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Virgo 保守サポートサービスメニュー 

この度は年間保守サポート（以下、「本サービス」といいます。）をお申込み頂きありがとうございます。 

当社では以下の保守サービスメニューを用意しております。各メニューの内容を十分に御確認頂きお申し込

みいただきますよう、お願い申し上げます。 

また以下の本サービスへの加入または延長は１年間／３年間パックの有効期間中、もしくは無償保証期間中

のみとなります。 

保守費用 

プラン 保守契約未加入者 1年間保守契約加入者 3年間保守契約加入者

基本料金 ¥0 ¥150,000 ¥450,000

無償サービス①:専用電話サポート(平日：9：00~17：00) 〇 〇 〇

無償サービス②:遠隔ビデオ電話サポート(平日：9：00~17：00) × 〇 〇

(有償)サービス:訪問対応(製品点検、パーツ交換、不具合対応) \100,000~ 年1回無償 年1回無償

  ＜内訳＞　　    　　(技術費用) ¥70,000 無償※¹ 無償※¹

(基本交通費) ¥30,000 無償※² 無償※²

追加交通費 20㎞以降10㎞毎に\3,000 無償※³ 無償※³

対応日程 御連絡後5営業日以内※⁴ 御連絡後5営業日以内※⁴ 御連絡後5営業日以内※⁴
 

導入費用 

プラン 保守契約未加入者 1年間保守契約加入者 3年間保守契約加入者

現地据え付け調整(現調)＋トレーニング費用 ¥50,000 ¥50,000 ¥0

(基本交通費) ¥30,000 無償※² 無償※²

追加交通費 20㎞以降10㎞毎に\3,000 無償※³ 無償※³
 

サービス&プロモーション 

プラン 保守契約未加入者 1年間保守契約加入者 3年間保守契約加入者

プランサービス※⁵(定期交換部品の取り換え) パーツ代半額 無償交換パーツ

プロモーション※⁶ 導入費用無償
 

※無償保証期間は半年間とし、保守契約開始日は無償保証期間終了後開始いたします。 

※保守契約への加入または延長は１年間／３年間パックの有効期間中、もしくは無償保証期間中のみ購入可能です。 

※¹2 回目以降の訪問は 1 回の訪問につき、技術費用￥70,000を頂きます。 

※²2 回目以降の訪問は基本交通費(￥30,000)のみかかります。 

※³首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)、東海圏(愛知、三重、岐阜、静岡)、近畿圏(大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫、滋賀)、北関東圏(茨

城、栃木、群馬)、甲信圏(山梨、長野)を除く地域は別途追加交通費をお見積りの上、実費をご請求させて頂きます。 

※⁴ 場所によっては上記よりお時間を頂く場合が御座います。あらかじめご了承願います。 

※⁵ 各プランのパーツの御値引き、もしくは無償対応は年 1 回のみ、定期訪問時での御対応とさせて頂きます。 

(※交換パーツはプロッターナイフ、プロッターホルダー、ブレード、ブレードホルダー、カッティングマットとなります。) 

※⁶ 当プロモーションは製品購入時に加入された方のみ適用対象となります。また、予告なく終了する場合が御座いますので予め 

ご了承願います。  
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(例)東京から 200㎞地点のケース：年 1回訪問対応を行う条件で、3年間で比較をした場合 

 

保守費用 

プラン 保守契約未加入者 1年間保守契約加入者 3年間保守契約加入者

基本料金(技術料金＋訪問費用) \300,000(\100,000x3回) \450,000(\150000ｘ3回) ¥450,000

追加交通費(\3,000x(200－20㎞分)) \162,000(\54,000ｘ3回) 無し 無し

パーツ費用 \27,3600(\91,200x3回) \136,800(半額割引) 無償

小計 ¥735,600 ¥586,800 ¥450,000  
※1年間に 1 回、3年間で合計 3回のご訪問ベースで比較しております。 

※追加交通費は、20㎞以降 10㎞につき追加費用の発生となりますので、180㎞分の追加料金を頂きます。 

※交換パーツはプロッターナイフ、プロッターホルダー、ブレード、ブレードホルダー、カッティングマットの合計金額は 

\9,1200/セットとなります。 

 

 

 

導入費用 

プラン 保守契約未加入者 1年間保守契約加入者 3年間保守契約加入者

現調＋トレーニング費用 ¥50,000 ¥50,000 \０※²

基本交通費 ¥30,000 無償※¹ ¥0

追加交通費(\3,000x(200－20㎞分)) ¥54,000

小計 ¥134,000 ¥50,000 ¥0
 

※¹製品購入時に保守契約に加入された方のみ適用対象となります。ご契約頂かない場合は未加入者と同じ費用となります。 

※²当プロモーションは製品購入時に保守契約に加入された方のみ適用対象となります。また、予告なく終了する場合が御座いますので予め 

ご了承願います。  

 

 

 

合計 

プラン 保守契約未加入者 1年間保守契約加入者 3年間保守契約加入者

合計金額 ¥869,600 ¥636,800 ¥450,000

差額 ¥-232,800 ¥-419,600
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[無償サポート内容] 

Virgoを御購入頂いてから半年間、以下の無償サービスが提供されます。 

（初期不良の対応に関しては、機器本体設置日から起算して半年間のサービスとなります） 

＊専用電話対応（※専用番号でのみ受付可能） 

故障や破損などの場合にご連絡ください。ヘルプデスクの担当者が規定の時間内 

において御対致します。。 

＊初期不良対応（製品が正常に動作しない場合） 

製品を無償でお取り替えいたします。 ただし、当社の責による故障・破損ではないと 

判断した場合は、お取り替えできないことや、有償でのお取り替えとなることがござい 

ますので、あらかじめご了承ください。 

 

[有償サポートのご提供内容] 

①現地据え付け調整費用・トレーニング 

＊料金：50,000円（※交通費・輸送・設置費は別途請求。） 

＊設置後の現地据え付け調整＋トレーニング(※交通費・輸送＋設置費は別途請求) 

＊出張基本料：30,000円 

＊交通費：当社拠点から 20km未満：出張基本料金のみ。 

当社拠点から 20km以：10km毎に 3,000円増 
＊訪問日程：（別途ご相談） 

 

②出張保守＆技術サポート 

お客様指定の場所での技術サポートにつきましては、以下の料金を申し受けます。 

＊出張基本料：30,000円 

＊技術サポート：70,000円 

＊定期交換部品費用：実費 

＊交通費：当社拠点から 20km未満：出張基本料金のみ。 

当社拠点から 20km以：10km毎に 3,000円増 
＊訪問日程（別途ご相談） 
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③1 年間保守サポートプラン 費用：150,000円 

Virgoを御購入頂いてから 1年間、標準サポート内容に加え以下のサービスが提供されます。 

（無償保証サービス期間終了後、1年間のサービスになります。） 

＊定期確認訪問(年 1回)  

製品の点検、清掃、調整、またはその他必要な修理等の定期点検サービスを行います。急な点検、清掃、

調整が必要な場合、購入から 1年が経過していない場合でも定期訪問依頼を行えるものとします。 

＊定期確認訪問時のサービスパーツの半額負担での交換(ブレード、ブレードホルダー、プロッターナイフ、 

プロッターホルダー、カッティングマット) 

定期確認訪問時に交換いたします。ただし半額負担での交換は年間 1 回、定期訪問時のみとし、対応限度

を超えての交換または新規補充した定期交換部品は通常の料金を頂きます。 

＊遠隔サポートソフトを使用したサポート 

＊訪問サポート対応（※交通費、部品代は別途請求、訪問日程は別途ご相談） 

 

[1年間保守サポートの出張保守＆技術サポート] 

＊出張基本料：、\30,000 

＊技術サポート：\70,000 

＊定期交換部品費用：実費 

＊交通費：距離に関わらず出張基本料金のみ。  

 

④3 年間保守サポート 費用：450,000 円 

Virgoを御購入頂いてから 3年間、標準サポート、年間保守サポートに加え以下のサービスが提供されます。 

（無償保証サービス期間終了後、3年間のサービスになります） 

＊定期確認訪問(年 1回)  

製品の点検、清掃、調整、またはその他必要な修理等の定期点検サービスを行います。急な点検、清掃、

調整が必要な場合、購入から 1年が経過していない場合でも定期訪問依頼を行えるものとします。 

＊定期確認訪問時のサービスパーツの無償交換(ブレード、ブレードホルダー、プロッターナイフ、 

プロッターホルダー、カッティングマット)定期確認訪問時に交換いたします。ただし無償交換は年間 

1回、定期訪問時のみとし、対応限度を超えて交換または新規補充した定期交換部品は通常の料金を 

頂きます。 

＊訪問サポート対応（※交通費、部品代は別途請求、訪問日程は別途ご相談） 
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[3年間保守サポートの出張保守＆技術サポート] 

＊出張基本料：、\30,000 

＊技術サポート：\70,000 

＊定期交換部品費用：無償（一部有償） 

＊交通費：距離に関わらず出張基本料金のみ。  

 

保守サービス提供期間と利用可能時間 

(1)本パッケージに基づく保守サービスの提供期間は製品購入時より登録シールに記載された保守期間とし

ます。また、保守サービスの利用可能時間は、原則として土曜日、日曜日、祝日および弊社所定の休日を除

く平日（月曜日～金曜日）9:00～17:00といたします。 

(2)（1）の定めにかかわらず、弊社が製品毎に定める保守対応期限（保守契約可能期限、製品寿命※¹等）を

超えて製品が使用された場合は、本パッケージの保守サービスの提供期間は終了するものとします。本号の

定めにより保守サービスの提供期間が終了した場合であっても、本パッケージの料金の返金はいたしません。 

※¹製品寿命は本体に関しては 5年間、定期交換部品に関しては 1年となります。 

 

保守サービス内容 

（１）電話対応…お客様からの障害連絡に対し、障害原因の特定を行い、電話における誘導にて障害復旧対

応を行う。 

（２）派遣対応…前項にて復旧しなかったとき、2 または 5 営業日以内に弊社は技術者を派遣し修理を行う

ものとする。(交通費、部品代、定期交換部品代は別途請求) 

（３）リモート対応…インターネット回線へ接続されたお客様のデバイス端末と、弊社サポート拠点と遠隔

サポートソフトを介して故障状態の確認、およびメンテナンス指示を行うものとする 

（４）定期点検訪問…年 1 回定期訪問を行い、製品の点検、清掃、調整、またはその他必要な修理等の定期

点検サービスを行います。急な点検、清掃、調整が必要な場合、購入から 1 年が経過

していない場合でも定期訪問依頼を行えるものとします。（定期交換部品代は別途請

求） 

（５）3年間保守サポートの場合…製品に対し、弊社の指定する定期交換部品の無償交換を行います。 

ただし、年間 1回、定期訪問時のみとし、対応限度を超えて交換 

または新規補充した定期交換部品は部品代のみ有償となります。 

 

保守サービスの対象外 

保守サービスには次の事項は含まれません。  

(1)製品に付随する内部プログラム・データ・記憶媒体等の保守 

(2)弊社が定めるアフターサービスパーツによる修理が不可能な場合 
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専用ヘルプデスク・運用規約 

1．ご利用の開始 

お買い求めいただいた保守サービス（以下主契約といいます）の登録書をご送付いただき、登録を完了され

た時点から専用電話をご利用（以下本サービスといいます）いただけます。なお、株式会社 Zation（以下弊

社といいます）は本サービスを主契約の付帯サービスとして提供します。 

 

2．ご利用の終了(遠隔サポート対象のお客様のみ) 

本サービスは主契約の保守サービス期間（本体のご購入時から登録シールに記載された保守期間）の終了と

同時に終了となります。主契約が何らかの事由により終了あるいは解除された場合にも、本サービスは自動

的に終了します。弊社は本サービスを単独で提供することはありません。 

 

3．専用電話の受付時間 

専用電話の受付時間は弊社の営業日、原則として土曜日、日曜日、祝日および弊社所定の休日を除く平日（月

曜日〜金曜日）９：００〜１７：００（保守受付時間と同じ）といたします。専用電話の回線数は、ご登録

のお客様に対応できる数を確保しておりますが、回線の混み具合によってはつながらない場合もあります。

弊社は、お客様のお電話が専用回線につながることを保証せず、またお客様はつながらないことがあること

をあらかじめご承諾いただくものとします。 

 

4．ご利用時のお願い 

お電話をいただく際には、シリアルナンバーをお教え下さい。お教えいただけない場合、未登録もしくは保

守番号を確認できない場合には本サービスをご提供できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

5．専用電話で対応できる内容 

原則として、ご登録いただいた機種の基本的な使用方法（出張保守メニューをご購入いただいたお客様は修

理受付まで）に限らせていただきます。遠隔サポートをご希望のお客様も、まずは、専用ヘルプデスクにご

連絡頂き、遠隔サポート御要望の旨、お伝えください。同一ユーザー様がお持ちの DPR 製品であっても、ご

契約の対象機種以外にはサービスは提供できません。また、ご使用になるアプリケーション（illustrator）

の使用方法等は原則として対応いたしかねますのであらかじめご了承下さい。原則として、専用電話でお答

えできる内容は、弊社として即答が可能な範囲とさせていただきます。プリンター関連等技術的に高度なご

質問等につきましては、回答できない場合があり、また、本サービスは、お客様のトラブルの解決を保証す

るものではありません。 

 

6．出張作業 

本サービスに基づく現地作業が必要の際は弊社規定料金を別途請求させていただきます。 
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7．契約の終了 

本運用規約に反する行為があった場合には、弊社は本サービスのご提供のみを休止させていただく場合があ

ります。 

 

8．本サービス提供の中止 

本サービスは主契約の付帯サービスです。弊社の事情により本サービスの休止または中止をする場合があり

ます。この場合は本サービス終了の前にご登録のユーザー様にご案内いたしますが、お客様はこれを理由に

主契約を解除、解約等することはできません。また、弊社は、本サービスの休止、中止等によりお客様に損

害が発生したとしても何ら責任を負わないものとします。なお、お客様は本サービスの中止を理由に、弊社

に対し、主契約の料金の返還、または減額の請求等はできないものとします。 

 

9．本サービスの譲渡禁止 

本サービスを譲渡あるいは貸出することはできません。 

 

[登録シールについて] 

 

お客様の製品が本サービスに基づく保守サポートの提供対象であることを証するための登録シールを 

同封させていただきます。 

お手数ですが、ご査収のうえ下記の手順通りご手配くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保守サポートへの保証期間内での加入の場合を除き、登録シールの再発行をいたしません。 

また、当社は、登録シールの貼付されない製品に対しては本パッケージに基づく保守サービスを 

提供いたしません。 
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・お客様は、登録シールの改ざん、複製等をしないものとし、万一、改ざん、複製等された場合は、 

本サービスに基づくお客様の権利を失うものとします 

 

[注意事項]必ずお読みください。 

・契約期間中、兼松㈱は本サービスの全部または一部を株式会社 Zationに委託する致します。 

・保守サービスの対象製品、購入条件、登録条件 

弊社は、所定の登録手続きを行った弊社の指定する製品およびオプション品（以下製品といいます）に対

して、保守サービスを提供いたします。 ただし、弊社は、次の各号の一に該当する場合は、本パッケージ

の購入または登録を拒否することができるものとします。この場合、お客様が本パッケージの料金を支払

い済みの場合は、弊社またはお客様が購入された弊社の販売店から本パッケージの料金をお客様に返金し

ます。 

  (1)弊社が定める、製品の定期交換部品の保管期限 1年間を経過している場合 

  (2)弊社が別途製品毎に定める保守対応期限（保守契約可能期限、製品寿命等）を超えて製品が 

使用されている場合 

  (3)その他正当な理由があると弊社が判断する場合 

・ 当社は、本保守サービス説明書の内容をお客様の事前承諾無く変更する可能性が御座います。御座いま

す。この場合、当社はお客様に対し、速やかに変更後の内容を通知させて頂きます。 

・ 御注文頂きました保守内容（開始日等）が記載された保守サポート申請書を機器管理者様にお渡ししま

すので、保管願います。 

 

 

ご不明の点は、お買い上げの販売店、または当社サポートセンターへお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ窓口 

プリンタ―サポートセンター 

TEL：03-6625-5920（受付時間：平日 9:00～17:00 土曜日、日曜日、祝日および弊社所定の休日を除く） 

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。 


