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報道関係各位

 

ICT 関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下

ードディスクメーカーのウェスタンデジタル社

サービスプロバイダ

ライブ「

トアップキャンペーンを

て「WD Black2

本サービス料金から

 

 Mac を利用するクリエイティブユーザーは

会が多く、従来搭載されてい

した。そのため

化のために

多くみられました。

 

そこで

のアップグレードサービスを提供することにいたしました。基本サー

ビスとして「

して新規

能なドライブを搭載することにより

なクリエイティブ環境を構築することが可能です

 

キューアンドエーと

フを過ごせるよう、高品質でより身近なサービスを提供し、

に貢献いたします。
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ウェスタンデジタル製「

アップグレードサービス
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金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下

ードディスクメーカーのウェスタンデジタル社

サービスプロバイダ

ライブ「WD Black2

トアップキャンペーンを

WD Black2」アップグレードサービス

本サービス料金から

を利用するクリエイティブユーザーは

会が多く、従来搭載されてい

した。そのため外付け

化のために HDD よりも容量の少ない

多くみられました。

そこで、GSS はクイックガレージ（

のアップグレードサービスを提供することにいたしました。基本サー

ビスとして「WD Black2

して新規 Mac OS インストール・

能なドライブを搭載することにより

なクリエイティブ環境を構築することが可能です

キューアンドエーと

フを過ごせるよう、高品質でより身近なサービスを提供し、

に貢献いたします。

Apple 正規サービスプロバイダの

ウェスタンデジタル製「

アップグレードサービス

関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下

ードディスクメーカーのウェスタンデジタル社

サービスプロバイダ「クイックガレージ」にて、

WD Black2」（※1）デュアルドライブ

トアップキャンペーンを 2014

」アップグレードサービス

本サービス料金から 2,000 円（税抜）

を利用するクリエイティブユーザーは

会が多く、従来搭載されているハードディスクドライブ

外付けハードディスクドライブなどへ

よりも容量の少ない

多くみられました。 

はクイックガレージ（

のアップグレードサービスを提供することにいたしました。基本サー

WD Black2」本体の

インストール・

能なドライブを搭載することにより

なクリエイティブ環境を構築することが可能です

キューアンドエーと GSS は今後も、多くのお客さまが安心・安全のもと、快適なデジタルライ

フを過ごせるよう、高品質でより身近なサービスを提供し、

に貢献いたします。 

正規サービスプロバイダの

ウェスタンデジタル製「WD Black

アップグレードサービス

関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下

ードディスクメーカーのウェスタンデジタル社

「クイックガレージ」にて、

）デュアルドライブ

2014 年 7 月 15 日

」アップグレードサービス

（税抜）引き

を利用するクリエイティブユーザーは

るハードディスクドライブ

ハードディスクドライブなどへ

よりも容量の少ないソリッドステートドライブ（

はクイックガレージ（一部店舗）で「

のアップグレードサービスを提供することにいたしました。基本サー

」本体の交換作業や

インストール・環境移行などもおこないます。

能なドライブを搭載することにより、お客さま

なクリエイティブ環境を構築することが可能です

は今後も、多くのお客さまが安心・安全のもと、快適なデジタルライ

フを過ごせるよう、高品質でより身近なサービスを提供し、

グローバルソリューションサービス株式会社

 

正規サービスプロバイダの

WD Black2

アップグレードサービス利用者向け

関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下

ードディスクメーカーのウェスタンデジタル社との技術協力により、

「クイックガレージ」にて、MacBook Pro

）デュアルドライブへのアップグレー

日（火）から

」アップグレードサービスをお申し込みいただいた

引きにて提供いたします。

を利用するクリエイティブユーザーは写真、音楽、映像など

るハードディスクドライブ

ハードディスクドライブなどへ

ソリッドステートドライブ（

一部店舗）で「

のアップグレードサービスを提供することにいたしました。基本サー

作業や、オプションサービスと

環境移行などもおこないます。

お客さまは手間

なクリエイティブ環境を構築することが可能です。 

は今後も、多くのお客さまが安心・安全のもと、快適なデジタルライ

フを過ごせるよう、高品質でより身近なサービスを提供し、

グローバルソリューションサービス株式会社

正規サービスプロバイダのクイックガレージ

2」デュアルドライブへの

利用者向けキャンペーンを開始

関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下

との技術協力により、

MacBook Pro や

アップグレー

から実施いたします。

をお申し込みいただいた

にて提供いたします。 

写真、音楽、映像など

るハードディスクドライブ（HDD）

ハードディスクドライブなどへバックアップ

ソリッドステートドライブ（

一部店舗）で「WD Black2

のアップグレードサービスを提供することにいたしました。基本サー

オプションサービスと

環境移行などもおこないます。

手間をかけずに最適

は今後も、多くのお客さまが安心・安全のもと、快適なデジタルライ

フを過ごせるよう、高品質でより身近なサービスを提供し、ICT

2014

キューアンドエー株式会社

グローバルソリューションサービス株式会社

クイックガレージ

」デュアルドライブへの

キャンペーンを開始

関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下

との技術協力により、GSS が運営する

や iMac などを対象とした内蔵ド

アップグレードサービス利用者向けのスター

します。クイックガレージ

をお申し込みいただいた先着 20 名のお客

 

写真、音楽、映像など容量の大きいデータ

）の容量を短期間で圧迫していま

バックアップをおこない

ソリッドステートドライブ（SSD）へ交換

ack2」へ

のアップグレードサービスを提供することにいたしました。基本サー

オプションサービスと

環境移行などもおこないます。高性

をかけずに最適

は今後も、多くのお客さまが安心・安全のもと、快適なデジタルライ

ICT の発展の中で豊かな社会づくり

2014 年 7 月 14 日（月

キューアンドエー株式会社

グローバルソリューションサービス株式会社

クイックガレージ 

」デュアルドライブへの 

キャンペーンを開始 

関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

ションサービス株式会社（代表取締役社長：毛呂達士、本社：東京都品川区、以下 GSS）は、ハ

が運営する Apple

を対象とした内蔵ド

利用者向けのスター

クイックガレージ

名のお客さま

容量の大きいデータを扱う機

の容量を短期間で圧迫していま

をおこない、起動速度の高速

交換するユーザーも

は今後も、多くのお客さまが安心・安全のもと、快適なデジタルライ

の発展の中で豊かな社会づくり

日（月） 

キューアンドエー株式会社 

グローバルソリューションサービス株式会社 

関連のテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：

金川裕一、本社：東京都渋谷区、以下キューアンドエー）の関連会社であるグローバルソリュー

）は、ハ

Apple 正規

を対象とした内蔵ド

利用者向けのスター

クイックガレージ店頭に

さまには基

を扱う機

の容量を短期間で圧迫していま

起動速度の高速

ユーザーも

は今後も、多くのお客さまが安心・安全のもと、快適なデジタルライ

の発展の中で豊かな社会づくり
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※１ 2.5

のハードディスク

Fusion Drive

 

【スタートアップキャンペーン概要】

開始日

内容：

サービス提供店舗

サービス提供方法：

※キャンペーンは予告なく終了させていただく場合があります

※2014

 

【アップグレードサービス概要】

○対象

MacBook Pro 13

○アップグレード

■基本サービス

・「

■オプションサービス

・新規

・既存

 

アップグレードサービス

http://www.gssltd.co.jp/individual/upgrade.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5インチハードディスク

のハードディスクドライブ

Fusion Drive（フュージョンドライブ

【スタートアップキャンペーン概要】

開始日：2014 年

：アップグレードサービスをお申

「WD Black2

サービス提供店舗

サービス提供方法：

※キャンペーンは予告なく終了させていただく場合があります

2014 年 7 月現在

【アップグレードサービス概要】

○対象製品 

MacBook Pro 13

アップグレード

基本サービス 

「WD Black2

オプションサービス

・新規 Mac OS

・既存 Mac OS

アップグレードサービス

http://www.gssltd.co.jp/individual/upgrade.html

インチハードディスク

ドライブを搭載した高性能なドライブです。

フュージョンドライブ

【スタートアップキャンペーン概要】

年 7 月 15 日（火

アップグレードサービスをお申

WD Black2」の基本サービス料金から

サービス提供店舗：渋谷店（東京都）、

サービス提供方法：郵送・持ち込み

※キャンペーンは予告なく終了させていただく場合があります

月現在の情報です

【アップグレードサービス概要】

MacBook Pro 13”・ 15”・

アップグレードサービス料金（税抜）

 

WD Black2」 本体＋交換作業費

オプションサービス 

Mac OS インストール

Mac OS イメージコピー

アップグレードサービスの詳細は下記

http://www.gssltd.co.jp/individual/upgrade.html

インチハードディスクドライブのサイズに

を搭載した高性能なドライブです。

フュージョンドライブ）を

【スタートアップキャンペーン概要】 

（火） 

アップグレードサービスをお申し

基本サービス料金から

渋谷店（東京都）、新浦安

郵送・持ち込み （

※キャンペーンは予告なく終了させていただく場合があります

の情報です 

【アップグレードサービス概要】 

・ 17”、MacBook

サービス料金（税抜）

＋交換作業費     

インストール＋環境移行

イメージコピー       

詳細は下記 URL

http://www.gssltd.co.jp/individual/upgrade.html

のサイズに 120GB

を搭載した高性能なドライブです。

を利用することが

し込みいただいた

基本サービス料金から 2,000

新浦安店（千葉県

（渋谷店は持ち込みのみ

※キャンペーンは予告なく終了させていただく場合があります

MacBook、iMac 20

サービス料金（税抜） 

     32

環境移行   9,260

       4,630

URL をご覧ください。

http://www.gssltd.co.jp/individual/upgrade.html 

120GBのソリッドステートドライブと

を搭載した高性能なドライブです。Mac

することができ、高速化と大容量化が可能

込みいただいた先着 20

2,000 円（税抜）引き

千葉県）、日本橋（大阪府）

渋谷店は持ち込みのみ）

※キャンペーンは予告なく終了させていただく場合があります 

iMac 20”・24”など

32,408 円 

9,260 円 

4,630 円 

をご覧ください。 

のソリッドステートドライブと

Mac では、OS 10.8

でき、高速化と大容量化が可能

20 名さま 

（税抜）引き 

、日本橋（大阪府）

） 

 

など 

のソリッドステートドライブと

OS 10.8 からの新技術

でき、高速化と大容量化が可能

、日本橋（大阪府）  

のソリッドステートドライブと 1TB

からの新技術

でき、高速化と大容量化が可能です。 
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＜キューアンドエー株式会社＞

ICT デジタル製品（パソコン、プリンター、情報家電、通信機器など）に関連して生じる故障な

どのトラブルや接続、操作や利用・活用に係る疑問などを解決する

主たる業務としています。当社が提供する

ス」「オンサイトサポートサービス」で構成されており

を提供しています。

 

＜グローバルソリューションサービス株式会社＞

マルチベンダーとして全メーカーのタブレット・スマートフォン・パソコンのハードウエア修理

のサービスを提供（法人／個人）しています。

サービスの中核となる「クイックガレージ」は、全国

アが豊かな経験とノウハウを駆使してお客さまのトラブル解決にあたります。

また、 Apple

います。

 

【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

広報担当：寺山・大野・前沢

電話：03

お問い合わせフォーム：

 

グローバルソリューションサービス株式会社

東京都品川区西五反田

広報担当：星川

電話：03

 

 

 

 

 

 

私たちキューアンドエーグループは、

＜キューアンドエー株式会社＞

デジタル製品（パソコン、プリンター、情報家電、通信機器など）に関連して生じる故障な

どのトラブルや接続、操作や利用・活用に係る疑問などを解決する

主たる業務としています。当社が提供する

ス」「オンサイトサポートサービス」で構成されており

を提供しています。

＜グローバルソリューションサービス株式会社＞

マルチベンダーとして全メーカーのタブレット・スマートフォン・パソコンのハードウエア修理

のサービスを提供（法人／個人）しています。

サービスの中核となる「クイックガレージ」は、全国

アが豊かな経験とノウハウを駆使してお客さまのトラブル解決にあたります。

Apple 社正規サービスプロバイダでもあり、

います。 

【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

広報担当：寺山・大野・前沢

03-5466-1995

お問い合わせフォーム：

グローバルソリューションサービス株式会社

東京都品川区西五反田

広報担当：星川 

03-5740-0193

私たちキューアンドエーグループは、

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

＜キューアンドエー株式会社＞

デジタル製品（パソコン、プリンター、情報家電、通信機器など）に関連して生じる故障な

どのトラブルや接続、操作や利用・活用に係る疑問などを解決する

主たる業務としています。当社が提供する

ス」「オンサイトサポートサービス」で構成されており

を提供しています。 

＜グローバルソリューションサービス株式会社＞

マルチベンダーとして全メーカーのタブレット・スマートフォン・パソコンのハードウエア修理

のサービスを提供（法人／個人）しています。

サービスの中核となる「クイックガレージ」は、全国

アが豊かな経験とノウハウを駆使してお客さまのトラブル解決にあたります。

社正規サービスプロバイダでもあり、

【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 

2-15-1 渋谷クロスタワー

広報担当：寺山・大野・前沢 

1995 メール：

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

グローバルソリューションサービス株式会社

東京都品川区西五反田 7-22-17 

0193 メール：

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

＜キューアンドエー株式会社＞ http://www.qac.jp/

デジタル製品（パソコン、プリンター、情報家電、通信機器など）に関連して生じる故障な

どのトラブルや接続、操作や利用・活用に係る疑問などを解決する

主たる業務としています。当社が提供する

ス」「オンサイトサポートサービス」で構成されており

＜グローバルソリューションサービス株式会社＞
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