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保守契約のご案内

お買い上げ頂いた機器を末永く安心してご使用頂くために
新しい保守契約をご提案いたします。

お客様の時間を大切に、安心と信頼のご提供！

産業用計測機器
119
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保守契約の商品構成

保守契約のサービス内容

保守契約対象機種と価格表 ※ここに記載の価格は、都合により予告なく変更する場合があります。

【お申込み】
〈お申込書の回収〉

【ご契約の証明】
〈ご契約証券の発送〉

直
接
送
付
い
た
し
ま
す

保守契約には、お客様に合わせた２種類のコースをご用意しております。

定期点検・校正
1年に1回当社へご送付頂き、点検・校正を行います。
＊ニューオーダコースでは、初回の契約期間2年間で2回までの点
検•校正を行います。
＊定期点検•校正は基本的に1年周期で対応します。

校正証明書発行
定期点検•校正後の校正証明書を発行します。
＊VIVID 910/9i の場合は、試験成績書を発行します。

安心の無償修理
ご契約機器に万が一不具合が発生した場合、常に修理
代は無償となります。
＊不具合が発生した場合は、当社へのご送付による修理対応となります。
＊修理点検、および部品代は全て保守契約に含まれます。ただし、
お客様の過失（不当な分解、修理や改造、水かかりなど）による
不具合の場合は有償となります。

代替機の貸出し
定期点検・校正、または修理期間中の代替機を必要に
応じて無償で貸出します。
＊代替機は予約制です。
＊代替機は点検・校正済み（校正証明書付）のものをご用意します。

定期点検・校正、およびご契約更新のご案内
ご契約機器の校正情報などを登録・管理させて頂き、
定期点検•校正、およびご契約更新の時期をご案内し
ます。

お申込み～
　ご契約までの流れ

お客様お客様

販売店様

当社営業所

当社事務局当社事務局

以下の販売終了製品も、ユーザコースのみ対象となります。

商　品　名分野

3D

メーカー希望価格（税抜）
ニューオーダコース ユーザコース

￥  370,000

￥  110,000

￥  130,000

物
　体
　色

光
　源
　色

￥  70,000

￥  110,000

￥  220,000

￥  145,000

￥  120,000

￥  440,000

￥  480,000 ￥  580,000

￥  620,000 ￥  740,000

￥  130,000

￥  90,000 ￥  110,000

￥  160,000

￥  80,000

￥  95,000 ￥  115,000

￥  135,000 ￥  155,000

￥  130,000

￥  120,000 ￥  140,000

￥  160,000 ￥  180,000

￥  115,000 ￥  140,000

￥  260,000

￥  175,000

￥  140,000

￥  480,000

￥  900,000

￥  390,000 ￥  470,000

色彩色差計
CR-400/410
色彩色差計
CR-5
CR-5
（別売白色校正板CM-A210付）

CM-5
（別売白色校正板CM-A210付）

分光測色計
CM-512m3A

分光測色計
CM-5

分光測色計
CM-700d/600d
分光測色計
CM-2600d/2500d/2500c

分光測色計
CM-3600A/3610A
分光測色計
CM-3700A

￥  65,000 ￥  80,000蛍光分光濃度計
FD-5

￥  100,000 ￥  120,000

￥  125,000 ￥  140,000

￥  280,000 ￥  300,000

蛍光分光濃度計
FD-7
自動スキャン分光測色計
FD-9
FD-9
（自動給紙ユニット付き）

CRTカラーアナライザー
CA-310 （プローブ1本含む）

追加プローブ1本あたり

2次元色彩輝度計
CA-2500A

CA-2500SW/ST/WT

CA-2500S /W/ T

色彩輝度計
CS-200
分光放射輝度計
CS-2000

￥  440,000 ￥  520,000分光放射輝度計
CS-2000A

￥  100,000 ￥  120,000色彩輝度計
CS-150/160

￥  80,000 ￥  100,000輝度計
LS-150/160

非接触３次元デジタイザー
VIVID 9i

￥  360,000非接触３次元デジタイザー
VIVID 910

非接触３次元デジタイザー
RANGE5 ￥  630,000

非接触３次元デジタイザー
RANGE7

￥  115,000 ￥  135,000

￥  125,000 ￥  145,000

分光放射照度計
CL-500A（照度2点＋分布温度）

CL-500A（照度4点＋分布温度）

 分光測色計 CM-512m3 ￥160,000
  CM-3600d/3610d ￥140,000
  CM-3700d ￥260,000
  
  
  
 

 CRTカラーアナライザー CA-210/100plus（プローブ1本含む） ￥100,000
  追加プローブ1本あたり ￥80,000
 2次元色彩輝度計 CA-2000A ￥740,000
  CA-2000SW/ST/WT ￥580,000
  CA-2000S/W/T ￥440,000

new 定期点検•校正 used 定期点検•校正

校正証明書

無償修理

代替機貸出し

点検•校正、更新案内

1年

1年目製品のご使用開始 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 ・・・

定期
点検

ご使用開始
から１年後
のご契約例

定期
点検

定期
点検

定期
点検

定期
点検

定期
点検

定期
点検

定期
点検

ニューオーダコース
（新規購入時に加入）

２年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

ユーザコース
（既にご使用中に加入）

1年 1年 1年 1年 1年 1年

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

延
長

延
長

サ
ー
ビ
ス
終
了

・ ご契約は、１年単位での更新です（ニューオーダコースの初回は２年）。
 ユーザコースの新規ご加入は、使用開始から7年以内の機器となります。
・ ご購入より７年間は、新規ご加入時の契約内容で更新可能です。
 ７年以降もサービス対応期間は、可能な範囲で更新をご提供します。※
 ※機器の状況および当社都合によりご提供できない場合があります。
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● 毎年、定期的に点検・校正を実施している、またはご検討中の場合。
● 不具合時や定期点検・校正依頼中に代替機が必要な場合。
● ISO 関連で、機器の点検・校正などの履歴管理を必要とされる場合。
● 機器管理費用を予算化されている場合。  など

「保守契約」にご加入頂ければ、
定期点検・校正（校正証明書付）・修理（部品代含む）・代替機の貸出し
すべてが含まれていますので、別途費用の必要はございません。
∗ただし、契約内容以外の特別対応を要望された場合は、別途費用請求となります。
∗校正・修理依頼品および代替機の当社への送付費用は、お客様負担となります。

CM-700d CS-2000

CR-5 CR-5 （別売白色校正板CM-A210付）

CM-5 CM-5 （別売白色校正板CM-A210付）

保守契約後

￥ 115,000

保守契約料金比較例（定期点検・校正、修理を年1 回実施した場合）∗記載の価格はメーカー希望価格（税抜）です。

修理、点検に関するお問い合わせ窓口

TEL : 072-241-3605 FAX: 072-241-3610

こんな場合は、
保守契約を
ご検討ください。

点検・校正（校正証明書付） ￥ 80,000
修理（部品代含） ￥ 130,000
代替機貸出し ￥ 40,000

 合計 ¥ 250,000

（ニューオーダコース）
保守契約後

￥ 390,000

点検・校正（校正証明書付） ￥ 330,000
修理（部品代含） ￥ 480,000
代替機貸出し ￥ 90,000

 合計 ¥ 900,000

（ニューオーダコース）

保守契約後

￥ 95,000

点検・校正（校正証明書付） ￥ 70,000
修理（部品代含） ￥ 110,000
代替機貸出し ￥ 30,000

 合計 ¥ 210,000

（ニューオーダコース）
保守契約後

￥ 135,000

点検・校正（校正証明書付） ￥ 110,000
修理（部品代含） ￥ 150,000
代替機貸出し ￥ 30,000

 合計 ¥ 290,000

（ニューオーダコース）

保守契約後

￥ 120,000

点検・校正（校正証明書付） ￥ 95,000
修理（部品代含） ￥ 145,000
代替機貸出し ￥ 50,000

 合計 ¥ 290,000

（ニューオーダコース）
保守契約後

￥ 160,000

点検・校正（校正証明書付） ￥ 135,000
修理（部品代含） ￥ 185,000
代替機貸出し ￥ 50,000

 合計 ¥ 370,000

（ニューオーダコース）

●ここに記載の内容、価格および製品外観は、都合により予告なく変更する場合があります。 登録証番号：JQA-E-80027
登録年月日：1997年3月12日

登録証番号：LRQ 0960094/A
登録年月日：1995年3月3日

http://sensing.konicaminolta.jp
E-mail:sensing@konicaminolta.jp 

コニカミノルタ ホームページ
セミナー開催や展示会、新製品情報、アプリケーション事例
など、コニカミノルタ計測製品をご活用いただく上でお役に
立つ情報を発信しています。

色と光の技術相談窓口

0120 - 6105770120 - 890597
コニカミノルタ株式会社 センシング事業本部
CR推進部 機器サービスG

フリーダイヤル

BGEPK9242-0820-10

コニカミノルタ ジャパン株式会社

フリーダイヤル

センシング事業本部 〒590-8551  大阪府堺市堺区大仙西町三丁91番地
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