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興味のある分野をクリック
してください。

オンライン商談のバナーを
クリックしてください。

ご都合の良い日付をクリッ
クしてください。

ご都合の良い時間帯をク
リックしてください。

お名前とご連絡先を記入く
ださい。

商談確定メールが届けば、
完了となります。
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アプライドオンライン商談（ビデオ通話）窓口もご用意しております。

お客様のご都合の良い日時に合わせましてソリューション専門スタッフが
小セミナー個別商談を実施させていただきます。お気軽にお申し込みください。

法人様が抱える様々な悩みを解決する
ビジネスソリューションをご提案しています。

製品とともに“安心”なサービスを全国にお届けいたします――。

アプライド テクニカルサービス・ネットワーク

パソコン大型専門店のアプライドは、最新PCからその周辺機器、用途に応じたBTO PCや研究・教育機関向けHPCなど、個人のお客様から、
法人（企業・大学・官公庁など）のお客様まで、満足いただける品ぞろえと、関連したサービス・サポートをご用意しています。
これらをお客様の用途や課題に合わせ、組み合わせることで、業務改善や生産性の向上につながる各種ソリューションをご提供いたします。

アプライド テクニカルサポートはAI・deeplearning向けのハイパフォーマンスコンピューターの製造や、国内業務用途

に合わせた特殊仕様パソコンの製造、国内流通PCの出荷前キッティング請負、パソコン専門店のサポートなど、コン

ピューターに関わる幅広い業務を行っているメカニックのプロ集団です。

数々のご要望に的確に応えきる技術力により、個人様、法人様問わず、課題解決をお手伝いいたします。

APPLIED
TECHNICAL SERVICE

NETWORK

お近くに店舗や営業所がなくてもご利用いただける、
オンラインのサポートやサービスで、全国のお客様をカバーいたします。

業務効率化 AIを利用した定型業務の自
動化や、データの共有や電子
化による一元管理などが可
能です。

データ関連 「高耐久」「高品質」のNASシ
ステムや幅広いサーバーをラ
インナップしています。

リモートワーク データの共有やセキュリティ
対策、万が一の故障やデータ
損失等のリスクを防ぐ事が可
能です。

HPC 科学技術計算からGPUを利用
したディープラーニングモデル
まで豊富に品揃えています。

製図・デザイン 3DやCADなどのモデリングと
レンダリング、DTPやイラスト
制作の最適マシンをご提案い
たします。

AI開発 GUIによるマウス操作で簡単
にモデル構築、作業・開発工程
の短縮やコスト削減を実現可
能です。

AI検査 人間の目視と同様レベルで、
導入工数や検査時間を大幅
に削減することが可能です。

PCサポート 様々なサポートとサービスの
種類、きめ細やかな対応でお
客様に安心をご提供いたし
ます。

セールス
プロモーション

WEBサイトや動画の制作、イ
ベントなどで配布できるノベ
ルティグッズをご提案いたし
ます。

日本全国を網羅

デジタルブック形式でも

ご覧いただけます。

HPC



サービス対象商品

サービスをご依頼いただく際のフローイメージ

サービス対応地域

HPC Technical Service HPCテクニカルサービス HPC Technical Service

幅広い知識と高い技術力を備えたエンジニアが迅速にトラブルを解決いた

します。センドバックサービスとは違い、お客様のところに伺い修理いたしま

す。高度な技術を要するHPC製品、安心してご利用いただくために、アプライ

ドHPC専用オンサイト保守サービスをぜひご利用ください。

ヒアリング＆ログによる障害解析・原因特定
発生した障害に対し、症状・状況の詳しいヒアリングやログの提

供をいただきハードウェアとソフトウェアどちらの問題なのか、

問題の切り分けを行います。

※OSを含むソフトウェアに関する問題やお問い合わせについてはオンサイトハー
ドウェア保守の対象外となります。
※故障パーツの種類によっては、パーツの手配にお時間をいただく場合がございます。
※ヒアリングによる異常箇所の特定が難しい場合、通常のセンドバックによる保
守対応とさせていただく場合がございます。
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交換用パーツを持ってお客様の元へ
交換用パーツの準備が整い次第、現地対応日程の調整を行って

から現地にお伺いします。

最短で翌営業日以降、保守作業は平日営業時間帯※に行わせて

いただきます。

※平日営業時間帯 9:00～17:30（土日祝日、年末年始、夏季休暇は除く）
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オンサイトハードウェア保守サービスの流れ

タワー型・ラックマウント型を問わず、ア

プライドにて製造販売しているワークス

テーション/サーバー/GPGPUなどの

HPC製品で、本体ご購入時にオンサイト

ハードウェア保守サービスを契約された

製品が対象となります。

日本全国、お客様の所へお伺いし現地にて

修理対応いたします。

※沖縄県を除く離島は対象外となります。

メールもしくは電話による障害受付
お問い合わせは専用メールアドレス、または専用電話番号まで

障害内容をご連絡ください。

※お問い合わせの際には、対象機種のシリアル番号をご準備ください。
※受付時に受付IDを発行いたします。以降の対応はこのIDにて管理を行いますの
で、保守作業完了まで大切に保管ください。
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受付は24時間対応。
翌営業日（平日営業時間帯※）にご連絡を差し上げます。
※平日営業時間帯 9:00～17:30（土日祝日、年末年始、夏季休暇は除く）

アプライドでは日本全国の400を超える大学・専門学校・研究機関に

HPC・サーバー・GPGPUの導入実績があります。

また、法人様のR&D部門へも多数導入しています。

HPC製品の導入をお考えの際には、ご相談頂ければ、最適な製品をご提案させていただきます。

自社工場×直営26店舗
×全国65拠点
オリジナルパソコンのBTOから
HPCまで幅広くメーカーとして
展開、自社工場にて製造から
キッティング、修理、保守、データ
消去、廃棄までのライフサイクル
を運営しています。

高い技術力
年間10万件のサポート実績を持
ち、地域の店舗や法人様、個人事
業主様、大学、研究機関、官公庁
など幅広くサポートしています。

自社運営の
コールセンター
プレミアム会員様のお問い合わ
せや法人様のお困りごとなど、
コールセンターでリモートサ
ポート支援が可能です。使い方は
勿論、周辺機器、ソフトなど幅広
いお困りごとを解決いたします。

◉料金
※保守サービスはご契約時シリアル登録いた
だいた機種のみ対象となります。
※対象機種はHPC製品になります。
※機器が稼働状態である場合は、状況確認の
みの駆け付けオンサイトは原則実施いたしま
せん。
※OSを含むソフトウェアに関するお問い合わ
せにつきましては対応範囲外となります。
※価格はすべて税込み表記となります。

対象機器価格（円）（税別） 1年間プラン（1台） 3年間プラン（1台）

～50万未満

50万以上100万未満

100万以上300万未満

300万以上500万未満

500万以上

44,000円
66,000円

110,000円
220,000円

本体販売価格の5％

1 21 ,000円
176,000円
275,000円
550,000円

本体販売価格の10％

オンサイトハードウェア保守サービス 日本全国、現地訪問修理対応 ワークステーション初期導入パック

HPC計算機パック for Linux 並列化計算に必要な開発環境や実行環境の構築等を行います。

アプライドのサポート体制 受付から修理まで、一貫した自社体制で安心、迅速、丁寧な対応。

お客様 アプライド

サポート受付

技術者

ワークステーションを使用する際に必ず行う必要がある
セットアップややるべき設定を代行します。

OSアップデート・ユーザー作成

Windows/Linuxともに最新の更新プログラム

を適用した状態で出荷いたします。

機能の追加や性能の向上と、脆弱性や不具合

の修正を行った最新の状態で提供しますので、

安心してご利用いただくことが出来ます。

更に、ご指定のユーザーを設定済みで、お届け

したその日からすぐに安全な状態でお使い頂く

ことが可能です。 自動アップデート停止設定

科学技術計算でご利用される場合は、OSの自動アップデートによりソフトウェ

アの整合性が取れなくなってしまう場合があります。

Linuxの場合、グラフィックのドライバが外れてGUIでアクセスできなくなる場合

もあります。

Windowsの場合、長時間の計算途中で自動アップデートが走ると勝手に再起動

がかかる事もあります。

これらを予防するために、自動アップデートを停止状態で出荷いたします。

データ消去サービス

ワークステーションを廃棄する際に、購入時に搭載していたストレージのデー

タを完全消去いたします。

大切な計算結果や個人情報などの漏洩を防ぎます。データ消去証明書の発行に

も対応いたします。

データ復旧サービス（3年）

購入時に搭載していたストレージが万が一故

障した場合でもデータ復旧サービスを無償で

ご提供いたします。

購入後3年間は、データ復旧の作業料金が一切

不要です。大切な計算データを扱うワークス

テーションには必須のサービスです。

※本サービスは、消失したデータの復旧を保証するものではありません。
　データ復旧のために必要な作業を期間中、無償で行うものです。

USBリカバリメディア作成

Windows/LinuxともにUSBのリカバリーディス

クを作成してお届けいたします。

特にLinuxの再インストール作業がご不安の方に

お勧めです。

わずか、数回のクリックで工場出荷状態まで戻せ

ます。

ウイルス対策ソフトインストール

Windows/Linuxともにウイルス対策ソフトを導

入してお届けいたします。

Windowsには弊社指定の有償版のウイルス対策

ソフト（3年版）を、Linuxには各ディストリビュー

ションで動作検証を行ったお勧めのオープンソー

スのウイルス対策ソフトの代行インストールを行

います。

HPC環境セットアップ

納入直後から使用可能な並列数値計算用の「計算機パック」をご提供いたします。

最大の性能が得られるように、内部のネットワークも含めて、64bit機の経験が

豊富で並列計算に精通している開発技術者によってシステムをチューニングし

ております。

Linux OSインストール代行

各ワークステーションの対応OSをインストール

代行いたします。

主にCentOS、Ubuntu等になります。

ネットワーク／ホスト名設定

IPアドレス、サブネット、ゲートウェイ、DNSなどネットワーク設定を行います。

複数のLANポートを使う場合にも対応いたします。

※お客様からご提示いただいた情報を元に作成いたします。
　プロキシやグローバルIPを利用する場合などは、施設のネットワーク管理者に確認が必要となる場合が
あります。

NTP時間設定＆同期設定

インターネットを通じて、Network Time Protocol

サーバーと通信して、正確に時間を同期させます。

同期させることにより、正確な時間を保つこと

ができます。

予備ディスク作成

予備用のディスクに、工場出荷時の設定を複製い

たします。

HDD障害やシステム障害発生時に、接続先を予

備ディスクに変更することで、工場出荷時の状態

に復旧することができます。

予備ディスクにあらかじめ複製を作成しておくこ

とで、素早く復旧が可能です。

ユーザー作成＆パスワード設定

1台のLinux搭載ワークステーションを複数の

ユーザーで利用する場合に、利用ユーザー数だ

けのユーザー作成・パスワード設定を行いま

す。

【標準パッケージ】

・コンパイラ：GNUコンパイラコレクション：gcc / g++ / gfortran

・並列計算用のMPIライブラリ：OpenMPI / MPICH2 / MVAPICH2（IB搭載システム）

・ジョブ管理ツール：分散型ワークロード管理システム / TORQUE

◉料金

77,000円for Linux
税込

44,000円for Linux
税込

◉料金

55,000円for Windows
税込

24時間
受付対応

①メール・お電話による障害連絡

②障害内容のヒアリング、日程連絡

③修理対応（交換用パーツ持参）
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製造現場のこだわりを動画でご覧頂けます。

（例）



Technical Service テクニカルサービス DATA Service データサービス

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。

アプライドでは年間を通じて安心してパソコンをご利用いただけるよう、電

話・訪問による年間保守サポートをご用意しております。

「ソフトインストールができない」「インターネットに繋がらない」「買い替え

の際にデータ移行して欲しい」など、様々な作業が保守で対応可能です。

PC導入時に必ず必要になる、
ユーザーの設定やネットワークの
設定などの各種設定作業を
弊社工場のキッティングスタッフが
代行して実施いたします。

またリモートでのサポートサービス対象のお客様に

は、オンラインでのサポートをすぐにご利用いただ

けるよう、それらを事前設定することで、導入時に

かかる手間を少なくし、かつサポートを受ける際に

もお待たせいたしません。導入後のトラブルにも、お

電話や遠隔操作でのサポートが可能です。

※複数台の場合、別途お見積りいたします。
※更新月前に契約期間に関してご案内を差し上げます。
※途中解約の場合は別途違約金が発生いたします。

サポート期間は、お客様の環境に合わせて、1年、2年、

3年と3プランよりお選びいただけます。

複数台ライセンス同時ご契約で更にお得なプランも

ご用意いたしました！

年間50,000件以上のサポート実績！
1回30分以内にお困り事を解決いたします！

以下の3つのサポートプランをご用意しております。

初めてご利用頂く方は、短いプランからでもお試しい

ただけます。

T-trip（大学研究室向けサービス） テクニカルサポートパッケージです。 NAS保守サポートパック（大学研究室向けサービス） NASのトータルサポートパッケージです。

ヘルプデスク お電話と遠隔操作を使って、パソコン周りのお困り事を解決に導きます。

法人オンラインサポート PCの導入から、導入後のサポートまでを一括して行います。

パソコンの画面を実際に見ながら
問題解決のお手伝いをいたします！

専門サポートスタッフが、お客様のパソコン画面を

インターネット経由で確認させていただきながら、

技術サポートを行うサービスです。お客様のパソコ

ン画面や操作を共有することで、お客様の問題解決

の支援を行います。

◉料金

◉料金

143,000円税込
99,000円税込
55,000円税込12ヶ月間

1台ライセンス

24ヶ月間
1台ライセンス

36ヶ月間
1台ライセンス

5,500円税込
3,850円税込
2,200円税込60分間ライセンス

（30分間×2回）

120分間ライセンス
（30分間×4回）

180分間ライセンス
（30分間×6回）

364日9時間 ※1回のサポート時間は30分までとなります。
10:30～19:30 受付は19:00まで・元旦のみ休み

サービス時間

お客様

操作方法 設 定

エラーメッセージなど

サポートセンター

容量無制限のクラウドストレージ付き！

全自動で手間いらず！
安心バックアップ！

オンライン上にデータをバックアップしますのでパ

ソコンのHDD等のハードウェアが故障してもデー

タは守られます。大事なデータのバックアップやお

仕事の効率アップに繋がります。

保守期間中は何回でも無料！

保守期間中はサービスが何回でもOK！

研究室・事務所に居ながら遠隔操作にて

トラブルをすぐに解決いたします。

電話＆リモート
サポートで解決！

研究室・事務所にスタッフがお伺いしト

ラブルを解決・設定などを行います。

専門スタッフが
お伺いして解決！

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！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。

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！

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。

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！

各種設定作業

ネットワーク、無線LAN設定サービス！

データバックアップサービス！

PCリフレッシュで解決！

◉料金

109,780円税込54,780円税込
T-tripプレミアム 1年間パック

基本
プラン

ご契約PC１台
ご契約PC3台

175,780円税込87,780円税込
T-tripプレミアム 2年間パック

複数年
プラン

ご契約PC１台
ご契約PC3台

長期安心！ご契約を２年間アップ！

219,780円税込109,780円税込
T-tripプレミアム 3年間パック

複数年
プラン

ご契約PC１台
ご契約PC3台

長期安心！ご契約を３年間アップ！

定期訪問検査

毎月1回の定期訪問時に、NASの稼働状況を確認、データ保存に問題がないか

どうかの確認を行います。

障害があれば、訪問して対応いたします。

不具合時の部品交換

万が一のハードウェアのトラブル時、不具合箇所の部品の交換を
行います。

データ復旧サービス無料見積

NAS本体やHDD障害が発生した際には、データ復旧が可能か無料で調査いた

します。

復旧が可能な場合、復旧料金をお見積りいたします。

ファームウェア・アップデート

定期訪問時にNAS本体のファームウェア（NAS OS）のアップデートを行い、常

に最新の状態を保ちます。

メール異常通知設定

NASの異常発生をメール通知で弊社で受信するように設定いたします。

障害があれば、訪問して対応いたします。

例えば、HDDの異常をいち早くキャッチし、数日以内にHDDを交換いたします。

※1 通知メールの宛先は、お客様がお使いのメールアドレスとすることも可能です。
※2 NASのインターネット接続が必要です。

各種追加設定

導入後の共有フォルダの追加設定やアクセス権の追加などを無料で行います。

パソコンの追加や変更にもスムーズに対応が可能となります。

リモート設定＆サポート

NASの設定や至急の問題解決を遠隔操作で行います。

弊社技術スタッフが電話とリモート操作（お客様PCを操作）で直接対応いたし

ます。

6,578円税込
12ヶ月一括
お支払いプラン

12,980円税込
24ヶ月一括
お支払いプラン

16,280円税込
36ヶ月一括
お支払いプラン

◉料金

D-master cloud 研究室のPCの中の大容量データは、無制限でクラウド上で管理します。

※加入時に登録いただいたサービス対象機器1台のみご利用いただけます。
※本サービスを利用し保存した情報が消失または破損した場合でも、弊社は消失または破損に伴うお客
様または他社からの損害賠償の責任を免れるものとします。

※解約した場合、バックアップされていたデータは削除されます。解約後の復旧はできませんのでご注意
ください。

アプライドD-master cloudは、パソコンのデータを容量無制限でクラウド

バックアップするサービスです。

自動でバックアップが取れるので、手間がかからず大変便利で安心！オンラ

イン上にデータをバックアップしますので、パソコンの故障や紛失といった

場合でもデータは守られます。

容量無制限 全自動バックアップ おまかせバックアップ

容量無制限でファイルごとに
最大10世代までバックアップ
できます！

最初にバックアップしたいジャ
ンルで選ぶだけでOK！

データ復旧サービスパック 誤削除やデータクラッシュ、ディスクのフォーマットなど
データ損失＆トラブル時、データ復旧を行う安心のオプションメニューです。

3年間パック

◉料金

42,900円税込

ストレージ故障や、誤ってデータを消してしまった場合に、データ復旧作業を

3年間無料で行うサービスです。物理障害、論理障害に対応いたします。

万が一の時に大切なデータを失わない為にも、「データ復旧サービスパッ

ク」のご選択をお勧めいたします。

※本サービスはデータが復旧できることを保証するサービスはありません。
　ストレージ１台当たり8TB以上のストレージには適応できません。

※Windows Server対応（RAID含む）
※Linux NAS対応（RAID含む）
※装置あたりのHDD数量は最大12台まで対応

※1 有償でのご依頼を受けたハードディスクの復
　旧率となります。

※端末の修理はしませんのでご注意ください。
※年１回までとなります。

高セキュリティ 簡単ファイル復元

データを消してしまっても、ク
ラウドから復元できます！

軍事レベルの暗号アルゴリズ
ムを利用し、三段階の暗号化
を実現。

大切なデータをクラウド上と、
ローカル上に同時にバック
アップ！

デュアルバックアップ

面倒なアップロード作業は不
要！全自動でバックアップし
ます！

110,000円税込

165,000円税込

1年間パック

2年間パック

3年間パック

◉料金

55,000円税込

お電話しながらパソコンを遠隔支援し、
操作方法や使い方などをご説明いたします。

専門サポートスタッフが、お客様のパソコン画面をイ
ンターネット経由で確認させていただきながら、技術
サポートを行います。

オンラインサポート

オンラインサポートをすぐにご利用いただけるよう、
リモートソフトの設定、Zoomの設定、法人様アカウン
ト情報等の設定を行います。

リモート／オンライン各種設定 リモートサポートソフト設定

オンラインZoomの設定

法人様アカウントの設定

パソコンの初期設定やWindowsアップデートなどパ
ソコン導入時の面倒で時間のかかる各種設定を実施
致します。初期不良等もここでチェックを行います。

パソコン初期設定＆Windowsアップデート

お客様

至急の問題 操作方法 NAS設定 エラーメッセージなど

サポートセンター

お電話しながらパソコンを遠隔支援し、操作方法や使い方などをご説明いたします。

解決
！

復旧率94％以上！！サーバー・NAS対応！！

成功！

94％
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※1
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Technical Service テクニカルサービス

SSDは、HDDと同じようにパソコンのデータを記録することが出来ます。

ディスクを使用しているHDDに対し、SSDはフラッシュメモリを使用してい

る為、データの読み取り時間や耐衝撃性など優れています。

現在使用しているパソコンを買い替える際に、新しいパソコンへデータ移

行を行うサービスです。

買い替え時に手間となるデータ移行や各種設定・ソフトインストール等を

一手にお引き受けいたします。移行にかかる手間も時間も大幅削減が可能

です。

※データ容量により、料金が変動します。
※容量や移行データの内容によってお時間が掛かる場合がございます。
※すべてのデータが移行できない場合があります。

下取り料金をPCの買い替えに利用できるほか、もし処分

となった際でも費用は一切かかりません。1台から日本全

国からの引き取りが可能です（離島を除く）。

また、新しいPCの導入スケジュールに合わせての引き取

りも可能で、一括しての入れ替えはもちろん、複数回に分

けての対応も可能です。PCと合わせて、周辺機器の回収も

行っています。

下取りを行ったPCに搭載されているHDDやSSDなどの

ストレージも、弊社のデータ消去ツールを使用するため、

情報漏洩の心配もありません。

SSD換装サービス SSD換装で動作が遅いパソコンを劇的に速くします。
データや設定など環境を今お使いのままで使用できます。

DATA Service データサービス
データ移行サービス パソコン買い替え時の面倒なデータや設定、ソフトの移行などの

面倒なパソコンの引っ越し作業を行います。

データ復旧サービスは、お客様から障害メディアをお預か

りし、失ったデータを復旧いたします。

復旧作業は症状に合わせた最適な方法でスピーディに

データの抽出を行います。企業・大学・研究機関などからも

多数の依頼を頂いております。

データ復元・復旧サービス RAID崩壊や誤削除、データクラッシュなどで消失した大切なデータ
あきらめる前に１度ご相談ください。

機密情報、顧客情報、個人情報やクレジットカードの情報

など、パソコンや記録媒体をそのまま廃棄やリサイクルに

出してしまうと、データが他人に知られてしまうことにな

り、情報漏洩の原因になる場合があります。

マイナンバーを初めとする個人情報や機密情報の漏洩事

件が社会的に問題視される今だからこそ、データを完全に

消去してから処分する必要があります。

ここで、消去方法が非常に重要になります。アプライドで

は、米国国防総省の消去規格をはじめとするデータ消去の

世界標準8規格を含む、全13消去規格に完全準拠し、高い

信頼性のデータ消去が可能です。

データ消去サービス 米国国家安全保障局の消去方式を標準で採用。
また、世界最高レベルの「Gutmann方式」への対応も可能です。

下取り支援パック 廃棄処分の手間も費用も不要なサービスパックです。

お取引の流れ

下取りの詳細について
● 法人向けモデル2012年以降販売の国内流通パソコン（ショップブ
ランド/自作PCを除く）

● ノートブック（ACアダプタ必須）/デスクトップ（液晶ディスプレイが
ない場合は減額査定）

● タブレット端末も下取りいたします。（別途見積）

● 下取り希望のお客様が資産として所有されているものが対象とな
ります。

● リカバリ作業が出来る事が条件となります。（リカバリメディア/ハー
ドリカバリ）

● リース品・レンタル品は下取りできません。
● メモリ・HDDの抜き取り等の改造がなく、正常に動作する機器に限
ります。

● アプライドにてパソコンをご購入頂いた法人様（パートナー様）に限
ります。

● 所有法人様の【商業・法人登記簿謄本】または【印鑑証明書】
● ご担当者様の【社員証】または【免許証のコピー】など
● 弊社発行の【法人買取依頼書】

※データのバックアップは必ずお願いします。実際お預かりした後の査定では、
パソコンはリカバリされ、現在入っているデータはすべて消去されます。
※必要なデータは必ずバックアップをお願いします。

おすすめポイント

パソコンの起動、Officeソフト、専用ソフトの動作、ネット閲覧、動画再生、様々な

シーンで処理スピード改善を体感することができます!!

速度が遅いという現状を改善する手段として、よくメモリ増設が挙げられます

が、実はハードディスクが原因で、速度が遅いことが多いということはあまり知

られていません。

ハードディスクを高性能のSSDに交換することで劇的にパソコンが速く、快適

に使えるようになります。

※ご購入前に取り付けを行うパソコンの対応を必ずご確認ください。
※お預かりでの作業とさせていただきます（最短で1～2日程度）
※パソコンの状態により、作業に時間がかかる場合や別途料金が必要になる場合がございます。その際は、
作業担当スタッフよりご連絡させていただきます。予めご了承ください。

STEP１
下取り希望のお見積りを「法人買取・下取り依頼書」で送
付ください。

STEP2
下取り金額の概算見積もりをお客様にお知らせいたし
ます。

STEP3
金額に同意を頂けましたら、買い替えパソコンのご案内
いたします。

STEP4
買い替えパソコンのお見積書を発行し、ご購入手続きを
いたします。

STEP5 下取り金額は法人様名義の口座へお振込みいたします。

34,800円税込 54,800円税込

74,800円税込 94,800円税込

◉料金

SSD 480GB
に環境丸ごと移行

SSD 1.0TB
に環境丸ごと移行

SSD 2.0TB
に環境丸ごと移行

SSD 4.0TB
に環境丸ごと移行

パソコンの起動が劇的に速くなり、
各種ソフト動作もスピードアップ！

消費電力が少なくなり、
バッテリーのもちが良くなる

静音性が高くなる 耐衝撃性に優れています

磁気ヘッドでデータを読み込む動作が必要
なHDDとは異なり、SSDはフラッシュメモ
リで瞬時にデータを読み込む為、パソコンの
起動などが断然速くなります。
機種によっては起動時間がHDDに比べ5分
の1程度になることもあります。

電力を使う機構の少ないSSDは、動く部品
が少ない分必要な電力も少なくなり、発熱も
抑えられます。このため、ノートパソコンなど
の使用に向いています。

回転するディスクを磁気ヘッドで読み書きす
る複雑な構造のHDDに比べて、SSDは構造
が簡単な為、ディスクの回転数やアームの振
動音などの余計な音が出ず静音性が高くな
ります。

基板上にデータを書き込む為、HDDのよう
に衝撃で盤面に傷が入ることもありません。
また、SSDは構造が簡単な為、落下した時の
衝撃により部品が壊れるといった衝撃によ
る部品破損が原因でのトラブルが少なくな
ります。

01 02

03 04

対応メディア

Windows、Mac、Linux、Apple、NEC、Dell、Toshiba、Hitachi、Buffalo、I-O DATA

その他すべてのメーカー、OS、システムに対応しております。

上記に当てはまらない場合でもお気軽にお問い合わせください。

CDやフラッシュメモリ、SDカード等の各種メディアにも対応しております。

内容

アプライドではデータ消去サービスは、パソコンや記録媒体をお客様からお預

かりし、自社工場内でデータ消去を行います。

もちろん、データ消去作業の報告書、証明書を発行いたします。

データ消去方式

標準消去
0×00書き込み方式でゼロ値で書き込みを行います。

データ消去13方式
米国国防総省の規格をはじめとする世界標準8規格を含む全13消去規格に完

全準拠。最大99回の書き込み消去、ベリファイ機能で複雑なニーズに応える、高

い信頼性のデータ消去が可能です。

サービスの流れ

1. 障害が発生したメディアを弊社にお送り、無料診断サービスを受けていただきます。

2. 診断結果とお見積りをご参考いただき、ご注文かキャンセルをご判断ください。

3. 診断後のキャンセルも無料にてお取り扱いさせていただきます（一部有料）。

※送料はお客様負担となります。

※PCの台数に応じたボリュームディスカウント料金も設定しております。詳しくはお問い合わせください。

消去方式

標準消去
（0×00）

ハイグレード
米国国家安全
保障局NSA方式

HDDデータ消去料金（税込）

～250GB以下 500GB以下 1000GB以下 1000GB～

（　　　）

1,980円 3,080円 4,180円 個別見積

個別見積5,280円 6,380円 7,480円

◉料金

◉料金

◉料金 11,000円～税込

今使っているデータを新しいパソコンに移行いたします。

新しいパソコンお客様のお持ちのパソコン

パソコンに搭載されたHDDや外付けHDD、
NASやシステム、サーバーなど、あらゆるメ
ディア・システムフォーマット・障害に対応し
ています。

ハードディスクの障害は、大きく「論理障
害」と「物理障害」に分類されます。弊社で
は、いずれの障害にも対応（一部提携パー
トナーで作業）いたします。

障害状況の診断から復旧のためのお見積
りは無料です。ご予算によりキャンセルも
無料（一部有償）となっておりますのでご安
心してお申込みください。

復旧したデータは、外付けHDDや光学メ
ディアなどでご返却いたします。また、パソ
コン故障の修理や、NASのHDD交換など、
今後の運用もサポートいたします。

多様なメディアの
データ復旧に対応

診断・キャンセル
無料サービス

複雑化したシステムへの
データ復旧

パソコン専門店
だからこそのサポート

サービス

デジカメ
データ復旧

物理障害の復旧

論理障害の復旧 中度

軽度

重度

概　要 復旧費用の目安調査費用

138,600円～

88,000円～

58,300円～

33,000円～

無料

無料

無料

無料

無料 16,500円～

軽度の認識障害や軽度のファイル情報消失な
ど、短時間で復元作業が見込める状況。

ファイル情報の消失やウイルス障害、OS障害な
ど、中程度の作業時間が必要な状況。

複合的トラブルや、異常値検出などによりデータ
回収が非常に困難であったり長時間の作業が必
要となる状況。

ハードディスクが回転しない、部品の故障など、記
録メディアが物理的・機械的に障害を起こしてい
る状況。作業はクリーンルーム内で実施される。

媒体が認識しない（未フォーマット表示）、誤って
削除・フォーマットした、落下して破損した等の
状況。

（※2）

（※2）

（※2）

（※2）

（※2）

Officeデータ メールデータ マイドキュメントデータ 住所録 写真データ等

旧PCの環境 新PC

下取り対象品

下取り条件

申し込みに
必要な書類
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ダメージレベルを基準に料金を算出しております。データを復旧する工数に費用

が発生する体系となっております。

※1. 症状によっては復旧できない場合もございます。
※2. 金額例は目安です。正確な復旧料金は診断後に
　 お見積りいたします。

※RAIDやTeraStationなどは料金体系が異なりま
す。別途ご相談ください。
※価格はすべて税込み表記となります。

診断・お見積り ご注文 復旧作業 復旧データ
のお渡し

お見積りの後でも無料でキャンセルが可能です。×
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