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家にいながらパソコンのトラブル解決！便利な訪問サポート！

1 回の訪問につき、エリアごとの基本料金が発生いたします。ご利用料金は、基本料金と各メニュー
表示料金は税抜価格です
料金の合計となります。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。
基本料金

訪問エリアによって料金が異なります。詳しくはサービスエリアのご案内をご覧ください。
訪問 A（ご訪問場所がサービスエリア A に該当する場合）

￥3,000

訪問 B（ご訪問場所がサービスエリア B に該当する場合）

￥5,000

訪問 C（ご訪問場所がサービスエリア A、B に該当しない場合）

別途御見積

お持ち込み（弊社にパソコン等をお持ち込みの場合）

￥2,000

◆パソコンの調子が 悪 い 、 と に か く 診 て 欲 し い ◆
診断・動作チェック

パソコンがおかしいなと思ったら、お気軽にご相談ください。
トラブル診断（トラブルの診断、簡易修正を行います）

ウィルス対策関連

調子の悪さ、原因はウィルスかも。インターネット接続にも、対策が不可欠です！※ソフト代が別途必要です
対策ソフトインストール（ウィルス駆除ソフトのインストール・初期設定）
￥4,000

※1 時間ごとに /￥5,000

ウィルス完全対策（OS のアップデートと対策ソフトでのスキャンを行います）

￥8,000

ウィルス駆除（ウィルスの駆除作業を行います）

ソフトウエア関連

セキュリティーの状態を把握し、今後の対策をご提案いたします。
セキュリティ診断（ウィルス対策や無線 LAN のセキュリティを診断しカルテを作成します）

￥8,000

何らかのソフトが影響してる可能性もあります。また、パソコンの OS が原因の場合も。
Windows アップデート（最新機能や問題点に関する修正ファイルなどをインストール）

￥5,000

リカバリーインストール（パソコン本体付属のリカバリーディスク等が必要となります）

￥8,000

リカバリーディスク作成 ※機種によっては作業ができない場合があります

￥8,000

ソフトアップデート作業（ソフトのアップデートを行います）

メモリー取付け
作業

￥10,000

※1 本につき /￥3,000

追加パッチインストール作業（修正ソフト・パッチファイルなどのインストール・設定作業）

￥2,000

ソフトインストール作業（ソフトをインストールします）

￥2,000

ソフトアンインストール作業（ソフトを削除します）

￥2,000

パソコンの処理速度が原因なら、メモリーの増設がおすすめ。パフォーマンスが向上します！
メモリー取付け作業 ※メモリー本体は別途となります

￥5,000
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◆ イン タ ーネットを も っ と 便 利 に 利 用 し た い ◆
インターネット
設定

プロバイダーや接続業者のお客様情報等が必要となります。
インターネット接続初期設定 ※プロバイダ契約済（有線接続 ×1 台、メール設定 ×1 アカウント） ￥2,000
インターネット接続初期設定 ※プロバイダ未契約（有線接続 ×1 台、メール設定 ×1 アカウント） ￥3,000
有線ルーター接続設定（有線ルーターへのインターネット接続設定作業）

￥1,000

追加有線インターネット設定（有線 LAN 子機 1 台の追加設定、インターネット接続）

￥1,500

無線インターネット設定（無線でのインターネット接続設定 ※接続初期設定が必要な場合あり）

￥2,000

追加無線インターネット設定（無線 LAN 子機 1 台の追加設定、インターネット接続）
メールアカウント設定（メールが利用できるように設定いたします）

ウィルス対策関連

￥1,500

※1 アカウントにつき /￥1,000

スマートフォン・タブレット端末 Wi-Fi 設定

￥5,000

データ通信端末設定

￥5,000

IP フォン設定（IP フォンの設定作業を行います）

￥3,000

インターネットを利用するなら、必須の準備項目です！ ※ソフトの代金は別途となります
対策ソフトインストール（ウィルス駆除ソフトのインストール・初期設定）

￥4,000

ウィルス完全対策（OS のアップデートと対策ソフトでのスキャンを行います）

￥8,000

ウィルス駆除（ウィルスの駆除作業を行います）

￥10,000

セキュリティーの状態を把握し、今後の対策をご提案いたします。
セキュリティー診断（ウィルス対策や無線 LAN のセキュリティを診断しカルテを作成します）

￥8,000

◆ デー タ を管理した い ◆
外付け周辺機器
接続・設定

データ移行・
バックアップ

大容量のデータを保存・バックアップするにはネットワーク HDD が便利です。※弊社からもご購入頂けます
ネットワーク HDD 有線接続設定（ネットワーク HDD を有線にて接続します）
￥5,000
ネットワーク HDD 無線接続設定（ネットワーク HDD を無線にて接続します）

￥7,000

ネットワーク HDD クライアント追加 ※有線接続（ネットワーク HDD への有線接続 PC を追加）

￥3,000

ネットワーク HDD クライアント追加 ※無線接続（ネットワーク HDD への無線接続 PC を追加）

￥3,500

万が一に備え、大切なデータはしっかりとした管理が必要です。
データ移行（正常動作のパソコンより新規パソコンへデータを移行します）
CD-R へのデータ移行（正常動作のパソコンより CD-R へデータを移行します）
DVD-R へのデータ移行（正常動作のパソコンより DVD-R へデータを移行します）

※5GB ごと /￥5,000
※800M ごと /￥2,000
※4GB ごと /￥3,000

データバックアップ（HDD を取り外してのバックアップ作業を行います）

パソコン
特殊設定

高度な知識と技術が必要とされる特殊な設定作業もお任せ下さい！
RAID 設定構築作業（ハードディスクの RAID 構築設定作業を行います）
HDD パーティション変更 ※RAID 設定済みの HDD を除く（HDD のパーティションを変更）

￥12,000 〜

別途御見積
別途御見積
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◆ネッ トワークを構 築 し た い ◆
ネットワーク設定

複数台のパソコンで 1 台のプリンターを使ったり、データを共有したりと便利さが加速します！
※場合によっては、「有線ルーター接続設定」などの別途作業が必要な場合があります。
2 台共有（2 台のパソコンの共有設定作業を行います）

￥5,000

1 台追加共有設定（パソコンを 1 台追加する共有設定作業を行います）

￥3,000
￥8,000

PLC1 セット基本設定（PLC アダプターの基本設定作業を行います）
PLC1 台追加設定（PLC アダプタへパソコンを 1 台追加する設定作業を行います）

￥2,000

その他（VPN の設定など、特殊な設定作業を行います）

外付け周辺機器
接続・設定

別途御見積

ネットワークの構築に便利な周辺機器を設置・設定いたします。※弊社からもご購入頂けます
ネットワーク プリンター接続設定

￥4,000

ネットワーク 複合プリンター機接続設定

￥5,000

プリンターサーバー設定（プリンターサーバーを接続設定いたします）

￥3,000

無線プリンターサーバー設定（無線タイプのプリンターサーバーを接続設定いたします）

￥4,000

WEB カメラ接続設定 ※有線（WEB カメラのネットワーク有線接続設定、および画質調整を実施） ￥20,000
WEB カメラ接続設定 ※無線（WEB カメラのネットワーク無線接続設定、および画質調整を実施） ￥25,000
ネットワーク HDD 有線接続設定（ネットワーク HDD を有線にて接続します）

￥5,000

ネットワーク HDD 無線接続設定（ネットワーク HDD を無線にて接続します）

￥7,000

ネットワーク HDD クライアント追加 ※有線接続（ネットワーク HDD への有線接続 PC を追加）

￥3,000

ネットワーク HDD クライアント追加 ※無線接続（ネットワーク HDD への無線接続 PC を追加）

￥3,500

◆ゲー ム機をネット に つ な ぎ た い ◆
ゲーム機接続

ゲーム機をインターネットに接続することで、新たな世界が広がります。
各種ゲーム機インターネット接続（PS シリーズ、Xbox360、DS シリーズ、Wii 等をインターネットに接続）

￥1,000

ルーター設定（ルーター設定が必要な場合の作業料金です）

￥3,000

オンラインゲーム対応設定（オンラインゲームをご利用時に必要となる場合があります）

￥8,000

◆パソ コンの操作を 学 び た い ◆
訪問レッスン

ゲーム機をインターネットに接続することで、新たな世界が広がります。
各種レッスン（Word、Exel、インターネット、メール等）

※30 分ごとに /￥3,000
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◆その他◆
パソコン本体
初期設定

パソコンを今から始められる方へ。パソコンが使えるように、設置から基本設定までのセットメニューです。
はじめてパック①
（パソコン本体、プリンターの設置設定）
￥5,000
はじめてパック②
（①に有線インターネット接続、メール設定 ×1 アカウントを加えました）

￥7,000

本体初期設定（面倒なパソコンの初期導入設定を行います）

￥3,000

快適初期設定（メーカー PC の不要なスタートアップなどを削除いたします）

￥2,000

ウィルス完全対策 ※ソフト代金別途（OS のアップデートと対策ソフトのインストールを行います） ￥8,000
TV パソコンチューナー設定（TV パソコンのチャンネル設定を行います）

外付け周辺機器
接続・設定

￥4,000

プリンターや複合機、デジカメなど、様々な周辺機器の設置・接続を行います。※弊社からもご購入頂けます
プリンター接続設定（プリンターの接続設定を行います）
￥2,000
複合プリンター機接続設定（プリンター / スキャナー / コピー機の接続設定を行います）

￥3,000

ネットワーク プリンター接続設定

￥4,000

ネットワーク 複合プリンター機接続設定

￥5,000

プリンターサーバー設定（プリンターサーバーを接続設定いたします）

￥3,000

無線プリンターサーバー設定（無線タイプのプリンターサーバーを接続設定いたします）

￥4,000

WEB カメラ接続設定 ※有線（WEB カメラのネットワーク有線接続設定、および画質調整を実施） ￥20,000
WEB カメラ接続設定 ※無線（WEB カメラのネットワーク無線接続設定、および画質調整を実施） ￥25,000
ネットワーク HDD 有線接続設定（ネットワーク HDD を有線にて接続します）

￥5,000

ネットワーク HDD 無線接続設定（ネットワーク HDD を無線にて接続します）

￥7,000

ネットワーク HDD クライアント追加 ※有線接続（ネットワーク HDD への有線接続 PC を追加）

￥3,000

ネットワーク HDD クライアント追加 ※無線接続（ネットワーク HDD への無線接続 PC を追加） ￥3,500
その他 外付け周辺機器接続設定（様々な周辺機器の接続設定を行います）
￥2,000〜

内蔵周辺機器
取付・設定

内蔵タイプの周辺機器を取付いたします。※機器により取付できない場合があります ※弊社からもご購入可能
ボード取付（ボードの取付・設定を行います）
￥2,000

Windows・Mac
サポート

正規版 OS とプロダクト ID 等が必要となります
OS インストール ※OS 別途

光学ドライブ取付（光学ドライブの取付を行います）

￥2,000

￥8,000

OS アップグレード ※OS 別途

￥8,000

Windows アップデート（正規版 Windows のアップデート作業を行います）

￥5,000

◆法人 様専用 特殊 設 定 ◆
法人様を対象とした解決メニューです。様々な事例にお答えしています。
社内ネットワーク構築
VPN 設定
サーバー構築設定

ご注意
■訪問時に機器の故障や付属品の不足、ご不在など、お客様の理由により作業ができなかった場合には、基本料金 +1,00 0 円（税抜）を
頂きます。■光ファイバー回線、CATV 回線、ADSL 回線、ISDN 回線、IP 電話などは、事前に契約および開通工事を完了していただきます
よう、お願いいたします。
■データの保証はいたしかねますので、必要なデータなどは事前にバックアップを取って頂くか、本メニュ
ーにあるデータバックアップサービスをご用命を頂きますよう、お願いいたします。■記載の内容は、2014 年 4 月現在のものであり、
予告なく変更する場合がございます。■Windows は、米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。
■MacOS は、米国 Apple Computer. inc, の米国およびその他の国における登録商標です。
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