料⾦表
●出張料⾦

＋

30 分毎に 3,000 円（税別）

当店では作業毎ではなく作業開始から完結までの所要時間でご請求いたしますので突然いろいろ作業を追加され
ても料⾦は変わらない事が多いのがメリットです。
１、訪問前に必ずメールや電話で分かる範囲で⼤体のお⾒積りをします。
（この時点のキャンセルは頂きません）
２、訪問後実情を確認して診断しながら⼤体の所要時間とお⾒積り致します。
３、ご納得して頂いた後に作業開始となります。
※お⾒積りで予算オーバーな場合はご予算内での作業を⾏います。
もし訪問後に作業を全てキャンセルされた場合は出張料と場合によっては診断料⾦ 3,000 円のご請求となります。
※お約束当⽇の突然のキャンセルは訪問前であっても出張料をキャンセル料としてご請求する場合があります。

出張料⾦⽬安（税別）
移動時間（⼤体の移動距離）

地域⽬安

料⾦

⽚道 15 分以内（5km 以内）

岡崎市南部、幸⽥町

2000 円

⽚道 30 分以内（5km〜10km）

岡崎市南部以外、安城市、⻄尾市、蒲郡市

3000 円

⽚道 1 時間以内（10km〜25km）

豊⽥市南部、みよし、刈⾕、知⽴、⾼浜、碧南、豊川

4000 円

⽚道 1.5 時間以内（25km〜40km） 名古屋市南東部、⽇進市、豊⽥市北部、豊橋市北⻄部

5000 円

それ以上

相談

上記以外の地域など

宅配便で送って頂ける場合はお互い元払いにする事で⽚道分の送料だけご負担下さい。
梱包はしっかりとお願いします。※お預かり修理の場合の再訪問料⾦は上記の半額です。

パソコン 1 台の作業時間⽬安
よくある事例

作業を迅速に⾏なうため可能な限り確認⼜はご準備頂きたい事

時間

インターネット接続設定

契約プロバイダーの接続 ID と Password 記載の書類の有無

15 分

メール設定

アドレス,メールパスワードとメールサーバー等の書類の有無

15 分

WiFi(無線 LAN)設定

無線親機の設置場所（SSID と暗号化キーの有無）

10 分

プリンタ・スキャナ設定

メーカー名と型名など。業務⽤の複合機は管理画⾯に⼊れる事

20 分

プリンターの共有

同上の条件に加えて LAN の環境がある事

30 分

ウイルス対策をする

対策ソフトのライセンスの有無や登録したメールアドレス

30 分

ｳｲﾙｽ、ｽﾊﾟｲｳｪｱの駆除

パソコンが最初の画⾯まで起動できる事

40 分

ソフトのインストール

ソフトのライセンスキーの有無や登録メールアドレス

20 分

ファイル共有

できれば事前に共有するパソコン同⼠の OS を教えて下さい

15 分

内臓メモリーや HDD 増設

事前にパソコンの型名を教えて下さい

15 分

既存 HDD ⇒ SSD へ交換

事前にパソコンの型名を教えて下さい

40 分

既存 HDD の⼤容量化

事前にパソコンの型名を教えて下さい

60 分

メーカー修理前の DATA 抽出

普通に起動できるかの可否

---

操作説明（90 分以内）

特殊なソフトは説明書が必要な場合あり

---

上記にない作業の所要時間などはお気軽にお問合せ下さい。

お預かり作業料⾦⽬安（税別）※部品代、再訪問料⾦含まず
よくある事例

お預かり⽇数（⽬安）

Win7 ⇒ Win10 へそのままアップグレード

2 ⽇ 〜 4 ⽇位

15,000 円

メーカ PC の出荷状態へリカバリ＆Win UpDate

2 ⽇ 〜 3 ⽇位

12,000 円

既存 HDD を⼤容量タイプへ⼜ SSD へ換装

2 ⽇ 〜 3 ⽇位

6,000 円

起動しない PC から DATA 抽出

2 ⽇ 〜 7 ⽇位

6,000 円〜30,000 円

上記にない作業料⾦はお気軽にお問合せ下さい。
※お預かり修理の再訪問料⾦は出張料の半額です。

よくある総合的な作業事例と料⾦⽬安（税別）
過去にあったご依頼（抜粋）

受注から完結までの流れ

市内 個⼈のお客様

当⽇中に訪問⇒症状確認⇒WiFi ルーターの再起動⇒症状

急にインターネットが使えなくな

改善⇒ついでにタブレットとスマホの WiFi 設定⇒完結

ったので⾒てほしい。

（0.5h 以内）

市内 個⼈のお客様

当⽇中に訪問⇒⼤体の所要時間のお知らせ⇒マイクロソフ

量販店で買ったノートパソコン使

トアカウント取得⇒Office 設定⇒メール設定⇒無線プリン

えるようにしてほしい。

ター⇒完結（1.0ｈ以内）

市内 個⼈のお客様

翌⽇に訪問⇒⼤体の所要時間のお知らせ⇒マイクロソフト

量販店で買ったデスクトップパソ

アカウント取得⇒Office 設定⇒メール設定２つ⇒プリンタ

コン使えるようにしてほしい。

ー設定２台⇒旧 PC より Data 移⾏⇒完結（1.5ｈ以内）

市内 個⼈事業主様

お預かり⇒Data Backup⇒SSD240GB へ換装⇒Windows10

今使っている Windows7 の機種を

インストール⇒メール２アカウント、プリンター2 台再設

Windows10 に乗せ換えて今まで通

定⇒Data 戻し⇒完結（PC 内部清掃はサービスで実施）

り使いたい。

（預かり⽇数約 2 ⽇）

近隣市外 法⼈様

出張診断⇒HDD の無事を確認⇒DATA を救出⇒別 PC へ

急にパソコンが起動しなくなった。 移⾏して仕事は続⾏可⇒問題 PC お預かりでメーカー出荷
エクセルの DATA だけでも助け

状態へリカバリー⇒Win UpDate⇒再訪でメールとプリン

て！パソコンも直してほしい。

ターを再設定⇒完結（預かり⽇数 3 ⽇）

市外 法⼈様

訪問してヒンジ故障個所確認＆部品発注⇒後⽇お預かり⇒

ノート PC のヒンジが割れて使い

PC バラしてヒンジ修理⇒再訪問して納品⇒完結

づらいので何とかしてほしい。

（預かり⽇数 1 ⽇）

市内 法⼈様

訪問して状況を確認⇒⾃動 Backup 型 NAS サーバー導⼊と

事務所で 5 台の PC で Data を共有

スッキリ配線のご提案お⾒積り⇒部品⼊荷後再訪問⇒5 台

しているが時々⾒られない Data が

共有設定⇒PC の移動と⻑い LAN 配線を短くしたりハブを

ある。もっと使いやすくしたい。

導⼊して配線をスッキリ⇒完結（3.0ｈ以内）

ついでに PC を移動してほしい。

※NAS サーバーとハブ代約 34,000 円

LAN 配線⼯事は屋外や家屋をまたいだり⻑距離屋外⼯事は外注になる場合があります。

料⾦
5,000 円

8,000 円

11,000 円

SSD 代込
28,500 円

30,500 円

部品代込
14,000 円

部品代み
55,000 円

