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修理・保証規定 
保証期間中に正常な使用状態で装置が故障した場合は、お客様より下記の修理受付窓口へご連絡ください。 

修理の受付および対応時間は以下のとおりとなります。また、修理を行うために交換された部品、または機械の一部については、お返

しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

1．修理の概要 

標準品は弊社出荷日の翌日から起算して18ヶ月間の無償修理保証が添付されております（保証書を発行しない出荷履歴管理システムに

より、出荷商品の詳細は弊社で管理） 

○保証期間(18ヶ月間)を超えた場合、またはお客様の過失により故障した場合は有償修理により対応します 

○センドバックによる受付  (オンサイトはサポート対象外です) 

○配送費用は相互元払いとさせて頂きます 

○修理品を弊社まで発送頂き、弊社で不良状況の確認解析を実施します 

○修理明細表を添付して返却します(初期不良交換を除く) 

○国内での修理対応の比率は約80％です 

○ネクスコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します 

○ネクスコム・ジャパンにて修理不可能な場合は、本社の修理センターへ発送します。日本に返却後、再テストの上ご返却（約1ヶ月

から2.5ヶ月）です 

○修理品の発送は、購入時の外箱または、それ以上の強度を持った外箱を使用してください。状況により発送時の外箱で返却できない

場合があります。 

 

〔受付窓口と対応時間〕 

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。 

受付窓口 :ネクスコムジャパン テクニカルサポート 

電話番号 :03-5419-7830 

e-mail  :repair2f@nexcom-jp.com 
受付時間 :月曜日～金曜日10:00 ～ 17:00（祝日 弊社年末年始夏季休暇期間を除く） 

 

2．保証が適用される範囲 

1)製品本体 

2)製品本体に搭載して出荷されるパーツ等のオプション品 

3)弊社が本製品と接続を保証する弊社製増設内蔵オプション製品のハードウェア部分 

製品本体のハードウェア部分以外（プリインストールソフトウェア等）の不具合の復旧、ハードウェア修理後の復旧作業（プリインス

トールソフトウェアの再インストール等）につきましては、別途作業費を申し受けます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

3．保証適用の前提条件 

１）お客様は、弊社が保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。 

２）弊社が保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は弊社に対し、当該お客様事務所への立ち入り、当該作

業の実施に必要な機器備品等の無償使用、ならびに、当該作業に必要な機材またはソフトウェアの持ち込み、および、製品本体への使

用を合理的な範囲で認めるものとします。 

３）弊社は、保証の提供にかかわる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。 

４）製品本体の記憶装置（ハードディスク等）やハードウェア上に記録されたデータ(内容)については保証いたしません。修理をご依

頼になる場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。なお、修理の内容により、ハードディスクの

フォーマット、データ消去が必要となる場合があります。 

５）修理完了後のOS ならびにその他のプログラムの再インストールおよびセットアップ等が必要な場合は、お客様ご自身で実施いた

だくか、弊社にて有償にて承ります。 

６）お客様ご自身で行われた外観の改造(塗装、刻印、ステッカー等)につきましては、元の状態への復旧はできないものとします。 

７）修理期間中の代替機の貸し出しはありません。 

８）修理を行う際に使用する交換部品は故障部品と機能、性能が同等な部品（再利用品を含む）とします。また、取り付けられた部品

は、取り外された部品に対する保証サービスの条件を引き継ぐものとします。 

９）製品本体にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで修理をご依頼いただくものとします。 

10）次の各号のいずれかに該当するものは、修理の対象から除かれるものとします。 

ａ . お客様が本製品出荷時の標準搭載の部品を加工・改造されたこと、または対象機器出荷時の標準搭載以外の部品を使用されたこと

に起因する故障の修理 

ｂ . ウィルスの除去 

ｃ . 本製品の記憶装置（ハードディスク等）に記憶されたデータプログラムならびに設定内容のバックアップおよび復旧作業 

11)本製品を運用した結果、他への影響については一切の責任を負いかねます 

12)弊社による該当品の修理および交換以外に、お客様による本製品の修理、交換によって発生した費用に関しましてはお支払いで 

きません。 

13)故障により発生した損害、また交換に関する費用はお支払できません。 

14)搭載部品等の不良が発生した場合、お客様が要求されても供給メーカが合意しない限り解析レポートの提出はできません。 

15)本保証は日本国内においてのみ有効です。 

16)販売終了またはサポートが切れたWindowsの再インストールは対応できない場合がありますのでご相談ください。 

17)修理完了の連絡後6か月を超えてもご連絡をいただけない場合は処分させていただくことがありますのでご注意ください。 

18)Windowsのライセンスシールが無い場合または、ライセンスシールと異なるWindowsに変更する場合は別途Windowsライセ

ンス費用が発生します。 

19)交換用同等品の用意または修理対応が不可能である場合は、弊社の判断で代替品(本体)との交換とさせていただく場合が  

ございます。その際、お送りいただきました修理品は返却できません。 

 

4．無償修理を受けられない場合 

保証期間中でも、次のような場合には有償となります。また状況により修理自体を受け付けられない場合もあります。保証書の添付は

ありませんが、出荷時にシリアルナンバーにより弊社にて管理しております。保証期間とは、一般商品は18ヶ月間また特別にワランテ

ィサービス等弊社と専用の契約を交わした場合はその期間に準じます。 

1)ネクスコム・ジャパン出荷分以外で購入いただいた場合(海外より購入された場合など、ネクスコム・ジャパン以外が輸入した製品) 

2)ネクスコム・ジャパンより、主要部品をセットで購入いただいていない場合 (メモリ、ストレージ、CPU) OSは除く 

3)シリアルナンバーの確認ができない場合。 

4)お客様が部品等を交換した場合や改造を行った場合は、状況により修理を受け付けられない場合があります。 



 

5)誤った使用状況、または不当な修理や改造、接続ミスや規定値以外の電圧使用による故障および損傷の場合。 

6)火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害、塩害による故障および損傷の場合。 

7)消耗品および弊社が寿命に達したと判断した部品（SSD、空冷ファン、バッテリ 等）の交換を必要とした場合。 

8)接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。 

9）購入後の輸送や移動および落下等、不適当なお取扱いにより生じた故障および損傷の場合。 

10）お客様のご使用環境が規定値より劣悪な環境により発生した故障および損傷の場合。（例:水、ホコリ、錆、カビ、虫等による故

障等） 

11)強制的な電源遮断により発生したWindowsおよびOSの障害は有償扱いになります。 

12)人体に影響を及ぼす可能性のある、有毒ガス等による障害また、無重力等宇宙での使用時など。 

 

5．修理費用 

無償保証期間を超えた製品の修理を承る場合は、修理費用が発生します。故障の状態や、製品によって費用が異なります。 

 

軽修理   国内で修理可能な故障および部品交換(マザーボードを含む)など(部品代を除く) 

重修理   台湾本社修理部門へ送り修理を行う場合や半田ごてを必要とする修理 

お任せ修理   故障状態にかかわらずすべての修理を行う均一価格。修理前に見積もりが必要な場合などに該当 

ただし、お客様の過失による故障(2項に該当する場合)や交換部品代の総額が、お任せ修理費用の80%を超え

る場合は追加費用が発生いたします。 

オーバーホール  動作確認、清掃、消耗部品の確認、メモリテスト、負荷テスト、起動テスト等を実施。不良が発覚した場合は別

途修理費用と部品代が発生します。 

 

ただし交換可能なCPU、メモリ、HDD、ライザーカード、マザーボード、ACアダプタ、ACケーブル、電源、OSの新規購入が発生

した場合は、修理費用プラス別に部品代が発生します。修理不能の場合でも、調査費用が発生します。2019年以前の製品は状況によ

り修理をお受けではない場合または修理不能の場合もありますのであらかじめご了承ください。  

修理完了後、3か月以内に同一カ所が故障した際の修理費用は無償となります。(弊社への発送費用はご負担ください) 

 

修理費用例 

〇 修理費用の算出・見積  調査費用(修理を行わない場合) 

〇 HDD SSD Memory 交換  軽修理費用+部品代 

〇 マザーボードの修理  重修理費用 

〇 マザーボードの予防交換  お任せ修理 

〇 Windowsの再インストール 軽修理費用 

〇 パラゴンからのリカバリ  軽修理費用 x 0.5 (弊社よりパラゴンリカバリを購入いただき、USBメモリを送って 

いただいた場合) 

〇 CMOS電池交換   軽修理費用x0.5 +CMOSバッテリー費用 

〇 BIOS更新    \3,000 

 

 

 



 

基本修理参考費用一覧 ( 税別 )  

下記価格はネクスコム・ジャパンに直接修理を依頼された場合の参考修理費用です。代理店経由の場合は下記の価格と異なる場合があ

りますのであらかじめご了承ください。また代理店によっては修理をお受けできない場合もございますので、その際は弊社修理窓口ま

で別途ご相談ください。 

                    2023.4.10改訂 

  軽修理 重修理 お任せ修理 オーバーホール 

交換部品費用  有 有 有※1 有 

NISE50/505/100/2000シリーズ ¥12,000 ¥31,000 ¥51,000 ¥15,000 

NISE70/3000/4000シリーズ ¥13,000 ¥33,000 ¥55,000 ¥15,000 

その他のNISEシリーズ ¥13,000 ¥33,000 ¥55,000 ¥15,000 

NIFE100/200シリーズ ¥10,000 ¥26,000 ¥42,000 ¥15,000 

NIFE300シリーズ ¥13,000 ¥33,000 ¥55,000 ¥15,000 

APPC OPPC IPPCシリーズ ¥16,000 ¥42,000 ¥68,000 ¥15,000 

NDiSシリーズ ¥13,000 ¥33,000 ¥55,000 ¥15,000 

Neu X100シリーズ ¥12,000 ¥31,000 ¥51,000 ¥15,000 

Neu X300シリーズ ¥13,000 ¥33,000 ¥55,000 ¥15,000 

XPPCシリーズ ¥15,000 ¥39,000 ¥63,000 ¥15,000 

NViS5604  NViS12xx  13xx ¥14,000 ¥36,000 ¥59,000 ¥15,000 

VMDシリーズ ¥14,000 ¥36,000 ¥59,000 ¥15,000 

VTC・VMCシリーズ Core  ¥16,000 ¥42,000 ¥68,000 ¥15,000 

VTC・VMCシリーズ Atom VES ¥13,000 ¥33,000 ¥55,000 ¥15,000 

nROK nTuf ¥16,000 ¥42,000 ¥68,000 ¥15,000 

MVSシリーズ ¥18,000 ¥46,000 ¥76,000 ¥15,000 

ATCシリーズ ¥20,000 ¥52,000 ¥85,000 ¥15,000 

EBCシリーズ  ¥12,000 ¥31,000 ¥51,000 ¥15,000 

NSAxxx Atom以外 ¥16,000 ¥42,000 ¥68,000 ¥15,000 

NSAxxx Atom ¥13,000 ¥33,000 ¥55,000 ¥15,000 

DNAシリーズ ¥12,000 ¥31,000 ¥51,000 ¥15,000 

IPカメラ 高速/パノラマ ¥15,000 ¥39,000 ¥63,000   

IPカメラ 上記以外 ¥12,000 ¥31,000 ¥51,000   

          

調査費用 ¥5,000       

CMOSバッテリー費用 ¥3,000       

BIOS・ファームウェアのアップデート ¥3,000       

※1 交換部品代の総額が、お任せ修理費用の80%を超える場合は追加費用が発生いたします。 

 

 

 

 

 



 

6．廃棄について 

ネクスコム 産業用PCリサイクルサービス (NEXCOM Recycle Service)   NI-PCRS を実施しております 

ネクスコムPCが不要になってしまった場合は、下記の要項によりお送りいただければ、無償でリサイクルいたします。環境保護と平

塚の特定非営利活動法人(NPO法人)トムトム キャロット工房とのコラボレーションにより、単にリサイクルを行うだけではなく、解

体や分別のリサイクル作業を障がいをお持ちの方々に委託し、雇用促進のお手伝いになることも併せ持ったシステムです。 

回収されたネクスコム製産業用PCは、NPO法人トムトム キャロット工房により解体、分別を行い、再資源化施設において再資源化

され、樹脂や金属(アルミ、鉄、金)といった素材として再利用されます。 

ネクスコム・リサイクルサービスご利用の際の条件 

1. ネクスコム・ジャパンで購入いただいた、ネクスコム製のPCであること 

2. 1度の発送数量は10台を上限とします(11台以上の場合は別途ご連絡ください。費用が発生することがあります) 

3. 廃棄品到着後、ネクスコム製PC以外の製品の場合は、着払いで返送いたします。 

4. 事前にsupport@nexcom-jp.comに、会社名、ご住所、電話番号、メールアドレス廃棄するネクスコム製PCの型番、 

シリアルナンバーをお知らせください。底面のステッカーに記載ステッカーの写真をお送りいただいてもかまいません。 

5. ネクスコムまでの送料はお客様でご負担くださいハードディスク等ストレージの内容は、お客様で消去してください。弊社では

解体前に消去等は行いません。また消去の証明書は発行できません。 

 

NPO法人 トムトム キャロット工房  (https://npo-tomtom.com) 

事業内容 

《根拠法》障害者総合支援法 

《事業名》就労継続支援Ｂ型 

通常の事業所に雇用されていた障がい者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困

難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な

者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行

う。 

 

7．本規定の変更 

弊社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後

の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、弊社ホームページ等により通知するものとします。 

 

8．合意管轄 

本保証に関するお客様と弊社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。 

※この保証規定により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。 
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ネクスコム・ジャパン ワランティプログラム 
ネクスコム・ジャパン ワランティプログラムとは、弊社特定製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時または、毎

年お支払いいただくことにより、最⾧5年間修理費用が無償になるプログラムです。 

 

1. 最⾧5年 2-5年の間で保証期間を選択できます。 

2. 費用は総額の8%/年と工業用製品のサポートとして大変リーズナブル。 

3. 何回でも修理費用が無償になります。(送料は相互元払い) 

4. ワランティ費用は購入時一括払いでお支払いいただくので、面倒な手続きが不要。 

5. シリアル№を管理しているため、修理時に面倒な保証書添付の必要がありません。 

6. 対応機種はシステム製品限定 (機種指定あり) 

7. 1台より加入できます 

8. 受付は購入時に弊社または購入代理店より承ります。 

 

ワランティ規定 
第1条【保証】   

ネクスコム・ジャパン ワランティプログラムとは、株式会社ネクスコム・ジャパン（以下「弊社」）が、 保証提供者(弊社が特定す

る販売店、代理店等)より販売されるネクスコム製品を購入の際に、付加することができる⾧期保証契約を意味します。標準の無償保

証期間18ヶ月間を超えた最⾧5年間に対し、所定の費用をお支払いいただくことにより、弊社保証規定に沿った修理を無償で行いま

す。 

ワランティプログラムはすべてセンドバックによる修理保証となります。オンサイトサービスは対象外となります。送料等発送費用は

相互元払いとなります。 

また本ネクスコム・ジャパン ワランティプログラム約款は予告なく変更することがあります。 

  

第2条【加入条件】 

保証提供者がご提供する本保証にご加入を希望されるお客様は、商品のお買上時に限り保証加入のお申込みをいただけます。 

通常弊社の製品は弊社出荷日より18ヶ月間の無償保証期間が添付されます。(一部保証期間の異なる製品もあります) 

本体、メモリ、ストレージ、OS、ACアダプタ、ACパワーコード等すべての部品を一括購入いただいたシステムとし、弊社で組み立

て作業を行った製品に限定されます。 

ただし、お買上保証商品の所有者と購入者が異なる場合、お買上保証商品購入後の譲渡等（転売を含みます。）の事実を保証提供者が

確認できないとき、 あるいはその事実が正当な行為によらないときは、本保証の対象外となります。 

 

第3条【費用】 

費用のお支払方法は一括払いのみとさせていただきます。 

購入いただいたシステムの合計金額に対し、年間8パーセントの追加費用を購入時にお支払いいただきます。 

2年間 8％  3年間 16％  4年間 24％  5年間 30％        

たとえば合計金額が10万円の場合 (1台あたり) 

2年間 \8,000 3年間 \16,000  4年間 \24,000  5年間 \30,000  

またはバリューモデル等別途設定された所定のワランティ費用。 

 



 

第4条【保証対象商品と一括購入数量】 

下記の弊社製品に該当します。 

下記データは、予告無く変更いたします。記載のない機種は加入できませんが個別にご相談ください。 

該当製品 最⾧加入期間 最低購入数量 

NISEシリーズ 5年 1セット 

NIFEシリーズ 5年 1セット 

NDiSシリーズ 5年 1セット 

Neuシリーズ 5年 1セット 

APPC  OPPC1x40シリーズ 5年 1セット 

XPPCシリーズ 5年 1セット 

NSA DNAシリーズ 5年 1セット 

VTC MVSシリーズ 5年 1セット 

 

第5条【保証開始日】 

ワランティプログラムは、弊社出荷翌日より、所定の年数です。 

また弊社の都合により出荷日が分割された場合は、最終出荷日の翌日が起算日です。 

 

第6条【製品の管理】 

ワランティプログラムに加入いただいた製品は、弊社にてシリアルナンバーにて管理しておりますので保証書等の添付はありません。

修理依頼時にシリアルナンバー情報を事前お知らせください。シリアルナンバーの確認ができないような破損等がある場合は対象外。 

 

第7条【間接損害】 

保証商品の直接的損害以外の以下のような間接損害は本保証の対象外です。   

保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して生じた身体障害。（障害に起因する死亡を含みます）。  

保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して他の財物に生じた故障、損傷もしくは汚損等の損害。   

  

第8条【準拠法】 

ワランティプログラムの対象は日本国内において使用される場合に該当いたします。 

 

第9条【ワランティプログラムの変更、解約】 

ワランティプログラムは、保証期間の中途で変更や解約はできません。 またいかなる場合でも費用の返還はできません。 

 

第10条【ワランティプログラムの内容】 

ワランティプログラムは、修理費用の全額が無償になることが条件となるため、修理不能の場合は該当いたしません。保証商品が、お

買上日より所定の期間において日本国内で、偶発的な事故による全損となった場合、請求権者に対し、新品代替品（保証商品と同一機

種の商品、同一機種の商品が入手困難な場合は同等の商品（同等の商品とは、弊社取扱いの同一用途の商品の中から、保証商品のお買

上げ金額範囲内の同機種品もしくは同等品をいいます。）以下、本約款において同様とします。）の提供を保証します。なお、お買上

金額範囲内の同等の商品がない場合で、請求権者がお買上金額を超える商品を選択された場合、差額は請求権者にご負担いただきます。 

 

 

 



 

第11条【ワランティプログラムが受けられない主な場合】 

以下に該当する場合は、保証は適用されません。   

１）シリアルナンバーの確認ができない場合。 

2）お客様が部品等を交換した場合。 

3)誤った使用状況、または不当な修理や改造、接続ミスや規定値以外の電圧使用による故障および損傷の場合。 

4)火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害、塩害による故障および損傷の場合。 

５）消耗品および弊社が寿命に達したと判断した部品（空冷ファンや電池等）の交換を必要とした場合。 

6)接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。 

8)購入後の輸送や移動および落下等、不適当なお取扱いにより生じた故障および損傷の場合。 

9）お客様のご使用環境が規定値より劣悪な環境により発生した故障および損傷の場合。（例:水、ホコリ、錆、カビ、ガス、虫等に

よる故障等）またスペックを超えた過度なテストを行った場合(付加・温度・振動・ESD・耐久・加速度・落下等の各試験) 

10)人体に影響を及ぼす可能性のある、有毒ガス等による障害また、無重力等宇宙での使用時など。 

 

第12条【修理の依頼方法】 

修理を依頼される場合は、事前に電話またはメール等にて事前にご連絡ください。 

詳しくは下記までご連絡ください  

〒108-0014  東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9F  

TEL 03-5419-7830   FAX 03-5419-7832 

株式会社ネクスコム・ジャパン  テクニカルサポート係  repair2f@nexcom-jp.com 
電話受付時間 :月曜日～金曜日10:00 ～ 17:00（祝日 弊社年末年始夏季休暇期間を除く） 

 

株式会社ネクスコム・ジャパン  


