
無線＆高速通信でインターネットができる人気のイーモバイル「LTE」!大学で導入したいけれど、
月額払いの契約はちょっと…と導入をあきらめていた方に朗報です！

公費で
ができます！！端末代・通信料

一括お支払！月額料金
不要!
一括払い

お問い合わせ、お見積はお近くの営業所まで！
「ハード/ソフト/技術を融合した先進のITサービスを提供する」

アプライド株式会社 SI営業部
http://www.applied.ne.jp
アプライド法人WEB専用サイト

gaihan@applide-net.co.jp
Eメール

広 島 営 業 所
広島市西区楠木町1-10-1 TEL:082-235-3536 FAX:082-235-3537

□

大 分 営 業 所
大分市顕徳町3-3-6 TEL:097-548-5785 FAX:097-548-5786

□

宮 崎 出 張 所
宮崎市橘通西5-6-65 TEL:0985-23-0008 FAX:0985-23-0035

□ 福 山 出 張 所
福山市南本庄3-4-44 TEL:084-928-0700 FAX:084-928-0701

□

高 槻 出 張 所
大阪府高槻市辻子2-1-1 TEL:072-670-6030 FAX:072-670-6031

□静 岡 出 張 所
静岡市葵区長沼690 TEL:054-267-3700 FAX:054-267-3701

□

和歌山出張所
和歌山市美園町4-86 TEL:073-425-5585 FAX:073-425-5586

□高 知 出 張 所
高知市知寄町3-306 TEL:088-880-5522 FAX:088-880-5523

□

姫 路 出 張 所
姫路市安田町3-122 TEL:079-287-0065 FAX:079-287-0068

□

鹿児島営業所
鹿児島市上之園町33-2 TEL:099-214-3918 FAX:099-214-3919

□

熊 本 営 業 所
熊本市西原3-1-7 TEL:096-384-5255 FAX:096-384-5257

□

北九州営業部
北九州市小倉北区香春口1-7-4 TEL:093-932-6507 FAX:093-932-6508

□ 岡 山 営 業 部
岡山市北区鹿田本町7-24(第2シマムラビル1F） TEL:086-235-2703 FAX:086-235-2705

□

松 山 営 業 所
松山市天山3-15-10 TEL:089-915-2055 FAX:089-915-2056

□

高 松 営 業 所
高松市東ハゼ町3-4 TEL:087-866-7600 FAX:087-866-8001

□

北 陸 営 業 所
石川県石川郡野々市町字二日市町511-1 TEL:076-294-1451 FAX:076-294-1452

□京 都 営 業 所
京都市右京区西院西溝崎町7番地 TEL:075-325-1025 FAX:075-325-1026

□

東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル8階 

TEL:03-3526-5451 FAX:03-3526-5450

SI東京営業部
大阪市淀川区西中島4-3-8　新大阪阪神ビル1階

TEL:06-6838-4123 FAX:06-6838-4122

SI大阪営業部
福岡市博多区豊2-3-19

TEL:092-481-7802 FAX:092-481-7651

SI福岡営業部（株）コムロード名古屋法人営業部

 TEL:052-263-5834 FAX:052-242-6384
名古屋市中区大須3-46-15

どこでもインターネットをご利用いただくこ
とも可能です！ 

外出先、出張先
大容量バッテリー搭載で長時間使えます！

端末代・通信料・契約事務手数料全て込みです！

ALTEEMにねんRパックα

2年間使い放題!!
（税込）

■ 月額料金
　 3880円×24ヶ月＝93,120円
■ 契約事務手数料　 3,150円
■ 端末2年保証料　  3,530円
　（修理上限額15,000円）  99,800円

公費、物品調達としてご購入いただける新一括レンタルパッケージ登場！！
大学・官公庁
法人様限定！ 

パソコン、スマートフォン、タブレットPCなど最大10台同時接続可能！工事不要！！
研究室に！出張用に！インターネットがさらに便利に！

アプライド限定
特別パッケージ
アプライド限定
特別パッケージ

超快適！！
高速通信！
使い放題！

パソコンだけでなく、スマートフォン
やタブレットPC、その他WiFi対応
機器など幅広く配線無しでイン
ターネットが高速に利用できるので
大変便利です！

イーモバイル端末はWiFi機器が同時に

無線LANが引けない部屋など、低コストで
インターネットが使える環境にすることが出来ます！

研究室や事務所のアクセスポイントとして10人(台）分ご利用頂くことができます！！

2年
パック

1年パック 89,800円（税込）

10台まで接続可能！！

人気の
イーモバイルが

高速通信！配線無し！外出先でもインターネット！

高速! 無線!

http://www.applied.ne.jp

「ハード/ソフト/技術を融合した先進のITサービスを提供する」

アプライド株式会社 法人営業部 http://www.applied.ne.jp

インターネットに
関する事

ネットワーク・
セキュリティ

修理・トラブル 
使い方・・・

廃棄・データ消去

パソコン移設・
データ復旧

パソコンをもっと速く・
もっと大容量に

コスト削減 ホームページ制作

保守・保証

研究室や事務所で
お困りの事はありませんか？

パ
ソ
コ
ン
の
処
理
が
遅
く
て

仕
事
が
は
か
ど
ら
な
い

パ
ソ
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ン
が
故
障
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書
類
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を
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ッ
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た
い

ネ
ッ
ト
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た
い

け
ど
ど
う
す
れ
ば
い
い
か

わ
か
ら
な
い

学校・官公庁様・法人様向けPCテクニカルサービス

パソコンに関するお困り事が
ございましたらアプライドへ!

他社
購入品
でも
OK！
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研究室をまるごとサポートできます！！20台までサポート!!
1パックで
最大

時間節約プログラム

各種設定 トラブル解決 アップグレード PCリフレッシュ
で解決!

最近パソコンの動きが遅くて
仕事がはかどらない…。

長年お使いになったパソコンは動作が遅くなりがちですが、
リカバリとクリーニングなどの
メンテナンスで驚くほど快適に
なることも少なくありません。
もちろん、故障箇所がないか
どうかは同時点検を行い、修理が
必要な場合はご提案いたします。

データバック
アップサービス!

パソコンには大切なデータが
たくさん!万が一の時のために
バックアップを取りたい!

バックアップの必要性は分かっていても、
何から始めるのか、データの管理方法は
どうするのかなど、課題はたくさん!
データバックアップの事は
ぜひお任せください!

ネットワーク
無線LAN設定
サービス!

使用しているパソコンを
無線LANにしてスッキリさせたい!

ルータの設定作業から
セキュリティの設定まで、
ご要望に応じた
無線LAN設定を
行います。

各種設定作業

周辺機器つないだけれど
設定がうまくいかなくて困ってる。

プリンター、LAN、スキャナや
プロジェクタなど
周辺機器の設定が
うまくいかない、
設定の仕方がわからない
という場合でも大丈夫です!
設定作業代行いたします!

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

時間節約プログラム限定 ※記載以外のメニューは
　有料となります。なんでもおまかせ設定!研究室向け特別パックプレミアムプレミアム

無料!
で何回でも

タイムトリップ

研究室のパソコン、1台1台に保守サポートをつけるのは、コストがかかりすぎて、とてもできない・・・だけど万が一のトラブルの時は困るし・・・

※1パック20ライセンス（20台）の申込みを適用条件とします。※当保守サービスに含まれるのは作業代のみです。部品代・ソフト代・別途必要機材代等は含みません。※設定をおこなうために他の部材・機器が必要な場合は、別途費用が発生します。
※ご使用のパソコンや環境によっては、サービスをご提供できない場合もございます。※ご使用機器の故障・不具合によって修理や部品交換が必要な場合は、別途費用が発生します。※基本的に現地作業が1時間を超える場合については、引揚げてお預かりとさせていただくことがあります。
※出張サービスの日時は、ご依頼から数日掛かることがございますので、予めご了承ください。※データ移行、データバックアップは、正常動作するパソコンに限ります。起動しないパソコン等の場合は別料金となります。※出張エリアはSI営業所または店舗から30km圏内（車で1時間以内）となります。

ネットワーク設定、周辺機器の設定、各種アップデートからパソコンの
トラブル診断まで！パソコンに関するお困りごとに対応いたします！

1パッケージで最大20台までサポートいたします!充実のサポートメニュー数で
安心のトータルサポート!業界最安値水準で中身は充実!研究室保守サポートの決定版です! 20台までのサポートが受けれます！

業界騒然の低料金！
月々
約 円で

こちらのパッケージですべて解決します!

さら
にお
得に
！便
利に
！！

新プ
ラン

登場
！！お客様の環境に合わせて選べる3つのプランをご用意!

パソコンに関するトラブル・お困り事はございませんか？パソコンに関するトラブル・お困り事はございませんか？

お手頃
料金!

人気NO.1
プラン!

業界騒然
の

保守プラン
!

圧倒的低料金! 充実のパソコンサポートメニュー! 新プラン登場しました!

テクニカル保守パッケージ学校・官公庁様向け

研究室向け特別パック

プレミアムプレミアム

技術作業に関することはおまかせください!
T-tripならではの充実のサポートメニューをご用意しました!

期間中は何回でも無料!!

期間中は何回でも無料です!!

20 サポート!!台まで
1パックで
最大

研究室をまるごとサポート!
コストパフォーマンス抜群のパッケージです。

驚きの
低料金

パソコンテクニカル
保守サービスの決定版!

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

タイムトリップ

パック年

タイムトリップ

パック年

タイムトリップ

パック年

全てのメニューが選べる安心スタンダードコース!
データバックアップやデータ移行などデータに関する
作業も含みます。

人気のミドルパックから「データ関連メニュー」
を除いたお手頃価格のシンプルパッケージです。

エコノミーパックライトライト

スタンダードパックミドルミドル

研究室向け特別パックプレミアムプレミアム

充実の
サポート内容

テクニカル保守パッケージ学校・官公庁様向け

研究室のパソコンのお世話を
まるごとお引き受けいたします！
今だけの特別限定パッケージです！ 89,800円最大20台

サポート！ NEW!

タイムトリップ

パック1年
無料!
で何回でも

タイムトリップ研究室向け特別パックプレミアムプレミアム

最大20台まで
サポート!1パッケージで最大20台までサポートいたします!

研究室のパソコンのお世話をまるごとお引き受けいたします!
今だけの特別限定パッケージです!

（税込）

大学・官公庁様向けテクニカルサービス＆サポート

テクニカル保守パッケージ

●リカバリー
●Windowsアップデート
●メーカー各種アップデート
●リカバリディスク作成
●簡易配線
●常駐ソフト調整

●ソフトインストール
●簡易操作説明
●有線・無線インターネット設定
●有線・無線プリンタ設定
●デジタルカメラ接続設定
●パスワード設定

●フリーメールアカウント取得
●メール設定
●不要アプリケーション削除
●不要PC引取り
●不要PCデータ消去
●モニタ2画面設定

●各種データ移行
●Bluetooth設定
●イーモバイル設定
●スカイプ設定
●PCクリーニング
●デジタルオーディオプレイヤー接続設定

●TVチューナー設定
●PC組立代行
●ラック組立て
●パソコン診断
●メモリ取付・交換
●HDD・ODD取付・交換

●VGA取付・交換
●電話・リモート
　サポート

32
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●リカバリー
●Windowsアップデート
●メーカー各種アップデート
●リカバリディスク作成
●簡易配線
●常駐ソフト調整

●ソフトインストール
●簡易操作説明
●有線・無線インターネット設定
●有線・無線プリンタ設定
●デジタルカメラ接続設定
●パスワード設定

●フリーメールアカウント取得
●メール設定
●不要アプリケーション削除
●不要PC引取り
●不要PCデータ消去
●モニタ2画面設定

●各種データ移行
●Bluetooth設定
●イーモバイル設定
●スカイプ設定
●PCクリーニング
●デジタルオーディオプレイヤー接続設定

●TVチューナー設定
●PC組立代行
●ラック組立て
●パソコン診断
●メモリ取付・交換
●HDD・ODD取付・交換

●VGA取付・交換
●電話・リモート
　サポート

は、ご予算内で、「お客様がやりたい事」をコーディネートします!
タイムトリップ

お客様のご要望をお伺いし、機種の選定、必要な周辺機器や各種設定まで、最適な環境をご提案いたします!

ぜひ、営業担当へご相談ください!
お客様に代わって解決いたします!

パソコンに関するトラブル、お困り事はございませんか?

49,800安心
料金

/ライセンス

円

タイムトリップ

パック年
学校・官公庁様向けテクニカル保守サービス

パッケージ料金タイムトリップ

1パック1ライセンス（1台） （税込）

スタンダードパックミドルミドル

39,800安心
料金

/ライセンス

円

タイムトリップ

パック年
学校・官公庁様向けテクニカル保守サービス

パッケージ料金タイムトリップ

1パック1ライセンス（1台） （税込）

エコノミーパックライトライト

●リカバリー
●Windowsアップデート
●メーカー各種アップデート
●リカバリディスク作成
●簡易配線
●常駐ソフト調整

●ソフトインストール
●簡易操作説明
●有線・無線インターネット設定
●有線・無線プリンタ設定
●デジタルカメラ接続設定
●パスワード設定

●フリーメールアカウント取得
●メール設定
●不要アプリケーション削除
●不要PC引取り
●モニタ2画面設定
●Bluetooth設定

●イーモバイル設定
●スカイプ設定
●PCクリーニング
●デジタルオーディオプレイヤー接続設定
●TVチューナー設定
●PC組立代行

●ラック組立て
●パソコン診断
●メモリ取付・交換
●HDD・ODD取付・交換
●VGA取付・交換
●電話・リモートサポート

は、ご予算内で、「お客様がやりたい事」をコーディネートします!
タイムトリップ

お客様のご要望をお伺いし、機種の選定、必要な周辺機器や各種設定まで、最適な環境をご提案いたします!

ぜひ、営業担当へご相談ください!
お客様に代わって解決いたします!

パソコンに関するトラブル、お困り事はございませんか?

時間節約プログラム限定
タイムトリップ

※記載以外のメニューは
　有料となります。なんでもおまかせ設定!エコノミーパックライトライト時間節約プログラム限定

タイムトリップ

※記載以外のメニューは
　有料となります。なんでもおまかせ設定!スタンダードパックミドルミドル

PCリフレッシュ
で解決!

最近パソコンの動きが遅くて
仕事がはかどらない…。

長年お使いになったパソコンは動作が遅くなりがちですが、
リカバリとクリーニングなどの
メンテナンスで驚くほど快適に
なることも少なくありません。
もちろん、故障箇所がないか
どうかは同時点検を行い、修理が
必要な場合はご提案いたします。

データバック
アップサービス!

パソコンには大切なデータが
たくさん!万が一の時のために
バックアップを取りたい!

バックアップの必要性は分かっていても、
何から始めるのか、データの管理方法は
どうするのかなど、課題はたくさん!
データバックアップの事は
ぜひお任せください!

ネットワーク
無線LAN設定
サービス!

使用しているパソコンを
無線LANにしてスッキリさせたい!

ルータの設定作業から
セキュリティの設定まで、
ご要望に応じた
無線LAN設定を
行います。

各種設定作業

周辺機器つないだけれど
設定がうまくいかなくて困ってる。

プリンター、LAN、スキャナや
プロジェクタなど
周辺機器の設定が
うまくいかない、
設定の仕方がわからない
という場合でも大丈夫です!
設定作業代行いたします!

無料!
で何回でも

タイムトリップ

PCリフレッシュ
で解決!

最近パソコンの動きが遅くて
仕事がはかどらない…。

長年お使いになったパソコンは動作が遅くなりがちですが、
リカバリとクリーニングなどの
メンテナンスで驚くほど快適に
なることも少なくありません。
もちろん、故障箇所がないか
どうかは同時点検を行い、修理が
必要な場合はご提案いたします。

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

ネットワーク
無線LAN設定
サービス!

使用しているパソコンを
無線LANにしてスッキリさせたい!

ルータの設定作業から
セキュリティの設定まで、
ご要望に応じた
無線LAN設定を
行います。

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ

各種設定作業

周辺機器つないだけれど
設定がうまくいかなくて困ってる。

プリンター、LAN、スキャナや
プロジェクタなど
周辺機器の設定が
うまくいかない、
設定の仕方がわからない
という場合でも大丈夫です!
設定作業代行いたします!

無料!
で何回でも

タイムトリップ

レーザー
ポインタ
便利な
パソコン操作が
できるタイプ

プロジェクター&スクリーン

設置場所を選ばない
ノートパソコン
大容量バッテリータイプ

ご予算、ご用途に
合わせた機種をご提案します!

ファイルを1つの
HDDにまとめて、
情報共有が図れます。

A3プリンタ複合機
（ネットワーク対応）

お見積り書

0,000円

0,000円

ご提案 ご提案
ご提案

ご用途に合わせたパソコンと、プリンタ複合機、
NASを無線ネットワーク化し、事務の効率化をご提案! 組立てパーツの選定から、

組立てまですべて行います!

NAS
（ネットワーク対応HDD）

LAN LANA3プリンタ複合機をネットワークに
つなぎどこからでも印刷することができます。

複合タイプなのでコピーやFAXも
これ1台でできます!

無料で行います!

接続・設定のテクニカルサポート 無線LANや無線アダプタなど
必要な機器もご提案

どこよりも

お安い
価格で!

例えば…研究室のパソコンが古くて、仕事がはかどらないので、
一式入れ替えたい!配線が面倒なので無線にしたいのだが…

例えば…会議室でプレゼンテーションを
行う機器が一式欲しい!

例えば…仕事に合わせた仕様で
パソコンが欲しいのだが、
パソコンを組立てる時間がない

無料!
セットで設定は

タイムトリップ

無料!
セットで設定は

タイムトリップ

無料!
セットで
組立・設定は

タイムトリップ

リカバリディスクの作成も行います!

レーザー
ポインタ
便利な
パソコン操作が
できるタイプ

プロジェクター&スクリーン

設置場所を選ばない
ノートパソコン
大容量バッテリータイプ

ご予算、ご用途に
合わせた機種をご提案します!

ファイルを1つの
HDDにまとめて、
情報共有が図れます。

A3プリンタ複合機
（ネットワーク対応）

お見積り書

0,000円

0,000円

ご提案 ご提案
ご提案

ご用途に合わせたパソコンと、プリンタ複合機、
NASを無線ネットワーク化し、事務の効率化をご提案! 組立てパーツの選定から、

組立てまですべて行います!

NAS
（ネットワーク対応HDD）

LAN LANA3プリンタ複合機をネットワークに
つなぎどこからでも印刷することができます。

複合タイプなのでコピーやFAXも
これ1台でできます!

無料で行います!

接続・設定のテクニカルサポート 無線LANや無線アダプタなど
必要な機器もご提案

どこよりも

お安い
価格で!

例えば…研究室のパソコンが古くて、仕事がはかどらないので、
一式入れ替えたい!配線が面倒なので無線にしたいのだが…

例えば…会議室でプレゼンテーションを
行う機器が一式欲しい!

例えば…仕事に合わせた仕様で
パソコンが欲しいのだが、
パソコンを組立てる時間がない

無料!
セットで設定は

タイムトリップ

無料!
セットで設定は

タイムトリップ

無料!
セットで
組立・設定は

タイムトリップ

リカバリディスクの作成も行います!

いたします!
出張便利で

 安心！

お客様の所に伺い
サポートいたします!

※1パック1ライセンス（1台）の申込みを適用条件とします。※一台のパソコンを複数名で切り替えて利用する場合、ユーザー毎に1ライセンスが必要です。※当保守サービスに含まれるのは作業代のみです。部品代・ソフト代・別途必要機材代等は含みません。
※設定をおこなうために他の部材・機器が必要な場合は、別途費用が発生します。※ご使用のパソコンや環境によっては、サービスをご提供できない場合もございます。※ご使用機器の故障・不具合によって修理や部品交換が必要な場合は、別途費用が発生します。
※基本的に現地作業が1時間を超える場合については、引揚げてお預かりとさせていただくことがあります。※出張サービスの日時は、ご依頼から数日掛かることがございますので、予めご了承ください。※出張エリアはSI営業所または店舗から30km圏内（車で1時間以内）となります。

※1パック1ライセンス（1台）の申込みを適用条件とします。※一台のパソコンを複数名で切り替えて利用する場合、ユーザー毎に1ライセンスが必要です。※当保守サービスに含まれるのは作業代のみです。部品代・ソフト代・別途必要機材代等は含みません。※設定をおこなうために他の部材・機器が必要な場合は、
別途費用が発生します。※ご使用のパソコンや環境によっては、サービスをご提供できない場合もございます。※ご使用機器の故障・不具合によって修理や部品交換が必要な場合は、別途費用が発生します。※基本的に現地作業が1時間を超える場合については、引揚げてお預かりとさせていただくことがあります。
※出張サービスの日時は、ご依頼から数日掛かることがございますので、予めご了承ください。※データ移行、データバックアップは、正常動作するパソコンに限ります。起動しないパソコン等の場合は別料金となります。※出張エリアはSI営業所または店舗から30km圏内（車で1時間以内）となります。

無料!
で何回でも

タイムトリップ

無料!
で何回でも

タイムトリップ
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大学・官公庁様向けテクニカルサービス＆サポート

テクニカル保守パッケージ

全てのメニューが
選べる安心のスタンダードコース!
データバックアップやデータ移行
などデータに関する作業も含みます。

各種設定＆トラブル解決!
パソコンに関するお困り事、
営業スタッフが
駆けつけ解決いたします!

テクニカル保守パッケージ学校・官公庁様向け

人気No.1の
保守プラン

導入しや
すい

低料金プラ
ン

「なんでもおまかせ設定」!各種設定からデータ関連までお客様の様々なご要望にお応えします!!

圧倒的サポートメニュー数! お手頃価格で導入できます!
スタンダードパックから「データ関連」メニューを除いたお手頃価格のシンプルパッケージ!!

スタンダードパック

ミドルミドル

期間中は何回でも無料!!
各種
設定

トラブル
解決

アップ
グレード

テクニカル保守パッケージ学校・官公庁様向け

エコノミーパック

ライトライト

各種
設定

トラブル
解決

アップ
グレード 期間中は何回でも無料!!

■2012 アプライド 「PCテクニカルサービス」　A4　中（4-5）
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■2012　アプライドPCテクニカルサービス　A4　p4・5

大学・官公庁様・法人向けテクニカルサービス＆サポート

パソコン延長保証

アプライドの延長保
証サービスはひと味

違う！

パソコンをトータルにサポ
ートするオールインワンパ

ッケージ！

安心してパソコンをご
利用いただける「延長

保証サービス」です。初
期設定やwindowsア

ップデートなど各種設
定サポートセット！

パソコンご購入時はぜ
ひセットで！

延長保証 各種設定サービス＋

リカバリーディスク 延長保証初期設定/
アップデート

高額な修理代金も安心の
サポートパックに
入っていれば大丈夫です！

ご用途とご予算に合わせて選べる3つのプランをご用意！

お客様の
お悩み

パソコンご購入時の

解決

初期設定やWindowsアップデートなど
各種設定サポートもセット！ パソコンご購入時にぜひ、ご検討ください！

初期の
アップデートに

2時間もかかるの？

リカバリー
ディスクを

作るのは面倒！

1年過ぎて
故障したら

修理代が心配！

延長保証

パソコン初期設定／Windowsアップデート

リカバリーディスク作成

パソコン修理延長保証（3年間・5年間）

2012年
9月

2012年
11月

この期間の差分を修正します!!
メーカー

出荷 購入不具合は随時修正されている
パソコン本体は
　①パソコン本体(ハード)
　②OS：WINDOWS(ソフト)
の2つで構成されています。

ハードディスクが
壊れてパソコンが
起動しない!!

ご使用のパソコンに合った
リカバリーディスクを作成

❶店頭でハード
　ディスクを購入

❷交換作業
　￥5,000-(NT)

❸交換したハードディスクに
　作成済のリカバリディスクを
　使用￥9,000(インストール料)

＋
＝
安く
早く復活!

パソコン初期設定 30分～1時間
Windowsアップデート 2時間前後

作業時間の目安 1～2時間

パソコン延長保証は5年プランがお薦めです！

▲

パソコンをすぐお使いいただけます！▲

ユーザー名、アイコン出し、Officeライセンス
　認証、IE起動設定など▲

最新のプログラムへ更新、
　不具合を解消します。

この期間が長くなればなるほど
時間がかかり面倒になります。

▲

工場出荷時の状態に戻すことが出来る
　ディスクになります。▲

NECなど6枚のDVDメディアを使うこと
　もあります。使用するメディアは信頼性の
　高いメーカー製を使用します。

詳しい方ほど頼まれる
傾向にあります

▲

パソコンの買い替え周期は総務省調べで5.3年、
　日経新聞調べで4.2年▲

故障が原因での買い替え割合 2002年度 25％ ⇒ 現在 50％ 以上▲

パソコンの故障率は、使用期間が
　3年を経過するころから急激に上がります。

■上限は、本体価格(税抜)まで何回でもOK　■データ、消耗品(キーボード、
　マウス、バッテリー、ケーブルなど)、落下、天災などは保証外
■免責は30％となります。

修理費用の70％を保証(税抜)

パソコン安心サポートサービス

サポートパック 3S(3年保証）

19,500円
Windows
アップデート

リカバリー
ディスク作成

サポートパック

パソコン
初期設定

出張致します
もちろんトラブル時は
お伺いします!

人気のプラン！3年間延長保証から初期設定、
windowsアップデート、リカバリディスク作成まで
付いたオススメパックです！

パソコン修理延長保証 3年間
期間中は上限金額まで何回でも修理可能です！

※修理上限金額はご購入金額（税抜）までとし、免責は修理代の30%となります。

パソコンの各種初期設定を行
います。
初期不良もここでチェックを行
います。

windowsを最新版にアップデー
ト致します。セキュリティホール
等問題点を解決致します。

万が一の時に備えて、パソコン
の設定を元に戻すリカバリディ
スクを作成致します。

Windows
アップデート

パソコン
初期設定

パソコンの各種初期設定を行います。
初期不良もここでチェックを行います。

windowsを最新版にアップデート致します。
セキュリティホール等問題点を解決致します。

3S

サポートパック ライト(3年保証）

13,000円

サポートパック

出張致します
もちろんトラブル時は
お伺いします!

導入しやすいお手頃価格プラン！3年間延長保証＆
初期設定＆windowsアップデート！

パソコン修理延長保証 3年間
期間中は上限金額まで何回でも修理可能です！

※修理上限金額はご購入金額（税抜）までとし、免責は修理代の30%となります。

サポートパック 5S(5年保証）

26,500円
Windows
アップデート

リカバリー
ディスク作成

サポートパック

パソコン
初期設定

出張致します
もちろんトラブル時は
お伺いします!

長期5年間延長保証から初期設定、
windowsアップデート、リカバリディスク作成まで
付いた万全サポートパックです。

パソコン修理延長保証 5年間
期間中は上限金額まで何回でも修理可能です！

※修理上限金額はご購入金額（税抜）までとし、免責は修理代の30%となります。

パソコンの各種初期設定を行
います。
初期不良もここでチェックを行
います。

windowsを最新版にアップデー
ト致します。セキュリティホール
等問題点を解決致します。

万が一の時に備えて、パソコン
の設定を元に戻すリカバリディ
スクを作成致します。

5S

ライト

徹底した
サポートで
安心！

安心1安心1

安心2安心2

安心3安心3

(税込)

(税込)

(税込)
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高速化テクニカルメニュー
買い替えるのは勿体ないし…パソコンの起動が遅いパソコンの動作が遅い

パソコンが起動せずに

とにかく
駆けつけて
欲しい

誤ってデータを
消してしまった

パソコンが
立ち上がらない

ＵＳＢメモリや
ＳＤカードのデータが
見れなくなった

トラブルが発生したパソコンからデータを迅速に救出いたします！
読めなくなった、幅広い各種記憶媒体のデータ復旧をいたします。   

あらゆる記憶媒体のデータ復旧が可能です!

以前と変わりなく、継続してご利用になれるように、

パソコンの買い替え等で
必要になる各種データや設定などの
移設作業は時間と手間がかかり大変です！
ぜひ、弊社にお任せください！

パソコン
買い替え時の、データ移設作業にデータ移設作業にデータ移設作業にデータ移設作業に

保存していたデータをあきらめていませんか？保存していたデータをあきらめていませんか？
ま
い
っ
た…

お困りではありませんか？
パソコン

サービス

環境

移行
移 設

データや、現在の使用環境を移行します！

トラブルが発生したコンピュータの記憶装置からデータを救出する、高度なデータリカバリーサービスを提供しています。
様々な障害で読めなくなった、幅広いハードウェア、ソフトウェアのデータを復旧します。
現在、パソコンのHDD（ハードディスクドライブ）などには、会社や個人の財産ともいえる多くの情
報が記録されています。しかし、操作やソフトの誤動作などによる障害（論理障害）や、ハードウェア
の故障などが原因の障害（物理障害）で、データが失われる危険性があります。
トラブルの際、迅速に「論理障害」または「物理障害」なのかを判断。高い技術・最高の設備・優秀な
スタッフにより、お客様のデータ復旧を行ないます。

デスクトップパソコン、ノートパソコン、
サーバ、ワークステーション…

Windows 8/Windows 7/ Windows Vista
Windows XP、Windows 2000、
Windows 95/98/Me、Mac OS…

HDD、コンパクトフラッシュ、SDカード、
メモリースティック、スマートメディア…

CD、DVD、フロッピーディスク
ブルーレイ…

お使いのHDD容量が
そろそろいっぱいになっていませんか？

パソコンの起動も、インターネットの
通信もすべてが高速に！

動画 写真

音楽 仕事

作業
料金

今お使いのパソコン、HDDの容量がいっぱいになっていません
か？　HDDの残り容量が減るとデータを保存できないばかり
か、パソコンの処理動作もかなり遅くなります！
お持ちのパソコンのHDD増設は弊社にお任せください！

アプライドのテクニカルサービスにお任せください！

Panasonic Let’s noteシリーズのHDD交換は、技術的に非
常に難しく、個人で替える事が困難です。しかし、メーカーに
HDD交換を依頼すると作業代金は非常に高額になります。

ミリ単位の高度な技術レベルの作業が要求されますが、弊社の専門技術スタッ
フが1台1台、丁寧に調整させていただきます。

市販のノート用HDDを利
用することで、格安料金で
修理が可能です!

HDDの故障時
HDDの容量が一杯で
容量を増やしたい方に
も最適!!

HDDのアップグレード

動画も写真も重たいデータをたっぷり保存！

Panasonic Let’sNote HDD交換サービス

大容量！大容量！15,000円

あらゆるメディアに対応あらゆるドライブに対応あらゆるOSに対応あらゆるプラットフォームに対応

HDD増設サービス

SSD  高速化
パソコン専門店の技術力を結集！パソコンを買い換えなくてもここまで快適に！
今、お持ちのパソコンが、僅かな投資で蘇ります！

パソコン高速SSDカ
スタマイズセット!!

P
C高速化パック

HDDよりも高速・静音・耐衝撃性・低消費電
力・低発熱・軽量化に優れている最新のスト
レージディスク「SSD」!!　パソコンのHDD
をSSDに入れ替えることで高速化を実現!!

2年間
パック 「松風TUNE」PC高速化サービス

セ
ッ
ト
内
容

セットアップ
チューニング

システムソフト

●「パソコン高速化SSD換装作業」　● PC高速化サービス「松風チューン」設定

部材代
別途

部材代
別途

劇的な

速度
アップ!!!

超高速化パック

● 「パソコン高速化SSD換装作業」高速化パック（SSD換装作業）

Windowsの安定化・高速化を図るシステムソフトをセットアップ
し、パソコンを快適にお使いいただけるようにいたします！
パソコンの製造年代・仕様を問わず、カタログスペックを大幅に上
回る性能をご体感できます！

高速化システム「松風TUNE」

10,000円
30,000円パソコンへSSDの取付けを行います。 取り付けたSSDにOSのインストールを行います。

HDD→SSDへの交換 OSのインストール
再インストール用のリカバリディスクを作成します。
リカバリディスクの作成

インストール、チューニング作業を行います。
松風チューンセットアップ

パソコンへSSDの取付けを行います。 取り付けたSSDにOSのインストールを行います。
HDD→SSDへの交換 OSのインストール

再インストール用のリカバリディスクを作成します。
リカバリディスクの作成

（税込）

（税込）

最新＆高速ストレージ「SSD」
最新ストレージ「SSD」に入れ替えを行います！

起動、データの読み出し･保存が驚きの速さに!!とにかく快適です!!

Windowsの動作が3倍速に！Office、Adobeなどのソフトも高速に！インターネットもとにかく速く！

期間
限定!!

期間
限定!!

（税込）
部材代
別途

作業
料金 30,000円（税込）

部材代
別途

ご存知ですか？ HDDの残り容量が減るとデータを保存できないばかりか、
パソコンの処理動作もかなり遅くなります！

HDDに関する技術作業はアプ
ライドにおまかせください！

そこでこちら!!

パソコン大容量化計画パソコン大容量化計画
お使いのパソコンのHDD容量をさらに大きく致します！

増設できるパソコンはHDDを追加！増設できないパソコンはHDDの換装を行います！

HDDの容量が少なくなったからといってパソコンを

買い替えたり、データを消す必要はありません！

パソコンがSSDで劇的に速
くなる！一度使うともう戻れな
い！

壊れたハードディスクのデータや誤って消したデータを救出します!!

周辺機器設定保存データ

お気に入り

インターネット・メール環境設定

リカバリディスク作成アドレス帳

万が一の時のためにバックアップを取りたい！

データバックアップサービス
環境
移行

大切な仕事のデータを万が一の場合に備えてバックアップ！
手間と時間のかかるバックアップ作業はぜひおまかせください！

通常作業料金40,500円が、

通常作業料金20,000円が、

高い技術と最新設備で
データのトラブル解決します！

大学・官公庁様・法人向けテクニカルサービス＆サポート

データ復旧・移設
大学・官公庁様・法人向けテクニカルサービス＆サポート

パソコン大容量化・高速化

■2012　アプライドPCテクニカルサービス　A4　p8・9
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ホームページ制作

■2012　アプライドPCテクニカルサービス　A4　p10・11

見やすい大画面！

15.6型
ワイド液晶

英語だけでなく、中国語や韓国語への翻訳も可能です！
トナーとインクは、ぜひリサイクル品をご指名ください！
使用済みカートリッジも無料回収中です

DVDスーパーマルチに
WEBカメラ、無線LANなど
機能面も充実！

ご要望の仕様がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

制作事例はwebより
http://www.labnavi.info/wp/archives/category/web

トナーとインクの代金は、継続的に発生する費用でありながら、最初にご注文をなさったままの金額で継続しが
ちです。つまり、コストがかかる商品でありながら、コストダウンの意識が向きにくい商品です。

パソコンレンタルでこんなメリットが!

30,000円～

ビジネスに最適なスタンダードモデル!!
見やすい大画面15.6型液晶に
充実の機能を装備!

Yahoo,Google,MSN等のロボット型検
索エンジンで意図したワードで上位に表
示させるほか、アクセス解析の提供サー
ビスを行っております。

SEO対策について
大学の特色を活かしたサイトの構築・コン
テンツの提案をいたします。見やすさ・使
いやすさを考慮し、優れたデザイン性によ
るイメージの確立・向上を可能にします。

ホームページ制作
・ホームページの更新作業
・ドメイン取得
・アクセス解析
・GoogleMapを利用したコンテンツ制作

その他サービス
高機能なブログシステムを自由に使うこ
とができ、担当者レベルで更新が可能
なサイトを構築。日記・感想などブログ系
コンテンツとして活用いただけます。

ブログCMS

学会向けシステム ブログ・掲示板

学部・学科CMSCMS SNS

安心しておまかせください!!

制作
実績 500
法人様・大学/官公庁様･病院様など

留学生の方へ 海外の
研究者の方へ

翻訳することで留学生の方によりわか
りやすい情報を伝えることができます。

国内のみだけでなく海外にも情報発信す
ることで研究の幅を広げることができます。

同じデザインをベース
にすることで統一感
があり、かつ価格を抑
えた他言語サイトの
構築ができます！日本語

※翻訳費用とは別にページ制作費用が必要となります。

日本語2000文字程度の
翻訳作業で

東京大学　東京理科大学　首都大学東京　筑波大学　横浜国立大学　神戸大学　千葉大学　金沢大学　日本大学　
明治大学　富山大学　福井大学　静岡大学　名古屋工業大学　名古屋大学　京都大学　大阪大学　大阪市立大学　
大阪府立大学　近畿大学　奈良先端技術大学院大学　岡山大学　広島大学　岡山理科大学　広島工業大学
関西学院大学　香川大学　愛媛大学　高知大学　北九州市立大学　九州大学　九州工業大学　佐賀大学　熊本大学
大分大学　宮崎大学　鹿児島大学　福岡大学　福岡工業大学　鹿児島県立短期大学など

納入先大学一覧　弊社WEBシステム・WEBサイト導入実績500件以上件以上！

最大70%の消耗品コストダウン!!

レンタル料 （１ヶ月）

5,000円/月（消費税込）（消費税込）

アプライドがお奨めするリサイクルトナー・リサイクルインクなら、大幅なコストダウンを実現できます！

経済的で環境にやさしい
リサイクルトナーを試してみませんか？

高品質&低料金！
ホームページ制作は
おまかせください！

ホームページ制作
学会、オープンキャンパスなどのイベント、学内研修、テストや短期間のプロジェクト
また、新人・派遣スタッフの増員時など、急遽パソコンが必要になった時に便利です！ 

ホームページを制作されませんか？
多言語で

留学生の増加や海外公演をされる先生方から翻訳と多言語での
ホームページ制作依頼が殺到しております。お気軽にご相談ください！

■管理と更新を簡単にしたい！
■学科のサイトをまとめて管理したい！

■演題登録・参加申込システムを導入したい！
■学会会員向けにコミュニティサイトを作りたい！

多言語ホームページ制作料金の目安

新規制作 リニューアル
研究内容の紹介や、学生の募集な
ど、目的に応じたレイアウト・デザイン
でアピールしませんか？開設後は市
販のホームページ制作ソフトでも更
新可能です！

文字だけのページで、読みづらい
と思った事はありませんか？画像
や、見出しを使った見やすいホー
ムページにリニューアルしません
か？

英語

中国語

研究室のパソコン関係のトラブルをスムーズに解消し、業務を安心して行えます。
アプライドの万全サービス体制

パソコン・周辺機器等でお困りのことがございましたら
まずはアプライドにご連絡ください！

パソコンの故障やトラブルで
お困りのことはございませんか？

お客様のパソコンやスマートフォン
「セキュリティ対策」大丈夫ですか？

▲

ウイルスに感染した!▲

再起動を繰り返す!

▲

電源が入らない! ▲

印刷ができない! etc.

このようなときはアプライドをお呼びください！

Apple Macも修理承ります パソコン・プリンタ複合機OK

大学担当営業が駆けつけます 全メーカー修理対応可能

研究室の効率化をご提案します！
ぜひお問合せください！

▲

友人や会社の方の電話番号が
　流失して大変なことに

▲

スマートフォン（Andoroid）に
　セキュリティ対策をしたい！

▲

アプリをダウンロードしたら
　身に覚えのない高額な請求が

▲

パソコンのセキュリティソフトの
　期限が迫っている！

パソコンだけでなく、プリンタやネットワーク対応機器をケーブルでつながず、
無線化して快適な使用環境にしませんか？設定はアプライドにお任せ下さい。

Windows、ＭａｃＯＳ、ネットワーク機器など何でもＯＫです!!
無線LAN
ルータ

無線LAN内蔵
パソコン

無線LAN内蔵パソコン

ワイヤレスでデータ保存！
もちろんプリントアウトも！

デスクトップパソコン
ネットワーク対応
ハードディスク

ネットワーク対応
プリンタ

データをみんなで共有

仕事のデータや写真を
グループで共有！
自分の部屋で利用できます。

無線化して快適な使用環境にしませんか？
研究室を無線化して快適に!

驚きの低価格でレンタル致します
ノートPCレンタルサービス

「Webアクセス」機能を活用しませんか？
外出先からアクセスできる

カスペルスキー2013
マルチプラットフォームセキュリティ

更新の手間が省ける、長く使える「3年版」がオススメです！

8,980円 ソフト代 5,980円+
設定料 3,000円

カスペルスキーは他社を圧倒するセキュリ
ティレベル！ 安心度が違います！

1本で3台まで使えるので、パソコンにもス
マートフォンにも使えて、大変お得です！

Windowsはもちろん、MacOS、Androidに
組み合わせ自由でインストール可能！！

1年ライセンス版で3,980円、3年ライセンス版でも
5,980円と非常にリーズナブルな価格になっています！

万全のセキュリティで安心！ １本で3台までOK！スマートフォンにも使える！

Windows、MacOS、Androidにも使える！ 価格が安くて経済的！

3年
3台版

USBケーブル不要。
コンセントがあればどこでも使える！
※初期設定にはUSBケーブルが必要です。

ワイヤレスでプリントアウト出来て
とっても便利！

有線

NAS

インターネット

センター
サーバー

家族
子供の映像を
田舎の両親も
ダウンロード

友達
友達に教えて
みんなの写真
を共有

会社
仕事先から
データの
やりとり

ダウンロード、アップロードが
できるようになる

インターネット経由で、外からNASのデータへのダウンロード・アップロード
が可能になる「Webアクセス」機能。オフィスなどの外出先から、家に置い
てきた書類データの確認や編集を行いたい場合や、遠方にいる人などへの
文書データや写真や映像データの受け渡しをしたい場合など、様々なシーン
で便利に使えます。

buffalonas.comにアクセス

高品質なリサイクルトナーを低価格、納期迅速でお届けします。

リサイクルトナーによりオフィスから発生するゴミ
を減らし資源の有効活用・廃棄物の削減に貢
献できます。

純正品を使用するよりも30～70％のコストダウン
が図れ、経費の削減に繋がります。

当社のリサイクルトナーは、リサイクルトナー製造
工場から直接仕入れてますので管理が万全で
す。

環境にやさしい

コスト削減
高品質

必要最低限の予算でご利用可能です! 新プロジェクトの予算管理が
容易になります!

レンタル費用はすべて
経費処理が可能です!

万が一故障の際は
代替品を無償レンタル致します!

アプライドが迅速にトラブル解消のお手伝いをさせて頂きます。
もちろんMacパソコンや自作PC・周辺機器もお任せください！

NAS導入でこんなに便利に！

http://www.applied.ne.jp/web/index.html
アプライド法人様専用WEBサイト「ホームページ作成」

他にも様々なサポートメニューをご用意しております！
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