
平成２６年４月１日 現在　　（金額は税抜表示）

作業メニュー 一般価格
With

会員価格 内　　容

 電話でのお問合せ
 電話による、ＩＴ関連の相談や、操作指導です。
 Excel・Word等、【ソフトの操作指導】等は受け付けておりません。
 リモート操作による在宅指導・操作指導等は、下記基本料金が発生します。

 ご指定の場所までお伺いする訪問の基本料金です。

 遠距離の場合は、別途交通費（実費）をいただきます。

 １．インターネット　関連
 プロバイダやレンタルサーバーの申し込み手続きをサポートし、開通後には
  接続設定等を行います。

  パソコンでのインターネット 接続設定 4,000 2,000  PC単体でのインターネット接続設定を行います。（ルータの場合は下記参照）

   メール　設定　／　１台・１アカウント 4,000 2,000  OS環境に合わせたメールソフトの設定を行います。

 ２．ネットワーク　関連
  小規模ＬＡＮ　　ルータ  設定　／　１台 6,000 3,000  インターネット接続やパソコン共有のためのルータを設定します。

  小規模ＬＡＮ　　接続設定　／　１台 4,000 2,000  パソコンがＬＡＮに接続するための設定を行います。

  小規模ＬＡＮ　　ネットワーク 共有設定　／　１台 12,000 6,000  複数のＰＣでファイルやプリンタを共有できるように設定します。

  小規模ＬＡＮ　　ネットワーク プリンタ設定 ／ １台 6,000 3,000  ネットワークプリンタへ印刷できるように設定します。

  本格的ＬＡＮ　ネットワーク設定 （個別の ＩＰアドレス割り振り等 使用）  設定環境や使用ソフトによりますので、別途見積りとさせていただきます。

  ※必要な機材は、別途ご購入いただきます。　　※ ネットワークケーブル等の配線工事を要する場合は、別途お見積とさせていただきます。

 ３．ウィルス対策　関連　　（ スタンドアロン版 ）
 ウィルス対策ソフトのインストールと設定。
 ※ソフト代金は含まれません。別途ご用意いただきます。

  インストール済みソフトの設定・更新　／　１台 4,000 3,000  バンドルソフト等の設定とＤＡＴファイルの更新。

 感染したウィルス等を駆除（削除）します。
 ※ウィルスを駆除しても、パソコンが正常に動作しない場合があります。
 ※ あまりにも動作が不安定な場合は、パソコンの初期化をお勧めします。

 ４．Ｗｉｎｄｏｗｓ その他 ソフトウェア　関連
  Windows ( OS ) のＵpdate作業　／　１台 18,000 12,000  ＰＣ本体をお預かりし、当社でＵｐｄａｔｅ後に、納品いたします。

  ＣＤ－ＲＯＭソフトのインストール　／　１本 8,000 4,000  一部業務用ソフト（ＣＡＤ等）を除きます。

  各種ドライバの組み込み　／　１本 4,000 2,000  プリンタやデジカメ・スキャナー等との接続設定等

 可能な限り、ご指定のデータを、別のパソコンに移動します。
 データ（ソフト）の種類によっては、移動しても動作しない場合があります。
 リカバリＣＤ－ＲＯＭのある機種を、購入時状態に戻します。
 購入時に付属のリカバリCD-ROM等を事前にご用意ください。
 可能な限り、現在のデータを保存した後、パソコンを初期化し、必要なプログ
 ラムの再インストールを行い、再度データを戻します。　
 同時にパソコンの環境設定も行い、可能なかぎり、現在の状態に戻します。
 購入時に付属のCDや、後にインストールしたプログラムＣＤをご用意ください。

 ５．データ復旧 関連
  ＰＣからのデータ取り出し（ＨＤＤが正常の場合） 24,000 18,000  全てのデータを取り出せるわけではありません。

  破損データの復旧 40,000～ 30,000～  また、データの復旧ができなかった場合でも、費用は発生いたします。

 ６．廃棄　関連
  デスクトップパソコン（モニター＋本体）　廃棄作業 8,000 6,000  データ消去作業後、廃棄処理いたします。

  ノートパソコン　廃棄作業 6,000 4,000  （ マニフェスト伝票の発行はありません ）

  その他ＯＡ機器　廃棄作業 12,000～ 8,000～  大きさ等により、別途お見積もりいたします。

 ６．操作指導・訪問レッスン
 指定の場所に訪問し、個別に操作指導を行います。　
 ※ 費用発生は２時間目から。　最初の１時間は、訪問基本料金に含みます。
 ※ リモード操作による在宅指導も、当料金に該当します。

  訪問パソコンスクール ご相談 ご相談  ※ 集合形式（スクール形式）をご希望の場合は、別途ご相談ください。

 ７．その他

  料金表にない項目は、都度お見積もりさせていただきます。　お気軽にご相談ください。

※ 遠方の場合は、別途交通費（実費）をご請求させていただく場合がございます。
※ 料金表は予告なく改訂される場合があります。最新の料金表は事務局にお問合せいただくか、合同会計ホームページにてご確認ください。
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ITクラブＷｉｔｈ会員様　最大5０％ ＯＦＦ !!

※ 使える部品等を当社で
    リサイクル使用させて
　　いただく場合もあります。



パソコンが動かない！　もっとインターネットを使いこなしたい。　ウィルス対策がわからない　…　どうにかしてほしい！
そんな顧問先様のご要望に、楽々ＩＴ（アイティー）クラブＷｉｔｈはお応えしております。

　１ ・ セミナー メニュー 　　（ 無料 ）　　
ワンコインセミナー等、パソコン向けセミナーを実施した際は、無料でご参加いただけます。
その他、合同会計で実施する各種セミナーも、無料でご参加いただけます。　（ 一部、資料代をいただく場合がございます ）
　２ ・ 安心 メニュー　 　（ 会員様 特別価格 ）　　
会員の皆様にＩＴを安心してご活用いただくため、技術的なサポートを 【 会員特価 】 で行います。
　◆ パソコンの故障や、データの復旧。　社内ネットワークの設定。　各種ソフトのインストールや更新作業。
　◆ ウィルス感染したパソコンのウィルス駆除やパソコンの初期化等、ウィルス対策復旧支援　・・・　等々
　３ ・ お助け メニュー　 　（ 相談無料・実施作業 格安料金）　　
ＩＴに関する、色々なご質問・ご相談に対応いたします。　　　◆ ホームページを作りたい ◆ ＳＥＯ対策を行いたい
　◆ ＬＡＮを使って、社内をＩＴ化したい！　◆ 格安のＷＥＢサーバーを探してほしい！
　４ ・ セミナールーム　開放日　（午前・午後・夜） 　　（ 無料 ）　　　　
解放日は、講師が待機しております。　◆ ご自身のパソコンをお持込いただき、悩んで
いる箇所を、一緒に解決いたします。　◆ Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ等の個別指導も行えます。
　　　　　　　　　今後も、新たなサービスメニューを展開する予定です

　　　　　　　　　　パソコンの事ならば、何でもご相談ください！

※ 私は【合同会計 楽々ＩＴクラブ Ｗｉｔｈ 会員規約】の条項を充分理解し同意した上で、申し込みます。　　申込日 ： 平成　  　　 　年　   　　　月　   　　　日

  会社名　（カナ）

      ◆ お問い合わせは お気軽に 株式会社 合同会計　ＩＴクラブ事務局　TEL 048-256-3414

  所在地　　〒   TEL

  FAX

Ｆax ０４８-２５６-３４１８　ＦＡＸでお申込みの場合は下欄にご記入のうえ、このままご送信ください。

     【 楽々ＩＴクラブ Ｗｉｔｈ 入会申込書 】

  ご担当者名　（カナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当規約は、株式会社合同会計 楽々ＩＴクラブWith事務局 （以下 事務局という） が運営する､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ＩＴクラブWith』（以下 ＩＴクラブという）の登録と利用について､必要な事項を定めるものです｡
　１. 目的
　　　　『ＩＴクラブ』は、会員が ＩＴ を駆使し､健全な情報交換を通し､事業に役立てることを目的とする｡
　２. 定義
　　　　『ＩＴクラブ』とは､事務局が会員に対して ＩＴ に関連する各種情報提供 並びに必要なサービスを行うものとする｡
　３. 登録申込
　　　　『ＩＴクラブ』に登録入会希望する者は､この規約を承諾し､指定の入会申し込み用紙『ＩＴクラブ』に登録入会希望する者は､この規約を承諾し､指定
　　　　の入会申し込み用紙事務局は必要事項を確認し､申込を受理し会費納入を確認の上､会員登録をする｡
　４. 事務局
　　　　事務局は必要事項を確認し､申込を受理し会費納入を確認の上､会員登録をする｡会員に対しての連絡、相談､その他の事項に関する問い合わせ
　　　　等は､事務局を通して行われる。
　５. 特典
　　　　『ＩＴクラブ』は､会員に対して次の特典を与える｡
　　　　　　① セミナー等有料サービスを開催した際の会員価格での参加
　　　　　　② パソコン関係サポート料金の会員価格での利用
　　　　　　③ その他必要と思われる会員向けサービス
　６. 会費
　　　　年会費は\30,000円（消費税別）とし､会費納入を持って会員としての資格を有する。中途解約に対しては､会費の返金はしない｡会員としての
　　　　特典以外の有料サービスについては､別途定める料金をそのサービスを受けた時点で支払うものとする｡
　７. 登録期間
　　　　会員としての登録期間は、申込月の1日より1年間とし、以降は登録期間終了日の1ヶ月前までに、会員またはWith事務局より申し出がない場合は、
　　　　1年間登録を自動的に継続するものとする。
　８. 責任
　　　　会員はＩＴクラブへの登録､利用について､第三者に損害を与える行為をしてはならない｡ 問題が発生した場合には､各自の責任において解決する
　　　　ものとする｡会員のホームページの情報､掲示板に関する問い合わせなどの対応は､会員の責任で行うものとする｡
　９. 免責事項
　　　　事務局は､会員が『ＩＴクラブ』の登録､利用により損害を受けた場合でも､賠償の責任を負わない｡会員が『ＩＴクラブ』の登録､利用により第三者に損害
　　　　を与えた場合でも､事務局は一切の賠償責任を負わない｡
１０. その他
　　　　この規約は、必要に応じ､適宜修正等を行う｡  その場合､会員は修正された規約に従うものとする｡

今すぐ登録を！ （税抜）

けっこう使えて

３０,０００円

たったの
年会費

【 合同会計 楽々ＩＴクラブ Ｗｉｔｈ 会員規約 】

【 会 費 】　　　入会金 ： 無料 ／ 年会費　￥３０,０００円　（消費税別）

平成２６年４月１日
株式会社合同会計　楽々ＩＴクラブＷｉｔｈ 事務局

〒332-0031　埼玉県川口市青木２－２－７
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