
(単位) 備考

30,000 円/ID

20,000 円/ID

※40社までは一律固定 50,000 円/固定

　　　　　　 41 - 100 社 1,200 円/社

　　　　　　101 - 200 社 1,000 円/社

　　　　　　201 - 500 社 800 円/社

　　　　　501 - 1,000 社 750 円/社

　　　　　  1,001 社以上 700 円/社

20,000 円/100名

1,000 円/件

1,500 円/件

企業データ詳細過去履歴閲覧

1,500 円/件

単独での取得 1,000 円/件

与信ナビとのセット 500 円/件

財務情報シートとのセット 500 円/件

新聞/雑誌記事検索サービス 記事 50～ 円/件

国内上場企業 100 円/社

未上場企業 200 円/社

外資系企業 300 円/社

2,000 円/件

3,500 円/件

5,000 円/件

標準項目出力 60 円/件

標準項目＋格付付き出力 80 円/件

20 円/件

500 円/件

800 円/件

600 円/件

10,000 円/枝番

30,000 円/枚

セット価格（３点セット） 10,000 円/ｾｯﾄ

Java カード  単品 8,000 円/枚

専用クレドール　単品 1,500 円/個

専用ＵＳＢメモリ　単品 1,500 円/個

ご利用サービスごとに特典ポイントを付与

　財務情報サービス

注１）　料金はすべて税抜きでの表示となっております。
注２）　決済方法は口座振替、振込（三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行）のどちらかをお選び下さい。
　　　　 口座振替の場合の振替手数料は弊社負担となりますが、振込の場合の振込手数料は会員様ご負担となります。
注３）　入会金、システム利用料金、e-管理ファイルを除くサービス及びe-管理ファイル／モニタリング機能41件以上のご登録につきましては、ご利用実績に応じ料金が発生いたします。
注４）　e-管理ファイル/モニタリング機能への対象企業のご登録・課金につきましては、同月内で新規に登録される件数分のe-管理ファイル料金は発生しません（e-与信ナビ料金は発生します）

　プレイバックモンスター

よくばりＰＤＦ　（与信ナビ＋企業データ詳細　取得後に取得出来ます）

システム利用料に含む

システム利用料に含む

　ネットマイル、グリーンプロジェクト　など

　Secur ID（セキュアID）　※入会時には１枚無料配布

Java カード

※入会時には３セット
　無料配布

　簡易与信ナビ

　簡易攻めモンスター

　毎日の倒産企業情報

　倒産企業の取引先が一目でわかります

そ
の
他
・
備
品
・
特
典

　枝番増設料金

与
信
管
理
支
援

　与信管理クラウドサービス 　貴社仕様にカスタマイズ、貴社システムとの連携 別途ご相談下さい

システム利用料に含む　新聞の一面記事に掲載された企業の与信ナビ情報

ご利用サービス別　ポイントサービス

　今日の一面

　倒産スパイラル

　リスモン倒産速報

システム利用料に含む

システム利用料に含む

　マーケティングモンスター
　企業データ詳細から検索

　メニューから検索

　モバイルモンスター

　電話帳攻めモンスター 　企業リスト表示　※格付での絞込みは出来ません

　過去ログモンスター 　過去に取得したe-与信ナビの履歴を分析し商圏を発掘

　セキュリティーカード
　　※入会時にSecurIDカード、Javaカードのどちらかをお選び下さい。
　　　※JavaカードはWindows７に対応しておりませんのでご注意下さい。

　ご利用初月は発生しません

　e-与信ナビ

付加機能
・与信ナビＣＳＶ出力機能
・TEL使用状況閲覧
・電話帳データ閲覧
・マーケティングモンスター
・ＲＭスパイラル
・プレイバックモンスター
・Ｎｅｗｓモンスター
・東洋経済会社四季報データ
・ホームページ/企業概要URL
・官報、経営事項審査情報閲覧

　与信ナビ情報（ＲＭ格付、ＲＭ与信限度額）

　与信ナビ情報　＋　企業データ詳細

営
業
支
援

　攻めモンスター 企業リスト表示

システム利用料に含む

　Ｎｅｗｓモンスター

　東洋経済会社四季報データ

  ※本データは企業データ詳細画面
     からの取得となります。

　ＲＭ財務格付

　与信管理ワークフロー（月額）

入会金 　納品月のみ発生いたします

システム利用料金
　納品月の翌月より発生いたします
　※ご入会３年目から定価の10％割引となります（長期割引制度）

　与信管理申請書　他30種類以上の申請書付き

　　　  料　金　表（スタンダード・パック）

ＡＳＰサービス 利用料金

月
額
固
定
費

e-管理ファイル

　e-管理ファイル
　　（月額）

付加機能
・顧客管理機能（20,000件まで）
・モニタリング機能
・アラームメール機能
・ファイルデータ保存機能
・ＣＳＶ/Ｅｘｃｅｌ出力機能
・リスク分析機能
・管理データ一括更新機能
・ＲＭ－ＤＮＡ機能

モニタリング機能対象件数に
応じて単価が変動します

※e-管理ファイル登録時及び
データ更新時には、登録料金

＠1,500円/件が加算されます。

「財務情報シート」

　初期設定では、３枝番が付与されております
　※ご入会５年目から１枝番／年、８年目から２枝番／年が無料増設
　　 できます（長期割引制度）

　３期分

　１期分

　２期分

企業サポートクラブ会員様向け特別価格

入会金30,000円のところ無料になります！

月間３件までe-与信ﾅﾋﾞ情報を無料で取得できます。
（繰り越しはなし。企業ﾃﾞｰﾀ詳細料金は含みません。）

月額50,000円（40社まで）の固定料金ところ、20社までは1,500
円／社。21-40社までは1,400円／社と従量制として少ない件
数でも利用しやすくなります！



(単位) 備考

50,000 円/件

100 円/社

300件未満 1,400 円/社

300-499件 1,350 円/社

500-699件 1,300 円/社

700-999件 1,250 円/社

1,000件以上

100 円/社

300件未満 1,900 円/社

300-499件 1,850 円/社

500-699件 1,800 円/社

700-999件 1,750 円/社

1,000件以上

100 円/社

50,000 円～

50,000 円/社

30,000 円/100名

(単位) 備考

19,000 円/件

23,000 円/件

（調査日から２ヶ月以内） 19,000 円/件

（調査日から２ヶ月超過） 9,500 円/件

19,000 円/件

26,000 円/件

18,500 円/件

21,500 円/件

25,500 円/件

20,000 円/件

23,000 円/件

（2期）普通（約１２営業日） 35,000 円/件

（2期）特急（約９営業日） 45,000 円/件

（2期）超々特急（約６営業日） 65,000 円/件

（3期）普通（約１２営業日） 45,000 円/件

（3期）特急（約９営業日） 55,000 円/件

（3期）超々特急（約６営業日） 75,000 円/件

 普通（約２１営業日） 55,000 円/件

 特急（約１６営業日） 71,000 円/件

 超々特急（約１１営業日） 90,000 円/件

 普通（約１４営業日） 42,000 円/件

 特急（約１０営業日） 49,000 円/件

 超々特急（約８営業日） 66,500 円/件

 普通（約２１営業日） 55,000 円/件

 特急（約１６営業日） 71,000 円/件

 超々特急（約１１営業日） 90,000 円/件

 普通（約１６営業日） 20,000 円/件

 特急（約１２営業日） 25,000 円/件

 超特急（約６営業日） 30,000 円/件

 普通（約１６営業日） 20,000 円/件

 特急（約１２営業日） 25,000 円/件

 超特急（約６営業日） 30,000 円/件

信用交換所
「海外信用調書」エクスペリアン社/ＡＣＰ社

※中国・台湾・韓国は和文レポートを
　翻訳料なしで提供します。
※その他の国・地域は英文レポートでの
　提供となります。翻訳料は全文で
　25,000円です。

　サイバックスＵｎｉｖ．
　　（eラーニング＋研修サービス）

与
信
管
理
支
援

　国内信用調査
　　　　　サービス

　海外信用調査
　　　　　サービス

　与信管理ゼミナール（来場型）

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ

　海外企業「ＳＤＩ調書」

 レンゴー調査
　「レンゴー信用調書」

　対象企業のＲＭ財務格付を一括取得

B
P
O

　リスモン・マッスル・データ
　デジタルデータ化サービス

利用料金

　業務代行支援サービス

香港

上記以外の
国

別途ご相談下さい

　基本料金

　入会金

　各損害保険会社

利用料金

別途ご相談下さい

　普通（約３０営業日）

　超々特急（約７－１０営業日）

注１）　料金はすべて税抜きでの表示となっております。
注２）　決済方法は口座振替、振込（三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行）のどちらかをお選び下さい。
　　　　口座振替の場合の振替手数料は弊社負担となりますが、振込の場合の振込手数料は会員様ご負担となります。
注３）　信用調査サービスでご提供する調査報告書/レポートはＰＤＦデータでのご提供となります。

　特急（約１４営業日）

　超々特急（約７－１０営業日）

信用交換所
　「調査報告書」 　超々特急（約１０営業日）

中国
台湾
韓国

上記以外の
国

　普通（約３０営業日）

中国

台湾

　出張ゼミナール
　講座料金（内容と受講人数により協議させていただきます） 別途ご相談下さい

別途ご相談下さい　セキュアードモンスター 　１社から引受可能な売掛債権保証サービス

　リスモン・ゼミナール2012をご覧ください（各回２名様迄） システム利用料に含む

上記どおり

　与信管理規程・マニュアル・業務フロー作成 別途ご相談下さい

　与信管理研修サービス 別途ご相談下さい

別途ご相談下さい

別途ご相談下さい

企業検索料

納品データ料

別途ご相談下さい

別途ご相談下さい

与
信
管
理
支
援

　ポートフォリオ
　サービス

　基本料金（資料作成料）

・管理ファイル登録無し

＜セット内容＞
リスク構成/分布/与信管理ルール提案/取
引先リスト/商圏分析　他

納品データ料

　取引信用保険

【追加オプション】ＲＭ財務格付

　与信管理規程・ルール・業務フロー
　　　　　　作成支援サービス

　お取引先リスク分析（ポートフォリオサービス）

企業検索料

コンサルティングサービス(オプション）

・管理ファイル登録付き

＜セット内容＞
リスク構成/分布/与信管理ルール提案/取
引先リスト/商圏分析　他

管理ファイル登録代行料

　普通（約３０営業日）

　超々特急（約７－１０営業日）

 東京信用調査
　「信用調査書」

　普通（約３０営業日）

　月額利用料金（詳細は別途資料ご参照ください）

 東京商工リサーチ
　「ＴＳＲレポート」

信用調書サービス（国内その他、海外調書）

コピー（即日）

教
育
支
援



※ は、ご利用になれません（スタンダード・パックのサービスとなります）。

(単位) 備考

30,000 円/ID

10,000 円/ID
月
額

※40社までは一律固定 50,000 円/固定 ※

　　　　　　 41 - 100 社 1,200 円/社

　　　　　　101 - 200 社 1,000 円/社

　　　　　　201 - 500 社 800 円/社

　　　　　501 - 1,000 社 750 円/社

　　　　　  1,001 社以上 700 円/社

20,000 円/100名 ※

1,000 円/件

1,500 円/件

企業データ詳細過去履歴閲覧

1,500 円/件

単独での取得 1,000 円/件

与信ナビとのセット 500 円/件

財務情報シートとのセット 500 円/件

新聞/雑誌記事検索サービス 記事 50～ 円/件

国内上場企業 100 円/社

未上場企業 200 円/社

外資系企業 300 円/社

※

2,000 円/件

3,500 円/件

5,000 円/件

標準項目出力 60 円/件

標準項目＋格付付き出力 80 円/件

20 円/件

500 円/件

800 円/件

600 円/件

10,000 円/枝番

30,000 円/枚

セット価格（３点セット） 10,000 円/ｾｯﾄ

Java カード  単品 8,000 円/枚

専用クレドール　単品 1,500 円/個

専用ＵＳＢメモリ　単品 1,500 円/個

　　　  料　金　表（ライト・パック）

ＡＳＰサービス 利用料金

入会金 　納品月のみ発生いたします

システム利用料金
　納品月の翌月より発生いたします
　※ご入会３年目から定価の10％割引となります（長期割引制度）

　財務情報サービス

e-管理ファイル 　ご利用初月は発生しません

　e-与信ナビ

付加機能
・与信ナビＣＳＶ出力機能
・TEL使用状況閲覧
・電話帳データ閲覧
・マーケティングモンスター
・ＲＭスパイラル
・プレイバックモンスター
・Ｎｅｗｓモンスター
・東洋経済会社四季報データ
・ホームページ/企業概要URL
・官報、経営事項審査情報閲覧

　与信ナビ情報（ＲＭ格付、ＲＭ与信限度額）

　与信ナビ情報　＋　企業データ詳細

よくばりＰＤＦ　（与信ナビ＋企業データ詳細　取得後に取得出来ます）

与
信
管
理
支
援

「財務情報シート」

システム利用料に含む

　Ｎｅｗｓモンスター

　東洋経済会社四季報データ

  ※本データは企業データ詳細画面
     からの取得となります。

　e-管理ファイル
　　（月額）

付加機能
・顧客管理機能（20,000件まで）
・モニタリング機能
・アラームメール機能
・ファイルデータ保存機能
・ＣＳＶ/Ｅｘｃｅｌ出力機能
・リスク分析機能
・管理データ一括更新機能
・ＲＭ－ＤＮＡ機能

モニタリング機能対象件数に
応じて単価が変動します

※e-管理ファイル登録時及び
データ更新時には、登録料金

＠1,500円/件が加算されます。

　ＲＭ財務格付

　与信管理ワークフロー（月額） 　与信管理申請書　他30種類以上の申請書付き

　プレイバックモンスター

　１期分

　２期分

　３期分

　初期設定では、３枝番が付与されております
　※ご入会５年目から１枝番／年、８年目から２枝番／年が無料増設
　　 できます（長期割引制度）

営
業
支
援

　攻めモンスター 企業リスト表示

　電話帳攻めモンスター 　企業リスト表示　※格付での絞込みは出来ません

　過去ログモンスター 　過去に取得したe-与信ナビの履歴を分析し商圏を発掘

システム利用料に含む

システム利用料に含む

　マーケティングモンスター
　企業データ詳細から検索

　メニューから検索

　モバイルモンスター
　簡易与信ナビ

　簡易攻めモンスター

　枝番増設料金

　ポイントサービス ご利用サービスごとに特典ポイントを付与

　セキュリティーカード
　　※入会時にSecurIDカード、Javaカードのどちらかをお選び下さい。
　　　※JavaカードはWindows７に対応しておりませんのでご注意下さい。

　与信管理クラウドサービス 　貴社仕様にカスタマイズ、貴社システムとの連携 別途ご相談下さい

システム利用料に含む　新聞の一面記事に掲載された企業の与信ナビ情報　今日の一面

　倒産スパイラル

　リスモン倒産速報 　毎日の倒産企業情報

　倒産企業の取引先が一目でわかります

ご利用サービス別

注１）　料金はすべて税抜きでの表示となっております。
注２）　決済方法は口座振替、振込（三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行）のどちらかをお選び下さい。
　　　　 口座振替の場合の振替手数料は弊社負担となりますが、振込の場合の振込手数料は会員様ご負担となります。
注３）　入会金、システム利用料金、e-管理ファイルを除くサービス及びe-管理ファイル／モニタリング機能41件以上のご登録につきましては、ご利用実績に応じ料金が発生いたします。
注４）　e-管理ファイル/モニタリング機能への対象企業のご登録・課金につきましては、同月内で新規に登録される件数分のe-管理ファイル料金は発生しません（e-与信ナビ料金は発生します）

そ
の
他
・
備
品
・
特
典

　ネットマイル、グリーンプロジェクト　など

　Secur ID（セキュアID）　※入会時には１枚無料配布

Java カード

※入会時には３セット
　無料配布

※

※

システム利用料に含む

システム利用料に含む

企業サポートクラブ会員様向け特別価格

入会金30,000円のところ無料になります！

月間３件までe-与信ﾅﾋﾞ情報を無料で取得できます。
（繰り越しはなし。企業ﾃﾞｰﾀ詳細料金は含みません。）



(単位) 備考

50,000 円/件

100 円/社

300件未満 1,400 円/社

300-499件 1,350 円/社

500-699件 1,300 円/社

700-999件 1,250 円/社

1,000件以上

100 円/社

300件未満 1,900 円/社

300-499件 1,850 円/社

500-699件 1,800 円/社

700-999件 1,750 円/社

1,000件以上

100 円/社

※

50,000 円～

50,000 円/社

30,000 円/100名

(単位) 備考

19,000 円/件

23,000 円/件

（調査日から２ヶ月以内） 19,000 円/件

（調査日から２ヶ月超過） 9,500 円/件

19,000 円/件

26,000 円/件

18,500 円/件

21,500 円/件

25,500 円/件

20,000 円/件

23,000 円/件

（2期）普通（約１２営業日） 35,000 円/件

（2期）特急（約９営業日） 45,000 円/件

（2期）超々特急（約６営業日） 65,000 円/件

（3期）普通（約１２営業日） 45,000 円/件

（3期）特急（約９営業日） 55,000 円/件

（3期）超々特急（約６営業日） 75,000 円/件

 普通（約２１営業日） 55,000 円/件

 特急（約１６営業日） 71,000 円/件

 超々特急（約１１営業日） 90,000 円/件

 普通（約１４営業日） 42,000 円/件

 特急（約１０営業日） 49,000 円/件

 超々特急（約８営業日） 66,500 円/件

 普通（約２１営業日） 55,000 円/件

 特急（約１６営業日） 71,000 円/件

 超々特急（約１１営業日） 90,000 円/件

 普通（約１６営業日） 20,000 円/件

 特急（約１２営業日） 25,000 円/件

 超特急（約６営業日） 30,000 円/件

 普通（約１６営業日） 20,000 円/件

 特急（約１２営業日） 25,000 円/件

 超特急（約６営業日） 30,000 円/件

 レンゴー調査
　「レンゴー信用調書」

　普通（約３０営業日）

　超々特急（約７－１０営業日）

 東京信用調査
　「信用調査書」

　普通（約３０営業日）

　普通（約３０営業日）

別途ご相談下さい　対象企業のＲＭ財務格付を一括取得

与
信
管
理
支
援

　ポートフォリオ
　サービス

　基本料金（資料作成料）

・管理ファイル登録無し

＜セット内容＞
リスク構成/分布/与信管理ルール提案/取
引先リスト/商圏分析　他

企業検索料

納品データ料

　取引信用保険

企業検索料

納品データ料

別途ご相談下さい

別途ご相談下さい　セキュアードモンスター 　１社から引受可能な売掛債権保証サービス

　与信管理規程・ルール・業務フロー
　　　　　　作成支援サービス

　お取引先リスク分析（ポートフォリオサービス） 上記どおり

【追加オプション】ＲＭ財務格付

別途ご相談下さい

　与信管理研修サービス 別途ご相談下さい

別途ご相談下さい

B
P
O

　リスモン・マッスル・データ
　デジタルデータ化サービス 別途ご相談下さい

　業務代行支援サービス 別途ご相談下さい

　基本料金

　入会金

　各損害保険会社

信用調書サービス（国内その他、海外調書） 利用料金

システム利用料に含む　与信管理ゼミナール（来場型）

　出張ゼミナール

注１）　料金はすべて税抜きでの表示となっております。
注２）　決済方法は口座振替、振込（三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行）のどちらかをお選び下さい。
　　　　口座振替の場合の振替手数料は弊社負担となりますが、振込の場合の振込手数料は会員様ご負担となります。
注３）　信用調査サービスでご提供する調査報告書/レポートはＰＤＦデータでのご提供となります。

　特急（約１４営業日）

　超々特急（約７－１０営業日）

信用交換所
　「調査報告書」 　超々特急（約１０営業日）

信用交換所
「海外信用調書」エクスペリアン社/ＡＣＰ社

※中国・台湾・韓国は和文レポートを
　翻訳料なしで提供します。
※その他の国・地域は英文レポートでの
　提供となります。翻訳料は全文で
　25,000円です。

中国
台湾
韓国

上記以外の
国

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ

　海外企業「ＳＤＩ調書」

中国

上記以外の
国

　リスモン・ゼミナール2012をご覧ください（各回２名様迄）

コンサルティングサービス(オプション）

与
信
管
理
支
援

　与信管理規程・マニュアル・業務フロー作成

・管理ファイル登録付き

＜セット内容＞
リスク構成/分布/与信管理ルール提案/取
引先リスト/商圏分析　他

利用料金

　国内信用調査
　　　　　サービス

　海外信用調査
　　　　　サービス

　月額利用料金（詳細は別途資料ご参照ください）

 東京商工リサーチ
　「ＴＳＲレポート」

　普通（約３０営業日）

　超々特急（約７－１０営業日）

コピー（即日）

台湾

香港

別途ご相談下さい

　講座料金（内容と受講人数により協議させていただきます） 別途ご相談下さい

　サイバックスＵｎｉｖ．
　　（eラーニング＋研修サービス）

管理ファイル登録代行料

※

教
育
支
援
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