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Press Release  
報道関係 各位 

2015年 10月 28日 

エクセルソフトは、PC・ハードウェア診断キットの 

新バージョン 「PC-Doctor Service Center 10 日本語版」を 

販売開始 

 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、米国 PC-Doctor 社の、PC ハードウェア

診断キット Service Center 10 日本語版を 10月 28日より販売開始しました。 

■ 製品名：  

PC-Doctor Service Center 10 日本語版 

(ピーシードクター サービスセンター10 ニホンゴバン)  

■ 製品カテゴリー： 

PC・ハードウェア診断キット 

■ 製品概要： 

PC-Doctor Service Center は、システムの整合性の確認、サーバー、デスクトップ、

ノート PC ハードウェアの問題の切り分け、トラブルシュートを行うため、修理セ

ンター、IT 組織、システムビルダなど多くのプロフェッショナルに使用されている

診断ツールキットです。500 種類以上の診断で、ハードウェアの問題を素早く特定し、

テストや調査にかかる時間とコストを削減します。 

■ 製品特徴： 

PC-Doctor Service Center に含まれているコンピュータのハードウェア診断テストは、

専門の技術者やシステム ビルダーを問わず、コンピュータの問題に迅速で正確な解

決策を見つけることができます。Service Center 10 では、１つの USB キーで 4つ

の優れた診断環境を提供し、技術者は、Windows、DOS、Bootable Diagnostics 診断

環境に簡単にアクセス可能で、本バージョンより Windows 10 OS、また Mac コン

ピュータ、Android デバイスのサポートを含んでいます。 

 

 カスタマイズ可能なレポート 

カスタマイズ可能なレポート機能を使用することにより、Service Center によって生

成されたテスト結果、およびレポートの外観の両方を管理します。 
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 システム スナップショット 

システムスナップショット機能は、他のシステム構成と比較したり、ハードウェアの

監査に使用できるシステムプロファイルです。スナップショットデータの違いは、レ

ポートに詳細なハードウェア、ソフトウェアとドライバ情報と一緒に含めることがで

きます。これにより、システムで何が行われたのかを明確にし、顧客の信頼を向上さ

せます。 

 

 テスト スクリプト 

テストスクリプト機能は、テストスクリプトを起動時に一連の診断を自動的に実行し

ます。スクリプト編集ツールは、ニーズに合わせて特定のテストを作成することがで

き、繰り返し使用のために保存が可能です。 

 

 ブート不可能なシステムの診断  

同梱の DVD（パラレルポートデバイス付）や多目的 USB デバイスからブートし、

診断を実行可能です。よって、インストールされている OS やハードドライブが故障

している場合でも、診断が可能となります。 

 

 最新の部品も診断可能  

最新の CPU テスト、Blu-ray テスト、ビデオテスト、Bluetooth テスト、さらに 64 

GB までのメモリテストなど、製品のアップデートを行い、常に最新のテストをご利

用いただけます。 

 

  
PC-Doctor Service Center 10 日本語版 インターフェース 
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■ 動作環境 

Service Center for Windows 

OS 
Windows XP SP3、Windows Vista、Windows 7、 

Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 

ストレージ 300MB の空き容量 

その他 1 つ以上のUSB 空きポート (ライセンス認証に使用) 

 

Service Center for DOS 

対応機器 x86 ベースの AT 互換機 

その他 
1 つ以上のUSB 空きポートまたはパラレルポート  

(ライセンス認証に使用) 

 

Service Center Bootable Diagnostics 

対応機器 x86 ベースの AT 互換機, Intel ベース Mac 

その他 
1 つ以上のUSB 空きポートまたはパラレルポート  

(ライセンス認証に使用) 

 

Service Center for Android 

対応機器 Android 2.3 (Gingerbread) - 5.1.1 (Lollipop) 

ストレージ 50MB の空き容量 

その他 
2 つ以上の USB 空きポート (ライセンス認証 /  

Android テスト デバイス接続に使用)、ホスト PC 

■ 価格 

製品名 本体価格 (税抜) 

Service Center 10 日本語版 1 キット ¥76,100 

Service Center 10 日本語版 10 キットパック ¥677,300 

Service Center 10 日本語版 アップグレード 1キット 

(バージョン 9 からのみ) 
¥48,800 

Service Center 9 日本語版 アップグレード 10 キットパック 

(バージョン 9 からのみ) 
¥431,900 

  製品には、日本語による Email テクニカルサポートが含まれます。 

   

製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。

http://www.xlsoft.com/jp/products/pc_doctor/index.html 
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■ エクセルソフト株式会社について 

エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 名取弘人 資本金１千万円 TEL 

03-5440-7875）は、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを

日本およびアジアにおいて販売しています。 

コンパイラー、帳票ツール、デバイスドライバ開発ツール、ヘルプ作成ツール、 

セキュリティソフトウェアなど幅広い製品を提供し、今日のコンピューターユーザー

の多様なニーズに応えています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライ

ズ業務も承っています。 

■ PC-Doctor 社について 

米国 PC-Doctor 社は、PC ハードウェア診断ソフトウェア業界のリーダーです。 

PC-Doctor 製品は、全てのメジャーな PC メーカが利用しているハードウェア診断ソ

フトウェアのデファクト・スタンダードです。 1993 年に設立以来 PC-Doctor 社は、

技術的フォーカスを持ち続け、その革新性により顧客の期待に応え、顧客第一をモッ

トーとして顧客の信頼を得てきました。グローバルな視点から、顧客のベネフィット

を常に重視し、価値の提供に努めてきました。顧客に対して「安定と信頼」を提供し、

長期的な友好関係を築き上げていきたいと願っています。米国ネバダ州のリノ市に本

社があります。 
本プレスリリースについてのお問い合わせ先 

エクセルソフト株式会社 営業部 

TEL: 03-5440-7875 

FAX: 03-5440-7876 

URL: http://www.xlsoft.com/jp 

Email: xlsoftkk@xlsoft.com 

 

記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登録商標です。 
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