サポート充実！プレミアムサポートコースのご案内
お客様のパソコン、スマホ、タブレット学習・利用をスムーズに行えるようにシースリーのすべ
てのサポートが含まれたプレミアムサポートコースをご用意しております。
学習・設定サポート
個別指導サポート

五反田教室にて、マンツーマンで受講できます。

出張家庭教師

お客様のご自宅に講師が出張してサポートさせて頂きます。
別途、出張費が必要となります。

遠隔サポート

お客様のご自宅のパソコンと講師のパソコンがインターネット上
で接続され、パソコン画面上でサポートが受けられます。

自習サポート

オンライン学習

メール・LINE での
質問サポート

スマホ、パソコンから、様々なジャンルの操作、Excel・Word
基礎・応用を学習できます。https://www.c3-pcschool.com
にて、文字情報、動画を視聴できます。（月額 550 円込み）
会社やご自宅でパソコン操作している時に、分からないことやト
ラブルが発生した場合に、メールや LINE で質問することができ
ます。24 時間以内に、講師からお返事させて頂きます。
月に 3 つまでご利用頂けます。（月額 1,650 円込み）

パソコン診断
定期パソコン
メンテナンス付き

パソコンの定期メンテナンスを受けることができます。パソコン
のウィルスチェックやハードウェアの状態、ファイル整理等の提
案チェックシートをお渡しします。（月に 1 回まで）

お得な割引サービス
プレミアム会員費
が無料！

1 か月間ご利用頂くと、プレミアム会員費 9,800 円が無料と
なり、プレミアム会員として今後もご利用頂けます。
サポートチケットを会員価格で購入することができます。

テキスト代 10％オフ

テキスト（FOM 出版）を 10％オフにて、ご購入頂けます。
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サポート充実！プレミアムサポートコースのご案内

A

コース

お客様のパソコン、スマホ、タブレット学習・利用をスムーズに行えるようにシースリーのすべ
てのサポートが含まれたプレミアムサポートコースをご用意しております。

A コース : プレミアムサポート 1 時間コース（月 4,400 円）
自習サポート

パソコン診断

オンライン学習

お得な割引サービス
プレミアム会員費
3,300 円込み

定期パソコン
メンテナンス付き

メール・LINE での
質問サポート
質問
学習・設定サポート

テキスト代 10％オフ

個人指導サポート

遠隔サポート

出張家庭教師

3 種類のサポートから月に 1 時間、学習・設定サポートを受けられます。
A コースでは、自習サポート・パソコン診断・お得な割引サービスに加え、学習・設定サポート
を一緒にご利用頂けます。個人指導サポート・出張家庭教師・遠隔サポートの 3 種類のサポー
トから月に 1 時間、学習・設定サポートを受けられます。
＜学習効果を高めるおすすめのご利用方法＞
プレミアムサポート A コースと一緒に、学習に必要な時間数のサポートチケットをご購入くだ
さい。受講前のガイダンスにて、担当講師が必要な時間数をご提案させて頂きます。
A コースは、３・６・12 か月からご利用期間に合わせてお選び頂けます。

サポートチケット

自習サポート

5 時間チケット

パソコン診断
ご利用き
お得な割引サービス

1 時間あたりの受講料金

16,200 円 （1 時間あたり 3,240 円）
※通常価格より 300 円分お得です！

10 時間チケット

32,000 円

15 時間チケット

46,500 円 （1 時間あたり 3,100 円）

30 時間チケット

90,000 円 （1 時間あたり 3,000 円）

（1 時間あたり 3,200 円）
※1,000 円分お得です！
※3,000 円分お得です！

月額 6,600 円×ご利用月数

※9,000 円分お得です！

サポートチケットは購入日から 3 年間利用できます。

＜お支払い方法＞
ご利用期間分の合計金額を銀行振込もしくは担当講師にお支払いください。もしくは、クレジッ
トカード（VISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS）にて毎月 4,400 円を自動引き
落としでお支払い頂けます。
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サポート充実！プレミアムサポートコースのご案内

B

コース

お客様のパソコン、スマホ、タブレット学習・利用をスムーズに行えるようにシースリーのすべ
てのサポートが含まれたプレミアムサポートコースをご用意しております。

B コース : プレミアムサポート２時間コース（月 7,800 円）
自習サポート

パソコン診断

オンライン学習

お得な割引サービス
プレミアム会員費
9,800 円が無料

定期パソコン
メンテナンス付き

メール・LINE での
質問サポート
質問
学習・設定サポート

テキスト代 10％オフ

個人指導サポート

遠隔サポート

出張家庭教師

3 種類のサポートを組み合わせて、月に２時間、学習・設定サポートを受けられます。
B コースでは、自習サポート・パソコン診断・お得な割引サービスに加え、学習・設定サポート
を一緒にご利用頂けます。個人指導サポート・出張家庭教師・遠隔サポートの 3 種類のサポー
トから月に２時間、学習・設定サポートを受けられます。
＜学習効果を高めるおすすめのご利用方法＞
プレミアムサポート B コースと一緒に、学習に必要な時間数のサポートチケットをご購入くだ
さい。受講前のガイダンスにて、担当講師が必要な時間数をご提案させて頂きます。
B コースは、３・６・12 か月からご利用期間に合わせてお選び頂けます。
サポートチケット

自習サポート

5 時間チケット

パソコン診断
ご利用き
お得な割引サービス

1 時間あたりの受講料金

16,200 円 （1 時間あたり 3,240 円）
※通常価格より 300 円分お得です！

10 時間チケット

32,000 円

15 時間チケット

46,500 円 （1 時間あたり 3,100 円）

30 時間チケット

90,000 円 （1 時間あたり 3,000 円）

（1 時間あたり 3,200 円）
※1,000 円分お得です！
※3,000 円分お得です！

月額 8,800 円×ご利用月数

※9,000 円分お得です！

サポートチケットは購入日から 3 年間利用できます。

＜お支払い方法＞
ご利用期間分の合計金額を銀行振込もしくは担当講師にお支払いください。もしくは、クレジッ
トカード（VISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS）にて毎月 7,800 円を自動引き
落としでお支払い頂けます。
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C
コース
D
お客様のパソコン、スマホ、タブレット学習・利用をスムーズに行えるようにシースリーのすべ
サポート充実！プレミアムサポートコースのご案内
てのサポートが含まれたプレミアムサポートコースをご用意しております。

C コース : プレミアムサポート３時間コース（月 11,000 円）
自習サポート

パソコン診断

オンライン学習

お得な割引サービス
プレミアム会員費
9,800 円が無料

定期パソコン
メンテナンス付き

メール・LINE での
質問サポート
質問
学習・設定サポート

テキスト代 10％オフ

個人指導サポート

遠隔サポート

出張家庭教師

3 種類のサポートを組み合わせて、月に３時間、学習・設定サポートを受けられます。
C コースでは、自習サポート・パソコン診断・お得な割引サービスに加え、学習・設定サポート
を一緒にご利用頂けます。個人指導サポート・出張家庭教師・遠隔サポートの 3 種類のサポー
トから月に３時間、学習・設定サポートを受けられます。
＜学習効果を高めるおすすめのご利用方法＞
プレミアムサポート D コースと一緒に、学習に必要な時間数のサポートチケットをご購入くだ
さい。受講前のガイダンスにて、担当講師が必要な時間数をご提案させて頂きます。
C コースは、３・６・12 か月からご利用期間に合わせてお選び頂けます。

サポートチケット

自習サポート

5 時間チケット

パソコン診断
ご利用き
お得な割引サービス

1 時間あたりの受講料金

16,200 円 （1 時間あたり 3,240 円）
※通常価格より 300 円分お得です！

10 時間チケット

32,000 円

15 時間チケット

46,500 円 （1 時間あたり 3,100 円）

30 時間チケット

90,000 円 （1 時間あたり 3,000 円）

（1 時間あたり 3,200 円）
※1,000 円分お得です！
※3,000 円分お得です！

月額 13,200 円×ご利用月
数

※9,000 円分お得です！

サポートチケットは購入日から 3 年間利用できます。

＜お支払い方法＞
ご利用期間分の合計金額を銀行振込もしくは担当講師にお支払いください。もしくは、クレジッ
トカード（VISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS）にて毎月 11,000 円を自動引
き落としでお支払い頂けます。
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＜ご利用の際の注意点＞
※回数券のご利用期限は購入日から３年間となりますので、予めご了承ください。
※当日キャンセルの場合には、ご予約頂いた時間数分を差し引かせて頂くことになりますので、キャンセルの
場合には前日 21 時までにご連絡ください。
※出張家庭教師の場合は、出張費を現金もしくはチケットでお支払い頂くことも可能です。
出張費が 1,650 円（五反田教室から 30 分圏内）の場合には、30 分チケット１枚分を使用できます。
出張費が 3,300 円（五反田教室から 60 分圏内）の場合には、30 分チケット 2 枚分を使用できます。
※メール・LINE でのご質問の場合、１つの質問の内容に 10 分以上必要な時には、内容に応じてカウントす
る回数をご相談させて頂きます。
※遠隔サポートを受講する場合、お客様のパソコンの性能、インターネット環境によっては受講できない場合
もございますので、初回に通信テストさせて頂きます。
※パソコン診断の場合、パソコンの状態によってはパソコンをお預かりする場合もございます。
※クレジットカードにて月額制サービスをご利用のお客様で解約をご希望の場合は、Paypal（ペイパル）の
お客様ページから解約できます。
※銀行振込の場合、三井住友銀行 五反田支店 普通口座 口座番号：8018988 口座名：カ）シースリー
まで、お振込みください。

シースリープレミアムサポートサービス申込書
下記必要事項をご記入ください。お客様の個人情報は、厳重に管理しておりますのでご安心ください。
受講希望のプレミアムサポート

□A コース（月額 4,400 円） □B コース（月額 7,800 円）

サービスに☑を付けてください。 □C コース（月額 11,000 円）
プレミアムサポートサービスの

3 ヶ月 ・

継続期間をお選びください。

6 か月 ・ 12 か月

受講希望のサポートチケットに

□5 時間チケット

□10 時間チケット

☑を付けてください。

□15 時間チケット

□30 時間チケット

（フリガナ）
氏名

携帯電話番号

－

－

＠

オンライン学習サイト
登録メールアドレス

※パソコン用のメールアドレスをご登録ください。

オンライン学習サイト
登録希望パスワード

※アルファベット、数字の組み合わせで 8 文字以上でご記入ください。

＜お支払い金額の合計＞
プレミアムサポートサービス
A・B・C・D コースから選択

合計金額

サポートチケット代
５・10・15・30 時間から選択

✖

３・６・12 か月から選択

¥¥¥

円✖

¥
¥
¥

ヶ月分＝

円

円
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円

