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【パソコン販売サービス】 
 ▦ パソコン販売   
 ▦ 中・小規模サーバー販売 
 ▦ カスタマイズ（ＢＴＯ）パソコンの製作・販売 
 ▦ 中古再生部品によるカスタマイズ（ＢＴＯ）パソコンの製作・販売 
 ▦ プリンタや外付けＨＤＤなどの周辺機器販売 
 ▦ 各種ソフト（ＯＳ，アプリケーション等）販売 
 
【一般・ビジネス用パソコン修理サービス】 
 ▦ パソコン（ノートＰＣ，デスクトップＰＣ）修理 
 ▦ カスタマイズ（ＢＴＯ）パソコン修理 
 ▦ 自作パソコン修理 
 ▦ タワー型サーバー修理 
 ▦ 液晶モニタ（タッチパネル液晶モニタを含む。）修理 
 ▦ 周辺機器修理 
 
【パソコンサポートサービス】 
 ▦ パソコン設定 
 ▦ インターネット接続 
 ▦ 無線ＬＡＮや有線ＬＡＮの接続 
 ▦ 各種ソフトのインストール・設定 
 ▦ メール設定 
 ▦ その他 
 
【産業用パソコン修理サービス】 
 ▦ 業務・工業・産業用パソコン（ノートＰＣ，デスクトップＰＣ）修理 
 ▦ 工業・産業用カスタマイズ（ＢＴＯ）パソコン修理 
 ▦ ＦＡコンピュータ修理 
 ▦ 産業装置用サーバー修理 
 ▦ 工業・産業用液晶モニタ（タッチパネル液晶モニタを含む。）修理 
 ▦ 医療用パソコン（ノートＰＣ，デスクトップＰＣ）修理 
 
【データ復旧サービス】 
 ▦ パソコン・サーバーの故障によるデータ復旧 
 ▦ 各種記録メディアの論理障害によるデータ復旧 
 ▦ 各種記録メディアの物理障害（軽度・中度・重度）によるデータ復旧 
 ▦ 各種故障記録メディアからのデータ救出後のデータ移行 
 
【電子回路基板修理サービス】 
 ▦ 機械や装置に組み込まれている電子回路基板の修理 
 
【電子機器修理・機能増強サービス】 
 ▦ 工業・産業用電子機器の修理 
   ※例：電源ユニット，エンコーダー，Ｉ／Ｏユニット、インターフェイス，他 
 ▦ 工業・産業用電子機器の機能強化 
 
【電気・電子回路設計、基板製作サービス】 
 ▦ 開発製品用電気・電子回路設計 
 ▦ 電子回路基板の試作品製作、単品基板製作、量産基板製造 
 ▦ 特殊電源ユニット設計・製作   
 
【サーバー・ＬＡＮ システム構築】 
 ▦ ローカルネットワーク（ＬＡＮ）設計・施工 
 ▦ サーバー・ネットワークシステム構築設計・施工 
 ▦ 上記に伴う電気設備工事、通信設備工事 

事業 
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アイデザイン研究所のＰＣ事業部は設計コンセプトを修理技術に反映します。 

【パソコン販売サービス】 

 ▦ パソコン販売 

  主なＰＣ取扱メーカー：日本ＨＰ，ＤＥＬＬ，富士通，ＮＥＣ，東芝，Ｌｅnｏｖｏ 

                 など  

  パソコン販売では、主に上記メーカーのパソコンを販売しています。 

  一般用パソコンからビジネスパソコン、ワークステーション、サーバー、 

  周辺機器（プリンタなど）まであらゆるパソコン製品を取り扱っています。 

 ▦ カスタマイズ（ＢＴＯ）パソコン販売 

  お客様のご使用用途にあわせたメーカーＢＴＯパソコンを販売しており 

  ます。また、弊社カスタマイズ（ＢＴＯ）パソコンも製作・販売しております。 

 ▦ 再生部品（中古部品）によるカスタマイズ（ＢＴＯ）パソコン販売 

  お客様のご使用用途にあわせたメーカー再生部品にてＢＴＯパソコンも 

  製作・販売しております。 

  ※各再生部品は弊社が厳選して購入し、不具合が無いか試験等を行っ 

    た部品のみ使用します。  

     また、不具合が発生しやすいＨＤＤなどは新品を使いますのでご安心 

    ください。 

  ＜こんな方にオススメです。＞ 

     例えば、ＣＡＤ用パソコンなどでご使用になるデスクトップパソコンは、 

     性能や安定性のあるワークステーションをオススメしていますが、ワ 

     ークステーションをＣＡＤ用にする場合、インストールするＣＡＤソフトに 

     合わせてグラフィックボードなどを搭載しなければなりません。 

    このようなワークステーションを新品購入すると約２０万円～３０万円、 

    ３ＤＣＡＤ用で高額になるとそれ以上の価格になります。しかし、弊社で製作する再生部品によるワー   

    クステーションの場合、新品購入価格の約半額の値段で購入いただける場合がほとんどです。また、 

    ワークステーションは、サーバーとして利用できるくらいのパソコンなので、耐久性や性能、安定性は 

    一般のパソコンとは比べ物にならないほど高性能です。したがって、長くご使用いただけると考えて     

    おります。 

 ▦ 各種ソフト（ＯＳ，アプリケーション等）販売 

   ＯＳからワープロソフトや表計算ソフト、メールソフトなどのアプリケーションまで、幅広く販売しておりま  

   す。最新バージョンソフトの販売はもちろんのこと、古いバージョンのソフトや中古ソフトも取り扱っており 

   ます。但し、古いバージョンソフトや中古ソフトは、入荷にお時間がかかる場合がありますのでご了承く 

   ださい。 

   

【各種修理サービス】 

 ▦ パソコン修理 

   パソコンは、たくさんのパーツが組み込まれてできています。これらのパーツには電子回路基板（以下 
   「基板」といいます。）が組み込まれ、その基板が各パーツを制御してパソコンを動作させています。 
   このパソコンの修理には、パソコン全般の知識や各パーツの知識、そして豊富な修理経験が必要不可 
   欠ですが、残念ながらそれだけでは基板が故障した場所を特定することは非常に困難です。 
   その中でも、目視で特定できる基板内のコンデンサ不良やハンダ割れなどは、基板の専門知識・経験 
   が無くても修理は可能ですが、目視で特定できない部品が壊れている場合は、ほぼ修理は不可能です。 
   このような場合、たいていはパーツ交換修理で済ませるパソコン修理ショップが多いようですが、本当に 
   それで良いのか私たちは疑問が残ります。パソコン全般の知識や修理経験だけでなく、基板の専門知 
   識と設計・製作の経験があれば、さらに幅広い観点から修理方法を考案し、お客様に的確なご提案が 
   できるものと私たちは考えています。 



 ▦ 産業用パソコンの修理対応 

  ❖メーカーサポート終了品の修理にも対応 

    メーカーサポートが終了した古い装置だが、まだ使い続けたいのに付属 
    のパソコンが壊れてしまったので、メーカーに修理を依頼したら断られ、 
    新型装置の買い替えを勧められた！など、こんな経験はありませんか？ 

    弊社では、このような産業用パソコンやタッチパネル液晶モニタ・パネル 
    コンピュータなどの修理に対応しております。  

  ❖ＩＤＫの修理サービス・サポート 

    産業機器や装置などに取り付けられている液晶モニタやパソコンは一般 
    向けのパソコンとは異なる仕様・形状で製作されているのがほとんどです。 
    特に筺体部分は防塵構造や二重構造のものもあり、通気ファンは強力で 
    耐久性の高いものが使われています。また、基板の部品も耐久性の高い 
    高価な部品が使われており、電源ユニットは特殊なものが多く二重電源 
    回路が組まれているものもあります。 
    このような産業用パソコンの修理には、電子機器の専門知識と長年のス 
    キル・経験がなければできません。 
    弊社では、長年のスキルと経験を培ってきたスタッフが弊社独自の手法 
    で修理を行っています。  
 ▦ 弊社ＰＣ事業部の強み 

  ❖パソコン全般と基板回路・電子機器に詳しいスタッフ 

    パソコン修理だけでなく、基板が組み込まれたあらゆる機器の修理実績 
    を持ったスタッフが、そのノウハウを発揮してお客様のニーズに合わせて 
    的確に修理を行います。 
  ❖豊富な修理実績 
    パソコンの故障修理において、記録メディアが物理障害を起こしたもので 
    も長年の経験と実績、独自の手法でデータを救出しパソコン本体も併せ 
    て修理しています。 
    このようなデータ救出・復旧を含む修理全般も対応しています。 
  ❖データ復旧・修復・救出における豊富な実績     
    パソコンのデータ復旧だけでなく、弊社ではあらゆる記録メディアのデー 
    タ修復・救出・復旧も行っています。長年の実績と専門知識を持ったスタ 
    ッフが全力を尽くして対応します。 
 ▦ 故障機器の対応 
   装置内に組み込まれている故障機器の場合、周辺ユニットが装置側に組 

   み込まれているなどその装置から簡単には取り出せない構造になっている 

   ことがあります。 

   このような場合は、弊社の独自の手法で故障した機器のみを装置から取り 

   外し、単体でお預かりして診断・修理をさせていただくことになります。但し 

   修理完了後、装置との組み合わせ試験をしなければ正確な動作確認が出 

   来ない場合には、弊社技術スタッフがお客様のところにお伺いし、修理完 

   了品のご返却と同時に装置への組み込みを行い、その後試験に立ち会い 

   ます。 



【電気・電子回路設計、基板製作サービス】 

 ▦ 電気・電子回路設計 

   製品開発や製品の小型化、既存電子機器の機能改善などに伴う電気・電 

   子回路設計を行っています。 

 ▦ 電子回路基板／設計・製作 

   電子回路を基板化するにあたり、各プロセスに合わせたハードウェア、ソフト 
   ウェアの基板設計などを行っています。 
  また、試作基板や単品製品基板の製作、量産基板の製造も行っております。 
 ▦ 基板を組込んだ製品／設計・製作 
   電源ユニットや信号変換器など小型電子機器の設計・製作も行っておりま 
   す。製品構想から製品化するための電気・電子回路設計や基板設計、また 
   試作品の製作など、基板を使った装置の制御に関する開発設計業務全般を 
   承ります。   

  ❖電子回路設計 

    ・ アナログ回路設計 
       トランジスタ、ＦＥＴ、ＯＰ－ＡＭＰなどを使用した回路設計 
    ・ デジタル回路設計 
       ＦＰＧＬ、ＣＰＬＤ、汎用ロジックＩＣ、ＰＩＣマイコン、ＣＰＵ（ＭＰＵ）などを使用した回路を設計 
    ・ Ａ／Ｄ回路設計 
       アナログ回路＆デジタル回路を組み合わせた複合回路を設計 
  ❖ＰＣＢ設計 
    ・ ブレッドボード設計 ※手配線 
    ・ アートワーク設計  ※ＣＡＤによる設計 
    ・ 試作基板や単品製品基板の製作 
  ❖使用ソフト 
    ・ Ｔｒａｘ Ｍａｋｅｒ Ｐｒｏ（ＰＣＢ設計用） 
    ・ Ｐｒｏｔｅｌ ９９ＳＥ、Ａｌｔｉｕｍ Ｄｄｅｓｉｎｅｒ ２０１０（回路設計、ＰＬＤ設計、回路シュミレーション） 
    ・ ＭＰＬＡＢ（ＰＩＣマイコン用） 
     ※ＩＣＤ、ＰＩＣライター 
    ・ Ｑｕａｔｕｓ２（ＣＰＬＤ：ＡＬＴＥＲ）   
    ・その他 
 
【サーバー・ＬＡＮ システム構築】 

 ▦ サーバーによるネットワークシステム 
   サーバーによる大事なデータの一元管理とバックＵＰを行うことで、整合性と信頼性の向上を図ることが 

   でき、万が一のトラブルにも対処できます。また、周辺機器（プリンタ・複合機・プロッタなど）を共有使用 

   することで、ランニングコストの軽減にもつながります。 

 

   サーバーには、各クライアントＰＣのデータバックＵＰや管理・サポートなどの機能があるため、クライアン 

   トＰＣ（サーバーからサービスを受ける側のＰＣ）のデータが何らかの事情で消えてしまっても、バックＵＰ 

   されているデータについては復元することができます。  



 

   そのほかにも、データベースサーバーやアプリケーションサーバー等いろんな機能を付け加えることが 

   できます。なお、一般的な事務所などでは主にファイルサーバー機能、プリンタサーバー機能及びデー 

   タバックＵＰ機能があれば良いのではないでしょうか。 

 ▦ 簡易サーバーによるネットワークシステム 
  中・小規模の事業所、個人事業主様にオススメ！ 

   ここでいう簡易サーバーとは、クライアントＰＣを利用したサーバーの事です。 

 

   最近のパソコンは高機能・高性能となったこともあり、高額なサーバー専用機やサーバーＯＳを購入し 

   なくてもパソコンをサーバーとして利用することで安価で簡易サーバーを設置することができます。 

   主に簡易サーバーには次の機能があります。 

     ・ファイルサーバー機能 

     ・プリンタサーバー機能 

   また、次の機能を付加することが可能です。 

     ・バックＵＰ機能（但し、簡易サーバー内のデータバックＵＰのみ） 

     ・アクセス制限 

     ・ＳＱＬサーバー 

     ・その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜注意点＞ 
   パソコンを簡易サーバーとしてご利用になる場合には以下の条件があります。 
   １．簡易サーバーのＯＳとして利用するクライアントＯＳにはユーザー数の制限があります。 
   ２．クライアントＯＳにはファイルサーバーとプリンタサーバーの機能があります。しかし、メールサーバ 
     ーやＷｅｂサーバーその他クライアントＯＳを管理・サポートするなどの機能はありません。 
   ３．簡易サーバーには、各クライアントＰＣのデータバックＵＰ機能を付け加えることはできません。しか 
     し、その他の方法で自動バックＵＰさせる方法はあります。 
 
 

＜＜サーバーの設定から設置工事・サポートまで弊社にお任せください！＞＞ 

    



株式会社アイデザイン研究所 
ＰＣ事業部 

【パソコン修理サポートサービス】 
 ❒ 一般・ビジネス用パソコン修理サービス 
    ※ＰＣの機能や性能をグレードアップ、リフレッシュを含みます。  
 ❒ パソコンサポートサービス 
 ❒ 産業用パソコン修理サービス 
    ※ＰＣの機能や性能をグレードアップ、リフレッシュを含みます。  
 ❒ データ復旧サービス  
    ※論理障害や物理障害からデータを復旧します。 
 

【その他修理サービス】 
 ❒電子回路基板修理サービス  
 ❒電子機器修理・機能改善サービス 

 上記サービスも、「パソコン修理サポートサービス」と同じ方法でお申し込みいただけます。 
 
 

修理 
Ｒｅｐａｉｒ   Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

こんな症状が現れたら弊社にご相談ください！  

【お問い合わせ】 

 株式会社アイデザイン研究所 ＰＣ事業部 
                              担当：坂（ﾊﾞﾝ） 

     〒510-0226 

 住所：三重県鈴鹿市岸岡町２８７７番地１ サンビレッジ 千代崎１－Ｅ号 

 TEL：059-386-2121 
 FAX：059-367-7171 
 E-mail：pcjigyoubu@idesign-k.jp 
 URL：ｈｔｔｐ：//idesign-k.net/newpage6.html 



２．出張サービスはこんな方にオススメです。 

     ❒会社のパソコンなのでもちだせない方 

     ❒ケーブルの接続がよくわからない方 

     ❒お身体の不自由な方 

     ❒お店から離れられない方 

     ❒現地以外では不具合再現ができないような場合 

     詳細は「ＰＣ事業部Ｗｅｂサイト」をご覧ください。 

 

     ※データ復旧サービスやパソコンの故障で現地では修理できない場合は引き取りによる対応といたし   

      ます。予めご了承ください。                  

【 お客様へ 】 
個人・法人・企業・官公庁のお客様問わずご利用いただけるサービスです。是非ご利用ください！ 

宅配サービスは全国どこから
でもご利用いただけます。 

１．持ち込み修理はこんな方にオススメです。 

     ❒直接相談したい方や状況説明を受けたい方 

     ❒修理費をなるべく抑えたい方 

     ❒早く修理を受けたい方 

     詳細は「ＰＣ事業部Ｗｅｂサイト」をご覧ください。                  

３．宅配サービスはこんな方にオススメです。 

     ❒出張サービスより往復送料がお安い地域の方 

     ❒お近くに修理店がない方 

     ❒出張中にパソコンが故障して、お戻りになる際に直接お引き取りにこられる方 

     ❒お近くでも持ち込みが困難な方      

     詳細は「ＰＣ事業部Ｗｅｂサイト」をご覧ください。     

  アイデザイン研究所のパソコン修理サポートのお申し込み方法は３通り！  
  まずはお電話ください！   

パソコンから液晶モニタ（タッチパネル液晶モニタ）、工業・産業用パソコンなどの修理
サポートはお任せください！ 

電子機器、電子回路基板等の修理や機能改善も承っております！   

修理のお申し込みは、添付の申込書をお使いください。また、ＰＣ事業部Ｗｅｂサイトからダウンロードすること

もできます。各お申し込み方法によって申込書が異なりますのでご注意ください。 

お申し込みの際は、申込書に必要事項をご記入のうえ、修理依頼品（付属品を含みます。）と併せてお渡しく

ださい。 

※ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。   

※上記サービスも、「パソコン修理サポートサービス」と同じ方法でお申し込みいただけます。  



創業から電気・電子回路の開発設計をはじめ、基板設計、試作基板製作、製品基板製造までの実績と、

各種電子機器や産業用装置、パソコン・サーバー、基板等の修理実績を持ち、それらを活かして故障箇

所や不具合を特定して修理を行っています。                  

ＩＤＫの修理・サポートサービス 

弊社の修理はメーカー修理より 

断然安い！ 

修理後３ヵ月保証 

アイデザイン研究所の修理保証期間は３ヵ月です（６ヵ月保証に変更可能）。 

弊社のお客様は、個人のお客様だけでなく、自動車部品メーカーや試験計測機器開発メーカー、医療関

係、社会福祉法人などのお客様もいますので、いい加減な修理はいたしません。 

（修理した同一箇所が再度故障した場合に限ります。）                 

初期診断料・見積は無料です！ 
修理・サポートの初期診断料や見積もりについては、創業より無料とさせて

いただいております。                 

古いＰＣ・サーバー修理ＯＫ！ 
１０年以上前のＰＣでも修理しています。 

以下のメーカーＰＣの修理実績があります。 

ＨＰ，ＤＥＬＬ，ＩＢＭ，Ｌｅｎｏｖｏ，Ａｃｅｒ，ＣＯＮＴＥＣ，Ｐａｎａｓｏｎｉｃ，ＮＥＣ，東芝，日立，富士通，ＳＯＮＹなど 

メーカーサポートの切れた工業・産業用パソコン、生産管理用サーバーなども修理ＯＫ！                 

アイデザイン研究所の修理部品の調達力は国内だけにとどまりません。既に生産終了の部品は、国内で

入手不可能な場合があります。また、国産部品でも国内より海外の方が安く購入できる場合があります。

このような場合は、海外の取引先から直接購入しているため、低価格の実現が可能となっています。              

ＰＣリフレッシュで安心！ 
定期的な点検・清掃でＰＣの寿命を延ばします 

パソコンの故障要因の一つに埃の詰まりがあります。長年ご使用のパソコン内部には埃が入っています。

通風孔が塞がれると、内部冷却が低下し、最悪故障に至ってしまいます。弊社では、ＰＣリフレッシュサー

ビスとして、定期的な保守サービスも行っています。これによって、パソコンの延命化を図ります。 

＜保守サービス＞ 

機能・内外点検、分解清掃（マザーボード、冷却ファン、通風孔など）、ＨＤＤ診断、ウィルスチェックなど              

購入品はさらに安心！ 
弊社からご購入のパソコンはさらに安心です。 

弊社でご購入いただいたパソコン製品は、メーカー保証が切れた後でも弊社のパソコン修理サポートサー

ビスで対応いたします。メーカーサポートに含まれていないデータ復旧も、お安い価格で対応します。              

ＨＰ，ＤＥＬＬ，ＩＢＭ，Ｌｅｎｏｖｏ，Ａｃｅｒ，ＣＯＮＴＥＣ，Ｐａｎａｓｏｎｉｃ，ＮＥＣ，東芝，日立，富士通，ＳＯＮＹなど

メーカーサポートの切れた工業・産業用パソコン、生産管理用サーバーなども修理ＯＫ！              

アイデザイン研究所の修理部品の調達力は国内だけにとどまりません。既に生産終了の部品は、国内で

入手不可能な場合があります。また、国産部品でも国内より海外の方が安く購入できる場合があります。



ＰＣ以外のデータ復旧ＯＫ！ 
デジカメ・ＣＦカードなどにも対応しております。 

データ復旧サービスでは、上記メディアのデータ復旧の実績が多数あります。 

データ復旧サービスでは、論理障害や物理障害によるデータの復旧を行っています。 

データ復旧では壊れたデータの修復作業を行う場合、思った以上に日数を頂く場合がありますので予め

ご了承ください。 

【 エネルギー管理モニタ修理 】 

  フロッピーディスクドライブが故障したこと 
  もあって、お客様のご要望によりシリコン 
  ディスクドライブに機能改善したものです。 

  通常のフロッピーディスクドライブと通信 
  回路が異なっていたため、時間がかかり 
  ました。 

工業・産業用機器、生産・計測装置などのパソコン、電子機器及び基板の修理、そ
のほか機能増設・改善等も行っています！ 

【エネルギー管理モニタ修理理理】

フロッピーディスクドライブが故障したこと
もあって、お客様のご要望によりシリコン
ディスクドライブに機能改善したものです。

通常のフロッピーディスクドライブと通信
回路が異なっていたため、時間がかかり
ました。

【 安川電機製測定器バッテリー駆動化 】 

  電源がＡＣ１００Ｖで動作する測定器をお客様のご要望に 
  より、バッテリー電源で動作するように機能改善したもの 
  です。単品基板の設計・製作、筐体製作した後、お客様ご 
  支給品の測定器を製作した筐体に組み込みました。 



お申し込みからお渡しまでのステップです。 

お問い合わせ 

修理品発送 

診断・見積り 

修理の依頼 

修理作業 

修理完了返送 

まずはお電話にて問診を行いますので、故障状況をお聞かせください。 
メールでのお問い合わせも承りますのでお気軽にお寄せください。 

◆ご相談は無料です！◆ 

申込書に必要事項をご記入のうえ、修理依頼品及びその他準備品と一緒に
お送りください。 

【その他準備品】 
電源コード（但し、ノートＰＣなど電源コードにＡＣアダプタの付いた機種のみ） 
ＣＤ・ＤＶＤ（リカバリディスク又は再セットアップディスク） 

弊社に届いた修理依頼品・その他準備品等が申込書の記載内容と違ってい
ないか確認します。その後、部品の故障や不具合などの症状を確認し、おお
よその作業時間、見積もりをお客様にご連絡します。 

ご注文を頂く際は、見積書に添付する注文書に必要事項をご記入いただき、
メール又はＦＡＸでお送りください。キャンセルの場合は、電話・メール等でご
連絡ください。 

※修理をキャンセルした場合、初期診断料や修理費は不要です。 

お客様に修理内容や修理金額をご承諾いただいた後、修理作業を開始いた
します。修理作業が終わった時点で、一連の動作確認試験を実施します。複
雑な修理の場合は、少々お時間を頂くときがありますのでご了承ください。 

※データ復旧の場合、障害の度合いによってはかなりの日数を頂く場合が 
  ありますので予めご了承ください。 
 

動作確認試験に合格したあと、お客様に修理完了のご連絡をいたします。 
ご連絡後は返却前のクリーニングを行い、お客様にご返送いたします。 

【送り先・お問い合わせ】 

 株式会社アイデザイン研究所 ＰＣ事業部 
                             担当：坂（ﾊﾞﾝ） 

     〒510-0226 

 住所：三重県鈴鹿市岸岡町２８７７番地１ サンビレッジ千代崎１－Ｅ号 

 TEL：059-386-2121 

 FAX：059-367-7171 
 E-mail：pcjigyoubu@idesign-k.jp 
 URL：ｈｔｔｐ：//idesign-k.net/newpage6.html                          

上記は、宅配サービスによるお申し込みの流れとなります。出張（引取）サービスや持ち込みにつきましては、弊社 
ＰＣ事業部Ｗｅｂサイトでご確認いただけます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 



＊データ復旧に関しては、５００ＧB以下を基 
  準としての料金となります。５００ＧBを超え 
  る場合は費用を加算させていただくことが 
  あります。 

＊お見積り後のキャンセルの場合、キャンセ 
  ル料は不要ですが、ご発注いただいた後 
  のキャンセルはできません。 

＊宅配サービスや引取サービスをご利用の 
  の場合、送料及び返送手数料（キャンセル 
  されたときのみ）、又は出張料金（交通費） 
  は、お客様にご負担いただきます。 

＊表示している料金は全て税別料金です。 

＊その他詳細につきましては、弊社ＰＣ事業  
  部Ｗｅｂサイトをご覧ください。 

＊弊社納期回答より早期に納品をご希望の 
  方はご相談ください。なお、至急対応料金 
  がかかる場合があります。 

＊修理完了後３ヵ月以内に修理した同一箇 
  所が再故障した場合は無償で修理対応い 
  たします。なお、修理保証の延長をご希望 
  の場合は、別途保証延長料金３，０００円 
  （税別）をお支払いいただきますと、保証６ 
  ヵ月間に変更が可能です。ご希望の方は、 
  お気軽にご相談ください。 

＊お見積り後のキャンセルの場合、キャンセ 
  ル料は不要です。 

＊ご発注いただいた後のキャンセルは、キャ 
  ンセル料がかかります。但し、出張（又は 
  引取）サービスをご利用の場合、キャンセ 
  ルはできません。 

＊宅配サービスや出張（又は引取）サービス 
  をご利用の場合、送料及び返送手数料（ 
  キャンセルされたときのみ）、又は出張料 
  金（交通費）は、お客様にご負担いただき 
  ます。 

＊表示している料金は全て税別料金です。 

＊修理箇所が複数ある場合は、修理効率に 
  合わせて修理料金を値引させていただくこ 
  とがあります。 

＊その他詳細につきましては、弊社ＰＣ事業  
  部Ｗｅｂサイトをご覧ください。 

※上表修理料金は２０１６年９月施行 

パソコン修理サポート料金表  （一般・ビジネス向け） 

修理内容 修理料金 

液晶パネル修理又は交換     8,500円～ 

モニタ付ＰＣ用液晶パネル修理又は交換     9,000円～ 

液晶モニタ修理（冷陰極管・インバータ等）    13,100円～ 

マザーボード修理    13,000円～ 

マザーボード交換     9,100円～ 

ハードディスク交換及びＯＳリカバリ    10,000円～ 

ＯＳリカバリディスク作成     3,000円～ 

ノートＰＣ キーボード交換     5,000円～ 

メモリ交換     1,000円～ 

ＣＰＵ ＦＡＮ交換     3,500円～ 

電源ユニット交換     3,300円～ 

ＰＣリフレッシュ１（機能・内外点検、分解清掃）     8,000円～ 

ＰＣリフレッシュ２（フルパック：ＨＤＤ診断、他）    13,000円～ 

樹脂筐体補修又は交換     お見積り 

技術料 （持ち込み修理の場合） 
※上記料金の合計に加算します。 

    2,500円 

技術料 （宅配・出張サービスの場合） 
※上記料金の合計に加算します。 

    3,000円 

 データ復旧料金表 

修理内容 修理料金 

起動障害 
（分解取り出し、データ救出など） 

    3,000円～ 

論理障害軽度 
（正常認識しない、誤フォーマット、誤削除など） 

   10,000円～ 

論理障害中度 
（正常認識しない、データ破損など） 

   21,000円～ 

論理障害重度   
（正常認識しない、データ破損など） 

   40,000円～ 

物理障害軽度   
（正常認識しない、不良セクタ発生など） 

   43,000円～ 

物理障害中度 
（正常認識しない、不良セクタ発生、ヘッド不調など） 

   53,000円～ 

物理障害重度 
（全く認識しない、異音がする、ＨＤＤ部品故障など） 

    お見積り 

技術料 （各種試験・手数料・経費など） 
※上記料金に加算します。 

    5,000円 



＊弊社納期回答より早期に納品をご希望の 
  方はご相談ください。なお、至急対応料金 
  がかかる場合があります。 

＊修理完了後３ヵ月以内に修理した同一箇 
  所が再故障した場合は無償で修理対応い 
  たします。なお、修理保証の延長をご希望 
  の場合は、別途保証延長料金３，０００円 
  （税別）をお支払いいただきますと、保証６ 
  ヵ月間に変更が可能です。ご希望の方は、 
  お気軽にご相談ください。 

＊お見積り後のキャンセルの場合、キャンセ 
  ル料は不要です。 

＊ご発注いただいた後のキャンセルは、キャ 
  ンセル料がかかります。但し、出張（又は 
  引取）サービスをご利用の場合、キャンセ 
  ルはできません。 

＊宅配サービスや出張（又は引取）サービス 
  をご利用の場合、送料及び返送手数料（ 
  キャンセルされたときのみ）、又は出張料 
  金（交通費）は、お客様にご負担いただき 
  ます。 

＊表示している料金は全て税別料金です。 

＊修理箇所が複数ある場合は、修理効率に 
  合わせて修理料金を値引させていただくこ 
  とがあります。 

＊その他詳細につきましては、弊社ＰＣ事業  
  部Ｗｅｂサイトをご覧ください。 

【注意事項】 
１．修理料金には修理用部品の料金が含まれておりません。修理用部品は別途部品代として加算されます。 
２．出張サービスや引取サービスをご利用の場合は出張料金が加算されます。 
３．宅配サービスをご利用の場合、弊社から修理完了品をお客様にご返送するときはヤマト運輸（パソコン宅急 
   便など）又は郵便局の代引きにて発送いたします。なお、送料は見積もりに加算いたしません。 

工業・産業用機器、生産・計測装置などのパソコン修理、そのほか機能増設・改善
等も行っています！ 

【 古いＯＳにも対応しています。】 

  ＯＳがＩＢＭ ＯＳ２Ｖ３．０、Ｗｉｎ９５，９８，２０００，ＮＴなどでも修理対応しています。また、 
  生産管理用サーバー、電子アンドン用サーバー、ＮＡＳサーバーなどの修理やデータ復 
  旧も行っています。 

お困りの際は是非ご相談ください。 

【その他サービス料金】 
その他（電子機器や電子回路基板の修理など）サービス料金につきましては、お見積りでの回答となります。 

パソコン修理サポート料金表  （工業・産業・生産向け） 

修理内容 修理料金 

液晶パネル修理又は交換    20,000円～ 

パネルＰＣ用液晶パネル修理又は交換    29,000円～ 

液晶モニタ修理（冷陰極管・ﾁｯﾌﾟﾋｭｰｽﾞ等）    13,000円～ 

マザーボード修理    13,000円～ 

マザーボード交換    14,000円～ 

システムボード修理    15,000円～ 

システムボード交換    21,000円～ 

ハードディスク交換及びＯＳリカバリ    13,000円～ 

ＯＳリカバリディスク作成     3,000円～ 

ノートＰＣ キーボード交換     7,000円～ 

メモリ交換     2,500円～ 

ＣＰＵ ＦＡＮ交換     4,000円～ 

電源ユニット交換     7,000円～ 

ＰＣリフレッシュ１（機能・内外点検、分解清掃）    12,000円～ 

ＰＣリフレッシュ２（ﾌﾙﾊｯ゚ｸ：ＨＤＤ診断、他）    17,000円～ 

樹脂筐体補修又は交換     お見積り 

技術料  （各種試験・手数料など） 
※上記料金の合計に加算します。 

    5,000円 

※上表修理料金は２０１６年９月施行 



株式会社アイデザイン研究所  http:// idesign-k.net/ 

  【会社概要】 

● 商   号 株式会社アイデザイン研究所（略称：ＩＤＫ） 

● 創   業 平成１９年１１月２４日 

● 設   立 平成２０年１１月１１日 

● 所 在 地 ■事業所 〒５１０-０２２６ 

        三重県鈴鹿市岸岡町２８７７番地１ 

        サンビレッジ千代崎１－Ｅ号 

        ＴＥＬ ０５９（３８６）２１２１ 

        ＦＡＸ ０５９（３６７）７１７１ 

        Ｅ-ｍａｉｌ：ｓｏｕｍｕ＠ｉｄｅｓｉｇｎ-ｋ．ｊｐ 

● 代表取締役 磯村 徹 

● 取 引 銀 行  三菱東京ＵＦＪ銀行 四日市支店 

        第三銀行 鈴鹿支店  

         百五銀行 白子支店 

● 建設業許可 三重県知事 許可（般ー２４）第１２９６８号 電気工事業 

        三重県知事 許可（般ー２４）第１２９６８号 電気通信工事業 

         三重県知事 許可（般ー２６）第１２９６８号 消防施設工事業 

● 電気工事業 三重県知事届出 第１３－００４号 一般及び自家用電気工作物 
  者届出 

 

● 正規販売店 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

        株式会社日本ＨＰ 

 

● 加 入 団 体  鈴鹿商工会議所 

        家電リサイクルセンター（家電リサイクル券システム取扱店）  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

                      ＰＣ事業部  http:// idesign-k.net/newpage6.html 
〒510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町２８７７番地１ サンビレッジ千代崎1-E号 TEL 059(386)2121 FAX 059(367)7171 E-mail:soumu@idesign-k.jp 

 




