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よろず屋 おーうち 作業価格表
コンピュータの

よろず屋 おーうち
代表　大内 基幸

791-0301 愛媛県温泉郡川内町南方1480
TEL 090-3184-0672/FAX 050-7501-9459

Mail : moto@o-uchi.jp  HP : www.o-uchi.jp

最近の改定　：　2003/11/10

有効期限　：　2003年12月末日、または次回改定の
どちらか早い日付まで

作業内容 作業単位、所要時間など 作業価額

0. 超初心者のために

［お任せセット　１］
問題解決に向けた相談から提案まで
　30分程度の要望聴取と、提案書作成

1件 3,000円

［お任せセット　２］
必要なものの購入代行と配達、箱の開封、設置、
機器の接続配線、LANや電話線の配線、ソフト
ウェアの導入や設定、インターネット接続の設定
(必要な場合)、全体の動作確認まで

1件 10,000円と商品代金や
配線材料費などの実費、
及び実作業時間1時間につき1,000円

各種の機材ソフトウェアの使用方法の説明、
ただし上記の［お任せセット］の利用者に限る

1時間当たり 3,000円

1. パソコンの導入
パソコンの開梱・本体とモニタ接続・初期セットアッ
プ、動作確認

1台(1時間) 3,000円

プリンターの開梱・本体と接続・初期セットアップ・
動作確認

1台(30分) 2,000円

スキャナーまたはデジタルカメラの開梱・本体と接
続・初期セットアップ・動作確認、使用方法レク
チャー

1台(1時間半) 5,000円

そのほかの装置の開梱・本体と接続・初期セット
アップ・動作確認

1台 3,000円より
(お問い合わせ下さい)

新しくパソコンを購入した際の、古いパソコンから
のプログラムやデータの移行

1台 3,000円より
(お問い合わせ下さい)

2. パソコンの機能拡張
拡張ボード、増設ハードディスクやCD-
ROM/DVD-ROMなどの取り付け・設定・動作確認

1回(30分程度) 2,000円

増設ハードディスクの取り付け・設定・初期化およ
び動作確認

1回(1時間程度) 3,000円

メモリカード取り付け・設定・動作確認 1回(30分程度) 2,000円

その他周辺装置の取り付け・設定・動作確認 お問い合わせ下さい

※パソコンやプリンタの設置に際して、特別な設定などのために作業時間を要する場合は、30分あたり1000円の追加料金
とさせていただきます。

※製品によりインターフェースボードの取り付けが必要な場合は、作業30分延長に付き1000円の追加料金とさせていただき
ます。

とりあえずパソコンを使ってみたい、パソコンを使って仕事を効率よく進めたいけれど、何から初
めて良いかまったくわからないという人のために、
  - どうすれば問題を解決できるか
  - 問題を解決するためには何が必要か
  - 必要な機材やソフトウェアの購入と設定、設置
  - 機材・ソフトウェアの使用方法の説明
  - 業務に生かしていくためのアドバイス
このようなことを一括して相談・お手伝いします。
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よろず屋 おーうち
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有効期限　：　2003年12月末日、または次回改定の
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作業内容 作業単位、所要時間など 作業価額

3. インターネット接続など
インターネットアカウントの取得代行 1アカウントにつき 3,000円

インターネット接続設定 1アカウントに付き 2,000円～

メールソフトの設定 1アカウントに付き 1,000円

特殊なメールソフトの設定 1件に付き 1,000円～
(お問い合わせ下さい)

アナログ(電話線)モデム、ADSLモデム、ルータ、
ワイヤレス端末などの取り付け・設定(インターネッ
ト接続などが可能になるところまで)・動作確認

1回(1時間程度の作業) 3,000円

上記で屋内電話線やLAN配線などの設置工事を
伴う場合

1回(1時間程度の作業) 5,000円
及び部品・材料費実費

ブロードバンドルータの取り付け・設定・動作確認
(ファイアウォール、DMZ、DHCP、NATなどの特殊
設定含む)

1回(1時間程度の作業) 5,000円

無線LANカードなどの取り付け・設定・通信機能の
動作確認

1回(30分程度の作業) 2,000円

4. ウィルス対策など
ウイルスの感染有無の確認 1台あたり(30分程度の作業) 1,000円

ウィルス駆除ソフトのインストール作業 1台あたり(1時間程度の作業) 3,000円
及びウィルス駆除ソフトの
購入実費

廃棄対象パソコンのハードディスクの
データの完全消去

1台当たり(1時間程度の作業) 2,000円

CD-ROM、MOやFDなどの媒体で
操作ミスや誤動作で消去された
データの復旧作業

媒体1枚につき
(最低限のデータの復旧と、
復旧したデータの別媒体への書き出し、
およびデータ一覧の添付)

基本料 3,000円

ハードディスク上で
操作ミスや誤動作で消去された
データの復旧作業

ハードディスク1台につき
(最低限のデータの復旧と、
復旧したデータの別媒体への書き出し、
およびデータ一覧の添付)

基本料 6,000円

5. そのほかの作業
Windowsやアプリケーションなどの正規の媒体か
らの再セットアップ

1件(1時間程度) 基本3,000円
特殊なものは別途ご相談

ソフトウェアやデータの再配置・不要なデータの削
除、画面設定の最適化などによるパソコンの動作
環境の修復

1件(1時間程度) WindowsXPで3,000円
その他のOSについては別途ご相談

ハードディスクの領域の再配置など 1件
(持ち帰り作業)

4,000円

Windows以外のアプリケーションソフトウェアの不
具合修正、動作環境調整など

1回
(1時間程度の作業)

3,000円
及び必要であれば商品代金等実費

光学ドライブ（CD-ROM、MO、DVD-ROM）などの
ヘッド清掃と動作確認

1回(10分) 500円
機械的な故障のため修理が必要な
場合は別途ご相談

パソコン以外の家電製品の購入代行と運搬・設
置・調整、修理

1回 5,000円
および部品・材料費の実費と、
作業内容により別途費用

パソコンのソフトウェア再インストール、故障
修理など時間のかかる作業で、持ち帰り
作業となるもの

1件 作業基本料6,000円
および部品代、
運賃等実費
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6. WWWに関連するもの

お任せパック

一式 10,000円
＋

ドメイン名取得費用実費(*)
[年4,000円（comドメイン)
 ～8,000円（ｊｐドメイン)]

(*)

コンテンツ(WWWページ)作成

A4 1ページ程度の内容の文章に画像が2枚程度、
デザイン案提示あり

1件 1,000円

A4 1ページ程度の内容の文章に画像が2枚程度、
デザインからの作成

1件 1,500円

特殊な構成(データの入力のフォームや動画像な
ど)を伴うページ

1件 3,000円～

コンテンツ作成ソフト（FronPage、
HomePageBuilderなど)や転送ソフト（FFFTPなど）
の初期設定

1件(30分程度) 2,000円

ドメイン名やWWWレンタルサーバーのアカウント
取得代行
※ アカウント使用料等の支払のために、クレジッ
トカードの番号等が必要がですので、カード所有
者の立会いの下での作業のみとさせていただきま
す。

1アカウント
ドメイン名取得とレンタルサー
バー利用登録を同時に行う場合
は「1アカウント」分の作業と考え
ます

3,000円

www.o-uchi.jp 内での領域レンタル 1アカウント
100MBまでの領域使用

初期設定2,000円
利用料　1,000円/月

※上記の作業価額に加え、
 -  松山市、松前町、伊予市、砥部町、丹原町、小松町の各市町での作業については1回1000円、
 -  愛媛県内その他の市町村の場合は1回2000円、
 -  県外、国外などの場合は別途相談の上、
交通費を申し受けます。

 ドメイン名は、お名前ドットコム( http://www.onamae.com/ )などで取得しますが、ドメイ
ン名の種類や契約期間により値段が異なります。また、名前取得の際にはお客様名義
のクレジットカードが必要なため、お客様の目の前でクレジットカードの提示をしていただ
きながらドメイン名取得の作業をすることとなります。

※ 上記は最低限の価格であり、このほかに画像の作成や修正、身体の不自由な方への配慮などの要望などのあるものに
付きましては、別途コンテンツの内容を検討させていただいた上で見積りを発行(無料)することとさせていただきます。
※　著作権に関して問題が発生すると思われるコンテンツを使用したページの作成については、お断りさせていただくことが
あります。

-  WWWページ作成（A4 1～2枚程度の会社説明、住所案内などの簡単な内容のも
の)
-  ドメイン名取得
-  WWWサーバの設定とページデータの配置

20031110 作業価格表.xls



4 / 4 

よろず屋 おーうち 作業価格表
コンピュータの

よろず屋 おーうち
代表　大内 基幸

791-0301 愛媛県温泉郡川内町南方1480
TEL 090-3184-0672/FAX 050-7501-9459

Mail : moto@o-uchi.jp  HP : www.o-uchi.jp

最近の改定　：　2003/11/10

有効期限　：　2003年12月末日、または次回改定の
どちらか早い日付まで

作業内容 作業単位、所要時間など 作業価額

作業一式での受注とさせていただくもの
各種の実務的な相談やPC利用のための講習、設
定、調整などで、他の作業項目に分類されない作
業を行ったり、各種の作業を一括して行う場合

1時間当たり 3,000円
別途交通費を頂く場合があります

中小企業やSOHOなどでの小規模LAN構築、
ADSL/FTTHによるインターネット接続の設定作業
など

作業一式 3万円から
部品・材料費は別途請求

中小企業やSOHOでのパソコン・サーバ等の設
置・調整作業(インターネットに直接接続しないも
の)

作業一式 作業1日(1～10台)につき1万円に加
え、1台あたり7,000円

中小企業やSOHOでのパソコン・サーバ等で、イン
ターネットに直接接続する物の設置・調整作業(セ
キュリティに配慮)

作業一式 作業1日(1～10台)につき1万円に加
え、1台あたり1万円

サーバ等のリモート管理・保守 月ぎめ契約 お問い合わせ下さい

インターネットに接続するサーバ装置の構築 作業一式 5万円から
部品・材料費は別途請求

5万円 ＋ サーバ機材やインストール
用媒体準備のための実費
既存の機材を使用する場合は機材
費不要

例１の価格に2万円加算

例２の価格に2万円加算

Extra　～ 個別対応
名刺作成
モノクロ、カラー、片面、両面、
写真入りなど各種対応

(例)
モノクロ片面100枚
原稿下絵持ち込み

2,000円
デザインからの場合は1,000円加算

商品・書籍等購入と海外向け発送代行
(JOCV、UNVなどのボランティア派遣者向け、
UPS便および郵政公社小包の到達地域に限る)

1回 基本料5,000円
及び通販手数料、送料、
特別梱包費用等の実費

ビデオ撮影、ビデオ（VHS、DV、8mm)から
DVDへの変換など
(著作権問題の発生しないものに限る)

結婚式のビデオ撮影からDVD 2枚作成まで　：
　編集一切無しで3万円より、編集を行う場合は10万円より
2時間の撮影済みビデオからDVD 1枚への変換(編集一切なし) ： 5,000円より

※ 川内町、重信町に在住で、身体に不自由のある方や高齢の方(障害者手帳・高齢者手帳を
お持ちの方など)については、優先・優待作業をさせていただきます。

(例１）
ADSL回線に直結されるFreeBSDまたはLinuxサーバで、WWWサーバ、
WWWサーバコンテンツ登録のためのFTPサーバ、電子メールサーバ、
Proxyサーバの機能を併せ持つもの。最小限のインストールと
接続・動作確認及び外部からの不正アクセス遮断のための
最低限の設定を実施。

(例３）
例２のシステムに、電子メールサーバ上でのウィルス削除機能を追加。
ただしウィルス削除のためのソフトウェアにはSophos社のシステムを
使い、設定と使用権申請の代行を行う。

(例２）
例１のシステムに、WWWサーバの暗号化通信機能（SSL)と、
電子メールの暗号化通信機能・送信者認証機能(SSL/TLS
およびSMTPAtuh)を追加

　…そのほか多くの構成・設定が考えられますが、サーバの規模や性能、設定内容、OS種類により大幅な変動があり、す
べてをここに挙げることは出来ません。詳細についてはご相談の上で最適なシステムの提案及び見積もりを発行(無料)する
こととさせていただきます。

※ ここまでのメニューにない作業についても可能な場合がありますので、お問い合わせ下さ
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