
                                          （但し、現在以下の料金は案として検討中）

Ｗｅｂロボ料金表
　１：「Ｗｅｂロボ」テレワーク版月額料金　　　　　

　　　①３クライント以上で、月単位にクライアント数増減可

　　　②クライアント　　　　５台まで　　　月額単価３０，０００円

　　　　　　　　　　　　６～１０台まで　　　月額単価２５，０００円

　　　　　　　　　　　　１１～　台　　 　　　月額単価２０，０００円

　　　③管理用サーバー機一台はユーザーで用意

　　　　　サーバー機に生成ソースプログラムを格納

　　　　　実行環境は、サーバー機、クライアント機どちらでも実行可能

　２：単体ＳＤカード版料金

　　　初年度８万円とし、次年度以降年額保守料として１万円

　３：Ｗｅｂロボ操作サポート費

　　　①出張指導料　　　　　　　　　　　　日額５０，０００円

　 　 ②月額サポート料      　　　　　　　サポート期間及び金額はパートナー企業と契約

受託開発料金（プログラムパターン別受託単価表参照）
　　　①詳細設計が済んで、プログラム作成のみの場合は、次頁以降のパターン別単価表を適用

　　　　　項目数とは、入出力項目数のすべて、但し伝票形式の場合は１行のみ　　　　　

　　　②詳細設計とプログラム作成の場合は、パターン別単価表に１．５をかけた金額

　　　③更新処理等ロジック記述が主体のプログラムは、プログラムソース行をカウント

　　　　　その場合の行単価は５００円

　　　④デザインが入るプログラムは、デザイン料は別途

　　　⑤見積金額には、操作マニュアル、立ち上げ操作指導料を含む

　　　　　但し、運用環境構築作業費は含まない

　　　⑥開発後の保守契約を求められる場合、年間保守料としてプログラム作成費（詳細設計費は

　　　　　含まない）の１０％

　　　⑦ＪａｖａフレームワークはＳｐｒｉｎｇ

　　　　　尚、ＳｔｒｕｔｓからＳｐｒｉｎｇ移行の際、変換プログラム開発のご相談に応じます。

パートナー募集
　　　①「Ｗｅｂロボ」普及での営業、操作指導での協力

　　　②受託案件開発協力

　　　③ＩＯＴ等での新たな自動生成開発協力

　　　　　企業はもとより、退職後営業職での営業人脈、技術職での技術活用をお考えの方歓迎

　　　　　条件は別途ご提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　ユーサイドシステム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏事務所　277-0871 千葉県柏市若柴３１７－１　４０２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話、ｆａｘ　０４－７１１４－８０９４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.webrobo.jp



パターン名 ＪＳＰ登録

備考 JSP での登録処理

確認画面あり、なし指定可

プログラム単価 　　50,000 円

項目単価 　　 3,000 円

項目数 　　　　　12

計算額 　　86,000 円

パターン名 ＪＳＰ検索

備考 ＪＳＰでの条件検索画面

プログラム単価 　　30,000 円

項目単価 　　　2,000 円

項目数 　　　　　　2

計算額 　　34,000 円

パターン名 ＪＳＰ一覧表示

備考 前頁、次頁ボタン自動表示、リン

ク指定で別プログラムへリンク

プログラム単価     40,000 円

項目単価 　　 2,000 円

項目数 　　　　　8

計算 　  56,000 円

パターン名 ＪＳＰ画面閲覧

備考 ＪＳＰ詳細レコード表示

プログラム単価 　　　40,000 円

項目単価 　　　　2,000 円

項目数 　　　　　　14

計算額 　　  68,000 円

プログラムパターン別受託単価表

パターン名 ＪＳＰ保守

備考 JSP での修正、削除処理

確認画面あり、なし指定可

プログラム単価 　　50,000 円

項目単価 　　　3,000 円

項目数 　　　　　12

計算額 　　86,000 円



パターン名 インポート

備考 ＪＳＰでのデータのインポート

インポート項目数をカウント

プログラム単価 　　50,000 円

項目単価 　　 

項目数 　　

計算額 　　50,000 円

プログラムパターン別受託単価表

パターン名 エックスポート

備考 JSP でのエクスポート

出力項目数をカウント

プログラム単価 　　50,000 円

項目単価 　　

項目数 　　

計算額  　　56,000 円

パターン名 画像アップロード

備考 JSP での画像アップロード

プログラム単価 　　　50,000 円

項目単価  

項目数 　

計算額 　　   50,000 円

パターン名 座標登録

備考 JSP での座標登録

画像の２点をクリックすることで座

標を登録

プログラム単価 　　  50,000 円

項目単価

項目数

計算額        50,000 円

パターン名 マップ検索

備考 JSP でのマップ検索

地図をクリックすることで例えば駅

コードを検索する機能

プログラム単価 　　　50,000 円

項目単価 　　　　　　　　　　　　　　　　円

項目数

計算額 　　　 50,000 円



パターン名 ＰＤＦ一覧作表

備考 ＰＤＦでの一覧印刷

パスワード設定可能

プログラム単価 　　60,000 円

項目単価 　　 2,000 円

項目数 　　　　　6

計算額 　　72,000 円

パターン名 アプリケーション伝票形式

備考 明細行は１行だけカウント

プログラム単価 　　　80,000 円 

項目単価 　　　　3,000 円

項目数 　　　　　　10

計算額 　　 110,000 円

パターン名 アプリケーション参照

備考 アプリケーションでの参照プログラ

ム　明細１行のみカウント

プログラム単価 　　　50,000 円

項目単価 　　　　3,000 円

項目数 　　　　　　　9

計算 　　　77,000 円

パターン名 アプリケーション伝票保守

備考 Ｊアプリケーションでの伝票形式保

守パターン　明細１行のみカウント

プログラム単価  　　 80,000 円

項目単価 　  　　3,000 円

項目数 　　　　　　11

計算額 　　 11,3000 円

プログラムパターン別受託単価表

パターン名 ＰＤＦレコード作表

備考 ＰＤＦによるレコード単位印刷

サンプルは源泉帳票の印刷

プログラム単価 　　 60,000 円

項目単価 　　　2,000 円

項目数 　　　　　27

計算額 　  114,000 円



パターン名 アプリケーション登録

備考 アプリケーションでの１レコード登

録

プログラム単価 　　70,000 円

項目単価 　　 3,000 円

項目数 　　　　　18

計算額 　124,000 円

パターン名 アプリケーションレコード閲覧

備考 アプリケーションパターンでの１レ

コード閲覧

プログラム単価 　　　60,000 円

項目単価 　　　 3,000 円

項目数 　　　　　16

計算額  　　10,8000 円

パターン名 アプリケーション伝票閲覧

備考 アプリケーション伝票形式閲覧

　明細１行のみカウント

プログラム単価 　　 70,000 円

項目単価 　　　3,000 円

項目数 　　　　　10

計算 　　 10,000 円

パターン名 アプリケーション検索

備考 アプリケーションでの条件検索パ

ターン

プログラム単価 　　 60,000 円

項目単価 　　  3,000 円

項目数 　　　　　4

計算額 　　　72,000 円

プログラムパターン別受託単価表

パターン名 アプリケーション保守

備考 アプリケーションでの１レコード登

録

プログラム単価 　　 70,000 円

項目単価 　　　3,000 円

項目数 　　　　　17

計算額 　　121,000 円



パターン名 アプリケーションログイン

備考 アプリケーションでのログイン

プログラム単価 　　60,000 円

項目単価 　　 3,000 円

項目数 　　　　　3

計算額 　　69,000 円

パターン名 アプリケーションマスター保守

備考 アプリケーションでのマスター登

録、修正、削除、レコード前進、レ

コード後退機能

プログラム単価 　　    50,000 円

項目単価 　　　　 2,000 円

項目数 　　　　　　　4

計算額 　　　　58,000 円

パターン名 メール送信での送信指定

備考 ＪＳＰでのメール送信指定画面作

成

プログラム単価 　　　　　30,000 円

項目単価 　　　　　　3,000 円

項目数 　　　　　　　　4

計算 　　 　　　42,000 円

パターン名 メール送信

備考 メール送信と結果表示プログラム

プログラム単価
　         50,000 円

項目単価 　　　　　　　　　　　　　　　　円

項目数

計算額 　　　　　50,000 円

プログラムパターン別受託単価表

パターン名 アプリケーションメニュー

備考 アプリケーションでのメニュー

プログラム単価 　　　50,000 円

項目単価 　　　  2,000 円

項目数 　　　　　　18

計算額 　　　86,000 円


