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【サービス概要】 

◆内容： 

Windows 8 オンラインレッスン

1） Windows 8 基本操作講座

2） インターネット講座 

3） メール講座 

4） Microsoft Office 講座（Word 2013

5） パソコンセキュリティ対策講座

※リモート（遠隔操作）サポートサービスにて受講されたお客さまは、

して受講した講座テキストをパソコンに

無料オプション 

1） 起動時のパスワード入力画面表示解除

2） 起動時にデスクトップ画面表示設定

3） デスクトップ上に並ぶ不要なショートカットの整理

4） シャットダウン、再起動ボタン作成

◆料金（税抜）：3,800 円／45 分（

 ※クレジットカード払い 

 ※クラブ Q&A プレミア会員（月額

◆サービス提供方法： 

 電話／リモート（遠隔操作）サポートサービス

 ※訪問サポートサービス（有償）もご利用可能

◆受付電話番号：0120-863-863

◆URL：http://www.qac.jp/863/

 

＜参考＞ 

*1）Stat Counter（社名） 

  ※Web 上の統計調査を主な業務とする米国の企業

日本におけるパソコン用

URL：http://gs.statcounter.com/#desktop
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【本リリースに関するお問い合わせ】

キューアンドエー株式会社 

東京都渋谷区渋谷 2-15-1 渋谷クロスタワー

広報担当：寺山・松井・大野

電話：03-5466-1995 メール：

お問い合わせフォーム：https://www.qac.jp/contact/

 

 

 

 

 

私たちキューアンドエーグループは、「モノからコトへ」と生まれ変わる時代の中で、お客さまの事前期待を超えて感動を分かち合い、

世界でも誇れるサービスとおもてなしの心をお届けすることで、豊かな社会を創出するグローバル企業を目指しま
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メール：press@qac.jp  
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