料金表(詳細)

2016/04/01 現在
※料金は変更される場合がございます。

株式会社

検査・指導・出張基本料金
作業内容
検査料（見積もり）
代替えPCの貸し出し
軽作業料金
再訪問料金
印刷代行作業
ドキュメント制作作業
基本操作指導
代行作業
出張基本料金

出張作業時の延長作業料
出張時の修理キャンセル
出張帰社後のキャンセル

詳

細

簡単なトラブル内容の検査・診断と修理・メンテナンス作業内容を決定します
見積もり連絡前後の複雑な診断・メーカー問合せ等、作業に時間が掛かる場合
修理お預かり時の代替えPC貸し出し
ハードウェア、ソフトウェアに関連する軽作業の料金です ①持ち込み時 ②出張時
ハードウェア、ソフトウェアに関連する軽作業の料金です ※出張持ち帰り時
部品交換のための再訪問ほか ※交通費別
A4ドキュメントやはがき等の印刷作業 ※原本持込時（枚数によります）
A4サイズ1ページ相当 ※内容ボリュームにより金額が変動します
ソフトウェア・ハードウェアの基本的な操作指導を行います
（約30～60分） ※出張時
+2,000円

メーカーお問い合わせ代行や、外部業者手続き代行作業など ※データ救出除く
＜営業日・営業時間中の近隣エリアの出張基本料金＞
気仙沼近郊
・上鹿折・大谷・階上南部・八瀬地区
・唐桑地区
・大島地区 ・本吉地区
気仙沼周辺地区 ・南三陸町
・登米
岩手近郊
・室根町
・千厩/川崎村 ・陸前高田
・広田町/住田町
岩手周辺地区
・一関市内 ・大船渡
2時間を過ぎた場合 ※基本2時間以内は一般作業料金の範囲となります
出張先での修理・設定・見積もりなど、キャンセルのお申し付け ※交通費別
出張帰社後の修理・設定・見積もりなど、キャンセルのお申し付け ※返却物有り時ほか

丸桂

料金
(税別)
¥0
￥2,500（1日あたり）
¥0
①3,780円～ ②5,400円～ ※税込
￥5,000～
¥3,000
\3,500～
￥2,000～￥5,000
￥3,780（税込）
￥3,000～￥5,000
※（）内は2往復時
￥2,000 （￥3,500）
￥2,000 （￥3,500）
￥2,500 （￥4,000）
￥3,000 （￥5,000）
¥5,000
￥2,000 （￥3,500）
￥3,000 （￥5,000）
￥4,000 （￥6,000）
¥5,000
¥3,000
¥3,500
¥5,000

基本バリューパック（レストア・インターネット接続）料金
作業内容
リカバリー・レストアパックＡ

詳

細

リカバリー（OS再インストール）基本セットアップ ＋ 初期添付アプリケーション＋
インストール ＋ Windows Update ＋ 不要アプリケーション削除のセット

料金
(税別)
¥17,500

（お預かりリカバリーCD or HDDリカバリーにて作業）
リカバリー・レストアパックＢ

ウイルス駆除＆Update＆整理パック

リカバリー（OS再インストール）基本セットアップ ＋ 初期添付アプリケーション＋
インストール ＋ Windows Update ＋不要アプリケーション削除のセット

（リカバリーCDが無いなど特殊な作業を伴う作業）
ウイルス駆除及びスパイウエア駆除（スキャン駆除）＋ Windows Update＋
不要ソフトウェア整理・削除＋ウイルス対策ソフトセットアップ作業のセット（ウイルス対策ソフトは別売です）

店頭用初期設定パック
パソコン健康診断パック

パソコンはじめてパック初期設定・ウイルス対策ソフト導入・
初期添付ソフト設定・WindowsUpdate・Office Update など設定
ＰＣドック（ウイルス・スパイウエア検査、機器検査

※お預かり作業となります

（ハードディスク・メモリー・マザーボード・CPU・グラフィックボードの検査））
ダストカット（ＰＣ内部ホコリの除去・清掃）

¥22,000
¥12,500
¥8,000

¥6,000

※検査にて不具合箇所が確認され、お客様判断で修理の場合別途作業料金が掛かります

回線事業者申し込み代行
インターネット接続 ※有線
インターネット接続 ※有線
インターネット接続 ※無線
インターネット接続 ※無線
インターネット設定 パック

インターネット回線事業者への利用可能確認・電話申し込み等の代行作業をおこないます

インターネット接続のみの設定
インターネット接続のみの設定 ※モデム/ルータ設置/接続などの作業発生の場合
インターネット接続のみの設定
インターネット接続のみの設定 ※モデム/ルータ設置/接続などの作業発生の場合
有線インターネット基本設定（ADSL/FTTH/CATVなど）
・インターネット接続 ・メール設定 ・プリンター接続設定
（接続設定・約２０分の説明及び プロバイダ提供ルータ設定、メール１アカウント分設定含む）

¥6,000
¥6,000
¥9,000
¥7,000
¥10,000
¥10,000

※メール or プリンター設定含まない場合－￥1,050

インターネット設定 LANパックA

市販ルータ付有線インターネット基本設定（ADSL/FTTH/CATVなど）
・インターネット接続 ・メール設定 ・プリンター接続設定
・ウィルス対策ソフトインストール/設定

¥13,000

（接続設定・約２０分の説明及び バッファローなど市販ルータ設定、メール１アカウント分設定含む）

インターネット設定 LANパックB

インターネット基本設定（ADSL/FTTH/CATVなど）
・インターネット接続 ・メール設定 ・プリンター接続設定
・ウィルス対策ソフトインストール/設定 ・室内有線LAN／無線LAN設定

¥15,000

（接続設定・約２０分の説明及び 市販無線ルータ設定、無線暗号化設定、メール１アカウント分設定含む）

インターネット無線LAN設定 パック 無線LANインターネット基本設定（ADSL/FTTH/CATVなど）
※基本的な無線ＬＡＮ設定の方はこちらが
・無線LANインターネット接続 ・メール設定 ・プリンター接続設定
お得です

（接続設定・約２０分の説明及び 市販無線ルータ設定、無線暗号化設定、メール１アカウント分設定含む）

¥11,000

※メール or プリンター設定含まない場合－￥1,050
インターネットWi-Fi設定 パックA

インターネットWi-Fi設定 パックB

初期設定パック

無線インターネット基本設定（WiMAXをはじめとする高速無線回線）
・インターネット接続 ・メール設定 ・プリンター接続設定
・ウィルス対策ソフトインストール/設定
無線インターネット基本設定（WiMAXをはじめとする高速無線回線）
・インターネット接続 ・メール設定 ・プリンター接続設定
・ウィルス対策ソフトインストール/設定 ・室内有線LAN／無線LAN設定
パソコンはじめてパック
パソコン接続設置・初期設定・インターネット・メール・ウイルス対策ソフト導入
・プリンタ設定・初期添付ソフト設定・Windows Update・Office Update など設定・不要ソフト削除

¥12,500

¥14,000

¥13,000

周辺機器設定料金
作業内容
ドライバー代理ダウンロード
プリンタ接続設定（有線）
プリンタ接続設定（無線）
複合機接続設定（有線）
複合機接続設定（無線）
有線プリントサーバ設定
ネットワークプリンター設定
デジカメ接続設定
外付光学ドライブ接続設定
自動バックアップシステム構築
USB周辺機器接続設定
PCカード機器接続設定
メッセンジャー接続設定
ヘッドセット接続設定
WEBカメラ接続設定
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ接続設定
カードリーダー接続設定
デジタルオーディオ接続設定
ﾈｯﾄﾜｰｸＨＤＤ接続設定 （有線）
ﾈｯﾄﾜｰｸＨＤＤ接続設定 （無線）
ネットワークHDD共有設定
モニター接続設定
モニター2画面設定
PC-TV接続設定
UPS設置

詳

細

デバイスドライバー・ユーティリティなどのダウンロード ※メディア代込み
プリンタのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定 ※テストプリント確認まで
プリンタのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定 ※テストプリント確認まで
複合機プリンタ・スキャナのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
複合機プリンタ・スキャナのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
有線プリントサーバのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
ﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定 ※3台以上の場合・ネットワーク環境（価格はPC1台）

デジカメのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
外付けのCD/DVDドライブのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
自動バックアップシステム構築 ※部品別/ HDD増設・ミラーリング設定
USB接続の周辺機器のﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
PCカード機器のﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
メッセンジャーソフトの接続設定
ヘッドセットのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
WEBカメラのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
ネットワークカメラのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定 ※設置までのアドバイス

カードリーダーの接続設定 ※内蔵タイプ別途取付工賃￥4,000
iPod等のデジタルオーディオ機器のﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
有線式ネットワークHDDのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
無線式ネットワークHDDのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
ネットワークHDDでの共有フォルダ設定 ※3台以上の環境で1台あたり
モニターのドライバ ・ユーティリティインストール・設定
デュアルディスプレイの接続設定
PC-TVの接続設定
UPSのﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定

ハードウェア増設・交換料金
作業内容
メモリ増設・交換作業
内蔵HDD増設・交換作業
SSD最適化処理
SSD換装（新規インストール）
内蔵フロッピ-ドライブ交換
内蔵フロッピ-ドライブ交換
内蔵光学ドライブ増設・交換
内蔵光学ドライブ交換
マザーボード交換
マザーボード交換
CPU 交換作業
電源ユニット交換
ビデオカード増設・交換
ケーブル増設・交換
その他ボード増設・交換
キーボード交換 ※ノートPC
マウス・キーボード交換
BIOSリチウム電池交換
BIOSリチウム電池交換
CPUファン交換

チップセットファン交換
上記に関わる分解作業

料金
(税別)
¥3,500
¥5,500
¥6,500
¥6,000
¥7,500
¥6,000
¥5,000
¥4,500
¥4,000
¥15,000
¥3,000
¥3,000
¥5,000
¥3,000
¥3,000
¥10,000
¥4,000
¥4,000
\12,000～
\15,000～
¥4,500
¥2,000
¥5,000
¥3,000
¥5,000
※部品代金別

詳

細

メモリ増設・交換作業 ※修理時のメモリ交換作業4,500円
メモリ増設・交換作業 ※交換時複雑な分解が伴う機種
内蔵ハードディスク増設・交換作業
（ノートPC等で複雑な分解作業を伴う場合は、別途追加料金が加算されます）
SSDの寿命を延ばす10数項目に渡るSSD最適化処理作業
OSインストール・ドライバインストール・WindowsUpdate・個人データ移行 ※インストールディスクお客様保有の場合

内蔵フロッピードライブ交換作業（デスクトップ型PC）
内蔵フロッピードライブ交換作業（ノート型PC）
内蔵光学ドライブ増設・交換作業（デスクトップ型PC）
内蔵光学ドライブ交換作業（ノート型PC）
マザーボード(メイン基板)交換作業 ※デスクトップ
マザーボード(メイン基板)交換作業 ※ノートパソコン
CPU 交換作業 ※ノートパソコンの場合+2,000円～ ※機種によります
電源ユニット交換作業
ビデオカード増設・交換作業
内部及び外部接続ケーブルの増設・交換作業
その他内蔵用機器及びボード増設・交換作業 ※USBポートなど
キーボードの交換作業 ノートパソコンなど本体内蔵のもの
マウス・キーボードの交換作業 (デスクトップＰＣなど外部接続のもの)
マザーボード用リチウム電池交換作業 ※デスクトップ出張時
マザーボード用リチウム電池交換作業 ※液晶一体型等特殊形状のもの
マザーボード用リチウム電池交換作業 ※ノートパソコン モデルにより金額変動
CPUファン交換作業 ※デスクトップ
CPUファン交換作業 ※複雑な分解を伴う液晶モニタ一体型デスクトップ
CPUファン交換作業 ※ノートパソコン
チップセットファン交換作業
上記各作業において、特殊作業を伴う場合の追加料金

料金
(税別)
¥3,500
¥5,500
¥4,000
¥10,000
¥27,000
¥4,000
¥6,000
¥6,000
¥7,000
¥18,000
¥22,000
¥8,000
¥8,000
¥5,500
¥3,000
¥6,000
¥6,000
¥3,000
¥6,000
¥9,000
￥9,000～
¥4,000
¥6,000
¥7,500
¥5,000
¥3,500

ハードウェア修理料金
作業内容
改造・修理作業
改造・修理作業
液晶パネル交換作業

分解検査
組替・組立作業
※スペック・性能アップ用途
組替作業
※スペック・性能アップ用途
ヒートシンク修理
内蔵デバイス修理作業

詳

細

分解調整・ハンダ付・液晶部分解等の特殊作業
重度の修復・改造（要相談） ノートPC 等の電源コネクタ修復など ※軽度15,000
円～
ノートPCなど複雑な修復作業
ノートPC液晶バックライト交換 ※部品代別途
ノートPC液晶パネル交換 ※部品代別途
ノートPC液晶バックライト交換（インバーター交換も含め） ※部品代別途
ノートPCのバックライトの接触検査などのための分解調査作業
デスクトップPCでの調査に伴う分解作業 ※特殊形状など
デスクトップPC
（マザーボード・CPU・メモリの組替・組立作業、加工なしタイプ）
デスクトップPC
（マザーボード・CPU・メモリの組替作業、ケース切削加工作業有りタイプ）
ヒートシンク取付作業（ヒートシンク留め具のハンダ付け作業等）
メモリカードスロットや内蔵無線LANなどの内蔵デバイス不具合

料金
(税別)
￥18,000～
別途ご相談
¥22,000
¥18,000
¥28,000
¥8,000
¥5,000
¥10,000
¥20,000
¥10,000
￥6,000～

復旧作業料金
作業内容
リカバリー作業
リカバリー・ディスク作成
ログインパスワードトラブル対応
パーティション変更

ハードディスクコピー
OSのアップグレード
データ復旧

詳

細

お預かりしたリカバリーＣＤによるリカバリー(OS再インストール)作業
リカバリーディスクの作成を行います（DtoD領域から・メディア代金込み）
ログインパスワード失念時のトラブル対応
パーティション変更作業 ※持ち込み時
パーティション変更作業 ※出張対応時
（Ｃドライブが少なく、Ｄドライブ等 別ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝより移動したい場合など）
ハードディスク間の一括データコピー作業 ※別途要HDD
（パソコン全体の容量を増やしたい場合など）
Windows OS のアップグレード作業 ※Windows7 HomePremium 32bit版
(対応できない場合もございますのでご相談下さい)
CD、DVD、USBメモリ、MO、SDカードなどからのデータ復旧作業 ※90%以上の復旧で成功とします
※10GB～18,000円

メールデータ復旧
バックアップ

バックアップ ※修理時

個人データ復旧 ※データ消失か
ら使用を継続した場合、復旧率は
極端に下がります。
個人データ復旧 ※データ消失か
ら使用を継続した場合、復旧率は
極端に下がります。

メーラーで受信したメールの復旧作業
電子メール関連、お気に入り、マイドキュメントなど（アプリケーションは不可）
USBメモリ4GB （容量約4GB）まで ※USBメモリ本体は別途料金が発生します
※パソコンが正常に起動する事が条件となります
電子メール関連、お気に入り、マイドキュメントなど（アプリケーションは不可）
USBメモリ4GB （容量約4GB）まで ※USBメモリ本体は別途料金が発生します
※修理時、パソコンは起動しないが、HDDに障害が発生していない場合
パソコンは立ち上がらないが、ハードディスクは故障なく動作する
電子メール関連、お気に入り、マイドキュメントなど（アプリケーションは不可）
※容量の少ない指定場所のバックアップは作業価格より\2,100引き致します
※90%以上の復旧で成功とします（データ損失直後にお持ち込み頂いた場合）

データ復旧
（軽度の理論障害レベル1）

データ復旧
（中程度の理論障害レベル2）

データ復旧
（重度の理論障害レベル3）

データ復旧
（重度の物理障害レベル4）
部分バックアップ
データ移動

データ移動追加
上記に関わる分解作業
上記に関わる分解作業

作業内容
ウィルスチェック
ウィルス駆除作業
アダルトポップアップ駆除
ウイルス・スパイウェア駆除
ウイルス対策ソフト・インストール

セキュリティソフト・インストール

¥12,500
￥8,000～
￥25,000～
1GBまで ￥10,000
1GB～10GBまで ￥14,500
￥10,000～
¥8,000

¥10,000
1GBまで ￥13,000
1GB～99GBまで ￥18,500
100GB～199GBまで ￥24,000
200GB～499GBまで ￥29,000

パソコンが立ち上がらない
またハードディスクに軽中度の故障・障害をきたしている場合
※90%以上の復旧で成功とします（データ損失直後にお持ち込み頂いた場合）
（復旧に成功しない場合でも検査診断料\2,000（税込）は発生いたします）
DVD-Rメディア4.7GB 以上のデータ移動 （1枚追加おき）※大容量の場合HDD提案

データ移動追加
外付けHDDデータ復旧（軽・中度論 20GBまで
理障害発生時）
50GBまで
USBメモリ論理トラブル

料金
(税別)
¥10,000
¥5,000
￥15,000～
¥8,500

100GBまで
フォーマットして下さい、などの論理トラブルほか ※100MB～999MB
フォーマットして下さい、などの論理トラブルほか ※1GB～9.9GB
フォーマットして下さい、などの論理トラブルほか ※10GB～29.9GB
フォーマットして下さい、などの論理トラブルほか ※30GB以上
軽度のOS障害・軽微なウィルス障害。OSファイルの欠損や損傷によって、コンピューターが
起動しなくなったケース（誤操作によって、重要なシステムファイルを削除させてしまった。
誤ったレジストリー操作によってOSが起動できなくなった等）や、軽微なウィルス障害（ユー
ザーデータやOSに重篤な障害を発生させないレベル）は、軽度の論理障害（レベル1）に該
当します。ユーザーデータの領域や、ファイルシステムに損傷が及んでいないもの。8割以上
のデータ確認での復旧としています。
外付けHDDの場合、USBコントローラ基板やファーム不具合などのハードウェア起因による障害、また
はデータ削除・破損等によるソフトウェア起因でのデータ復旧。ファイル情報の破壊/消失/異常、ウィ
ルス障害は「中程度の論理障害（レベル2）」です。突発的な不具合や誤操作などによってファイル情報
が破壊された場合や、ウィルスによってファイルの一部やファイルシステムの一部に損傷が及んでいる
障害は中程度の論理障害（レベル2）に該当します。その他、軽度（レベル1）以上、重度（レベル3)未満
の障害も中程度の論理障害（レベル2）に該当します。8割以上のデータ確認での復旧としています。

ファイルシステムの重篤な障害や、広範囲にわたるデータの上書きによるダメージなどの複
雑な傷害は「重度の論理障害（レベル3）」です。MBR、パーティションテーブル、ブートセク
ター、FAT(File Allocation Table)、マスターファイルテーブル（Master File Table/MFT）など
ファイル管理領域に重篤な損傷が生じている場合は重度の論理障害に該当します。また軽
度の論理障害（レベル1）、中程度の論理障害（レベル2）が併発している場合にも重度の論
理障害（レベル3）と診断する場合があります。8割以上のデータ確認での復旧としています。

￥28,000～
￥3,000～
¥25,000
¥40,000
¥70,000
¥10,000
¥15,000
¥20,000
¥30,000

￥20,000～

￥50,000～

￥80,000～

通電不可、ヘッドクラッシュやPCB（HDDの基盤）不良、スピンドルモーターの不良やベアリン 当社指定復旧専門業者取次の場合、代行
グの焼きつき、プラッターのアライメント不良、HDDファームウェア不良、メディアダメージや 取次作業（状況説明のやりとり・発送作業ほ
か）料金は外部業者請求金額の20％となり
バッドセクター、メディアの熱膨張によるオフトラックなどは物理障害（レベル4）に該当しま
ます。
す。

外付けハードディスク等へのミラーリング設定
（ソフト、ハードディスク代別）
別ＰＣへのデータ引越し ※１アカウント分

¥12,500

（マイドキュメント/デスクトップデータ/IMEユーザー辞書/お気に入り/メールデータ
メールアドレス帳/アカウント設定/インストールアプリ依存データ）

¥10,000

お引越し ２アカウント目 追加お引越し
データ復旧の作業をするにあたり
「通常の分解」作業を伴う場合の追加料金
データ復旧の作業をするにあたり
「複雑な分解」作業を伴う場合の追加料金

¥2,000

詳

¥2,000
¥5,000

細

パソコン本体のウィルスチェック（HDD単位）
重傷の場合、一日あたり3,240円の延長料期が発生します ※駆除不可の場合リカバリ提案
あり
自動起動型ポップアップの駆除作業

ウイルス駆除及びスパイウェア駆除（スキャン/マニュアル駆除）※上記プラス料金
ウイルス対策ソフトのインストールと設定 ※ソフトウェア代金別
その他セキュリティソフトのインストール設定 ※ソフトウェア代金別

料金
(税別)
¥4,000
￥8,500～
¥7,500
￥7,000～
￥4,000～
￥4,000～

ソフトウェア修復・環境設定・復旧料金
作業内容

詳

細

システム・メンテナンス

OS・システムの不具合解消・設定

Windows修復
ソフトウェアトラブル対応

※主にPCの処理速度改善・エラーメッセージ解消も含めたシステムチェック
BOOTファイル等の不具合によりWindowsが全く起動しない重度障害
ファームウェア・システムドライバー不具合対応 ※内容により金額が変わります
迷惑ソフトウェアの駆除作業

Outlook / Windows Liveメール等のメールソフトの不具合解消・設定
Officeソフトウェアの不具合解消・設定
その他ソフトウェアの不具合解消・設定（特殊ソフト除く）
その他OSアップグレード時などの不具合解消・設定（特殊ソフト除く） ※時間を要する作業

ソフトウェア設定作業
マクロ作成
BIOS設定
BIOSアップデート
上記作業に関わる特殊作業
システム・機器

トラブルによるもの・特殊（時間の掛かる）ソフトウェアの不具合解消・設定
不要ソフトウェア整理、削除
一般ソフトウェア（特殊ソフト除く）
Excelファイル上でのマクロ作成作業
BIOS 設定作業
BIOS アップデート（BIOSソフトバージョンアップ）
上記各作業において、特殊作業を伴う場合の追加料金
その他周辺機器の不具合解消・設定

料金
(税別)
¥9,259
￥14,000～
￥6,000～
￥7,500～
¥6,500
¥6,500
￥6,000～
￥8,000～
￥4,000～￥10,000
￥5,000～
￥5,000～
￥10,000～
¥3,000
¥12,000
¥3,000
¥6,000

※特殊ソフト：違法と思われるものやギャンブル関係、専門性の高いソフトウェア

インターネット・ソフトウェア・ネットワーク設定料金
作業内容
インターネット
インターネット
メール設定
メール設定
メールトラブル
メール設定
Windowsアップグレード

詳

細

インターネット接続設定（当店へ機器持込） ※ 出張時は別欄参照
インターネット接続設定（出張対応時） ※有線回線
メールアカウントの設定（当店へ機器持込）
メールアカウントの設定（出張対応時）
メールに関わるトラブル対応（出張対応時） ※持ち込み時5,500円
迷惑メール対策 ※メーラーにより金額変更あり
Windows7へのアップグレード ※リカバリメディア付き
セレクタブル環境でのアップデート作業 ※リカバリ領域、もしくはメディア元々付属の場合

インストール

アプリケーションのインストール。各１本につき（特殊ソフト除く）
セキュリティソフトのインストール・アカウント情報登録作業
インストール・データ戻し（復旧除く） 会計アプリケーションのインストール。各１本につき（詳細設定・特殊ソフト除く）
インストール・データ戻し（復旧除く） 特殊アプリケーションのインストール。各１本につき
インストール
Officeパッケージのインストール・ライセンス認証作業
ソフトウェア･アップデート
WindowsUpdate、OfficeUpdate など（PC１台）
アンインストール
アプリケーションのアンインストール。各１本につき（特殊ソフト除く）
社内LANネットワーク設定
フォルダ共有・インターネット接続など ※PC1台あたり
その他ネットワーク設定・トラブル対応 VPNをはじめとした特殊ネットワークの設定・トラブル対応
ネットワークプリンター設定
ﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定 ※3台以上の場合・ネットワーク環境・PC1台あたり
プリンタサーバー設定
ﾄﾞﾗｲﾊﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ インストール・設定
※特殊ソフト：違法と思われるものや専門性の高いソフトウェア

料金
(税別)
¥4,500
¥6,000
¥5,000
¥6,500
￥6,000～
¥5,500
¥35,000
¥22,000
¥3,500
¥5,000
¥10,000
別途
¥4,000
¥6,000
¥3,000
¥4,000
￥10,000～
¥3,000
¥8,000

クリーニング・廃棄・代替機器レンタル料金
作業内容
クリーニング作業
細部クリーニング作業
（ノートPC）
PC関連機器廃棄
廃棄時のHDD取り外し
HDDデータ完全消去
HDDデータ完全消去（物理的破壊）

HDD廃棄証明

詳

PC内部のホコリの除去、外装の清掃
PC内部のホコリの除去、外装の清掃 ※複雑な分解を伴うもの
上記クリーニングに加え、内部ファンなど細部のクリーニング
PC内部のホコリの除去、外装の清掃、内部ファンなど細部のクリーニング
PC本体、モニタ、プリンタなどの廃棄(各１台ごと）
PC本体・キーボード・マウス・モニタセット
PC廃棄に伴うハードディスクの取外し作業(特殊な場合は別途)
世界最高水準での確実・安全なデータ抹消
世界最高水準での確実・安全なデータ抹消（証明書付き）
PC廃棄に伴うハードディスク破棄作業（破壊処分証明書を発行）

基本バリューパック・オプション
作業内容
データバックアップパック

データ復旧パック

ハードディスク交換作業１
ハードディスク交換作業２
ハードディスク交換作業３
ウイルス対策ソフトインストール
メモリ増設作業
クリーニング作業

細

料金
(税別)
¥5,000
¥8,000
¥4,000
￥5,000～
¥3,000
¥5,000
¥1,500
¥5,000
¥7,000
¥2,000

※単体依頼不可
詳

細

データ移動（メディア代込）電子メール関連、お気に入り、マイドキュメントなど
（アプリケーションは不可）※パソコンが正常に起動する事が条件となります
メディア化が必要ない場合は-\2,100(税込)となります
パソコンが立ち上がらないがハードディスクは故障なく動作する
データ移動（メディア代込）電子メール関連、お気に入り、マイドキュメントなど
（アプリケーションは不可）メディア化が必要ない場合は-\2,100(税込)となります
内蔵ハードディスク増設・交換（デスクトップPC及びノートPC等の通常分解作業）
（ハードディスク代金は別途）

内蔵ハードディスク増設・交換（複雑な分解作業を伴う作業）
（ハードディスク代金は別途）
内蔵ハードディスク交換後、パーティション変更作業
ウイルス対策ソフトのインストールと設定作業（ソフトウエア代は別途）
増設メモリの追加取付作業（メモリ部品代は別途）
PCクリーニング作業（ダストカット、外装清掃）

料金
(税別)
¥8,000

¥9,000
¥3,000
¥6,000
¥3,000
¥3,500
¥1,000
¥1,000

