パソコン・スマホ・映像・シンクライアントで悩んだら何でもご相談ください。

激安！スマホ で 楽ちんビジネス
お得な割引きクーポン進呈中！！
日頃のご愛顧に感謝して、スマートフォン＆SIM・PR 映像制作・大好評のシンクライアント
システム（リモートデスクトップ・VPN）・パソコン修理・データ修復抽出サービスなどお得
なサービスが満載です。是非この機会にお得な割引クーポンをご利用下さい。

ン
ー
ペ
キャン

無料診断実施中！

サービス案内

サービス案内

スマートフォン関連

パソコン修理・販売

●スマートフォンの販売・修理・データ抽出
●光回線・SIM の販売
●スマートフォンの周辺機器

激安スマホで
経費節約
大幅コスト削減！
Tikimo SIMでスマホの通信料を
大幅節減！ バンドルクーポン容量が
選べるのは、もちろん、SMS機能や
通話機能の組み合わせ自由。
ご自身の用途に合わせてピッタリの
料金プランが選択できます。

●修理・設定・データ修復・メンテナンス
●ソフトウエアインストール・設定
●周辺機器の設置・設定・メンテナンス
●ネットワーク機器の設置・設定・メンテナンス

映像関連

●各種 PR・VP・CM 映像制作
●各種配信用映像制作
●ビデオ撮影（CM・配信・記録・イベント用）
●ナレーション

パ ソコン修理＆サポート料金表
大変お得なサポートパック

激安！スマホ で
楽ちんビジネス
ン
ー
ペ
キャン

お得な割引きクーポン進呈中！

SIM ￥1，
600〜
（税別）

今すぐゲット

シングルプラン 3Gデータ＆通話

０００
●パソコン初期導入パック････････････････････￥１５，
（パソコンを購入し面倒な取付設定を行うサービスです。
）

１．パソコンの設置先に伺い、パソコンの初期設定・プリンターの設定（1 台）
インターネットの設定（無線ルーター親機子機 1 台）を行います。

法人サポート関連

０００（市内・他エリア出張料半額）
●無線 LAN 出張設定パック･･････････････････￥１０，

●シンクライアントの販売・構築・設定・保守
●ビジネスパソコンの販売・設置・設定・保守
●ビジネス用のネットワークの構築・設定・保守
●サバー構築・設置・設定・保守
●業務ソフトのインストール及び設定・保守
●USB メモリー・NAS・DB データ修復・抽出
●ソフトウエアのインストール及び設定
●UTM システムの販売・設置・保守
●LAN 工事

（当店で無線 LAN 機器をご購入いただいたお客様用のサービス）

１．無線 LAN ルータの親機子機の設定を行います。（主張費込みなので大変お得です。）

０００
●パソコン修理お任せパック･･････････････････￥１５，
（パソコンが起動しない場合の便利なパック）

１．ハードディスク修復

※場合により残せない場合もあります。）
３．レジストリークリーニング・キャッシュの削除（購入時に近い状態に戻します。）
４．デフラグ（ファイルの配置を最適化しハードディスクのアクセス速度を改善します。）
５．パソコンの内部・外部の清掃（ほこりで詰まったパソコンを掃除し、機械の寿命を延ばします。）

０００
●HD 交換お任せパック･･････････････････････￥２５，
（起動しない・ディスク交換が必要な場合の便利なパック）

１．ハードディスク修復・復元
２．ハードディスク交換
３．データ移行
（環境及びデータは、そのまま残ります。※場合により残せない場合もあります。）
４．レジストリークリーニング・キャッシュの削除（購入時に近い状態に戻します。）
５．デフラグ（ファイルの配置を最適化しハードディスクのアクセス速度を改善します。）
６．パソコンの内部・外部の清掃（ホコリで詰まったパソコンを掃除し、機械の寿命を延ばします。）

白山通り
DCM ダイキ

◎

◎

セブンイレブン
AV クラブ

豊肥本線

◎

●ハードディスク交換
１．ディスク交換････････￥3,000＋部品代
２．データ移行付･････￥20,000＋部品交換

オフィスツースリー

（パソックス平成店）

マクドナルド
釣具のポイント

浜線バイ
パス

平成大通
り

３号線
南警察署

平成駅

◎

◎
◎

◎

●メモリー増設
１．ノート 背面取付････････････￥1,500
２．ノート キーボード剥がし････￥3,500
３．ノート 分解取付････････････￥5,000
４．デスクトップ PC････････････ ￥2,500

DoCoMo ショップ

★

サンリブくまなん店

格安で高品質の映像制作
今まで高価だった映像制作が低予算で！
PR・商品説明・会社案内映像を
販促ツール・ホームページ・WEBCM等
様々なシーンに利用し、説明や解説が
大変だったものを映像で解りやすく。
不慣れな営業マンをガッチリサポート。

●無線 LAN 設定
１．親機・子機セット････････････￥8,000
２．子機････････････････････････￥2,000

●ソフトウエアインストール
１．一般ソフト････････････････････････￥1,500
２．業務用ソフト････････････････････￥別途見積
●ウイルスソフトインストール･･････････￥２,000
●TV チューナー設定･･･････････････････￥ 3 ,000
●パソコン組込費･････････････････････￥15,000
●PC 組込＋RAID･････････････････････￥25,000
●OS インストール･････････････････ ････￥8,000
●ボード組込・ドライバーインストール ･･￥5,000
●バックライト交換･･･････････････････ ￥25,000

●共有設定･･･････････････････････￥8,000
１．追加････････････････････････ ￥2,000
●プリンタ・スキャナー設定
１．一般プリンター･･････････････￥2,000
２．複合機･･････････････････････￥3,000
３．業務用複合機････････････････￥5,000

東バイパス

PR映像制作
￥39，
800〜

（税別）

ミディアムプラン

http://of23.com/

シンクライアントで業務効率大幅アップ

VPN接続料
￥1，
000/月〜

（税別）

1PCに対し1接続の場合
※シンクライアントシステムの
導入調査・システム設計・お見積は、
クーポン券で無料にて行います。

●インバータ交換･････････････････････ ￥20,000
●その他作業料金 30 分･･･････････････￥3,000

けやき通り

国道 57 号線

ＰＲ映像制作サービス

その他サポート料金

モスバーガ

◎

◎ ◎

２．OS 再インストール（環境及びデータは、そのまま残ります。

（リーモートデスクトップ・VPN）

何時でも、
何処でも、
安全で、
快適に！
お仕事で、
こんなことでお困りでは？
●
「会社と同じように在宅勤務をさせたい。
」
●「出先で、
急ぎの見積を頼まれた。
」
●
「出張先で日々の業務を行いたい。」
●自宅で残業をしたい。
」
こんな時に便利なシンクライアント。
今回、
ご紹介するのはシステムは、
画面転送型
システムです。画面転送型なので操作情報以外のデータを送信しません。
会社のサバーにアクセスして会社と同じ環境で作業ができます。
PC・タブレット・スマホなど様々な端末で使用できます。

●出張料金
１．熊本市内･･････････････････････････￥3,000
２．熊本市県内････････････････････････￥5,000
３．その他の地区････････････････････￥別途見積

ビジネスサポート オフィスツースリー

コンシュ−マサポート パソックス平成店

フリーダイヤル

にーさん の コールサンキュー

0120 - 23 - 5 639

■お問い合わせ
●有限会社 オフィスツースリー（パソックス平成店）
〒860-0833 熊本市中央区平成 3 -15- 33
TEL：096-214-3137 FAX:096-214-3127

●営業時間：10:00 〜 19：00（定休日：第 1・3・5 日曜）
●URL：http://of23.com

Mail：info@oﬃce23.net

ビジネスサポート

オフィスツースリー

コンシュ−マサポート パソックス平成店

フリーダイヤル

にーさん の コールサンキュー

0120 - 23 - 5 639
［メールでのお問い合わせ］ info@oﬃce23.net

