
◎記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東･甲信越地区）のものです。 ◎掲載の情報は、特に記載のある場合を除き、2022年1月現在のもの
です。 ◎複数サービスをご契約の場合、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合があります。

こんなことはありませんか？

お悩みごとの解決をサポート！  NTT東日本におまかせください！

ネットワーク接続サポート

ヘルプデスク機能

メール設定サポート

表計算ソフトや
文書作成ソフトのサポート

パソコン・各種周辺機器の
トラブルシュート

テレワーク
拠点もまとめてサポート

システム管理者がいない。
テレワークを始めたけれど、在宅のインター
ネット接続設定などの問い合わせが特定の
人に集中し、本来の業務に集中できない。

接続できなくなったけれど、誰に相談したら
いいかわからない。
Web会議ってどうすればできる？

システム管理者

じゃないのに

何でみんな俺に 

聞くの？！

テレワーク中だけど、
何かあった時は
どうしよう…

誰に相談しよう…

オフィスのICT環境に関するお困りごとはNTT東日本におまかせください!

NTT東日本のプレミアムなサポート

セキュリティ＆サポート
スタンダード

K21-02614【2201-2212】5112022年1月発行／東日本電信電話株式会社　〒163-8019 東京都新宿区西新宿3-19-2

トラブル申告の
一元窓口対応

問診および訪問による
トラブル原因特定
（訪問は月1回まで)

トラブル復旧後の
設定サポート
（別途料金がかかります）

宅配にて
代替機をお届け

お電話で代替機
設定支援
（電話またはリモートサポート）

追加料金なしで貸出し

オプション

時間延長オプション

問い合わせ回数
追加オプション

ヘルプデスク機能
（オプション契約あり）

プラン名

※1

※1
※1

※2

※1

スタンダード
あんしんプラン1 9：00～18：00

◎日曜および祝日､振替休日､
年末年始（12/29～1/3）除く

24時間365日
（年中無休）

◎東日本エリアに限ります
（東日本エリア以外は9～19時）

24時間365日
（年中無休）

ヘルプデスク機能 訪問による
トラブル原因特定

訪問によるトラブル原因特定 　
（オプション契約あり）

9：00～17：00
月1回まで

◎日曜および祝日､振替休日､
年末年始（12/29～1/3）除くスタンダード

あんしんプラン2

3,850円

月額利用料

8,250円

月20回
まで

月50回
まで

※1）時間延長オプションに加入いただいた場合でもヘルプデスク機能および訪問によるトラブル原因特定の回数制限に変更はありません。 ※2）かけつけ対応時に機器・ソフト
設定を依頼された場合、訪問サポートを適用します。 ※3）詳しくはNTT東日本ホームページ[ITサポート＆セキュリティ]（https://business.ntt-east.co.jp/service/itss/）を
ご確認ください。 ◎ご利用には､フレッツ光などのインターネット接続サービスおよびプロバイダとの契約が必要です｡ ◎お客さまの指定するご利用日から、サポートや各機能の
ご利用有無にかかわらず料金が発生します。 ◎メーカー、ソフトウェアハウスおよ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、お問い
合わせを遅延なく受け付けること、お問い合わせに対する解決を保証するものではありません。ヘルプデスクのサポート提供範囲については、提供条件
（https://business.ntt-east.co.jp/service/itss/standard/）をご確認ください。 【ヘルプデスク問い合わせ上限回数について】◎ヘルプデスク問い合わせ上限回数は､契約者
からNTT東日本オペレータへ問い合わせをした回数となります｡なお､各種ツールなどの設定にかかわるサポートも回数に含まれます｡各プランの上限回数を超えて電話・リモート
サポートを利用する場合は､上位プランへの変更もしくは「問い合わせ回数追加オプション」への加入が必要となります。 ◎ヘルプデスク問い合わせ上限回数については上限に満
たない場合でも翌月への繰り越しはできません｡ 【問い合わせ回数追加オプションのご契約について】◎「問い合わせ回数追加オプション」を契約する度に、問い合わせ回数が同月
内に20回追加されます。 ◎「問い合わせ回数追加オプション」のご契約は、翌月以降自動継続されません。 ◎追加された問い合わせ回数については、翌月へ繰り越しできません。

2,200円／月

利用料

3,850円／20回

訪問によるトラブル原因特定
＜契約拠点のみ＞

代替機貸出し
＜契約拠点のみ＞

お問い合わせやお申し込みは営業担当までご連絡ください

本サービスの他にも充実のラインナップ
以下のようなご要望がありましたら、ご相談ください。

災害などによるデータ
消失に備えて、データの
バックアップをしたい

LAN配線を減らして、
オフィスを

スッキリさせたい

情報セキュリティ対策を
強化したい

ITサポート&セキュリティ
【 初期費用不要 】

インターネット接続サービス
初期費用

■初期費用（例）

ご利用料金

サポート回数に応じたプランをご用意
表示金額はすべて税込です。

プロバイダサービスITサポート&セキュリティ オプション インターネット接続サービス

■月額利用料（例）

※2

◎詳しくは営業担当に
お問い合わせください。

訪問サポート
別途料金がかかります

24時間365日（年中無休）
※3

◎東日本エリアに限ります
（東日本エリア以外は9～19時）

NTT東日本紹介パートナー　
株式会社ワイエスシー

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC12F

お問合せ先：045-227-5711



◎メーカー、ソフトウェアハウスおよ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、お問い合わせを遅延なく受け付けること、お問い合わせ
に対する解決を保証するものではありません。ヘルプデスクのサポート提供範囲については、提供条件（https://business.ntt-east.co.jp/service/itss/standard/）をご確認
ください。 ◎遠隔操作によるサポートのご利用には専用ツールが必要です。専用ツールの動作環境について、詳しくはNTT東日本ホームページ［ITサポート＆セキュリティ サポー
ト情報］（https://business.ntt-east.co.jp/support/itss/）をご確認ください。なお、お客さまのご利用環境によっては遠隔操作ができない場合があります。

ヘルプデスク機能

メーカー、ソフトウェアハウスおよ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、お問い合わせを遅延なく受け付けること、お問い合わせ
に対する解決を保証するものではありません。ヘルプデスクのサポート提供範囲については、提供条件（https://business.ntt-east.co.jp/service/itss/standard/）をご確認
ください。 ◎遠隔操作によるサポートのご利用には専用ツールが必要です。専用ツールの動作環境について、詳しくはNTT東日本ホームページ［ITサポート＆セキュリティ サポー
ト情報］（https://business.ntt-east.co.jp/support/itss/）をご確認ください。なお、お客さまのご利用環境によっては遠隔操作ができない場合があります。

さらに電話でのサポートに加えてオペレータがお客さまのパソコンと
同じ画面を見ながら遠隔でサポートするので、お困りごとを伝えやすく、わかりやすい！

「オフィスまるごとサポート」受付センタ お客さま（オフィス・テレワーク）

ネットワーク接続サポート

電話もしくは遠隔操作にてテレワーク拠点もまとめてサポートいたします！

インターネットが突然見られなくなった。
在宅環境で無線LANが利用
できなくなった。

対策

メール設定サポート

メールの送受信ができない。
スパムメール対策って
どうすればいい？

表計算ソフトや文書作成ソフトのサポート

表やグラフを見やすく
したい。
文字入力が
急におかしくなった。

パソコン・各種周辺機器のトラブルシュート

プロバイダやインストールされているソフトの設定を確認
し、ソフトの設定が原因とわかった場合、設定を変更し改善。

無線LANルータおよびパソコンの無線LAN設定を確
認・修正することで事象改善。

メールのエラーメッセージを確認し、アカウント設定が
原因とわかった場合、アカウントの設定を変更し改善。

メッセージフィルタの設定方法、プロバイダの迷惑メー
ルブロックサービス設定方法をご提案。

グラフの作成の仕方や、トピックの強調方法などを、実
際に同じ画面を見ながらご説明。

書式設定を表示させて内容を確認、入力モードが意図
しないものに変わっていた場合、修正方法をご説明。

パソコンとプリンタの接続を確認、ドライバの再インス
トールのサポートをすることで印刷可能に。
ファイルを検索した後、ファイルがあったフォルダの属
性を確認。プロパティを変更することで、ファイルの表
示が可能に。

お悩み

メールのエラーメッセージを確認し、アカウント設定が
原因とわかった場合、アカウントの設定を変更し改善。

対策

表計算ソフトや文書作成ソフトのサポート

グラフの作成の仕方や、トピックの強調方法などを、実
際に同じ画面を見ながらご説明。

対策

パソコン・各種周辺機器のトラブルシュート

パソコンとプリンタの接続を確認、ドライバの再インス
トールのサポートをすることで印刷可能に。
ファイルを検索した後、ファイルがあったフォルダの属

対策お悩み

トラブルが発生した場合、原因特定をするのが手間だ。
できるだけ早く対処し、業務を再開したい。

複数のトラブルが同時に発生した場合、
どこに連絡をしたらよいかわからない。

故障原因の特定に、別途料金が発生するのは困る。

対策お悩み

お悩み

お悩み

オフィスとテレワーク環境のICTに関するお困りごとの解決をサポート！

急にプリンタで印刷できなくなった。
昨日まであったファイルが消えた。

INTERNET

ここですね。
操作する場所が

とてもわかりやすいわ！

サ
ー
ビ
ス
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

主なサポート対象
インターネット接続方法、メール送受信設定、送受信方法支援など

サービス概要説明、利用方法説明（操作、閲覧など）

商品説明、ソフトウェアの入手、インストール支援
ネットワーク接続設定、基本操作、モニタ・キーボードなどの接続設定、ドライバ設定の支援など
ネットワーク接続設定、基本操作の支援など
パソコンとの基本的接続設定、ネットワーク接続設定、基本操作の支援など
基本操作、ネットワーク接続設定、オペレーティングシステム再インストール支援など

インストールや各種設定、基本操作の支援など

主なサポート内容
インターネット接続サービス
Webメール、ブログ、掲示板
乗り換え案内、地図サービス
フレッツ光などNTT東日本提供サービス
パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
スマートフォン、タブレット
プリンタ、スキャナー
OS（Windowsなど）
文書、表計算、資料作成ソフト
ブラウザ、メールソフト
Web会議ツール

訪問によるトラブル原因特定※1

訪問にて故障切り分けを行います（月1回まで）

訪問サポート

※1）訪問による故障箇所の特定時、お客さま建物内へ入室できないことによりサービスを提供できない場合があります。また、お客さまの立ち会いを要する場合があります。 
◎故障箇所の特定後の故障対応については、別途料金が発生いたします。 ◎追加でパソコンやインターネットの利用・設定などの訪問依頼についてはオプションメニューと
なり、別途料金が発生いたします。

◎訪問によるサポートをご利用時、お客さま建物内へ入室できないことによりサービスを提供できない場合があります。また、お客さまの立ち会いを要する場合があります。 
◎訪問サポートについては、一部メニューにおいて訪問時間や対応時間に制限がある場合があります。

※2）代替機の貸出し要否および種類などはNTT東日本が判断､指定するものとします。 ◎貸出した代替機を破損または紛失した場合（電源など一部紛失も含む）、お客さま
に弁償いただく場合があります。 ◎代替機の正常動作および代替機の貸出しによる故障の回復を保証するものではありません｡

代替機貸出し※2

追加料金なしで代替機を貸出します！
＜契約拠点のみ＞ ＜契約拠点のみ＞

訪問にてお客さまご利用機器の設定などを行います（別途料金がかかります）
＜契約拠点のみ＞

お客さまに代わり、現地での原因特定が可能。
急を要するトラブルにも対応。

複数トラブルでも一元窓口で対応するため、すぐに
相談可能。
追加料金なしで対応可能。

故障修理の間、パソコンが使えないのは困る。

代替機を貸出してもらいたいが、別料金がかかるのは
ちょっと…。

代替機の設定に自信がない。

代替機を貸出してくれるのはよいが、こちらから取りに
行かなくてはならない？  時間も人手もないのだけど…。

追加料金なしで代替機を貸出します！

対策お悩み

故障修理の間は代替機を貸出すことによって、業務に
極力影響が出ないように対応。

無料で貸出すので安心。

代替機の設定も電話、もしくはリモートサポートにて実施。

宅配による貸出しなので手間いらず。

パソコン、タブレット、ルータ、HUB、
単体FAX電話機

お客さま送付
（着払い）

貸出し対象機器種別 回　収貸出し期間

お届けから最大2週間
（同じ機器の貸出しは1台までとなります｡）

設置設定

宅配でお届け
（設定は電話サポート、リモートサポートで実施） 

◎訪問によるトラブル原因特定､代替機貸出しおよび訪問サポートはご契約拠点のみでご利用いただけます｡

◎サポート対象サービスの操作マニュアルなどがインターネット上へ公開されていない場合は､サポート対象外となります｡ ◎複合機など他社製品につきましては､各メーカーの
問い合わせ窓口連絡先のご紹介までの対応となります｡

24時間365日サポートいたします！

◎上記のオプションの料金について詳しくは裏面をご覧ください｡
時間延長オプション（有料）

回数を追加しサポートいたします！
問い合わせ回数追加オプション（有料）

私が矢印で
示す部分をクリックして
いただけますか？




