
Ver4.7

番号 分　類 作 業 内 容 　料　金（税込）

1 検査診断作業
検査料お持込時のトラブル内容の検査及びメンテナンス作業内容の決定
（作業前にデータ保全作業が必要な場合その作業も含みます。）

¥2,200

2 特急作業
特急作業料金　※基本3時間以内の着手となります。
（通常お預かり順での作業着手となりますが、特急作業をご利用頂きますと、最優先の
作業着手とさせて頂きます。内容によりお受け出来かねる場合もございます。）

¥11,000

3 レクチャリング ソフトウエア・ハードウエア使い方のご説明、ご指導などご希望により。（２５分ごと） ¥4,400

4 提出用お見積り書作成 保険会社提出用、修理調査書、修理不可証明書を作成いたします。　 ¥6,600

5 軽作業 軽作業料金（ハードウェア、ソフトウェアなど簡易的作業） ¥2,750

6 リカバリ リカバリのみ（OS再インストール）　 ¥11,000

7 パーティション
パーティション変更作業
（Ｃドライブが少なく、Ｄドライブなど 別パーテーションより移動したい場合等）

¥11,000

8 ハードディスクコピー HDD・SSD to HDD・SSDコピー　（コピー先別途必要） ¥19,800

9 OSアップグレード
Windows OS のアップグレード作業。
（対応出来かねる場合もございますのでご相談下さい。

¥16,500

10 データ印刷作業1枚毎（枚数によりお受け出来かねる場合があります） ¥220

11 CD/DVDメディアコピー作業1枚毎（著作権のあるものはお受け出来かねます） ¥2,750

12
修理、問合せ、手配代行（PCソフトウェア、メーカーへお客様に代わって対応致しま
す。）

¥5,500

13 バックアップ
基本データバックアップ作業（基本データは欄外参照、アプリケーション不可）
※パソコンが正常に起動する事が条件です

¥16,500

14
フロッピー、MOディスク、CD、DVDメディア、USBフラッシュメモリ、
SDカードなどからのデータ復旧作業

¥22,000

15
パソコンが立ち上がらない状態でのHDDデータ復旧　消去したデータの復旧等、
基本データ復旧作業（※基本データは欄外参照、アプリケーションは不可）

¥39,600

16
パソコンが立ち上がらない状態でのSSDデータ復旧　消去したデータの復旧等、
基本データ復旧作業（※基本データは欄外参照、アプリケーションは不可）

¥39,600

17 NASデータ復旧作業（シングルドライブ） ¥71,500

18 RAIDデータ復旧作業（RAID０、1、５等） ¥93,500

19 自動バックアップ 外付けハードディスク等へ自動バックアップ設定（ソフト、メディア代別） ¥11,000

20 イメージバックアップ
Windows OS のイメージバックアップ作業　※メディア別途必要

¥14,300

21 別PCへ基本データ引越し作業 　※パソコンが正常に起動する事が条件です ¥19,800

22 メディア間のデータ移動作業（例：フロッピーからUSBメモリ等） ¥4,950

23 メール移行 メールデータ移行（Windows LiveメールからOutlookへのデータ移行等） ¥11,000

24 クリーニングﾞ PCクリーニング作業（ダストカット、内部クリーニング作業） ¥4,400

25 PC廃棄サービス　PC本体、内蔵HDD、外付けHDD　各一台につき ¥840

26 PC廃棄サービス　モニタ、プリンタ、スキャナなど　各一台につき ¥1,680

27 HDD破壊 HDD破壊証明書発行 ¥1,260

28 データ消去 HDD内データ全消去作業（データ及びシステムの全消去 ※分解作業料含む） ¥6,600

29 代替機貸出 PC代替機レンタル料金　クリニックご利用時（設定料金別） ¥5,500

30 ウイルス駆除及びスパイウェア駆除（スキャン駆除） ¥11,000

31 ウイルス対策ソフトのインストールと設定　※ソフトウェア代別 ¥4,950

代行作業

セキュリティ

廃棄

データ移動

データ復旧

● 上記に無い作業もお気軽にご相談下さい。料金システムについては予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
当店で作業を施した上でも回復に至らない場合はメーカー修理となります。
● 当クリニックのデータ復旧及び移動はマイドキュメント、AllUsers（Public）、メールデータ、メールアドレス帳、お気に入り、デスクトップデータを基本
データとさせて頂きます。その他データが必要な場合は、別途ご指示頂く必要がございます。ご指示なき場合、復旧出来かねますのでご注意下さい。
●また、データ復旧料金にデータ納先メディア料金は含まれておりません。お客様にてご用意頂くか、別途ご販売でのご対応となります。ご注意下さい。
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番号 分　類 作 業 内 容 　　料　金（税込）

32 ソフトウェアのインストール　各１本につき ¥3,300

33 会計、CADソフトウェアのインストール　各１本につき ¥16,500

34 特殊ソフトウェアのインストール（ライセンス移行が必要な場合） ご相談ください

35 Skype、Zoom等ビデオ通話導入・設定 ¥5,500

36 SNS設定作業（Twitter、Facebookなど）1アプリに付き ¥4,950

37 モバイルルータ設定 ¥4,950

38 iPod、iPhone、iPad設定、その他MP3プレイヤー設定作業 ¥8,800

39
スマホ、タブレット設定作業
（Android、Apple系タブレット等、初期設定及び現地でのネット接続設定等）

¥11,000

40 ドライバインストール プリンタ、スキャナ、デジカメ等のドライバ インストール・設定 ¥4,950

41 OSシステム・ウイルス対策ソフトの不具合解消 ¥14,300

42 Outlook等メールソフトの不具合解消　※メール設定情報をご持参下さい ¥8,250

43 音楽系ソフトウェア（iTunes等）不具合解消作業 ¥9,680

44 Officeソフトウェアの不具合解消 ¥11,000

45 不要ソフトウェア整理、削除 ¥3,850

46 RAID構築設定作業（RAID 0、RAID 1設定のみ） ¥18,150

47 RAID構築設定作業（上記以外のRAID設定） ご相談ください

48 デバイスドライバ設定作業 ¥4,400

49 デバイスドライバ最新Update作業 ¥2,750

50 BIOS Update ¥14,300

51 ネットワーク不具合解消 ¥6,600

52 メールアカウントの設定（用紙持込）※1アカウント毎 ¥4,400

53 マイクロソフトアカウント新規設定作業　※1アカウント毎 ¥3,300

54 アップデート WindowsUpdate、PCメーカー固有のアップデート作業（※PC1台 不具合無い場合） ¥5,500

55 改造修正作業
分解調整、ハンダ付、重度の修復、改造（要相談）ノートPC 等の電源コネクタ修復等
（部品代、作業内容により価格が変動することがございます）

¥27,500

56 修正作業
カードスロット、DVDドライブメディア取り出し不具合
（サイズ違いメディアの取り出し作業）

¥5,500

57 マザーボードのコンデンサ交換作業（部品代により価格が変動することがございます） ¥27,500

58 マザーボード及び電源ユニット内の全コンデンサ予防交換作業 ご相談ください

インストール

● 上記に無い作業もお気軽にご相談下さい。料金システムについては予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
当店で作業を施した上でも回復に至らない場合はメーカー修理となります。
● 当クリニックのデータ復旧及び移動はマイドキュメント、AllUsers（Public）、メールデータ、メールアドレス帳、お気に入り、デスクトップデータを基本
データとさせて頂きます。その他データが必要な場合は、別途ご指示頂く必要がございます。ご指示なき場合、復旧出来かねますのでご注意下さい。
●データ復旧料金にデータ納先メディア料金は含まれておりません。お客様にてご用意頂くか、別途ご販売でのご対応となります。ご注意下さい。

※上記ハードウエア作業においては、メーカーサポート外、分解に伴う少々のキズなどご了承頂ける場合のみお受け付け出来ます。

システム・ソフトウェア

システム

ネットワーク

周辺機器

改造修正作業
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番号 分　類 作 業 内 容 　　料　金（税込）

59 メモリ増設・交換作業、動作確認（デスクトップ型PC） ¥2,200

60
メモリ増設・交換作業、動作確認（ノート型PC）
※小窓での増設が可能な場合は\2,200

¥5,500

61
メモリ増設・交換作業、動作確認（一体型PC）
※小窓での増設が可能な場合は\2,200

¥5,500

62 内蔵ハードディスク増設・交換作業 ¥4,400

63 内蔵光学式ドライブ増設・交換作業（デスクトップ型PC） ¥4,400

64 内蔵光学式ドライブ増設・交換作業（ノート型PC） ¥4,400

65 内蔵光学式ドライブ交換作業（一体型PC） ¥4,400

66 デスクトップPC、マザーボード交換作業 ¥15,400

67 デスクトップPC、CPU 交換作業 ¥7,700

68 デスクトップPC、ヒートシンク取付作業（留め具のハンダ付け作業等含む） ¥12,100

69 デスクトップPC、電源ユニット交換作業 ¥7,700

70 ノートPC バッテリー交換作業 ※外部脱着可能な場合は￥2,200 ¥7,700

71 内蔵ボード増設・交換作業 ¥4,400

72 ノートパソコンキーボードの交換作業 ¥8,800

73 マザーボード用リチウム電池交換作業　デスクトップ(タワー型） ¥2,200

74 マザーボード用リチウム電池交換作業　ノートパソコン、一体型PC ¥5,500

75
CPUファン交換作業　デスクトップPC
（メーカー、機種によりお受けできかねる場合がございます）

¥5,500

76
CPUファン交換作業　一体型PC
（メーカー、機種によりお受けできかねる場合がございます）

¥8,800

77
CPUファン交換作業　ノートパソコンPC
（メーカー、機種によりお受けできかねる場合がございます）

¥8,800

78 液晶修理パネル交換作業 ¥22,000

79 組替・組立作業 デスクトップPC（マザーCPUメモリの組織/組立作業 ＯSインストール含む） ¥22,000

80 システム・機器 その他周辺機器の不具合解消・設定 ¥7,700

81 自作PC検査 ご自身で原因特定が困難な場合、自作PCの不具合検証を行います。 ¥5,500

82 その他 上記各作業において、特殊作業を伴う場合の追加料金 ¥4,950

83 リカバリ リカバリのみ（OS再インストール） ¥21,780

84 マルチブート設定 1台に複数のOSを使用できるようにします。（OSインストール代含む）（別途OS代） ¥22,000

85 メモリ増設・交換作業、動作確認 ¥11,000

86 内蔵ハードディスク増設・交換作業（可能な場合） ¥6,600

87 改造修正作業 ノート・一体型PCなど複雑な修復作業（新型 iMac の開封作業等） ¥22,000

88 インストール・周辺機器 iPod、iPhone、iPad設定、その他MP3プレイヤー設定作業 ¥4,400

89 OSアップグレード Mac OS アップグレード作業（対応出来かねる場合もございますのでご相談下さい） ¥15,400

※上記設定作業以外の内容も受け付けております。お気軽にご相談下さいませ。

※上記には必要な場合、ドライバ セットアップ作業を含みます。
増設・交換部品を弊社で用意する場合、別途部品代金が必要となります。

パーツ増設・交換

パーツ増設・交換

Macサポートメニュー

● 上記に無い作業もお気軽にご相談下さい。料金システムについては予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
当店で作業を施した上でも回復に至らない場合はメーカー修理となります。
● 当クリニックのデータ復旧及び移動はマイドキュメント、AllUsers（Public）、メールデータ、メールアドレス帳、お気に入り、デスクトップデータを基本
データとさせて頂きます。その他データが必要な場合は、別途ご指示頂く必要がございます。ご指示なき場合、復旧出来かねますのでご注意下さい。
●また、データ復旧料金にデータ納先メディア料金は含まれておりません。お客様にてご用意頂くか、別途ご販売でのご対応となります。ご注意下さい。
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VSP-1 リカバリ
リカバリ（OS再インストール）基本セットアップ・Windows Update・メール設定
Officeセットアップ・ウイルス対策ソフトセットアップ
（お預かりリカバリCD or 内蔵リカバリにて作業　ウイルス対策ソフト別途必要）

¥19,800

VSP-2 クリーンインストール
リカバリ（OS再インストール）基本セットアップ・Windows Update・メール設定
Officeセットアップ・ウイルス対策ソフトセットアップ
（リカバリCDが無いなど特殊な作業を伴う作業　ウイルス対策ソフト別途必要）

¥24,200

VSP-3
ウイルス駆除＆Update

＆整理

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
（ウイルス対策ソフト別売）

¥18,150

VSP-4 HDDコピー
HDDコピー交換後、パーティション・システム修復作業
（部品代別）※HDD交換作業代含む

¥22,000

VSP-5 店頭用初期設定

PC購入後の設定作業
初期設定・Windows Update ・Microsoftアカウント設定・メール設定
Officeのインストール・ウイルス対策ソフトインストール・ご持参ソフトウェアのイン
ストール（ウイルス対策ソフト別売）

\30,000
当店にて購入の場合

-\10,000

VSP-6 出張用初期設定

PC購入後お伺いにて設置設定作業（出張料別）
初期設定・パソコン接続設置・インターネット接続設定・Windows Update・
Microsoftアカウント設定・Officeインストール・ウイルス対策ソフトインストール（対
策ソフト別売）・ご持参ソフトウェアインストール・プリンタ設定（プリンタ複合機設
定は除く）

\35000
当店にて購入の場合

-\10,000

バリューセット追加オプション

OP1 データバックアップ
基本データバックアップ及び移動を行います。
（※基本データは欄外参照、アプリケーションは不可）

¥13,200

OP2 　データ復旧
パソコンが起動しない状態でのデータ復旧。基本データ復旧及び移動を行います。
（※基本データは欄外参照、アプリケーションは不可）

¥30,800

OP3 HDD交換
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）
（ハードディスク代は別途）

¥2,200

OP4 メモリ増設 増設メモリの追加取り付け作業（メモリ代は別途） ¥1,100

OP5 クリーニング PCクリーニング作業（ダストカット・外装清掃） ¥1,100

OP6 お届けサポート
リカバリ作業など完了後、お届け設定お願いしたい場合のパックです！（出張別途）
お届け設置設定＋インターネット接続設定＋メール設定＋プリンタ設定

¥11,000

● 上記に無い作業もお気軽にご相談下さい。料金システムについては予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい
当店で作業を施した上でも回復に至らない場合はメーカー修理となります。
● 当クリニックのデータ復旧及び移動はマイドキュメント、AllUsers（Public）、メールデータ、メールアドレス帳、お気に入り、デスクトップデータを基本
データとさせて頂きます。その他データが必要な場合は、別途ご指示頂く必要がございます。ご指示なき場合、復旧出来かねますのでご注意下さい。
●データ復旧料金にデータ納先メディア料金は含まれておりません。お客様にてご用意頂くか、別途ご販売でのご対応となります。ご注意下さい。
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番号 分　類 作 業 内 容 　料　金（税込）

横浜市都筑区、青葉区、緑区、港北区、川崎市宮前区 ¥5,280

横浜市旭区、神奈川区、保土ヶ谷区、鶴見区、
川崎市幸区、中原区、高津区、多摩区、麻生区

¥5,830

横浜市西区、中区、南区、戸塚区、泉区、瀬谷区、港南区、川崎市川崎区 ¥6,820

横浜市磯子区、栄区、金沢区、東京都町田市、大和市、座間市、綾瀬市、
藤沢市、鎌倉市、逗子市、葉山町

¥8,250

相模原市、厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市、茅ヶ崎市、横須賀市、愛川町、
清川村、寒川町、大磯町、東京都世田谷区、大田区、目黒区、品川区

¥9,350

東京都渋谷区、港区、中野区、新宿区、中央区、千代田区 ¥11,000

東京都豊島区、文京区、台東区、荒川区、墨田区、江東区 ¥13,200

東京都練馬区、板橋区、北区、足立区、葛飾区、江戸川区 ¥15,400

                                 上記基本エリア外はご相談下さい
（お預かり修理となり、往復になった場合でも追加の出張料は発生いたしません）

ご相談下さい

89 出張検査診断作業 検査料（出張時のトラブル内容の検査及びメンテナンス作業内容の決定） ¥2,200

90 レクチャリング ソフトウエア・ハードウエア使い方のご説明・ご指導等ご希望により（３０分） ¥4,400

91 代行作業
メーカーお問い合わせ代行,メーカー手続き代行作業
インターネット回線手配代行,プロバイダ手配代行

¥2,420

92 軽作業 軽作業料金（ハードウェア、ソフトウェアなど簡易的作業） ¥1,870

93 出張にて有線インターネット基本設定を行います（VPN接続を除く） ¥8,470

94 出張にてご自宅の無線インターネット基本設定を行います ¥10,890

95 出張にてISDN／アナログインターネット基本設定を行います ¥10,450

96 中継器設定 無線の電波が不安定な場合等に中継器の設置設定を行います（部品代別） ¥4,840

97 クライアント設定 有線及び無線クライアントPC設定 1台（メール設定、暗号化設定含む） ¥3,630

98 代行作業 メールアカウント取得代行作業（設定含む） ¥4,400

99 メール設定追加 メールアカウント追加設定（プロバイダに追加手続きを済ませている必要が御座います） ¥2,750

100 システム・機器 IP電話設定（開設手続きをお取りいただいている必要が御座います） ¥2,420

101 パーツの増設・交換 内蔵ボード増設・交換作業 ¥6,600

102
スマホ、タブレット設定作業（Android、Apple系タブレット等、
　　　　　　　　　　　　　　　　初期設定及び現地でのネット接続設定等）

¥12,100

103
スマホ、タブレット設定作業（Android、Apple 系タブレット等、
　　　　　　　　　　　　現地での無線設定作業のみ。無線環境が整っている場合）

¥2,420

104 プリンタ複合機（業務用）のプリンタ設定 （PC1台につき） ¥3,850

105 プリンタ複合機（業務用）のスキャナ設定 （PC1台につき） ¥5,500

106 プリンタ複合機（業務用）のFAX設定 （PC1台につき） ¥7,700

107 インターネット ゲーム機インターネット設定（家庭内設定に限る） ¥6,050

108 TV設定 PC搭載のＴＶチューナ設定（出張時） ¥3,850

109 NASからNASへデータ移動作業　（同一メーカーへの移行） ¥30,250

110 NASからNASへデータ移動作業　（他社製NASへの移行） ¥44,000

111 UPS（無低電源装置）設置 ¥4,950

112 UPSバッテリ交換作業（バッテリ代は別途） ¥3,850

113 有線及び無線プリントサーバ設定作業（PC1台分） ¥6,050

114 プリンター共有設定（PC1台分） ¥2,420

115
家庭内ネットワーク設定、ファイル共有設定　PC 2台の設定料金
（インターネットの設定は含みません）Win７、8.1、10にて。他OSは要相談

¥9,680

116 家庭内ネットワーク設定、追加クライアント１台に付き ¥4,840

117 ネットワーク配線工事、事業社内ネットワーク設定（中規模・小規模構築） ご相談ください

● 上記に無い作業もお気軽にご相談下さい。料金システムについては予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
当店で作業を施した上でも回復に至らない場合はメーカー修理となります。
● 当クリニックのデータ復旧及び移動はマイドキュメント、AllUsers（Public）、メールデータ、メールアドレス帳、お気に入り、デスクトップデータを基本
データとさせて頂きます。その他データが必要な場合は、別途ご指示頂く必要がございます。ご指示なき場合、復旧出来かねますのでご注意下さい。
●データ復旧料金にデータ納先メディア料金は含まれておりません。お客様にてご用意頂くか、別途ご販売でのご対応となります。ご注意下さい。

88 出張料金

インターネット設定

インストール・周辺機器

データ移動

ネットワーク設定


