
IT らくだ 料金表 
※すべて税抜きです 

お見積を提示させて頂き、ご了承を頂いた後、作業に入ります。 

 

■パソコンハード関連 

内容 基本出張料 診断料(1 台毎) 技術作業料 料金合計 

ウイルスチェック \4,000 \3,000 ¥3,000 ￥10,000 

ウイルス駆除 \4,000 \3,000 ¥10,000 \17,000 

ハードディスク簡易診断 \4,000 \3,000 ¥3,000 ￥10,000 

ハードディスクエラーチェック \4,000 \3,000 ¥8,000 \15,000 

ハードディスクデータ消去（500GB 迄） \4,000 \3,000 ¥10,000 \17,000 

ハードディスクデータ消去（1TB 迄） \4,000 \3,000 ¥18,000 \15,000 

各種ソフトインストール \4,000 \3,000 ¥3,000 ￥10,000 

パソコン分解清掃 \4,000 \3,000 ¥5,000 \12,000 

システム調整 \4,000 \3,000 ¥8,000 \15,000 

無線 LAN（Wi-Fi）設定（ルーター・子機 1 台） \4,000 \3,000 ¥10,000 \17,000 

無線 LAN（Wi-Fi）子機追加設定 \4,000 \3,000 ¥3,000 ￥10,000 

プリンター接続（USB接続） \4,000 \3,000 ¥3,000 ￥10,000 

プリンター接続（無線 LAN 接続） \4,000 \3,000 ¥8,000 \15,000 

Windows アップデート \4,000 \3,000 ¥8,000 \15,000 

■パソコンおまかせパック 

内容 料金 

PC 新規購入パック（デスクトップ） ¥12,000 

PC 新規購入パック（ノート） ¥10,000 

PC 買替パック(デスクトップ) ¥25,000 

PC 買替パック(ノート) ¥23,000 

パソコンリフレッシュパック ¥13,000 

メーカー製 PC 再セットアップ ¥13,000 

データバックアップパック（容量 10GB 迄） ¥15,000 

■DTP関連 

内容 枚数 デザイン 印刷 料金合計 備考 

名刺 片面 100 枚 \3,000 \5,000 \8,000  

名刺 両面 100 枚 \8,000 \10,000 \18,000  

チラシ 片面 100 枚 \10,000 \10,000 \20,000  

チラシ 両面 100 枚 \15,000 \17,000 \32,000  

３つ折りリーフレット 100 枚 \15,000 \17,000 \32,000  

カタログ  \10,000 要見積  

ラミネート加工 両面 1 枚 \10,000 \300 \10,300  

はがき 片面 100 枚 \10,000 \10,000 \15,000 切手代別 

ポスター 片面  \20,000 \5,000 \25,000  

封筒 1,000 枚 \10,000 \50,000 \60,000  

■デザイン関連 

内容 デザイン料 備考 

ロゴ作成（3 パターン） \30,000  

写真加工（色調補正・ゴミ取り・合成） \10,000  

イラスト・キャラクター作成（3 パターン） \80,000  

 

  



■講習関連 ※パソコンマンツーマン講習のみ入会金（5,000 円）が必要です。 

内容 時間 料金 備考 

パソコンマンツーマン講習（エクセル・ワード） 1時間×10回 \30,000 テキスト 2,000円 

パソコンマンツーマン講習（MOS 資格取得） 1時間×10回 \50,000 テキスト 3,000円 

パソコンマンツーマン講習（Windows） 1時間×10回 \30,000 テキスト 2,000円 

パソコンマンツーマン講習（プリンター・デジカメ・スキャナ） 1時間×10回 \30,000 テキスト 2,000円 

パソコンマンツーマン講習（イラストレーター・フォトショップ） 1時間×10回 \70,000 テキスト 4,000円 

パソコンマンツーマン講習（動画編集・CD へのコピー） 1時間×10回 \70,000 テキスト 2,000円 

パソコンマンツーマン講習（ロゴ・チラシ作成） 1時間×10回 \100,000 テキスト 2,000円 

パソコンマンツーマン講習（写真加工） 1時間×10回 \100,000 テキスト 2,000円 

パソコンマンツーマン講習（デザイン・レイアウト・カラーセンス） 1時間×10回 \100,000 テキスト 4,000円 

パソコンマンツーマン講習（WEB 制作） 1時間×10回 \100,000 テキスト 3,000円 

パソコンマンツーマン講習（WEB デザイナー養成） 1時間×10回 \100,000 テキスト 3,000円 

パソコンマンツーマン講習（プログラマー養成） 1時間×10回 \200,000 テキスト 3,000円 

パソコンマンツーマン講習（SEO 対策） 1時間×10回 \200,000 テキスト 3,000円 

パソコンマンツーマン講習（リスティング広告） 1時間×10回 \200,000 テキスト 3,000円 

パソコンマンツーマン講習（アクセス解析） 1時間×10回 \200,000 テキスト 3,000円 

パソコンマンツーマン講習（アプリ開発） 1時間×10回 \300,000 テキスト 5,000円 

出張講習 2 時間 \30,000 要相談 

■ビジネス関連 

内容 時間 料金 備考 

ビジネス文書作成 1 ページ \5,000～（要見積）  

データ入力 1 時間 \1,200  

■WEB 関連 

内容 回数/期間 料金 備考 

ホームページ作成 1 回 \198,000 1 サイト 5ページまで 

ショッピングページ作成 1 回 \200,000  

スマートフォン対応ページ作成 1 回 \200,000  

ホームページ更新 1 回 \20,000  

ドメイン・サーバーレンタル管理費 1 ヶ月 \3,000  

メールアドレス作成 1 回 \3,000 1 回で複数作成可能 

SEO 対策（ホームページ） 1 ヶ月 \5,000  

SEO 対策（SNS・YOUTUBE） 1 回 \30,000  

SNS 更新代行 1 ヶ月 \10,000  

ブログ更新代行 1 ヶ月 \10,000  

バナー作成 1 パターン \30,000   


