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パソコンレンタルサービスパソコンレンタルサービス
様々なニーズにお応えします様々なニーズにお応えします

レンタルPCレンタルPC
サービスサービス

断然断然！！
コス
パ

コス
パ

即戦力！高品質PCレンタルサービス！即戦力！高品質PCレンタルサービス！

YouTubeにて公開中YouTubeにて公開中

TOKYO MXのテレビ番組TOKYO MXのテレビ番組

でで

ご紹介頂きました!ご紹介頂きました!

短期レンタルから豊富な種類をお手頃価格で気軽に選択！　
届いたらスグに使える！ 気に入ったらそのままお買上げも可能！
短期レンタルから豊富な種類をお手頃価格で気軽に選択！　

届いたらスグに使える！ 気に入ったらそのままお買上げも可能！

テレワークでも即戦力！
Core i3/SSD搭載の

WEB カメラ付き
フルHD15インチノート

イベントでも安心の安定感！
e スポーツ大会でも
実際に使用された

安定動作ゲーミングPC

2,000 /月～/月～円円
(税込 : 2,200円/月～)(税込 : 2,200円/月～)

4,800 /月～/月～円円
(税込 : 5,280円/月～)(税込 : 5,280円/月～)

パソコン専門店だからできる！圧倒的コスパ！パソコン専門店だからできる！圧倒的コスパ！

※液晶モニターのみオプションとなります

Ver.2.0Ver.2.0



サービスの特徴サービスの特徴

テレワーク期間中の
社員様へのレンタル

イベント等での
短期利用

社内研修で
同一機種でのご利用

こんなシーンでご活用いただけますこんなシーンでご活用いただけます例えば例えば

他にも、お客様のニーズに合わせて、必要な時に必要な期間
パソコンをご利用頂けます。

レンタル後、そのままお買上げも可能！レンタル後、そのままお買上げも可能！
レンタル期間終了後、そのままリーズナブルな価格で
お買上げ頂けます！
レンタル期間終了後、そのままリーズナブルな価格で
お買上げ頂けます！

業界最安値のレンタルプライス！業界最安値のレンタルプライス！
パソコンメーカーの直サービスだから出来る

リーズナブルなレンタル料金！
パソコンメーカーの直サービスだから出来る

リーズナブルなレンタル料金！

必要なソフトや周辺機器も必要な分だけ必要なソフトや周辺機器も必要な分だけ
様々な利用環境に応じて必要なソフト・周辺機器もレンタル頂けます！様々な利用環境に応じて必要なソフト・周辺機器もレンタル頂けます！

専門店だからできる様々なサービスオプション専門店だからできる様々なサービスオプション
システム管理者様が不在でも安心！

専門ショップならではのサービスもご利用頂けます！
システム管理者様が不在でも安心！

専門ショップならではのサービスもご利用頂けます！

開封後すぐに使える即戦力！開封後すぐに使える即戦力！
ユーザーアカウント/パスワード等の初期設定は不用！

すぐにお使い頂けます！
ユーザーアカウント/パスワード等の初期設定は不用！

すぐにお使い頂けます！

オフバランス計上で資産計上レスオフバランス計上で資産計上レス
オンデマンドで業務用パソコンを利用可能！
資産計上の必要はありません！
オンデマンドで業務用パソコンを利用可能！
資産計上の必要はありません！
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レンタルPCレンタルPC
サービスサービス

断然断然！！
コス
パ

コス
パ

レンタルPCレンタルPC



●当サービスは法人様限定となります。また、弊社審査がございます。
●インターネット設定など一部お客様にて設定が必要な場合がございます。
●当サービスは法人様限定となります。また、弊社審査がございます。
●インターネット設定など一部お客様にて設定が必要な場合がございます。

サービスご利用の流れサービスご利用の流れ

簡単申込でスムーズにレンタル開始！簡単申込でスムーズにレンタル開始！

22

機種を選択機種を選択 お申込みお申込み お支払いお支払い

たくさんの機種の中から
お客様の用途に合ったモデル、
必要なオプションなど
自由に選べます。

弊社担当窓口まで
お申込みください。

見積書およびお申込書を
発行させて頂きます。

口座振り込み、カード支払いを
ご利用頂けます。

安心の先払いで、計画的に
ご利用頂けます。

出荷開始！出荷開始！ ご利用ご利用 返却返却

ご注文後、発送準備に入ります。
※ソフトのインストール /設定サービスなどを

行う場合、別途納期を頂く
場合もございます。

ID アカウントや
パスワードなどの初期設定は不要
開封後すぐにご利用頂くことが

可能です。

返送料金も不要！
サービス期限後に指定の
返送伝票でお返しください。
また、気に入ったらそのまま
お買上げもいただけます！

返却 2 週間前より延長有無のご確認を弊社営業担当からご連絡差し上げます。
お買い上げ頂くことも可能ですのでお気軽にご相談ください！

サービス内容に関しては HP・動画でもご紹介しています！サービス内容に関しては HP・動画でもご紹介しています！

※レンタルPCサービスのご利用に際しては「レンタルPCサービス利用規約」、ならびに
　「レンタルPCサービスにかかるソフトウェアの使用許諾」へ合意頂いた上で各営業窓口へお申し込みください。
※レンタルPCサービスのご利用に際しては「レンタルPCサービス利用規約」、ならびに
　「レンタルPCサービスにかかるソフトウェアの使用許諾」へ合意頂いた上で各営業窓口へお申し込みください。

TOKYO MXの情報番組TOKYO MXの情報番組
でご紹介頂きました！でご紹介頂きました！

スマートフォンは
こちらから！

スマートフォンは
こちらから！

パソコン工房　レンタルパソコン工房　レンタル 検索検索
https://www.pc-koubou.jp/pc/rental_pc.phphttps://www.pc-koubou.jp/pc/rental_pc.php

YouTubeにて
公開配信中！
YouTubeにて
公開配信中！



レンタルPCサービスレンタルPCサービス

ノートパソコンノートパソコン

●ご購入を希望される場合は担当営業又は店頭にてお問い合わせください。
●在庫に限りがありますので商品欠品の場合はご了承ください。　
●ご購入を希望される場合は担当営業又は店頭にてお問い合わせください。
●在庫に限りがありますので商品欠品の場合はご了承ください。　

実績に基づいた確かな安心。高品質な iiyamaノートパソコン は
あなたのビジネスをサポートします。
実績に基づいた確かな安心。高品質な iiyamaノートパソコン は
あなたのビジネスをサポートします。
持ち運びに便利なノートパソコン持ち運びに便利なノートパソコン

人気No.1 快適動作の
Core i5 + SSD搭載 即戦力PC
人気No.1 快適動作の
Core i5 + SSD搭載 即戦力PC

Core i5 アッパーミドルモデル
14・15.6 型 フルHD / Core i5 / 8GB /500GB SSD / 有線・無線
LAN / Windows 10 Pro ※一部有線 LANが無いモデルもございます。

ノートノート

CPU：CPU：Core i5Core i5

SSD：SSD：500GB500GB

メモリ：メモリ：8GB8GB

1～11ヵ月1～11ヵ月 8,400 /月/月円円

4,200 /月/月円円

3,360 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :9,240円/月)(税込 :9,240円/月)

(税込 :4,620円/月)(税込 :4,620円/月)

(税込 :3,696円/月)(税込 :3,696円/月)

iiyama ノートパソコンiiyama ノートパソコン

【15.6 型】2350003044982 / 2350003045026 / 2350003045040 / 2350003271838
【14型】2350003044999

【15.6 型】2350003044982 / 2350003045026 / 2350003045040 / 2350003271838
【14型】2350003044999

※画像はイメージです

33

事務作業がはかどる！
見やすい17インチ大画面！
事務作業がはかどる！
見やすい17インチ大画面！

Celeron コストパフォーマンスモデル
17.3 型 フルHD / Celeron / 4GB / 250GB SSD / 有線・無線 LAN
Windows 10 Pro

ノートノート

CPU：CPU：CeleronCeleron

SSD：SSD：250GB250GB

メモリ：メモリ：4GB4GB

1～11ヵ月1～11ヵ月 (税込 :7,700円/月)(税込 :7,700円/月)

(税込 :3,850円/月)(税込 :3,850円/月)

(税込 :3,080円/月)(税込 :3,080円/月)

7,000 /月/月円円

3,500 /月円

2,800 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

iiyama ノートパソコンiiyama ノートパソコン

23500030450022350003045002

※画像はイメージです
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扱いやすい15インチ
Core i3+SSD搭載で快適 !
扱いやすい15インチ
Core i3+SSD搭載で快適 !

Core i3 スタンダードモデル
15.6 型 フルHD / Core i3 / 4GB /500GB SSD / 有線・無線 LAN
Windows 10 Pro

ノートノート

CPU：CPU：Core i3Core i3

SSD：SSD：500GB500GB

メモリ：メモリ：4GB4GB

1～11ヵ月1～11ヵ月 5,000 /月/月円円

2,500 /月/月円円

2,000 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :5,500円/月)(税込 :5,500円/月)

(税込 :2,750円/月)(税込 :2,750円/月)

(税込 :2,200円/月)(税込 :2,200円/月)

iiyama ノートパソコンiiyama ノートパソコン

2350003045019 / 2350003045033 / 2350003044975 / 23500032718212350003045019 / 2350003045033 / 2350003044975 / 2350003271821

※画像はイメージです
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Webカメラ付き！Webカメラ付き！
即戦力！即戦力！

Core i７搭載の
ハイスペックノートPC！
Core i７搭載の
ハイスペックノートPC！

Core i7 ハイパフォーマンスモデル

※画像はイメージです

15.6・17.3 型 フルHD / Core i7 / 8GB / 250GB SSD / 有線・無線
LAN / Windows 10 Pro

ノートノート

CPU：CPU：Core i7Core i7

SSD：SSD：250GB250GB

メモリ：メモリ：8GB8GB

1～11ヵ月1～11ヵ月 12,000 /月/月円円

6,000 /月/月円円

4,800 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :13,200円/月)(税込 :13,200円/月)

(税込 :6,600円/月)(税込 :6,600円/月)

(税込 :5,280円/月)(税込 :5,280円/月)

iiyama ノートパソコンiiyama ノートパソコン

【17.3 型】2350003044968【15.6 型】2350003271845【17.3 型】2350003044968【15.6 型】2350003271845

44

33



レンタルPCサービスレンタルPCサービス

デスクトップパソコンデスクトップパソコン

●ご購入を希望される場合は担当営業又は店頭にてお問い合わせください。
●在庫に限りがありますので商品欠品の場合はご了承ください。 　
●ご購入を希望される場合は担当営業又は店頭にてお問い合わせください。
●在庫に限りがありますので商品欠品の場合はご了承ください。 　

ビジネスからゲーミングPCまで、iiyamaデスクトップパソコン は
お客様のニーズに合わせたラインナップをご提供します。
ビジネスからゲーミングPCまで、iiyamaデスクトップパソコン は
お客様のニーズに合わせたラインナップをご提供します。

コストパフォーマンスと堅牢性に優れたデスクトップパソコンコストパフォーマンスと堅牢性に優れたデスクトップパソコン

快適な業務を約束する
Core i5搭載ミドルPC
快適な業務を約束する
Core i5搭載ミドルPC

Core i5 アッパーミドルモデル
Core i5 / 8GB / 512GB SSD / DVDスーパーマルチドライブ
Windows 10 Pro

※液晶モニターのみオプションとなります

デスクトップデスクトップ

CPU：CPU：Core i5Core i5

SSD：SSD：512GB512GB

メモリ：メモリ：8GB8GB

1～11ヵ月1～11ヵ月 7,500 /月/月円円

3,750 /月/月円円

3,000 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :8,250円/月)(税込 :8,250円/月)

(税込 :4,125円/月)(税込 :4,125円/月)

(税込 :3,300円/月)(税込 :3,300円/月)

iiyama デスクトップパソコンiiyama デスクトップパソコン

23500030449442350003044944
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eスポーツ大会でも実績アリ！
グラフィックボード搭載
ゲーミングデスクトップPC！

eスポーツ大会でも実績アリ！
グラフィックボード搭載
ゲーミングデスクトップPC！

Core i5 ゲーミングモデル
Core i5 / 8GB / 256GB SSD / DVDスーパーマルチドライブ
Windows 10 Pro / GeForce GTX 1660 (6GB)

デスクトップデスクトップ

CPU：CPU：Core i5Core i5

SSD：SSD：256GB256GB

メモリ：メモリ：8GB8GB

GeForce GTX
1660(6GB)
GeForce GTX
1660(6GB)

1～11ヵ月1～11ヵ月 12,000 /月/月円円

6,000 /月/月円円

4,800 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :13,200円/月)(税込 :13,200円/月)

(税込 :6,600円/月)(税込 :6,600円/月)

(税込 :5,280円/月)(税込 :5,280円/月)

iiyama デスクトップパソコンiiyama デスクトップパソコン
※液晶モニターのみオプションとなります

23500030449202350003044920
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高速Core i7+SSD搭載の
ハイスペックデスクトップPC
高速Core i7+SSD搭載の
ハイスペックデスクトップPC

Core i7 ハイスペックモデル
Core i7 / 16GB / 512GB SSD / DVDスーパーマルチドライブ
Windows 10 Pro

デスクトップデスクトップ

CPU：CPU：Core i7Core i7

SSD：SSD：512GB512GB

メモリ：メモリ：16GB16GB

1～11ヵ月1～11ヵ月 9,000 /月/月円円

4,500 /月/月円円

3,600 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :9,900円/月)(税込 :9,900円/月)

(税込 :4,950円/月)(税込 :4,950円/月)

(税込 :3,960円/月)(税込 :3,960円/月)

iiyama デスクトップパソコンiiyama デスクトップパソコン
※液晶モニターのみオプションとなります

23500030449372350003044937
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事務ワークにも最適！
リーズナブルなデスクトップPC
事務ワークにも最適！
リーズナブルなデスクトップPC

Core i3 スタンダードモデル
Core i3 / 8GB / 256GB SSD / DVDスーパーマルチドライブ
Windows 10 Pro

デスクトップデスクトップ

CPU：CPU：Core i3Core i3

SSD：SSD：256GB256GB

メモリ：メモリ：8GB8GB

1～11ヵ月1～11ヵ月 7,000 /月/月円円

3,500 /月/月円円

2,800 /月/月円円

12～23ヵ月12～23ヵ月

24ヵ月以上24ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :7,700円/月)(税込 :7,700円/月)

(税込 :3,850円/月)(税込 :3,850円/月)

(税込 :3,080円/月)(税込 :3,080円/月)

iiyama デスクトップパソコンiiyama デスクトップパソコン
※液晶モニターのみオプションとなります

23500030449512350003044951

11

マウス・キーボード付き！マウス・キーボード付き！
即戦力！即戦力！

44



レンタルPCサービスレンタルPCサービス

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

●ご購入を希望される場合は担当営業又は店頭にてお問い合わせください。 ●オプション品は弊社指定商品となりますので予めご了承ください。
●在庫には限りがありますので商品欠品の場合はご了承ください。 　
●ご購入を希望される場合は担当営業又は店頭にてお問い合わせください。 ●オプション品は弊社指定商品となりますので予めご了承ください。
●在庫には限りがありますので商品欠品の場合はご了承ください。 　

豊富なラインナップから、お客様の使用環境に応じて
最適な周辺機器をお選びいただけます。

豊富なラインナップから、お客様の使用環境に応じて
最適な周辺機器をお選びいただけます。

使用用途や環境によって選べる周辺機器オプション使用用途や環境によって選べる周辺機器オプション

サブモニターにも最適！
21.5 型液晶モニター
サブモニターにも最適！
21.5 型液晶モニター

21.5型液晶モニター
21.5 型フルHD / HDMI / DVI-D / D-Sub
スピーカー搭載

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

1～11ヵ月1～11ヵ月 2,000 /月円

1,500 /月円12ヵ月以上12ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :1,650円/月)(税込 :1,650円/月)

(税込 :2,200円/月)(税込 :2,200円/月)

液晶モニター液晶モニター
※画像はイメージです

レンタルレンタル サービスサービスPCPC

21.5”

1920×1080

23500030450572350003045057

単品でもお申込OK!
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DVDの視聴やデータの
書込みに1台あると便利な

DVDドライブ

DVDの視聴やデータの
書込みに1台あると便利な

DVDドライブ

DVDスーパーマルチドライブ
USB接続 / DVD-R、R-DL、RW、 / CD-R、RW

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

1～11ヵ月1～11ヵ月 500 /月円

300 /月円12ヵ月以上12ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :550円/月)(税込 :550円/月)

(税込 :330円/月)(税込 :330円/月)

外付けドライブ外付けドライブ

※画像はイメージです※画像はイメージです

23500030450712350003045071

44 オプション /物損保証オプション /物損保証 66

大画面で作業が快適！
27型液晶モニター
大画面で作業が快適！
27型液晶モニター

27型液晶モニター
27型フルHD / HDMI / DisplayPort / D-Sub
スピーカー搭載

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

1～11ヵ月1～11ヵ月 2,500 /月円

1,800 /月円12ヵ月以上12ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :2,750円/月)(税込 :2,750円/月)

(税込 :1,980円/月)(税込 :1,980円/月)

液晶モニター液晶モニター

レンタルレンタル サービスサービスPCPC

27”

1920×1080

※画像はイメージです※画像はイメージです

23500030450642350003045064

単品でもお申込OK!

22
オンライン会議の必需品！
高画質Webカメラ
ヘッドセット

オンライン会議の必需品！
高画質Webカメラ
ヘッドセット

100万画素対応
Webカメラ

USB接続 /720p動画
約100万画素 

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

1～11ヵ月1～11ヵ月 各500 /月円

各300 /月円12ヵ月以上12ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :550円/月)(税込 :550円/月)

(税込 :330円/月)(税込 :330円/月)

Web カメラWeb カメラ
※画像はイメージです※画像はイメージです

23500030450882350003045088 23500030450952350003045095

USB小型ヘッドセット
USB接続 / 両耳オーバーヘッド 
音量・マイクコントローラー

ヘッドセットヘッドセット
※画像はイメージです※画像はイメージです
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ウイルスの侵入からパソコンを守る！
ウイルス対策ソフト

ウイルスの侵入からパソコンを守る！
ウイルス対策ソフト

Norton ウイルス対策ソフト

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

セキュリティソフトセキュリティソフト ※画像はイメージです

500 /月円1ヵ月以上1ヵ月以上
レンタル料金レンタル料金

(税込 :550円/月)(税込 :550円/月)
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マイクロソフト定番オフィス統合ソフト
Microsoft® Office  Standard
マイクロソフト定番オフィス統合ソフト
Microsoft® Office  Standard

Microsoft® Office
Standard 2019
Outlook / Word / Excel / PowerPoint

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

付属ソフトウェア付属ソフトウェア ※画像はイメージです

3,800 /月円1ヵ月以上1ヵ月以上
レンタル料金レンタル料金

(税込 :4,180円/月)(税込 :4,180円/月)

88

Microsoft® Office
Professional Plus 2019
Outlook / Word / Excel / PowerPoint
Access / Publisher

オプション /周辺機器オプション /周辺機器

付属ソフトウェア付属ソフトウェア ※画像はイメージです

マイクロソフト定番オフィス統合ソフト
Microsoft® Office  Professional
マイクロソフト定番オフィス統合ソフト
Microsoft® Office  Professional

4,800 /月円1ヵ月以上1ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :5,280円/月)(税込 :5,280円/月)
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オプション /周辺機器オプション /周辺機器 55
有線 LANでノートPCを
ご利用の方向け！USB接続の
有線 LAN変換アダプター

有線 LANでノートPCを
ご利用の方向け！USB接続の
有線 LAN変換アダプター

USBー有線LAN変換アダプター
USB Type-Aから有線Gigabit LAN(R45)への
変換アダプター

100 /月円1ヵ月以上1ヵ月以上

レンタル料金レンタル料金

(税込 :110円/月)(税込 :110円/月)

変換アダプター変換アダプター
※画像はイメージです

23500030516692350003051669

レンタル期間中の事故等
わずかな掛金でしっかり保証！

物損保証オプション

レンタル期間中の事故等
わずかな掛金でしっかり保証！

物損保証オプション

落下
 破損
  水没
   火災

落下
 破損
  水没
   火災

/月円月額レンタル料金の20%月額レンタル料金の20%
ご利用料金ご利用料金

/1台/1台

※詳細はHPにてご確認ください。
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レンタルPCサービスレンタルPCサービス

オプション /サービスオプション /サービス

●出張の際は出張基本料金が発生します。詳しくは担当営業又は店頭にてお問い合わせください。 ●Microsoft アカウント作成には有効なメールアドレスが必要となります。 
●オプション /サービス 1・2・3・4を現地で対応する場合は別途出張料金が発生します。詳しくは担当営業又は店頭にてお問い合わせください。
●出張の際は出張基本料金が発生します。詳しくは担当営業又は店頭にてお問い合わせください。 ●Microsoft アカウント作成には有効なメールアドレスが必要となります。 
●オプション /サービス 1・2・3・4を現地で対応する場合は別途出張料金が発生します。詳しくは担当営業又は店頭にてお問い合わせください。

パソコンの操作に慣れていない方でも安心！
経験豊富なスタッフが不安なポイントをサポート致します。

パソコンの操作に慣れていない方でも安心！
経験豊富なスタッフが不安なポイントをサポート致します。

サポートサービスオプションサポートサービスオプション

パソコン工房 サービスパソコン工房 サービス 検索検索

面倒な無線LANの設定は
お任せください！

面倒な無線LANの設定は
お任せください！

無線LAN接続 /基本設定
無線 LANルーターと無線 LAN子機1台の
接続設定を行います。
※下記は、子機1台の価格となります。

オプション /サービスオプション /サービス

5,000円円/1台/1台料 金料 金
(税込 :5,500円)(税込 :5,500円)

設定サービス設定サービス

33
面倒な

Microsoftアカウントの
作成もお任せください！

面倒な
Microsoftアカウントの
作成もお任せください！

Microsoft アカウントの作成
Windows 10用の
Microsoft アカウントを作成します。

オプション /サービスオプション /サービス

3,000円円/1個/1個料 金料 金
(税込 :3,300円)(税込 :3,300円)

設定サービス設定サービス

11
データ移行はお任せ！
面倒なパソコンのデータ
移行ができます！

データ移行はお任せ！
面倒なパソコンのデータ
移行ができます！

パソコンデータ移行サービス
メールアカウント設定 /メール内容 /お気に入り
マイドキュメント /写真ファイル /音楽ファイル
など新しいパソコンへデータを移行します。
※アプリケーションソフトの移行はできません。

オプション /サービスオプション /サービス

15,000 ～円円円円円/1台/1台/1台/1台/1台料 金料 金
(税込 :16,500円～)(税込 :16,500円～)

設定サービス設定サービス

DATADATA

22

オンライン上でのやり取りに
便利なMicrosoft Teamsで

テレワークも快適！

オンライン上でのやり取りに
便利なMicrosoft Teamsで

テレワークも快適！

Microsoft Teams
インストールサービス
Microsoft Teamsのアプリインストール・
簡易セットアップ・初回起動を行います。

オプション /サービスオプション /サービス

3,500円円/1台/1台料 金料 金
(税込 :3,850円)(税込 :3,850円)

設定サービス設定サービス

44
パソコンの設置・設定が

苦手でも安心！
出張設置サービスで、すぐに
パソコン作業を始められます！

パソコンの設置・設定が
苦手でも安心！

出張設置サービスで、すぐに
パソコン作業を始められます！

出張設置サービス
①開梱 / 設置
②セットアップ
③インターネット（有線）＆メール設定

オプション /サービスオプション /サービス

9,980円円
(税込 :10,978円)(税込 :10,978円)

/1台/1台

料 金料 金

設定サービス設定サービス

55

その他、多数のサービスを承っております。
詳しくは、

パソコン工房 サポートWebサイト で
ご確認ください。
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レンタルPCのお問い合わせはレンタルPCのお問い合わせは

業界屈指！日本全国展開で安心！
お近くの または、下記電話番号までお問い合わせください。

パソコン工房　レンタルパソコン工房　レンタル 検索検索 スマートフォンは
こちらからも！
スマートフォンは
こちらからも！

お問い合わせ番号お問い合わせ番号

0570-550-9220570-550-922 平日平日 10:00～18:0010:00～18:00
音声案内に従って 1 番をご選択ください。音声案内に従って 1 番をご選択ください。

受付時間受付時間

サービス内容に関してはWebでもご紹介しています！サービス内容に関してはWebでもご紹介しています！

https://www.pc-koubou.jp/pc/rental_pc.phphttps://www.pc-koubou.jp/pc/rental_pc.php

法人様向けのお得なサービス！法人様向けのお得なサービス！

ユニットコム ビジネスご優待ユニットコム ビジネスご優待

スマートフォンは、
こちらからもアクセスできます

スマートフォンは、
こちらからもアクセスできます

断然お得 なビジネス向け会員サービス！

詳しくはユニットコム ビジネスご優待会員サイトへ！

ビジネスご優待会員ビジネスご優待会員

会員
募集中！
会員
募集中！

登録・年会費無料！登録・年会費無料！ ポイントが貯まる！ポイントが貯まる！
ご利用に応じてご利用に応じて

様々な特典！様々な特典！
ランクに応じてランクに応じて


