
【電話】 090-7357-5364（9:00 ～ 17:00）

【定休日】日曜・祝日 ( トラブル対応あり )

【休業日】12/31 ～ 1/5

〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 2800-9

LINE 公式アカウント https://officenao.net

未来オフィスNAO

京丹後市で 20 年以上、出張パソコン修理や業務用デスクトップの販売を

行ってきた専門技術者が、貴方の事務所ご自宅まで訪問し、パソコンや

インターネット、無線 Wi-Fi などの様々な不具合に対処します。

主な特徴は以下の通りです。

・出張パソコン修理（トラブル対応は丹後限定で年末年始以外受付中 )

・業務用デスクトップの販売＆設置、無線 Wi-Fi ネットワーク構築

・クラウド装置で業務データ一元管理し、自動バックアップ環境を構築

・自宅や出先から参加できるテレワーク環境の構築

・複数台カメラによる防犯カメラシステム構築

・複数の事業所をネットワーク接続し LAN 環境を構築

・遠隔サポート（Windows10 端末のみ )

各項目の詳細や料金については、パンフレットにてご確認下さい。

お問い合わせは以下の LINE 公式アカウントからお気軽にどうぞ。

京丹後市の出張パソコン修理店
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\41,800 ～ / 台無停電装置増設

\5,500 / 台パソコン廃棄

\8,800 / 台パソコン設置 (設置代行 )

パソコン設置&廃棄

※記憶装置物理破壊 +\3,000

モニタ廃棄 (24ｲﾝﾁ未満 ) \3,300 / 台

ハードウェア診断

\5,500 / 台記憶装置劣化診断

ハードウェア増設

\13,200 ～ / 台メモリ増設

※お使いのパソコンの規格により価格は変動します※

\19,800 ～ / 台グラフィックス機能強化

※メーカーによる特殊な形状の部品の場合は交換できません。

\16,500 ～ / 台電源ボックス交換

\5,500 / 枚冷却ファン交換

\7,700 / 台分解清掃＆組立 60 分以内

\5,500 / 台ブラシ清掃のみ 30 分以内

本体内部に埃が溜まると、ファンの回転音が轟音に

なったり、誤動作や発火の原因ともなります。放置

するとパソコンの寿命を縮め電気代も高くなります

ので、内部清掃は専門店である当店にお任せ下さい。

内部清掃・消耗部品交換

\66,000→ \55,000 ／台SSD 代込・作業一式

Windows10 化＋高速化SSD換装セット

※固定金具が必要となる場合は別途金具代が必要です。
※SSD 容量は 480GB です。960GB の場合は \44,000 です。

\33,000 ／台SSD 代込・作業一式

お使いの Windows パソコン内のハードディスクを最

新の SSD( 半導体メモリを使った記憶装置 )に換装

することで大幅な高速化を施します。パソコンが遅

いと感じる最大の要因は記憶装置のデータの読み書

き速度です。少し古いノートパソコンなどには特に

効果的な高速化手段です。

高速化 (SSD換装 )

一番人気です

※作業にはインターネット (光回線 )が必要です。
※Core i5 以上を搭載したパソコンを推奨します。

\33,000 ／台作業一式

お使いのウィンドウズ 7/8.1 パソコンを最新のウィ

ンドウズ 10 へアップグレードします。最新セキュリ

ティ更新、各種ドライバソフト更新を行った後、古

い機器でもより快適に利用できるような、当店独自

の UI 変更や最適化チューニングを施します。但し

処理速度不足と考えられるパソコンは対象外です。

Windows10 化

出張には別途出張費が必要

表示価格は税込価格ですパソコンの高速化やハード構成変更、内部清掃ならお任せ下さい
Windows技術支援 丹後限定ハードウェア編
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\11,000 / 台パソコンの BIOS 更新

BIOS・ファームウェア更新

\2,200 ～ \3,3001 ソフトにつき

個別ソフトウェア導入

セキュリティソフト、画像編集、動画編集、ラベル

制作、ファイル圧縮、動画再生、社内メッセンジャ

ーなど、便利なソフトウェアは無数にあります。

当店ではお客様にニーズに合ったベストな無料ソフ

トや有料ソフトを提案しそのまま導入します。

※導入に 30 分以上必要なソフトウェアは別途延長料金が

　必要になります (15 分毎に \1,650)。

周辺機器ファームウェア更新 \4,400 / 台

※BIOS やファームウェアは、その機器の基礎ソフトとなる重要
　なソフトウェアです。更新に失敗すると機器が起動しなくな
　る可能性がございます。

※周辺機器が無線接続の場合は 1台につき \1,100 加算。

\8,800周辺機器 3台まで

パソコンからプリンタや複合機などの周辺機器を使

用できるように、最新ソフトを導入し設定します。

料金はパソコン一台あたりです。パソコンを新設し

た場合の面倒な周辺機器接続は当店にお任せ下さい。

周辺機器接続

\13,200周辺機器 6台まで

※事務所の複合機で受信した FAX や社内データを、出先からで
　もスマホで簡単に閲覧できるような仕組みをお望みなら、経
　験豊富な当店にお任せ下さい (料金別途 )。

\6,600

特定ソフトウェアのアップデートや設定変更、オンラインサービ

スに関する作業代行、データ入力加工など、何でもお任せ下さい。
技術支援全般

※1時間まで ※1時間を超える作業には延長料金 (15 分 \1,500) が発生します。

\44,000 ／台自動バックアップ組込

パソコン内の重要なデータを定期的にハードディス

ク (LAN 経由可 )に自動バックアップする仕組みを

導入します。フリーソフトを使ったバックアップで

はなく、安心で確実なウィンドウズ標準機能を使っ

た方式です。

自動バックアップ組込

導入実績多数

バックアップ先となるハードディスクをお持ちでない場合は、
当店にて以下のハードディスクをご用意できます。

内蔵 4TB \19,800　6TB \25,300

外付 4TB \18,700　6TB \24,200

※純正品オフィス (マイクロソフト社製 )以外の互換ソフトで
　も同料金で導入を承ります。

\3,300 ／回オンライン購入補助

Excel や Word などの導入が必要な場合は、現地にて

お客様の決済でオンラインからオフィスを直接お買

い求め頂きます。後は当店がオンライン購入したオ

フィスを必要なパソコンに順次導入します。

オフィス導入

\3,300 ／台オフィス導入

出張には別途出張費が必要

表示価格は税込価格です周辺機器接続からソフトウェア導入、バックアップなど
Windows技術支援 丹後限定ソフトウェア編
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※中国メーカー品は取り扱っていません。

広範囲

おすすめ 海外製 WiFi6/4 本
　1+1 台 \54,780
海外製 WiFi6/4 本

　1+2 台 \74,580
国内メーカ製 WiFi/4 本

　1+2 台 \71,280

\54,780

\74,580

\71,280

◆メッシュ親機設置

一台の無線親機だけでは、どうしても電波の届かない場所ができて

しまうような場合は、通常、複数の親機や中継機で無線エリアを拡

大させます。メッシュ WiFi は複数の親機で電波の弱い場所を補い

合う最新の無線技術であり複数親機間の切り替えなども不要です。

京丹後の大きな一軒家で無線にお困りなら是非お試し下さい。

メッシュW-Fi 設置メッシュW-Fi 設置

無線工事の納期は約一週間

※設置の際、有線ｹｰﾌﾞﾙ差込口が不足の場合は、別途集線機器代が必要となります。

親機を設置する場所には別途 LAN ケーブル工事が必要です

2 台構成 ( 親機 A と B) の場合、光通信機器がある場所に A、離れた部屋に B を
設置します。A と B の間は基本有線接続を行いますので、当店工事の前に、電気
屋さんに AB 間のケーブル敷設工事を別途発注頂く必要があります。無線でサテ
ライト接続を行う場合は、無線エリアが狭まり且つ速度が低下します。

施設向け館内無線
は別途お見積もり

無線エリアが広く
スムーズな無線環境

※パソコンの設置代は必須です。
パソコンから接続　\3,300/ 台

タブレット・スマホから接続　\2,200/ 台
\3,300/ 台
\2,200/ 台

国内 2.4GHｚモデル（２ｓｔ）　\21,780

国内 Wi－Fi6 モデル　\27,280

国内 Wi-Fi6( 内 4 本 ) モデル　\32,780

海外 Wi-Fi6( 外 4 本 ) 高性能モデル　\49,280

\21,780

\27,280

\32,780

\49,280

◆親機設置 (機器代・設置費・初期設定費込 )

事務所や自宅で無線 Wi-Fi エリアを構築したい方や、現在の

無線電波に満足していない方は、当店の無線をお試し下さい。

最新 WiFi6、メッシュ無線、高性能な海外製まで、予算や環

境に合わせた快適な無線ネットワークを提案＆構築します。

月額料金もレンタル代もかからない貴方だけの無線
無線Wi-Fi 設置

◆子機接続

※設置の際に有線ケーブルの延長が必要となった場合は、別途ケーブル代
　と敷設費が必要となります。

2.4GHz 混雑状況調査　\5,500/ 回
2.4/5GHz 仮親機設置調査　\6,600/ 回

\5,500/ 回
\6,600/ 回

◆屋内無線電波調査 (設置前調査 )

表示価格は税込価格です。設置や事前調査の際には別途出張費が必要となります。

おすすめ

人気No.1

※現状の無線品質にお悩みなら当店選別の海外製モデルをお試し下さい。

丹後限定

写真はイメージです
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内部発光オプションの例

更にハイエンドな構成でもご予算
を指定下されば組立て可能です。
4画面端末もお見積りします。

6 コア　\192,500
8 コア　\217,800

\192,500
\217,800

◆本体のみ価格 (設置費別 )

Youtube 動画などの編集に最適な 6 コア以上の Ryzen を搭載した

動画編集専用パソコンです。人気の動画編集ソフトも同梱され、鮮

明な高解像度動画を直ちに制作することができます。レスポンスに

優れた CAD 用端末としても最適な構成となっています。

【構成】Windows10 Home 64bit  | NVMe | 32GB | HDD | 専用 VGA

動画編集用デスクトップ

超高速 NVMe高い冷却性能

当店にて組立・検査後に納入＆設置

納期は発注から約 7 日前後

シングルモニタ設置　＋\25,080
デュアルモニタ設置　＋\45,980

＋\25,080
＋\45,980

※国内メーカー 23 型◆モニタ設置

Windows Home→Pro　＋\7,480
メモリ増設 ( 計 32GB)　＋\16,280

WiFi チップ増設　＋\7,480
Bluetooth 増設　＋\3,080

内部発光 ( ファン )　＋\10,780
内部発光 ( 全体 )　＋\19,800

＋\7,480
＋\16,280

＋\7,480
＋\3,080

＋\10,780
＋\19,800

◆内部構成変更 ( オプション )
※パソコンの設置代は必須です。

パソコン設置　\6,600/ 台
周辺機器接続　\8,800

\6,600/ 台
\8,800

< 人気 No.1> SSD/480　\118,800
NVMe/480　\123,200

SSD+HDD4TB　\140,800
NVMe+HDD4TB　\145,200

< 人気 No.1> \118,800
\123,200
\140,800
\145,200

※マウス・キーボード付◆本体のみ

冷却性に優れたタワーケースに、人気のマルチプロセッ

サ Ryzen(4 コア ) を搭載した高速デスクトップです。

圧倒的なパフォーマンスと省電力を兼ね備えた業務用

デスクトップは、耐久性にも優れ、事務所内でも特に

重要な役割のデスクトップ端末として最適です。a

【構成】Windows10 Home 64bit | Ryzen 4C8T | 16GB
業務用デスクトップ

価格は税込価格です。構成や価格は

予告なく変更する可能性があります。

業務用デスクトップ、動画編集用デスクトップ

の設置には別途出張費が必要となります

当店は京丹後市で 20 年以上、パソコンやネットワー

クの出張修理を行ってきた IT 専門業者です。豊富な専

門知識と修理経験から不具合の原因究明を行い、迅速

にトラブルから回復させます。出張は丹後限定です。

突然の故障にも迅速に対応

丹後限定
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快適な動画視聴には、室内 Wi-Fi 親機との安定した
通信が必須となります。
           [ 通常画質 ] 5Mbps  [4K 画質 ] 25Mbps

Wi-Fi の通信速度でお悩みの場合は、設置と併せて
調査＆改善 ( 別料金 ) も可能ですのでお気軽にお申
し付け下さい。また購入から 5 年以上経過した古い
Wi-Fi 親機をお使いの場合は、これを機に買い替え
をお勧めします。

室内 Wi-Fi 親機との安定した
通信

5Mbps 25Mbps

◆必要なWi-Fi 環境について

※価格には設置費・設定費・使い方説明が含まれています。
※お客様用のアカウントの新規作成なども全て行います。
※別途出張費が必要です。

ｵｽｽﾒ Fire TV Stick　\16,500
Fire TV Stick 4K　\19,600

ｵｽｽﾒ \16,500
\19,600

リモコン付◆ストリーミングデバイス

ご家庭の大画面テレビで、Youtube や Netflix などの

人気動画を簡単に視聴したいなら、動画ストリーミン

グデバイスが最適です。HDMI 端子のあるテレビなら、

少し古いテレビでも、付属のリモコン操作で簡単に最

新の動画コンテンツを楽しめます。

お家のテレビですぐに Youtube などを楽しめる

動画ストリーミングデバイス
価格は税込価格です。構成や価格は

予告なく変更する可能性があります。

Chromecast GoogleTV　\19,600\19,600

既存テレビでネット動画を簡単に楽しめる

◆視聴可能な動画ストリーミングサービス

Youtube
Tver

Netflix
Hulu

Amazon Prime

Abema TV
GYAO!

無料
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 料金

無料
無料
無料
有料
有料
有料

Fire TV Chromecast
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

※この他にも様々な無料 /有料サービスが楽しめます。

Fire TV Chromecast

設置できる環境
①Wi-Fi 電波があり、かつ電波が良好な場所
②HDMI ポートに空きがあるテレビ

設置したその日から最新の無料動画や、ご自分の
アカウントで有料動画などを存分に楽しむことが
できます。テレビを買い替えたりする必要は無く、
後で接続テレビを変えることも簡単にできます。

丹後限定
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・停電が多発する、電圧が不安定、高温になる場所への設置

・容量以上の外部記憶装置が準備できない場合 ( バックアップ不可 )

以下に該当する場合は、クラウドストレージを設置できません

スマホの普及により、iCloud や Google Drive などのオンラ

インストレージに重要なデータを有料契約で保存されている

方も多いのではないでしょうか。

当店では、世界シェアトップのセキュリティに優れた信頼性

の高い専用クラウド機器を販売＆設置しています。

既に丹後でも多くの企業・個人様に導入され、その信頼性お

よび利便性は高い評価を受けております。

社内データや写真を一元管理
自宅・出先からいつでもアクセス可能

テレワーク対応機器
ユーザー毎の高度な共有設定

事務所＆自宅のデータを専用クラウド機器で一元管理

クラウドストレージ

本体設置・初期共有設定費　\33,000

クライアント設定費 ( 子機 )　\3,300

\33,000

\3,300

設置・設定費

12+4TB モデル　\151,800

18+6TB モデル　\184,800

24+8TB モデル　\217,800

\151,800

\184,800

\217,800

【4 ベイ構成】

中規模事務所向け

人気 No.1 4+4TB モデル　\87,780

6+6TB モデル　\109,780

高速 6+6TB モデル　\129,800

高速 8+8TB モデル　\151,800

人気 No.1 \87,780

\109,780

\129,800

\151,800

【2 ベイ構成】

小規模事務所向け

事務所自宅

出先

Wi-Fi

4G/5G

光 光

FAXLAN

バックアップ
（自動 )

外付 HDD 等
( 別途必要 )

自動バックアップ

機器 4TB \16,500 6TB \22,000
( 外付タイプの場合は +\2,200)

自動バックアップ組込 \44,000

\16,500 \22,000
( 外付タイプの場合は +\2,200)

\44,000

丹後限定表示価格は税込価格です。設置や事前調査の際には別途出張費が必要となります。

テレワーク設定費 ( 本体 )　\6,600

テレワーク設定費 ( 子機 )　\6,600

設置前事前調査 ( 任意 )　\13,200

\6,600

\6,600

\13,200

オプション料金



【電話】 090-7357-5364（9:00 ～ 17:00）　【定休日】日曜祝日

〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 2800-9

https://officenao.net
公式サイトLINE 公式アカウント

※1時間未満の作業でも 1時間分の請求となります。

※1時間を超えた作業は 15 分毎に延長料金 (時間単価の 1/4) が加算されます。

トラブル対応料金

\8,800 / 時間

月～土曜日
9:00～17:00

\11,000 / 時間

日曜・祝日
または

6:00～9:00
17:00～21:00

\13,200 / 時間

夜間
21:00～6:0021:00～6:00

出張不可

年末年始
12/31 ～ 1/5

保証期間内のパソコンに関する注意事項

メーカー製パソコン (BTO 含む )のトラブルの場合、メーカー保証期間内に本体を
開け分解すると、保証期間内であっても保証外扱いとなります。保証期間内でも
運用回復を優先して欲しい場合に限り、当店にご依頼下さい。

運用回復を最優先に考えたトラブル対応

パソコンの故障対応の場合は、不具合現象を確認後、ヒアリングと原因究明を行い
、手持ちの部品交換や設定変更で迅速な回復を試みます。パソコン内の交換不可能
な部品 (マザーボード等 )が故障の場合は、当店代替端末を暫定設置して必要ソフ
トの導入、周辺機器接続、各種設定変更などを行い暫定的に運用回復させます。

未来オフィス NAO では、パソコンやインターネット関係の以下のような

トラブルに対し、速やかに現地訪問を行わせていただき、原因究明と処

置、および運用回復に向けた各種技術支援を行わせて頂きます。

●パソコンやタブレットが起動しない　●フリーズ発生　●青い画面

●異音異臭　●パソコン本体が高温　●キーボードマウス入力不可

●ウィルスやランサムウェアへの感染　●動作が非常に遅い

●ソフトウェアが起動しない　●周辺機器から警告音

●メールの送受信にてエラー　●ブラウザにてページ閲覧不可

●プリンタに印刷できない　●有線・無線ネットワークが不安定

\7,700 ～ \13,200宮津市

\9,900 ～ \13,200伊根町

\7,700 ～ \11,000与謝野町

\4,400 ～ \8,800久美浜町

\4,400 ～ \6,600大宮町

\3,300 ～ \7,700丹後町

\3,300 ～ \5,500峰山町

\3,300 ～ \5,500弥栄町

\2,200 ～ \4,400網野町

京丹後市

・道中の積雪状況や被災や事故によっ
　て訪問が困難な場合
・当店の混雑状況により訪問の目処が
　たたないような場合

・道中にて気象警報が発令されている

・お客様側で普通自動車一台分の駐車
　スペースを確保できない場合

出張をお断りする場合

※出張費は出張 1回ごとに必要です
※丹後地域以外への出張はできません

出張エリアと出張費

表示価格は税込価格ですパソコンやインターネット、無線WiFi の急なトラブルでお困りなら
出張修理・緊急トラブル対応 丹後限定


