
お客様のビジネスを
ITでトータルサポート



［こんな悩みありませんか？］

［当社のITコンサルとは？］
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パソコンを入れ替えたい
けど、何から手を付けて
いいか分からない...

ホームページを変更し
たいけど、何処にお願
いしたか分からない...

営業で出先が多く、
メールや資料確認で
会社に戻るのが面倒...

社内に掛かってきた営業
宛の電話を、毎回折り返
しの対応するのが手間...

請求書や見積書は、今だ
に紙での保管で、探すの
が毎回面倒で困る...

パソコンやプリンターの
調子が悪く、対応できる
人がいなくて困っている...

当社のITコンサルは、他社と大きく違う点が5つあります。

1. 大手通信会社のバックボーン(主要設備)の構築や保守メンテナンス等
の対応経験豊富なエンジニアが在籍、様々な案件にも対応可能。

2. 様々なシステムの構築や開発の経験豊富なエンジニアが、既存サー
ビスだけでなく、お客様にあったシステムの構築やご提案が可能。

3. 企業宣伝広告などにも活用可能な、映像・音楽・写真などのメディ
ア媒体の作成を専門としたエンジニアが社内に常駐しており、いつ
でも企業宣伝広告などの制作が可能。

4. お客様毎に専門のチームとお客様専用のサポートデスクの電話番号
を準備し、いつでも同じスタッフにてサポートが可能。

5. 大手通信会社にて法人のお客様や個人のお客様などの、コンサル業
務や、ご利用時の設定業務まで、営業経験と技術経験を持つ営業マ
ンがお客様をサポート。



これ以外多数の導入実績があります

［ITコンサルサービスを利用すると効率が上がる］

［導入事例］
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［よくある質問］

ITコンサルサービスをご利用頂くと、効率よく業務に取り組んで頂くこ
とが可能です。

例えば、パソコンを導入する際、選定から設置、初期設定まで、全てお
客様にて行って頂く必要があります。また、障害発生時などは、お客様
にて原因の切り分けや問い合わせ等が必要になり、その度に通常業務が
ストップしてしまい効率が悪くなります。

ITコンサルサービスを利用すると、そのような面倒な作業が一切不要で、
選定から設置、初期設定、障害対応まで、全ての作業を弊社スタッフに
て行いますので、お客様は通常業務に専念して頂くだけで大丈夫です。

さらに、現在の業務にて時間や手間が掛かり、効率が悪くなっているも
のなどがある場合、当社がご提案するITサービスにて、より効率のいい
方法に切り替えて頂き、一つ一つの業務遂行時間の短縮や業務遂行にか
かる経費削減に繋がり、新たな売り上げや営業先の確保が可能です。
さらには、社員様の従業員満足度の向上も図れます。

• 映像制作会社

• フォトスタジオ

• 個人経営の商店

• 小売業の店舗

• フランチャイズ店舗

• イベント制作会社

導入先一例... Q．最低契約期間はどのくらいですか？

A．プランによっても異なりますが、単
発契約から月契約、年間契約まで様々
な契約形態にて対応可能です。

Q．直接お話を聞くことは可能ですか？

A．ITコンサルサービスは会社によって
も内容が様々なので、サービス概要や
パンフレットを見てもなかなか分かり
にくいのが現状です。実際に直接お伺
いさせて頂くことも可能です。

Q．サービスなどを実際に体験するこ
とは可能ですか？

A．弊社のサービスのいくつかは、事
前にご体験やデモンストレーションが
可能なサービスが御座いますので、お
気軽にお申し付けください。これ以外多数の導入実績があります



これ以外にも様々なプランをご用意これ以外にも様々なプランをご用意

［ITコンサルサービス］御社に合わせたITを一括して導入し定期メンテナンスまで実施。

パソコン・無線LAN・共有サーバーを
新規設置や増設する際に必ず必要な
設置作業や初期設定作業までを
一括してご支援致します。

IT機器の導入

会社に掛かってきた営業マン宛の電話を
社外にいる営業マンのスマートフォンに
無料の内線電話で転送可能なサービスを

一括して導入致します。

各種サービスの導入

［ご提案プランについて］様々なニーズに合わせて3つの契約タイプをご用意。

［サービス名］
ビジネス機器丸ごとコンサルティング

［サービス内容］
パソコン・共有サーバーの導入、ネットワーク環境の構築、社内チャットの導入、
ビジネス電話の構築、各種決済システムの構築、月1回以上の定期メンテナンス etc.

［契約タイプ］
年間契約：1,320,000円 1年間を通して導入やサポートを行います。
月契約 ： 121,000円 月単位の更新契約で導入やサポートを行います。
単発契約： 132,000円 単発での導入と1回のサポートを行います。

主なサービス例...

定期メンテナンス

パソコンが起動しないなどの障害発生時や
導入した機械の操作がわからない場合など
お困りごとがあれば、現地や遠隔操作で
専門チームがサポート致します。

※ パソコン・IT機器・LANケーブル・消耗品他、穴あけ工事等の費用は含まれません。
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主なITコンサル内容例...



［主なITコンサルサービスの詳細内容］
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サービス名 サービス内容

IT機器の導入
パソコンを新規導入や入替時などに、お客様の作業内容に合わ
せたスペックのパソコンの選定から、導入までを一括して行い、
さらには設置や初期のユーザーアカウントの作成、社内の各種
システムへの接続設定などを一括してご支援致します。

社内LANの構築
社内のパソコンから、プリンター・共有サーバーなどに有線
ケーブル(LANケーブル)を繋げば接続可能で、部外者が万が一
接続しても会社の端末に接続不可能にする安全な社内LANを構
築致します。

無線LAN構築
社内の中なら、場所を気にすることなく、インターネットはも
ちろんの事、社内のプリンターや共有サーバーに、パソコンや
タブレットから接続可能で、部外者にも覗き見される事のない
安全な無線LANを構築致します。

オフィス電話の導入

会社に掛かってきた電話を社外にいる営業マンに、無料の内線
電話機能を使って、予め設定しておいた営業マンの所有するス
マートフォンに転送を行ったり、営業時間外には、電話に応答
しなくていいように、自動音声にて営業時間外の旨と営業時間
をお知らせするガイダンスを流す機能を導入致します。

社内専用
連絡ツールの導入

社内外の社員とのコミュニケーションを図る為の、会社専用の
ビジネス版LINEの導入やWeb上でいつでも何処でも会社の掲示
板に接続可能なサイトを導入致します。

定期メンテナンス
月に1回以上、お客様の所にお伺いし、パソコン・周辺機器など
のトラブルが発生していないかの確認や、その他設定や操作が
わからな場合は、遠隔にてパソコンを操作し、お困りごとを解
決致します。

［主な導入事例］
［業種］
商品販売会社

［規模］
パソコン：10台 共有サーバー：2台 プリンター：2台 オフィス電話機：12台
スマホ内線電話アプリ 10台

［導入サービスの内容］
パソコン・共有サーバー・プリンター・社内の無線LANの構築の新規入替
社内外で利用可能なオフィス電話の新規導入、営業時間外の自動応答サービスの導入

［サポート期間及び参考価格］
サポート期間：月契約にてサポート 参考価格：12万千円（月）

これ以外にも様々なITコンサルプランをご用意これ以外にも様々なITコンサルプランをご用意



これ以外にも様々なプランをご用意これ以外にも様々なプランをご用意

［単独システム構築サービス］御社に合わせたシステムを一括して導入。

［ご提案プランについて］様々なニーズに合わせて多様なプランをご用意。

［サービス名と価格］
パソコン導入・入れ替え 1台 ： 13,200円

社内LAN構築 1拠点： 22,000円

無線LAN構築 1台 ： 15,400円

ビジネス電話構築 1台 ：132,000円

ＶＰＮサーバー構築 1拠点： 41,800円

主なサービス例...

主なシステム構築例...

自宅や支店より本社の共有サーバーに
いつでも時間を気にせず安全に
データのやり取りが可能な

ネットワークを構築致します。

VPNサーバー構築

※ パソコン・IT機器・LANケーブル・消耗品他、穴あけ工事等の費用は含まれません。
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会社の中なら場所を問わず
パソコンやタブレットを使って

ネットや共有サーバーに接続可能な
無線LANを構築致します。

無線LANの構築

社内はもちろんこと社外からも
会社の代表番号で発着信が可能で
社内と社外は無料の内線電話対応の
オフィス電話を構築致します。

オフィス電話の構築



これ以外にも様々なイＴコンサルプランですこれ以外にも様々なシステム構築が可能です

［主な単独システム構築サービスの詳細内容］
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サービス名 サービス内容

オフィス電話の構築

会社に掛かってきた電話を社外にいる営業マンに、無料の内線
電話機能を使って、予め設定しておいた営業マンの所有するス
マートフォンに転送を行ったり、お客様のご用件に合わせてた
番号を自動音声ガイダンスにてお知らせし、お客様からのご用
件にあった、部署に転送できる機能を構築致します。

無線LAN構築

会社の中なら何処でも、社内のネットワークに接続されたパソ
コンや、プリンター・共有サーバーなどに有線ケーブルを接続
する事なく、無線で接続が可能にする、安全な無線LANを構築
致します。さらに、商談などで来客されたお客様がインター
ネットをご利用頂けるように、社内ネットワークと分離した、
ゲスト用の無線LANも同時に構築致します。

ファイルサーバーの構築
会社全体や部署やプロジェクトチームごとにデータを共有し、
閲覧・編集までも可能で、さらには、接続できる社員の制限な
どの設定も可能な、共有のデータ保管庫を構築致します。

VPNサーバー構築
営業などで社外にいる時や、自宅で仕事をしている時に、どう
しても会社の共有サーバーのシステムに接続が必要な時に、ポ
ケットWi-Fiや自宅のインターネットを使って、安全に会社に接
続できるシステムを構築致します。

防犯カメラの構築
万が一、不審者が会社に侵入し事件に巻き込まれた時や、来客
者とのトラブルで問題が発生した時の為に、映像と音声を記録
し、万が一の為の証拠を記録致します。

IoT機器の構築 スマートフォンや社員証で出入り口の鍵の開け閉めが可能で、
入退室した記録も残せるシステムを導入致します。

［主な導入事例］
［業種］
小売店

［規模］
1日平均来客数：100名 パソコン：4台 タブレット：4台

［導入サービスの内容］
無線LANの構築、ゲスト用のFreeWiFiサービスの構築
防犯カメラの10台導入

［導入期間及び参考価格］
導入期間：約1週間 参考価格：29万7千円



［単独保守メンテナンス］パソコンの初期設定から各種障害対応まで幅広くサポート可能。

新規パソコン購入時や入れ替え時の
面倒な設置作業や初期設定までを
当社スタッフがお客様に代わって
設定のサポートを致します。

パソコンの初期設定 周辺機器の接続設定

［ご提案プランについて］様々なニーズに合わせて多様なプランをご用意。

［サービス名と価格］
パソコンの初期設定 1台 ： 11,000円

ネットワーク機器の設定 1台 ： 7,700円

周辺機器の接続設定 1台 ： 4,400円

インターネット接続設定 3台まで： 5,500円

各種障害対応 1拠点 ： 33,000円

主なサービス例...

主な保守メンテナンス例...

パソコンが急に起動しないなどの
障害発生時やネットに繋がらないなどの
障害発生時に現地や遠隔操作にて

迅速に対応致します。

各種障害対応

※ パソコン・IT機器・LANケーブル・消耗品他、穴あけ工事等の費用は含まれません。

プリンターやスキャナーなどの導入時の
面倒な設置作業や初期設定のまでを
当社スタッフがお客様に代わって
設定のサポートを致します。

- 8 -

これ以外にも様々なプランをご用意これ以外にも様々なプランをご用意



［主な保守メンテナンスの詳細内容］
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サービス名 サービス内容

パソコンの初期設定
新規でパソコンを導入する際や新しい機種に交換する際に、面
倒なケーブルを繋いだり、パソコンのユーザーアカウントの作
成するなど、購入時に必ず必要な面倒な初期設定をお客様に代
わって当社スタッフが設定をサポート致します。

周辺機器の接続設定

プリンター・スキャナー・共有サーバーなど、新規に導入した
り、新しい機種に交換した際に、面倒な電源ケーブルやLAN
ケーブルなどの配線の接続から、パソコンと接続できるように
する初期設定などをお客様に代わって当社スタッフが設定をサ
ポート致します。

スマートフォン
タブレットの
初期設定

新規でスマホやタブレットを購入したり、新しい機種に買い替
えした際に面倒な電話帳の移行からメールの設定、さらには
LINEなどのアプリの設定までを、お客様に代わって当社スタッ
フが設定をサポート致します。

各種障害対応
万が一、パソコンがいきなり起動しなくなった、プリンター・
スキャナー・共有サーバーに接続ができないなどの障害発生時
や、インターネットに急に接続できないなどの障害発生時に、
迅速に障害の回復が出来るように対応致します。

遠隔リモートサポート
パソコンの操作が不明で困っている時や、印刷出来ないなどの
障害が発生している際に、パソコンとインターネットに接続可
能な環境で有れば、遠隔操作にてお悩みを解決致します。

インターネットの
接続設定

新規でインターネットの契約をした際や、ルーターなどの機械
を交換した際に必ず必要なインターネットの接続設定をお客様
に代わって当社スタッフが設定のサポート致します。

［主な導入事例］
［業種］
卸事業
［規模］
パソコン：5台 スマートフォン：5台

［導入サービスの内容］
パソコンとスマートフォンの初期設定、遠隔リモートサポート

［導入期間及び参考価格］
作業期間：約2日間 参考価格：11万円

これ以外にも様々な保守メンテナンスが可能ですこれ以外にも様々な保守メンテナンスが可能です



これ以外にも様々なプランをご用意これ以外にも様々なプランをご用意

ホームページに必要な住所にあたる
ドメインアドレスなどの契約代行から
面倒なサーバーへの設定作業まで
一括にてサポート致します。

ドメインの契約代行

［ホームページ作成］新規ホームページの作成からメンテナンスまで一括サポート可能。

新規でホームページを作成する際の
サーバーの導入や各ページの作成まで
ご要望に沿ったホームページを
一括して作成致します。

ホームページの作成 ホームページの更新代行

［ご提案プランについて］様々なニーズに合わせて多様なプランをご用意。

［サービス名と価格］
ホームページ作成 4ページまで： 66,000円

ホームページの更新代行 1ページあたり： 11,000円

ホームページ掲載写真撮影 1枚： 16,500円

ホームページメンテナンス 1回： 4,400円

ドメイン契約代行 1ドメインあたり： 4,400円

主なサービス例...

主なホームページ作成例...

※ ホームページサーバーの月額費用他、ドメイン取得などの費用は含まれません。

日々変化するニーズに合わせて
最新情報や各種商品ページなど
お客様に代わって当社スタッフが

一括で更新致します。
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［主なホームページ制作の詳細内容］
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サービス名 サービス内容

ホームページの作成
新規にて会社や店舗のホームページを作成する際に必要な、
サーバー（ホームページを公開する場所）やドメイン(ホーム
ページのアドレス)の準備、ホームページのレイアウトまで当社
スタッフにて一括して作成致します。

ホームページの代行更新
新規展開の商品やサービスなど、常に更新が必要な商品やサー
ビスページなどの内容を、お客様の代わりに当社スタッフがお
客様の一括で更新致します。

ドメインの契約代行
ホームページやメールアドレスの＠にあたるドメイン（住所）
の新規年間契約の代行から、年間契約の更新、各種システムへ
の面倒な割り振り設定までを一括にてサポート致します。

ホームページ
掲載写真撮影

ホームページに掲載が必要な商品やサービスの写真、お店の外
観など、ホームページに掲載したい写真をプロのカメラマンに
て撮影致します。

限定非公開ページの構築 不特定多数への公開ではなく、予め決められたユーザーのみが
閲覧が可能な、会員向けサイトを構築致します。

ショッピングカート
などの構築

ホームページ内に商品注文ページを作成し、外部のショッピン
グサイトに飛ぶことなく、ショッピングが可能になる機能を構
築致します。

各種決済サービス
対応機能の構築

クレジットカードや口座振替サービスなど、お客様にてご契約
の決済サービスをホームページ内でご利用可能にする機能を構
築致します。

［主な導入事例］
［業種］
製造業
［業務内容］
大手家電メーカーへの部品の卸事業

［導入サービスの内容］
ホームページの作成とドメイン管理、掲載写真の撮影

［導入期間と参考価格］
作業期間：約1ヶ月間 参考価格：11万円

これ以外にも様々なホームページ作成が可能ですこれ以外にも様々なホームページ作成が可能です



音響・司会・音楽制作・ITコンサル
『Star Music Promotion』

https://www.starmusicpromotion.com/

YouTube Live 配信代行

『STAR LIVE』
https://live.starmusicpromotion.com/

光インターネットプロバダー
『STAR BROAD』

https://www.starbroad.com/

オリジナルグッツブランド
『STAR RISE』

https://starrise.starmusicpromotion.com/

【上記サービスに関するお問い合わせ先はこちら】

スターミュージックプロモーション

福岡県久留米市原古賀町22-9 サンセーヌ六ツ門402号
050-5305-0319

info@starmusicpromotion.com

〒 830-0046


