後（2014年4月1日以降） 消費税率8% 改定前（2014年3月31日まで）　消費税率5% 改定後（2014年4月1日以降） 消費税率8%

初期費用 月額料金 初期費用 月額料金

Microsoft Windows Server

1CPU サーバ 2CPU サーバ

改定前（2014年3月31日まで）　消費税率5% 改定後（2014年4月1日以降） 消費税率8%

http://www.sakura.ad.jp/consumption_tax.html
http://www.sakura.ad.jp/consumption_tax.html
http://www.sakura.ad.jp/consumption_tax.html
http://www.sakura.ad.jp/consumption_tax.html

