
  

スクールサポート料金表（スクール在校生向けサービス）2018,11,29 改訂版 

※※当当ススククーールルでではは、、受受講講生生様様のの学学習習をを円円滑滑にに進進めめるる為為にに、、ササーービビスス価価格格ににててササポポーートトごご相相談談もも承承っってておおりりまますす。。  

本本ササポポーートトはは講講習習のの無無いい時時間間にに限限りり行行いいまますす。。おお急急ぎぎのの際際ははササポポーートト会会社社へへ直直接接ごご依依頼頼くくだだささいい。。  

※※パパソソココンンののおお持持込込ごご相相談談等等はは事事前前ににごご予予約約ををおお願願いいししまますす。。ごご予予約約のの無無いい場場合合、、次次回回にに再再度度おお持持ちち頂頂くく事事ととななりりまますす。。  

当当ｽｽｸｸｰーﾙﾙでではは 0077,,1122 よよりり富富士士通通 PPCC//各各ﾒﾒｰーｶｶｰー周周辺辺機機器器等等のの販販売売店店ととななりりままししたた。。ごご購購入入のの際際ははおお気気軽軽ににごご相相談談下下ささいい。。  

No 作業内容 備考 他社 当社通常価格（税抜） 在在校校生生ｻｻｰーﾋﾋﾞ゙ｽｽ料料金金（（税税抜抜））  

A 初期セットアップ パソコンの開梱・パソコンの初期ｾｯﾄｱｯﾌﾟのみ \3,000 \3,000 \\\333,,,000000000   

A-

1 

スタートコース パソコンの開梱・パソコンの初期ｾｯﾄｱｯﾌﾟ 

ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄｾｯﾄｱｯﾌﾟ・WindowsUpdate・Microsoft

アカウント取得・Office ｾｯﾄｱｯﾌﾟと認証 
\23,000～ \16,000 

\\\111555,,,000000000   

PPPCCC ごごご購購購入入入ののの方方方

\\\111000,,,000000000   

A-2 
回復メモリ作成 故障の際のﾘｶﾊﾞﾘ作業時に必要な回復メモリ作成 

USB メモリ３２GB 以上別途ご購入下さい。 
￥5,000～ 

\5,000 

※メーカ有償\9,000(メモリ込み） 
\\\555,,,000000000   

A-3 ﾘｶﾊﾞﾘﾃﾞｨｽｸ作成 HDD 障害の際に必要なﾘｶﾊﾞﾘデｨｽｸ作成(DVD-R6 枚含む) ￥7,000 ￥7,000※ﾒｰｶｰ有償\9,000～ \\\６６６ ,,,000000000   

B 
プリンターセットアップ プリンタの開梱・PC との設定（有線） 

出張無線（\7,000）別 

プリンタのみ\3,500 

複合機\5,000～ \3,500   
\\\333,,,555000000   

出出出張張張無無無線線線設設設定定定（（（333 000 分分分圏圏圏内内内）））\\\ 777 ,,, 000 000 000    

C スキャナ設定  \3,000～ \3,400 \\\333,,,000000000   

D メール設定 2 アドレスまで 1 ｱﾄﾞﾚｽ￥3,000 ￥2,000 PPP CCC ごごご購購購入入入ののの方方方    \\\111 ,,, 000000000   

E ドライバーインストール  \3,500～ \3,500 \\\333,,,000000000   

F OS リカバリーのみ （リカバリーCD がある場合のみ）OS 再インストール ﾘｶﾊﾞﾘｰのみ￥18,000～ \9,000 \\\888,,,000000000   

G 市販ソフトインストール 旧旧ババーージジョョンンアアンンイインンスストトーールル込込みみのの場場合合￥￥５５，，００００００   \3,000～ \3,000 \\\333,,,000000000   

H 
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ・再ｲﾝｽﾄｰﾙ等（不具合解消も含む） \5,000～ \5,000 \\\444,,,555000000   

システムの復元等（A 不具合解消・ｼｽﾃﾑﾄﾗﾌﾞﾙも含む） \9,000～ ￥7,000 \\\555,,,000000000   

I メモリー取付又は増設 ※別途メモリが必要となります。 \3,000～ ￥3,400 \\\333,,,000000000   

J 

ウィルス事前予防サポート 

※ウィルス対策ソフトが必要

となります。 

パソコンにウィルス対策設定を行います。（目安 1 時間～8 時間） 

① Windows Update 

② ウィルス対策ソフトインストール 

③ ウィルス対策ソフト更新 

④ 完全スキャン 

19,000～ \9,０00～ 
\\\777,,,000000000～～～      

(((DDDrrr チチチケケケッッットトト    222 枚枚枚 )))    

通常ウィルス対策 
⑤ ウィルスチェックのみ 

※1（ウィルス感染時ソフトで駆除の場合プラス２，５００） 
￥５,000～ ￥5,000 \\55 ,,000000（（ソソフフトト駆駆除除のの場場合合、、DDrr ﾁﾁｹｹﾄﾄ 22 枚枚））   

⑥ ユーザー登録及び契約更新作業 \3,000～ \1,000 \\11,,000000  

ウィルス・スパイウェア駆除 駆除方法：駆除ツール・ソフト・その他によって価格が変わります。 \13,000～ \12,000～ \\\777,,,000000000～～～   

詐欺ｿﾌﾄ削除 2 ｿﾌﾄまで アンインストールのみ \6,000～ ￥7,000～（1 ｿﾌﾄ） ￥￥￥666,,,000000000～～～   

K 

トラブル診断料 

対処法をアドバイス診断のみ。 
その場で解決可能なものは対応

致します。メニューにあるもの

は、その価格になります。 

・電源が入らない？ 

ﾄﾗﾌﾞﾙ診断

\5,000～

起動修復

\10,000～ 

10 分￥500 

 

30 分\2,000～ 

（※受講生 OB

は\1,500） 

無無無      料料料    

・起動途中/作業途中で止まる？ 

・インターネットに繋がらない？ 

・メールが送れない？ 

・プリンターが動かない？ 

トラブル診断持込（300 分分以以内内）） ※内容によってはメーカー有料になるケースもございます。 
お預かり判断になった場合は、有料と

りますので別途ご相談となります。 
トラブル診断（（メメーールル）） 

トラブル診断（（電電話話 1100 分分以以内内）） 

L インターネット接続設定（出張） ﾌﾟﾛﾊﾟｲﾀﾞｰご案内も含む \15,000～ \12,300 \\\111000,,,000000000   

M 基本出張料金市内:ｽｸｰﾙより 30 分圏内 目安 2 時間以内（（上上記記設設定定料料にに加加算算））   \9,200/回 \\\777,,,000000000///222 時時時間間間    

N 出張技術料金(追加時間)   \2,300/H \\\222,,,000000000///HHH   

OOO   デデデーーータタタバババッッックククアアアッッップププ ((( DDD VVV DDD ))) 444 ... 777 GGG    最最最小小小ﾊﾊﾊ ﾞ゙゙ｯｯｯ ｸｸｸ ｱｱｱ ｯｯｯ ﾌﾌﾌ ﾟ゚゚（（（ ｱｱｱ ﾄﾄﾄ ﾞ゙゙ﾚﾚﾚ ｽｽｽ帳帳帳・・・ ﾏﾏﾏ ｲｲｲ ﾄﾄﾄ ﾞ゙゙ｷｷｷ ｭｭｭ ﾒﾒﾒ ﾝﾝﾝ ﾄﾄﾄ・・・おおお気気気ににに入入入りりりなななどどど）））       ￥￥￥111222,,,000000000   \\\888,,,000000000///回回回    

OOO---

222   
デデデーーータタタ移移移行行行    １１１０００GGG まままででで    

容容容量量量追追追加加加 /// 111000 GGGBBB ごごごとととにににプププラララススス\\\111 ,,,000 000000   \\\111444,,,000000000～～～    \\\111444,,,000000000   \\\111000,,,000000000///回回回    

PPP   WWW iii nnn ddd ooo www sss    OOO SSS ｱｱｱ ｯｯｯ ﾌﾌﾌ ﾟ゚゚ｸｸｸ ﾞ゙゙ﾚﾚﾚ ｰーーﾄﾄﾄ ﾞ゙゙   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。   \\\111555,,,000000000～～～    ￥￥￥111０００ ,,,０００００００００    ￥￥￥111０００ ,,,０００００００００    

QQQ   ﾄﾄﾄﾗﾗﾗﾌﾌﾌﾞ゙゙ﾙﾙﾙ対対対応応応・・・そそそののの他他他   ごごご相相相談談談ののの上上上   ※※※別別別紙紙紙参参参照照照      別別別途途途おおお見見見積積積    別別別途途途おおお見見見積積積    
※ 状況に応じて追加料金がかかる場合がございます。 

※ 上上記記料料金金ははおお客客様様にによよるる PPCC 持持込込になります。出張料につきましては別別途途出出張張料料((  PP 価価格格\\77,,000000～～//22 時時間間))がかかります。 

※ トラブル状況によっては購入店舗・メーカー等へスライドさせて頂く場合もございます。 

※ 内部データに関しては、弊社はいかなる場合においても一切の責任を負いかねますので事前にバックアップをとられることをお薦めします。 

〒322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂 3-54-3  TEL:0289-63-2858 


