
訪問サポートサービス利用規約 

 

第１条 （本規約の適用） 

ＯＴＮｅｔ株式会社（以下｢当社｣といいます。）は、この訪問サポートサービス利用規約（以

下｢本規約｣といいます。）を定め、これにより訪問サポートサービス（以下｢本サービス｣と

いいます。）を提供します。 

 

第２条 （本規約の範囲・変更） 

１ 当社は、本規約（別紙含む）の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は

廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件等は、変更後の規約によ

ります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲

載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。 

２ 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への

説明方法とすることについて了解していただきます。 

３ 契約者が本条の規約による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、

第 6 条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を

中止するものとします。 

 

第３条 （提供するサービス） 

１ 本サービスには、次の種類があります。 

タイプ 本サービスの提供の時期 

タイプ１ 

(セットアップ 

サービス) 

当社が別に定める「ひかりゆいまーる」サービス契約約款に定

めるホーム(戸建向け)、マンション(集合住宅向け)に係るインタ

ーネットサービスについて、その設置又は提供の形態による細

目の変更に係る工事と同時に提供するもの 

タイプ２ 

(訪問サポート 

サービス) 

「ひかりゆいまーる」サービス契約約款に定めるホーム(戸建向

け)、マンション(集合住宅向け)に係る FTTH 接続回線について、

その設置に係る工事の完了以降に提供するもの 

２ 当社は、本サービスについて、それぞれ別紙１に定めるインターネット接続のための設

定作業、パソコン周辺機器等（以下｢サービス対象機器等｣といいます。） 

を利用するための設定作業又はその他設定作業（あわせて以下｢設定作業等｣といいます。）

を実施します。 

３ 当社は、本契約の申込みをするインターネット接続サービスに係るインターネット契約 

者が利用している FTTH 接続回線の提供区域において提供します。次表に定める期間及び

時間帯において、本サービスを提供します。 

 



タイプ 本サービスの提供期間及び時間帯 

タイプ１ 

(セットアップ 

サービス) 

フレッツアクセスサービスの設置又は提供の形態による細 

目の変更に係る工事の期間及び時間帯 

タイプ２ 

(訪問サポート 

サービス) 

オンサイトサポートを 9:00～17:00（年中無休）の間、提供し 

ます。 

 

第４条 （契約の単位） 

当社は、1 のインターネット契約につき、1 の本契約を締結します。 

 

第５条（契約の申込） 

契約者は、本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事 

項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。 

1 本サービスに係るインターネットサービスの契約者回線等番号 

2 その他申込みの内容を特定するための事項 

 

第６条 （契約申込の承諾） 

１ 当社は、前条に定める契約の申込みがあったときは、これを審査した上で承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当すると当社が認めた場

合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

(１) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

(２) 申込者が実在しないとき又はその恐れがあるとき。 

(３) 申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽があるとき。 

(４) 申込者が、当社が提供するその他サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠

り又は怠る恐れがあるとき。 

(５) その他、当社の業務遂行上著しい支障があるとき。 

３ 当社が、前２項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号いずれかの場合

に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。 

 

第７条 （申込内容の変更） 

１ 契約者は、第５条（契約の申込）に基づき当社に申込みした本サービスの提供希望日時、

設定作業等の内容又はサービス対象機器等の変更等がある場合については、当社所定の手

続きに従って、速やかに当社に通知して頂きます。ただし、タイプ１に係る本契約の提供

希望日時の変更については、その契約者回線の設置又は提供の形態による細目の変更の工

事日時の変更に伴うものに限り、当社は承諾します。 



２ 当社は、契約者から申込み内容の変更の通知を受けたときは、前条の規定に従って取り

扱います。その場合、当社は、当初の申込み内容に基づき当社が承諾した本サービスの提

供予定日時又は提供料金等の全ての契約内容の継承を保証するものではありません。 

３ 契約者は、タイプ２に係る本契約について、第１項に定める当社への通知を本サービス

の提供予定日の当日に行ったときは、本サービスの提供予定日の変更を伴う場合又はタイ

プ２に係る本サービスからタイプ１に係る本サービスへの変更が発生する場合に限り、申

込内容の変更に係る費用として、別紙２に定める基本作業費と同額の費用を支払って頂き

ます。 

 

第８条 （契約者が行う本契約の解除） 

１ 契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の手続きに従い、速やかに当社

に通知して頂きます。 

２ 契約者は、タイプ２に係る本契約について、その本契約の解除に係る前項に定める当社

への通知を本サービスの提供予定日の当日に行ったときは、本契約の解除に係る費用とし

て、別紙２に定める基本作業費と同額の費用を支払って頂きます。 

 

第９条 （権利義務の譲渡の禁止） 

契約者は、本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。 

 

第１０条 （本契約の終了） 

１ 本契約は、契約者が当社所定の書面（電子媒体のものを含みます。）に押印又は署名す

る（電気的操作による確認作業を含みます。）ことにより本サービス提供の完了を当社が確

認した時点で、終了するものとします。 

２ 当社は、第１３条（除外事項)の規定に基づき当社が本サービスの提供を行わないと判断

する事実が解消されない又は解消の見込みが無いと判断した場合は、契約者に対してその

旨を通知し、その本契約を解除することがあります。 

 

第１１条 （本サービスの提供条件） 

当社は、本契約の申込みを行う者又は契約者が以下の各号に定める条件を全て充たす場合

にのみ、本サービスを提供します。 

(１) サービス対象機器等が、本契約に係るインターネットサービスの契約者回線に接続又

は関連して利用されること。 

(２) 前項に定めるインターネットサービスの契約者回線が、本契約に係る当社の設定作業

等の実施以前又は同時に開通していること。 

(３) 当社が契約者を訪問した際にサービス対象機器等の設置場所まで案内し設定作業等へ

立ち会うこと。 



当社の設定作業等の実施の時点で、インターネット接続サービス事業者が提供するインタ

ーネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。 

(４) 当社の設定作業等の実施の時点で、設定作業等を実施する場所にサービス対象機器等

が用意されており、設定作業等に必要なＩＤやパスワード等の設定情報及びドライバソフ

トウェア又はアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。 

(５) サービス対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市

販又は配布されたものであり、且つそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語によ

り記述されたものであること。 

(６) 当社の設定作業等の実施の時点で、契約者が、そのサービス対象機器等の正規のライ

センス及びプロダクトＩＤを保有していること。 

(７) 当社の設定作業等の実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェ

ア若しくはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、サービ

ス対象機器等へのインストールを承諾すること。 

(８) 当社の設定作業等の実施の際に、契約者が、当社が要求する電力、照明、消耗品及び

その他の便宜（電話又は通信回線等の使用を含みます。）を、当社に対して無償で提供する

こと。 

 

第１２条 （契約者の当社に対する協力事項） 

契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定

める協力を行って頂きます。 

(１) 当社の求めに応じたＩＤやパスワード等の入力。 

(２) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報（操作説明書等を含みます。）

の提供。 

(３) サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者

の責任におけるそれらの情報の複製の実施。ただし、別紙１に定めるメニューのうち、サ

ービス対象機器等に記憶された情報の複製を行うメニューを利用する場合はその限りでは

ありません。 

(４) サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の

責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。 

(５) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。 

 

第１３条 （除外事項） 

１ 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合

には、本サービスの提供を行わないことがあります。 

(１) 第１１条（本サービスの提供条件）のいずれかの項目をみたさない場合。 

(２) 契約者が、前条（契約者の当社に対する協力事項）のいずれかの項目の 



協力を行わず、当社の設定作業等の実施が困難となる場合。 

(３) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法 

行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。 

(４) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。 

２ 契約者は、前項の規定により当社が本サービスの提供を行わない場合についても、別紙

２に定める基本作業費と同額の費用の支払いを要します。 

 

第１４条 （免責事項） 

１ 当社は、本サービスの提供をもって、インターネットへの接続、メールの送受信、パソ

コン周辺機器の利用、ウイルスの完全な発見及びその駆除、ソフトウェア（ドライバソフ

トウェア及びファームウェア等を含みます。）の完全なインストール、アップグレード、ア

ンインストール又は契約者のデータの完全なバックアップ 及びその移行等を保証するも

のではありません。 

２ 当社は、契約者が当社所定の書面（電子媒体のものを含みます。）に押印又は署名する

（電気的操作による確認作業を含みます。）ことにより本サービス提供の完了を当社が確認

した後は、当社の設定した内容等を保証しません。 

 

第１５条 （責任の制限） 

当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因

である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。

ただし、当該損害が当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。また、

以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。 

(１) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。 

(２) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。 

(３) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。 

(４) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。 

 

第１６条 （料金並びにその支払義務及び支払方法） 

１ 契約者は、その本契約に基づいて提供を受けた設定作業等について、その成否を問わず、

該当する料金の支払いを要します。 

２ 当社は、料金その他の計算について、この規約に規定する税込額（消費税相当額を加算した額

をいいます。以下同じとします。）と表示されていない額は、税抜額とします。なお、本規約の規定

により支払いを要することとなった料金については、税込額に基づき計算した額と異なる場合があ

ります。 

３ 当社（料金その他の債務に係る債権について、第２３条（債権の譲渡）の規定により同

条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。）は訪

問サポートの提供の完了後、契約者に対して該当する基本料金と技術費を合計した料金額



（以下｢該当料金合計額｣といいます。）並びにその該当料金合計額に係る消費税、地方消費

税相当額及び請求書発行代金を併せた料金額（以下｢請求金額｣といいます。）を請求します。 

４ 契約者は、当社より請求された請求金額を、当社が定める期日までに、当社又は当社が

指定する金融機関等において支払って頂きます。 

５ 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しな

いものとします。 

６ 契約者は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期

日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年１４．

５％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌

日から起算して１５日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。 

７ 第２３条（債権の譲渡）に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当

たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。 

８ 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消

費税及び地方消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税及び地

方消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。 

９ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

１０ 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本規約の規定にかかわらず、

臨時にその料金の一部または全部を減免することがあります。その場合、当社のホームペ

ージに公表する等の方法により、その旨を周知します。 

１１ 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものと

されている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要す

る料金（当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額

との差額を含みます。）の支払いを要します。 

 

第１７条 （営業活動の禁止） 

契約者は、有償、無償を問わず、営業活動若しくは営利を目的とした利用、第三者への付

加価値サービスの提供又はその準備を目的として本サービスの利用を行うことはできませ

ん。 

 

第１８条 （著作権等） 

１ 当社が、本サービスを提供するに当たって、契約者に提供する一切の物品（本規約、各

種ソフトウェア及び取扱マニュアル等を含みます。以下同じとします。）に関する著作権、

著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段

の規定の無い限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するも

のとします。 



２ 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。 

(１) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。 

(２) 当社が供給する一切の物品の複製、改変又は編集などを行わないこと。 

(３) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削

除又は変更しないこと。 

 

第１９条 （個人情報の取扱い） 

１ 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当

社がその契約者の氏名及び住所等を、その契約事業者に通知する場合があることについて、

同意していただきます。 

２ 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社

が別に定める｢プライバシーポリシー｣に基づき取り扱うものとします。なお、当社又は本

サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が設定作業等の過程で取得したＩＤ、パスワ

ード及びメールアドレス等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定

作業等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。 

３ 契約者は、当社が第２３条（債権の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する

場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るフレッツの契約者回

線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカード

のカード会員番号等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合が

あることについて、同意していただきます。 

４ 契約者は、当社が第２３条（債権の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する

場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情

報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。 

 

第２０条 （法令に規定する事項） 

本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるとこ

ろによります。 

 

第２１条 （準拠法） 

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

 

第２２条 （紛争の解決） 

本規約に関する紛争は、那覇地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２３条（債権の譲渡） 

契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が定める



第三者（以下「請求事業者」といいます｡）に対し、当社が譲渡することを承認していただ

きます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認

の請求を省略するものとします。  



附則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２０年３月３０日から実施します。但し、タイプ１については準備が

整い次第提供することとし、提供時期は別途当社ホームページ等で案内します。 

 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規約は２０２０年１０月８日より実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規約実施前に、改正前の規約に基づき、支払い又は支払わなければならなか

った本サービスの料金その他の債務については、なお従前とおりとします。 

３ この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の請求の取り扱

いについては、なお従前とおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規約は２０２１年３月２６日より実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規約実施前に、改正前の規約に基づき、支払い又は支払わなければならなか

った本サービスの料金その他の債務については、なお従前とおりとします。 

３ この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の請求の取り扱

いについては、なお従前とおりとします。  



【別紙 1】本サービスの内容及び技術費 

＜タイプ１メニュー技術費＞ 

メニュー名 作業内容 技術費 

インターネッ

ト接続設定 

※1、※2、※3 

ブロードバンドルーターへのプロバイダー情報（ID、

PASS）の設定、設置済みパソコンに対するホームペ

ージ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信のた

めのメーラー設定、当社提供のリモートサポートサー

ビス」のための｢リモートサポートツール｣並びに「セ

キュリティ対策ツール」の各種ツールインストール

（その他のウイルス対策ソフトがインストールされ

ている場合はそのアンインストールを含みます） 

3,000 円 

(税込額 3,300 円) 

開梱設置設定 パソコンの開梱・設置または OS の初期設定（OS の

アカウント初期設定等を含む） 

3,700 円 

(税込額 4,070 円) 

ルータ詳細設

定 

・ブロードバンドルータへのプロバイダ情報（ID、

PASS）の設定 

・ブロードバンドルータへの無線情報設定 

2,000 円 

(税込額 2,200 円) 

Wi-Fi 設定 Wi-Fi 端末における Wi-Fi 設定 

【対象機器】 無線 LAN 内蔵 PC、スマートフォン、

タブレット端末、ゲーム機、プリンタ 

900 円 

(税込額 990 円) 

追加 PC 設定 

※1、※2、※3 

設置済みパソコンに対するホームページ閲覧のため

のブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー設

定、当社提供の「リモートサポートサービス」のため

の｢リモートサポートツール｣並びに「セキュリティ対

策ツール」の各種ツールインストール（その他のウイ

ルス対策ソフトがインストールされている場合はそ

のアンインストールを含みます） 

2,000 円 

(税込額 2,200 円) 

プリンター設

置設定 

・プリンターの開梱、設置、並びにパソコン（１台）

への接続、設定・ドライバーのインストール 

4,400 円 

(税込額 4,840 円) 

各種アプリケ

ーション設定 

・スマートフォン/タブレット向け 

アプリケーションインストール及び簡易設定 

または 

・共有側：プリンタを接続したパソコンにおけるプリ

ンタの共有設定 

・アクセス側：共有設定されたプリンタ側のドライバ

のインストール及び設定 

3,500 円 

(税込額 3,850 円) 

その他機器設 ・当社指定の機器の開梱、設置及びドライバーのイン 3,500 円 



定 ストール 

〔対象機器〕 

ゲーム機、ＨＵＢ、ＳＴＢ設定、ＰＬＣ、 

Ｗｅｂカメラ＆ヘッドセット設定、 ＬＡＮボード設

定 

(税込額 3,850 円) 

※1「セキュリティ対策ツール」のための各種ツールのインストールの作業は、契約者が実

施を希望する場合にのみ実施します。 

※2 本メニューの設定作業及び｢リモートサポートツール｣及び「セキュリティ対策ツール」

のための各種ツールのインストール並びに利用は各許諾契約書または同意書にそれぞれ基

づきますので、予め内容をご確認の上、同意ください。 

※3 契約者の利用するインターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続

サービスメニュー、本契約に係るインターネットサービスの契約者回線の品目又は細目及

び契約者のパソコン等の利用環境等によっては、メニューに規定するサービス内容のうち、

設定作業が行えないものが生じる場合があります。 

※4 機器に付属するケーブル類での接続に限ります。ケーブルが付属されていない場合は、

お客さまご自身でご用意いただく必要があります。 

（注 1） 上記のメニューはその一部であって上記以外のメニューについては、当社が別に

定めるところによります。 

（注 2） 設定作業等の条件については別に定めるところによります。 

＊ 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及び各種サービス提供事業者の正規サポ

ートを代行するサービスではありません。また、ご依頼の内容及びその結果を保証するも

のではありません。 

＊ 記載されている社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 

 

  



＜タイプ２メニュー技術費＞ 

メニュー名 作業内容 技術費 

インターネッ

ト接続設定 

※1、※2、※3 

ブロードバンドルーターへのプロバイダー情報（ID、

PASS）の設定、設置済みパソコンに対するホーム 

ページ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信

のためのメーラー設定、当社提供のリモートサポー

トサービス」のための｢リモートサポートツール｣並

びに「セキュリティ対策ツール」の各種ツールイン

ストール（その他のウイルス対策ソフトがインスト

ールされている場合はそのアンインストールを含み

ます） 

3,000 円 

(税込額 3,300 円) 

開梱設置設定 パソコンの開梱・設置または OS の初期設定（OS の

アカウント初期設定等を含む） 

3,700 円 

(税込額 4,070 円) 

ルータ詳細設

定 

・ブロードバンドルータへのプロバイダ情報（ID、

PASS）の設定 

・ブロードバンドルータへの無線情報設定 

2,000 円 

(税込額 2,200 円) 

Wi-Fi 設定 Wi-Fi 端末における Wi-Fi 設定 

【対象機器】 無線 LAN 内蔵 PC、スマートフォン、

タブレット端末、ゲーム機、プリンタ 

900 円 

(税込額 990 円) 

追加 PC 設定 

※1、※2、※3 

設置済みパソコンに対するホームページ閲覧のため

のブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー

設定、当社提供の「リモートサポートサービス」の

ための｢リモートサポートツール｣並びに「セキュリ

ティ対策ツール」の各種ツールインストール（その

他のウイルス対策ソフトがインストールされている

場合はそのアンインストールを含みます） 

2,000 円 

(税込額 2,200 円) 

プリンター 

設置設定 

・プリンターの開梱、設置、並びにパソコン（１台）

への接続、設定 

・ドライバーのインストール 

4,400 円 

(税込額 4,840 円) 

各種アプリケ

ーション設定 

・スマートフォン/タブレット向け 

アプリケーションインストール及び簡易設定 

または 

・共有側：プリンタを接続したパソコンにおけるプ

リンタの共有設定 

・アクセス側： 

共有設定されたプリンタ側のドライバのインストー

3,500 円 

(税込額 3,850 円) 



ル及び設定 

その他機器設

定 

・当社指定の機器の開梱、設置及びドライバーのイ

ンストール 

〔対象機器〕 

ゲーム機、ＨＵＢ、ＳＴＢ設定、ＰＬＣ、 

Ｗｅｂカメラ＆ヘッドセット設定、 ＬＡＮボード設

定 

3,500 円 

(税込額 3,850 円) 

操作説明 インターネット（ブラウザ）、メール、パソコン、プ

リンタ、デジカメ等の使い方の説明 

3,500 円 

(税込額 3,850 円) 

ウィルスソフ

トインストー

ル 

・各ソフトウェアの要求スペックとお客さま環境の

確認 

・ウイルス対策製品設定（インストール、設定、定

義ファイル更新） 

・ブラウザ・メールソフトの動作確認 

【対象ソフト】 

ウイルススキャン 2005 以降、ウイルススキャンプ

ラス 2007 以降 

McAfee 社 ウイルススキャンもしくはウイルススキ

ャンプラスを同梱する以下の製品 

インターネットセキュリティスイート、トータルプ

ロテクション、パソコンセキュリティスイート 、パ

ソコンプロテクションプラス、Web エッセンシャル

スイート 

Symantec 社 Norton InternetSecurity2005 以降 

Symantec 社 Norton AntiVirus2005 以降 

TrendMicro 社 ウイルスバスター2006 以降 

※ダウンロート販売型の場合は、事前に購入してお

いていただく必要があります 

7,000 円 

(税込額 7,700 円) 

Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ リカバリ 

パソコンを初期出荷状態にリカバリ、初期設定 10,500 円 

(税込額 11,550 円) 

Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ  アップデ

ート 

パソコンの OS アップデート（サービスパック、重

要な更新等） 

7,000 円 

(税込額 7,700 円) 

ドライバ・フ

ァームアップ

デート 

周辺機器のドライバやファームウェアのアップデー

ト 

3,500 円 

(税込額 3,850 円) 



ウィルススキ

ャン駆除 

インストール済みウイルス対策ソフトを利用したウ

イルスチェック及びウイルス駆除 

6,500 円 

(税込額 7,150 円) 

Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ  アップグ

レード、 初期

設定 

パソコンの OS のアップグレード、初期設定 12,000 円 

(税込額 13,200 円) 

バックアップ

（4.7G 毎） 

パソコン内蔵・外付けドライブ、NAS にあるデータ

のバックアップ 

【バックアップメディア】 

お客さまで用意した CD、DVD やブルーレイ等の光

ディスク 

5,500 円 

(税込額 6,050 円) 

デ ー タ移 行

（4.7G 毎） 

バックアップしたデータをパソコン内蔵・外付けド

ライブ、NAS に移行 

6,000 円 

(税込額 6,600 円) 

050ＩＰ電話

設定 

050IP 電話の内線設定 2,000 円 

(税込額 2,200 円) 

ＬＡＮカード

設定 

・ドライバのインストール 

・無線ＬＡＮカードの接続設定 

2,900 円 

(税込額 3,190 円) 

※1 「セキュリティ対策ツール」のための各種ツールのインストールの作業は、契約者が

実施を希望する場合にのみ実施します。 

※2 本メニューの設定作業及び｢フレッツ接続ツール｣、｢リモートサポートツール｣及び「セ

キュリティ対策ツール」のための各種ツールのインストール並びに利用は各許諾契約書ま

たは同意書にそれぞれ基づきますので、予め内容をご確認の上、同意ください。 

※3 契約者の利用するインターネットサービスメニュー、本契約に係るインターネットサ

ービスの FTTH 回線の品目又は細目及び契約者のパソコン等の利用環境等によっては、メ

ニューに規定するサービス内容のうち、設定作業が行えないものが生じる場合があります。 

※4 機器に付属するケーブル類での接続に限ります。ケーブルが付属されていない場合は、

お客さまご自身でご用意いただく必要があります。 

（注 3） 上記のメニューはその一部であって上記以外のメニューについては、当社が別に

定めるところによります。 

（注 4） 設定作業等の条件については別に定めるところによります。 

  



【別紙 2】本サービスの料金 

1．基本料金 

項目 対象・単位 料金 

基本作業費 タイプ 2 に係る 1 の本契約の派遣ごとに課金しま

す。 

4,500 円 

(税込額 4,950 円) 

基本作業加算

額 

1 の本契約における基本作業費を除くメニューの料

金額の合計が 29,000 円（税込額 31,900 円）を超え

た場合に、29,000 円（税込額 31,900 円）ごとに加

算します。 

3,500 円 

(税込額 3,850 円) 

状況診断費 タイプ 2 に係る 1 の本契約ごとに課金します。 1,500 円 

(税込額 1,650 円) 

交通費 本規約第 3 条（提供するサービス）第 3 項に定める

本サービスの提供区域内であって離島においてタイ

プ 2 に係る本サービスの提供を行う場合に課金する

場合があります。 

実費 

（注）当社は、第５条（契約の申込）に基づき当社に申込みを行った本サービスの提供希

望日時、設定作業等の内容又はサービス対象機器等の内容により、本規約第１６条（料金

並びにその支払義務及び支払方法）第 1 項の規定にかかわらず、【別紙 2】本サービスの料

金 1.基本料金の支払を要しない場合があります。この場合において、予め契約者に対しそ

の旨通知するものとします。 

2．技術費 

【別紙１】に定める料金 

3．メニュー料金の割引の適用 

リモートサポートサービスの契約者が、その契約に係るインターネットサービスについて、

本サービスの提供を受けた場合は、1 の本契約につき、本規約第１６条（料金並びにその

支払義務及び支払方法）第 2 項に規定する該当料金合計額から、タイプ 1 に係る本契約に

ついては 3,000 円（税込額 3,300 円）を、タイプ 2 係る本契約については 4,500 円（税込

額 4,950 円）を、それぞれ減額して適用します。 

 


