はじめに
このたびは日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」といいます。）サポートサービス のパッケージ製品「映像ア
プライアンスベースモデル SupportPack」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書には映像アプライアンスベースモデル SupportPack にて提供されるサービス内容、サービス条件、
およびサービスの開始に必要なお客様登録の手順等を記載していますので、必ずお読みいただきます
ようお願い申し上げます。

本書の内容に同意できることをご確認ください。
同意できない場合には、映像アプライアンスベースモデル SupportPack をお買い上げ後 １４日
以内にお買い上げいただいたご購入元にご返却くだされば、領収書その他の購入を証するも
のと引き換えに代金をお返しいたします。
映像アプライアンスベースモデル SupportPack に基づくサポートサービスの提供期間は､お客
様の登録日にかかわらず、登録いただいたＮＥＣ製 Express5800 シリーズコンピュータ本体の
保証開始日（ご購入日）から最大でご購入された映像アプライアンスベースモデル
SupportPack の年数（１年間／３年間／５年間／７年間）です。
ただし、保証書に記載されているように製品の補修用部品の保有期限は製造打切後５年で
す。製造打切後５年を経過した製品は、映像アプライアンスベースモデル SupportPack による
ハードウェアメンテナンスサービスは受けることができませんので、予めご了承願います。
お客様が映像アプライアンスベースモデル SupportPack に基づくサポートサービスのご利用
を途中で中止した場合であっても、お支払いいただいた料金は返金いたしません。
エクスプレス通報サービスをお申込みされる場合、ソフトウェアのインストール、通報環境の
準備／設定等はお客様に行っていただく必要があります。（映像アプライアンスベースモデル
SupportPack のサービス内容には含まれません。）
映像アプライアンスベースモデル SupportPack １パッケージにつきサービスを受けられるＮＥ
Ｃ製 Express5800 シリーズコンピュータの台数は１台とします。
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第1章 映像アプライアンスベースモデル SupportPack とは
映像アプライアンスベースモデル SupportPack(以下「本製品」といいます。)とは、「対象機器、対象プロ
グラム・プロダクト」で定めるＮＥＣ製 Express5800 シリーズコンピュータ製品（以下「対象機器」といいま
す。）およびプログラム・プロダクト製品(以下「対象 PP」といいます。)向けに用意されたメンテナンスサー
ビスのパッケージ製品です。
本書に定める条件に従って映像アプライアンスベースモデル SupportPack をご利用いただくことにより、
対象機器、対象 PP をご購入いただいたお客様は、簡単に本書に定めるサポートサービス（以下「本
サービス」といいます。）をお受けいただくことができます。

1. 本製品に含まれるサポートサービス
本製品で提供される本サービスは、お客様にご購入いただいた対象機器・対象 PP を永く安心してお使
いいただくために、ハードウェア(HW)メンテナンス、プログラム・プロダクト(PP)サポート、HW 設定復旧作
業までをカバーした有償のサポートサービスです。お客様に専用 ID を提供し、対象製品のサポートのた
めに必要であると判断する情報をＮＥＣサポートポータルを通じて提供します。
<提供するサポートサービスの概要>
本体および周辺機器の HW メンテナンス
 出張修理サービス
 ＨＷ設定復旧サービス
 通報サービス
対象 PP に関する PP サポート
 問い合わせサービス
 情報提供サービス
 ライセンスサービス
【サポート実施体制概要】

お客様
●ＰＦサポートスタンダード
●ＰＦサポートベーシック

ＮＥＣカスタマーサポートセンター

ＨＷ障害受付・ＰＰ問い合わせ

（ＮＥＣサポートポータル）
●ＨＷ障害対応受付
●ＰＰ・サポート問合せ

ＰＰ対応支援・各種情報提供

お客様システム

開発部門
支援

ＨＷ障害

●エクスプレス通報サービ ス

ＨＷ対応部門
ＨＷ対応部門
監視センター

通報サービス（リモート）

ＨＷ障害通報
ＨＷ設定復旧情報
Expre ss5800

●通知

障害対応指示

ＨＷ障害対応（ｵﾝｻｲﾄ）
Express5800

保守員はＨＷ設定情報を基に
障害復旧を実施

プラットフォームサポートスタンダード+通報サービス（リモート）によりＨＷ障害の早期発見と
本サービスと通報サービス（リモート）により HW 障害の早期発見とお客様作業低減を可能とします。
お客様作業低減を可能とします
特に、通信プロトコルがｈｔｔｐｓのリモート環境の場合は、ＨＷ設定復旧情報を
定期的に収集し、ＮＥＣ登録サイトへ保管する事ができます。(Express5800/100・300ｼﾘｰｽﾞのみ）
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【ＨＷ出張修理対象機器】
第２章に記載された登録手続きに基づき、ＮＥＣに登録され、かつ日本国内に設置された Express5800
シリーズ映像アプライアンスベースモデル本体および本体に内蔵または直接接続される Express5800 シ
リーズ用純正オプション機器ならびに本体の映像アプライアンスシステムと連携された専用純正オプショ
ン機器が対象となります。ただし、次のオプション機器は対象となりません。
※本一覧は今後変更されることがあります。
 ディスクアレイ装置
 プリンタ
 シンクライアント端末
 ＯＳ以外のソフトウェア
 外付けバックアップ装置(集合型)
 スイッチブレード
 ディスク増設筺体
 オプションブレード
 ボックス型スイッチ
 エンクロージャ
 大容量 UPS
 PCIe SSD アダプタ

2. 映像アプライアンスベースモデル SupportPack とハードウェア保証
2.1. ハードウェア保証
対象機器には購入後一定の保証期間を設定しています。この保証期間内に､万一ハードウェアが故
障した場合は、保証規定に従い修理いたします。
（ご注意）
Express5800 シリーズ本体に添付されている保証書に､ご購入元、またはＮＥＣの捺印およびご購入日
または保証期限が記入されていることをご確認ください。
2.2. 映像アプライアンスベースモデル SupportPack
映像アプライアンスベースモデル SupportPack は、標準のハードウェア保証内容をさらに充実させ、
対象機器購入後、最大７年間まで本サービスをお客様に提供するためのパッケージ製品です。
（下図は１年保証モデルのサービスイメージ）
サービス内容

１年⽬

２年⽬

３年⽬

４年⽬

５年⽬

６年⽬

7年⽬

ＨＷ設定復旧
ＯＳ
保守

対象ＰＰ保守
２４時間３６５日
サービス対応

ハード
ウェア
メンテ
ナンス

映像アプライアンスベースモデルSupportPack
【保守期間】１年/３年/５年/７年
【対応時間】週連続５日8:30〜17:30
３６５日24時間

当日２時間以内の
出張修理※
エクスプレス通報
サービス
オンサイト保守
パーツ保証

無償
保証
(1年

保証モ
デル)

※ＮＥＣの営業日かつお客様が選択された対応日の８：３０〜１７：３０に、ＮＥＣが対象機器に障害が発生した
旨の通知を受け、障害復旧修理が必要と判断した場合は、本サービスの対応時間の範囲内で、２時間以
内に技術員を派遣し作業を開始するものとします。
ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域および一時的な修理部品の枯渇等のやむを得ない条件に
より、２時間を超える場合もありますので、予めご了承ください。
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3. 本サービスの対応時間
本サービスの対応時間はご購入いただいた映像アプライアンスベースモデル SupportPack の種類に
より異なります。当該種類と本サービスの対応時間との関係は次のとおりです。
種類
対応日数
受付時間
対応時間
ＨＷ）８：３０〜１７：３０
（祝祭日、ＮＥＣ休日を含む）
月〜金
月曜〜金曜
２４時間
９時間対応

（５日間）

３６５日

週７日間
２４時間対応

週７日間

２４時間
３６５日

ＰＰ）８：３０〜１７：３０
（祝祭日、ＮＥＣ休日は除く）
終日（祝祭日、ＮＥＣ休日を含む）

4. 本サービスの提供期間
本サービスの提供期間は､お客様の登録日にかかわらず、登録いただいた Express5800 シリーズ本
体の保証開始日（ご購入日）から最大でご購入された映像アプライアンスベースモデル
SupportPack の年数（１年間／３年間／５年間／７年間）です。
※保証開始日からご登録までの経過期間は本サービス期間から差し引かれます
サービス提供期間の起点は
ハードウェア購入日

１年⽬

２年⽬

３年⽬

４年⽬

５年⽬

6年⽬

7年⽬

ただし、保証書に記載されているように製品の補修用部品の保有期限は製造打切後５年です。製造打
切後５年を経過した製品は、映像アプライアンスベースモデル SupportPack によるハードウェアメンテ
ナンスサービスは受けることができませんので、予めご了承願います
また、かかる期間の終了前であっても次の各号に該当する場合、ＮＥＣは、何ら責任を負うことなく本サービ
スの全部または一部をその時点で終了することができるものとします。
(i) 本サービスの提供期間に満たない場合であっても、お客様が本登録時にＮＥＣの別途定めるサービス
終了日に同意した場合
(ii) 対象プログラム・プロダクトの全部または一部について、知的財産権を侵害する恐れが発生した場合
(iii) 前各号の他、お客様が対象プログラム・プロダクトの使用を継続することが不可能となった場合、また
はＮＥＣが対象プログラム・プロダクトについて本サービスを提供することができなくなった場合
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第2章 登録
本サービスをご利用いただくには､ＮＥＣへお客様の情報を登録していただくことが必要です。
お客様の情報を登録していただくには、
1. インターネットによる登録【推奨】
2. 映像アプライアンスベースモデル SupportPack に同梱されているお客様登録カードによる登録
の 2 つの方法があります。
ＮＥＣでの登録受付後、下記通知を行います。
1.

2.

3.

4.

登録受付のお知らせ
インターネットでの登録時に、登録を行った方(サポートパック登録ホームページへのログインに使
用したメールアドレス)に電子メールで受付完了のお知らせをします。お客様登録カードによる登
録時には通知しません。
サポートＩＤのお知らせ
ご登録頂いた登録者様宛に送付いたします。サービスを利用する際に必要となる「サポー
トＩＤ」や契約情報が記載されており、サービスがご利用可能となります。
ご登録時にサポートＩＤを入力頂いた場合には利用管理者様宛または利用管理者代行様宛に新
規追加分のＰＰの契約情報を電子メールでお知らせします。
対象ＰＰのＰＰサポートを受けられる際には、この「サポートＩＤ」をサービス受付窓口またはサポー
トポータルログイン時にご提示いただく必要があります。
ご利用案内
ご登録頂いた登録者様宛に宅配便にて送付いたします。サービスの利用方法の詳細を記載した
「ユーザーズガイド」やＮＥＣサポートポータルを使用するのに必要な情報が記載されています。ご
登録時にサポートＩＤを入力頂いた場合には送付いたしませんが、「ユーザーズガイド」はＮＥＣサ
ポートポータルよりダウンロード頂けます。
登録完了のお知らせ
ご登録頂いた登録者様宛に郵送いたします。「機器管理ラベル」を同梱しています。
対象ＨＷの出張修理を受けられる際には、この「登録完了のお知らせ」に同梱される「機器管理ラ
ベル」に記載の「機器管理番号」をサービス受付窓口へご連絡いただくことが必要となります。

「映像アプライアンスベースモデル SupportPack 登録完了のお知らせ」の送付をもって、ＮＥＣがお客様に対
し映像アプライアンスベースモデル SupportPack に基づく本サービスを行うことを承諾した証とします。
ＮＥＣは、合理的な理由がある場合を除き、当該承諾を拒絶しないものとしますが、万一当該承諾ができな
い事由が生じた場合には、ＮＥＣが本登録を受け取った日から３０日以内にＮＥＣが定める方法によりお客様
に通知するものとします。
ＮＥＣが承諾拒絶の通知を行ってから３０日以内に、お客様が映像アプライアンスベースモデル
SupportPack をお買い上げいただいたご購入元に承諾拒絶の通知と領収書その他の購入を証するものをご
持参いただければ、引き換えに代金を返金いたします。
※ご注意
ご提供いただいた個人情報は、サポートパックのサービスの提供及および新規登録・登録内容の確認／変更における処理・
メール配信・郵送ならびにより良い商品・サービス開発のための調査・分析などに利用するものとし、それ以外の目的には利
用いたしません。本サービスをご提供させていただくにあたり、当社が業務契約を締結している会社に当該業務の全部または
一部を委託することがあります。その場合は、個人情報保護を義務付けるための契約を締結したうえで個人情報を預託し、必
要かつ適切な管理・監督を行ないます。なお、本サービスをより適切にご提供させていただくために、当社または業務委託先
の担当者から確認・質問等のご連絡をさせていただく場合があります。本サービスにおける個人情報の取扱いに関するお問
合せ、およびご提供いただいた個人情報の確認・訂正などを希望される場合は、以下の窓口までご連絡ください。
ご連絡先：サポートパック登録受付センター
e-mail：supportpack@support.jp.nec.com
電話番号：03-3454-6818
受付時間 9:00〜17:00 月〜金（国民の祝日に関する法律に定める休日およびＮＥＣ所定の休業日は除く）
当該個人情報の取扱責任者については、同梱の別紙「はじめにお読みください」に記載してありますので、そちらを
ご確認ください。
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1. 登録の手順
第 1 章および第 3 章をお読みいただきその内容に同意できることをご確認ください。
映像アプライアンスベースモデル SupportPack ご購入日から３０日以内に下記の方法によりＮＥＣへの登
録をしてください。
インターネットでの登録またはお客様登録カードが返送されＮＥＣでの登録が完了しなければ、映像アプ
ライアンスベースモデル SupportPack に基づく本サービスの提供は開始されません。
万一当該期間内に登録をされなかった場合、お客様は、本サービスを受けられないことがあります。
1.1. インターネットによる登録
（１） 下記、サポートパック登録ホームページから本サービスの登録をしてください。
http://supportpack.nec.co.jp
（ご注意）
サポートパック登録ホームページから登録を行うには e-mail アドレスが必要です。
e-mail アドレスをお持ちでない場合は、お客様登録カードにより登録してください。
映像アプライアンスベースモデル SupportPack は、PlatformSupportPack の登録ページを利用
して登録可能です。
（２） インターネットによる登録をされた場合は、「PlatformSupportPack 登録受付のお知らせ」の電
子メールが送信されます。
（３） 「お客様登録カード」は対象機器の保証書と共に保管願います。
インターネットによる登録をされた場合は、「お客様登録カード」、保証書の写しのご返送は不
要です。
【インターネットによる登録の概略フロー】
ＳＴＲＡＴ
個人情報同意書画面
ログイン画面
ご利用ＩＤ設定済？

ＮＯ

ログイン情報登録画面

ＹＥＳ

メニュー画面
お客さま情報登録画面

機器情報登録画面
全装置登録完了？

ＮＯ

ＹＥＳ

登録内容確認画面
受付完了画面
ＥＮＤ
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【インターネットによる登録時、事前にご準備頂く情報】 (●の項目は必須項目です)

画面

必要情報

ログイン
画面

既にサポートパック登録 WEB ご利用ＩＤを
お持ちの方
初めてインターネットによる登録を行う方

お客様情報
登録画面

登録対象のサポートパック数
サポートポータルの利用管理者として登録
するお客様情報

対象機器
の登録

製品シリアル No.

機器情報

設置場所対象装置の設置場所
※修理でお伺いする際の住所となりますの
で、番地・ビル名まで正確に入力して下さい

オプション機器
エクスプレス通報サービス
※同時にエクスプレス通報サービスを申し
込む場合のみ必要です
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●ご利用ＩＤ（E-Mail アドレス）
●パスワード
●ご利用ＩＤ（E-Mail アドレス）
●パスワード
●法人・団体名
●お名前
●電話番号
●秘密の質問(画面上での選択になります)
●秘密の質問の答え
●数量
●法人・団体名
・所属
●ご住所
●お名前
●電話番号
・FAX 番号
●E-Mail アドレス
●サポートパックのお客様登録カードに記載さ
れている製品シリアル番号
・商品名
シリアル番号入力後、
・サポートパック型番
画 面に 表示 さ れます
・サービス期間
のでご確認下さい。
・対応日時
・対応ＯＳ
保証書に記載されている
・モデル名
●（本体の）型名
●製造番号
●ご購入年月日
●法人、団体名
●ご住所
・ご所属
●お名前
●電話番号
対象装置に内蔵または接続されるオプション機
器の製品型番および数量を記入して下さい
●ＯＳ名
●通報方式
●ご購入元
※以下は連絡先が設置場所情報と異なる場合
のみ必要です
・法人、団体名
・お名前
・電話番号
・対応時間帯

1.2. お客様登録カードによる登録
（１） お客様登録カードに必要事項を記入し、写しを作成してください。
エクスプレス通報サービスを同時に申し込む場合にはエクスプレス通報サービス申込書にも必
要事項を記入し、写しを作成してください。
（２） 対象機器の保証書の写しを作成してください。
（保証書上にご購入日の記載のない場合、対象機器のご購入時の領収書または納品書等、その
他のご購入日が確認できるものの写しを作成してください）
万一、ご購入日が確認できない場合には、対象機器本体の製造番号と型番から特定されるＮＥＣ
の出荷月末日をご購入日とみなします）
（３） お客様登録カード、エクスプレス通報サービス申込書（同時に申し込む場合）（２）の保証書の写し
を、下記ＮＥＣ窓口宛に返送してください。お客様登録カードおよびエクスプレス通報サービス申
込書の写しは対象機器の保証書と共に保管願います。

〒１０８−００２３
東京都港区芝浦４−９−２５（芝浦スクエアビル９階）
サポートパック登録受付センター行

（ご注意）
保証書には､ご購入元、またはＮＥＣの捺印およびご購入日が記入されていることをご確認ください。
【製品保証書イメージ】

Express 58 0 0 保 証 書
お客 様 用（ 出張修 理）
この保証書は別紙「保証規定」に記載の内容で無償保証をお約束するものです。
下記保証期間中、故障が発生した場合、本書をご提示の上、お買い上げの販売店また は当社指定
のサービス窓口にご依頼ください

型

名
お よび
製 造 番号

N 8100-xxxxY
N 8101-xxx
N 8102-xxx
N 8103-xxx
N 8103-xxx
N 8150-xxx
N 8150-xxx
N 8150-xxx

x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx

製造番号

製品型名
製 造 年月
保証 期 間 ※

2012 年

4月

ご購入日から１年間または２０１６年１２月末まで
ご購
入日 か ら 3 年 間ま たは 2012 年 5 月末 ま で

※ ご 購 入 日 が 記 載 さ れ て い る 場 合 ま た は ご 購 入 日 が 明 記 さ れ た 書 類 (納 品 書 、 領 収 書 等 ) を こ の 保
証書に添付された場合はご購入日から保証期間中、別紙「保証規定」の内容に従い無 償保証いた
します。なお、ご購入日が当社にて確認できない場合には上記保証期間欄に記載の年 月まで、当
該保証規定の内容に従い無償保証いたします。

保証期間

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は 、再発行致
しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
住 所 ・ 店 名 ・ TEL

ご購入元、またはＮＥＣの捺印

★
販売店

印
○
★ご購入日
日本電気株式会社

年

月

日
東京都港区芝五丁目７番１号
〒 1 08 - 8 0 01 TE L(0 3 )3 45 4- 111 1
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2. 機器管理ラベル
対象機器の管理番号および本サービスの受付窓口の連絡先を記載したラベルです。ラベルが貼り付け
られた機器が、本サービスの対象であることを証明するものです。対象機器のよく見える場所に貼り付け
て､はがれないようにご注意ください。
対象機器にラベルが貼り付けられてない場合、および登録内容が実際の状況と相違ある場合にはお客
様は本サービスを受けられない場合がございます。
【機器管理ラベルイメージ】
ＸＸＸＸーＸＸＸーＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＹＹＹＹ／ＭＭ／ＤＤ
ＸＸＸＸＸＸＸ

-8-

ＤＫＸＸＸＸＸＸ

第3章 サービスの内容および条件
ＮＥＣは、お客様がＮＥＣへ登録し、ＮＥＣが登録承認をしたお客様のお持ちの対象機器に対し、以下に
定める内容および条件で、本サービスを提供するものとします。
万一、映像アプライアンスベースモデル SupportPack をご購入いただいたお客様と本サービスの対象と
なる対象機器の所有者が異なる場合、お客様の責任において「映像アプライアンスベースモデル
SupportPack ご利用にあたって」の第１章および本章記載の内容につき対象機器所有者の承認を得る
こと、およびＮＥＣが本サービスを行うことができるよう必要な措置を取ることを条件として、ＮＥＣは本
サービスを提供するものとします。

1. 総則
1.1. お客様の協力事項
（１） お客様は映像アプライアンスベースモデル SupportPack 対象製品に関する問合せ、障害復旧要
請等に際しては、ＮＥＣより提供されるサポートＩＤ、および機器管理番号を提示するものとしま
す。
（２） お客様は、本章 2.1（４）ＨＷ設定復旧の処置を行うため、ＮＥＣに対しハードウェア対象製品の設
定に必要となる情報を事前に提供するものとします。お客様が提供する情報は、ＮＥＣが指定す
る構成情報収集ツールを用いてお客様が抽出するものとします。当該情報がＮＥＣに提供されな
い場合には本章、本章 2.1（４）ＨＷ設定復旧の処置のすべて、または一部が行われないものとし
ます。
（３） サポートの提供に必要なログイン名／パスワード／ライセンスキー等の情報はお客様が管理を
行い、ＮＥＣからの要請に応じて都度、お客様からＮＥＣに提供するものします。
（４） お客様は、本サービスの実施に必要となる情報の提供、ＳＷのインストール媒体、および対象機
器に同梱されていたソフトウェア媒体の提供等、ＮＥＣによる本サービスの実施に協力するものと
します。
（５） ＮＥＣが本サービスによって提供する回答に基づいてお客様が自らの環境設定に変更を加える
場合、実施に先立ってお客様が自己の責任により必要なデータ、環境ファイル等のバックアップ
を行ったうえで、当該設定変更を実施するものとします。
（６） お客様は、お客様の費用と責任において、ＮＥＣが本サービスの提供のために必要とする資料お
よび情報をＮＥＣに提供し、また、必要な通信環境および対象機器に接続するためのディスプレ
イを用意するものとします。ＮＥＣは、本サービスの提供のために必要な範囲で、当該ディスプレ
イを無償で使用できるものとします。
（７） お客様は、ＮＥＣによる本サービスの提供のために必要な範囲で、対象機器の稼動を停止するも
のとします。
（８） お客様は、対象機器を正しく運用するために、対象機器に関する操作マニュアル等で指定された
日常保守、操作手順を遵守するものとします。
（９） お客様は、対象機器の故障、不適切な使用または本サービスの提供に伴う対象機器の稼働
の停止によるコンピュータ・プログラムおよびデータの破壊、消滅に備え、適切な措置を
講じておくものとします。
（１０） お客様は、対象機器の障害復旧修理後、対象システムの稼動状況の確認を行うものとします。
（１１） お客様は、ＮＥＣが本サービスの実施に必要となる計測機器等を対象機器の設置場所に設置し、
または取り外すことを認めるとともに、当該計測機器等の使用料をＮＥＣに支払うものとします。
（１２） お客様は、本サービスを実施する目的に限り、ＮＥＣがお客様のシステムおよびネットワークの診
断プログラムを常駐させることを許諾するものとします。また、お客様は、当該診断プログラムに
関し、いかなる権利を持つものでないこと、および本サービスが終了した場合にはＮＥＣが当該
診断プログラムを除去することができることに同意するものとします。
（１３） 障害復旧までの間、お客様は、ＮＥＣが指示する一時的な手順または対策を用いなければ
ならないことがあります。お客様は、これを予め了承するものとします。
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1.2. 本サービスの提供の中止
（１）ＮＥＣは、お客様が「映像アプライアンスベースモデル SupportPack ご利用にあたって」に定める
義務を履行せず、相当の期間を定めて催告をなした後も、なおその期間内にこれを履行しない
場合は、本サービスの全部もしくは一部の提供を中止することができるものとします。
（２）ＮＥＣは、お客様が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要せず直ちに本サービス
の全部もしくは一部の提供を中止することができるものとします。
① 本章 1.9 の規定に違反したとき
② 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、また
は破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
③ 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に
至ったとき
④ 営業の廃止または解散の決議をしたとき
⑤ その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
（３）お客様は、自己が前項各号の一に該当する場合、ＮＥＣに対し負担する一切の金銭債務につき
当然に期限の利益を喪失し、ＮＥＣの債務が履行されたか否かにかかわらず、直ちにこれを弁済
するものとします。
1.3. 本サービスの利用中止
お客様が本サービスのご利用を途中で中止した場合、および、ＮＥＣが本章 1.2 の規定により本サービ
スの全部または一部の提供を中止した場合であっても、映像アプライアンスベースモデル
SupportPack の代金その他本書に基づきお客様が支払った料金は返金しません。
1.4. 本サービス終了後の措置
理由の如何を問わず本サービスが終了しまたは本条件が終了した場合であっても、本章 1.5、1.7、
1.10、1.11 の規定は、なお効力を有するものとします。
1.5. 責任の制限
（１） ＮＥＣは、ＮＥＣによる本サービスの実施に瑕疵があった場合は、当該瑕疵の治癒のために必
要な本サービスをすみやかに再実施するものとします。なお、本サービスの実施に瑕疵があっ
た場合とは、本サービスの実施後３ヶ月以内に、同一原因による同一障害が発生した場合を
いいます。
（２） 本章 1.5（１）の規定に基づく本サービスの再実施後３ヶ月以内に、再実施の原因となった瑕疵
と同一の瑕疵が再び発生した場合は、ＮＥＣは、当該規定に準じて本サービスを実施するもの
とし、以後同様とします。ただし、本章 1.5（４）に定める期間を超える場合はこの限りではありま
せん。
（３） 本章 1.5 の規定に基づく瑕疵治癒のための本サービスの再実施は、本サービスの実施の瑕疵
に関してＮＥＣがお客様に負う責任のすべてであって、ＮＥＣは、当該瑕疵によりお客様に生じ
た損害については何ら責任を負わないものとします。
（４） 本章 1.5 の規定に基づく瑕疵治癒のための本サービスの再実施は、本サービスの提供期間が
終了した日から１年間に限るものとします。
1.6. 再委託
ＮＥＣは、自己の費用と責任で本サービスの提供にかかる作業の全部または一部を第三者（以下
「委託業者」といいます。）に委託することができるものとします。また、当該再委託先が、その受託し
た業務を第三者に再々委託する場合があることをお客様は予め承諾するものとします。
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1.7. 秘密保持
（１） お客様およびＮＥＣは、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービスの履行に
関連して相手方から開示を受ける情報であって、次の各号の一に該当する情報（以下秘密情
報といいます）を、受領後３年間（個別の秘密情報の性質に鑑み、お客様およびＮＥＣが協議
のうえ書面にて合意した場合は、当該書面に記載された期間とします）、第三者に開示または
漏洩しないものとします。なお、お客様およびＮＥＣは、政府機関、裁判所等から法令に基づき
開示を要求された場合、①相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこ
れらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開
防止に必要な手続きをとる機会を与え、かつ、②当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の
秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を
開示することができるものとします。
① 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子デー
タにより開示された情報
② 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後１
４日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書
面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
（２） 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明する情報につい
ては、秘密情報として取り扱わないものとします。
①開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
②開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
③被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
④被開示者が独自に開発した情報
（３） 第１項の規定にかかわらず、ＮＥＣは、本サービスの履行に合理的に必要な範囲内で、前条
（再委託）に従い業務を再委託した第三者に対し、お客様の秘密情報を開示することができる
ものとします。この場合、ＮＥＣは、当該第三者に秘密保持義務を課すものとします。
1.8. 個人情報の取り扱い
本サービスの提供にあたり、お客様より委託を受けた個人情報を、以下のとおり取り扱います。
（１） 本サービスの提供のみを利用目的とします。
（２） 利用目的の範囲内でのみ利用、加工、複写、複製します。
（３） 紛失、漏えい等を防止するために必要な安全管理措置を講じます。
（４） 取扱いを第三者に委託する場合は、個人情報の取り扱いについて本条と同等の義務を負わ
せます。
（５） 取り扱い状況に関する報告を求めることができるものとします。
（６） お客様は、本契約とおりに管理していることが確認できなかった場合、ＮＥＣに対して返還、消
去または廃棄を求めることができるものとします。
（７） ＮＥＣは、委託を受けた個人情報の漏洩等の事案が発生した場合、速やかにお客様に、その
旨通知するものとします。
（８） 本サービスの契約期間終了後、速やかに、返還、消去または廃棄するものとします。
1.9. 反社会的勢力との取引排除
（１） お客様は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
①自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係
者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」と総称します。）であること。
②自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
など反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること。
③自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められること。
④自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手
方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること。
⑤自らまたは第三者を利用して、ＮＥＣに対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
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（２） ＮＥＣは、お客様が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明した場合、
お客様に対し何らの催告をすることなく、本サービスの全部または一部の提供を中止すること
ができるものとします。
（３） ＮＥＣは、お客様が第 1 項各号の一に該当する疑いがあると合理的に認められる場合は、当
該事実の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、お客様は、当該調
査に協力します。
1.10. 損害賠償
お客様は、本サービスに関連してＮＥＣの責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生
した直接かつ通常の損害に限りＮＥＣに請求できるものとします。
この場合、ＮＥＣの負担する損害賠償の総額は、映像アプライアンスベースモデル SupportPack の
購入代金としてＮＥＣが受領した金額を超えないものとします。
1.11. 準拠法および合意管轄
本書および本サービスに関する準拠法は日本法とし、本書および本サービスに関するお客様と
ＮＥＣとの間の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所または東京地方
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決します。
1.12. その他
（１） 本サービス条件または PP・サポートサービス仕様書に定めのない事項または疑義の生じた事項
については、お客様とＮＥＣで誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
（２） ＮＥＣは、本サービス条件または PP・サポートサービス仕様書に明示的に定めるところを除き、お
客様に対し何らの権利を付与するものではありません。
（３） お客様は、ＮＥＣの書面による事前の承諾を得ることなく、本条件に基づく権利または義務の全
部または一部を、譲渡し、担保に供し、または承継させてはならないものとします。
（４） お客様が本サービスの提供期間中に本サービスの実施をＮＥＣに要求し、それをＮＥＣが当該期
間中に受託したとき、当該本サービスの履行が本条件期間終了後になされた場合であっても、
本サービス条件および PP・サポートサービス仕様書の規定が適用されるものとします。
（５） お客様は、ＮＥＣから提供を受けた、本サービスを受けるうえで必要となるお客様情報、サポート
ID 等を第三者に開示、漏洩してはなりません。
（６） 本条件に基づく権利をＮＥＣが行使しなかった場合においても、その権利を放棄したことを意味す
るものではありません。
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2. HW メンテナンス
2.1. 本サービスの範囲
（１） 障害原因切分けおよび特定
対象機器に不時の故障が発生した場合、ＮＥＣはお客様（またはお客様から委託された者）から
のご依頼によりハードウェア障害の発生した交換単位の部品を特定します。ただし、ネットワーク
上の障害切り分けおよび故障機器の特定はお客様作業となります。障害切り分けの結果、ハー
ドウェアには異常がなくソフトウェア障害と推測される場合には、以下のとおり対応します。
①お客様がＮＥＣへ原因調査を希望される場合、保守技術者がＮＥＣカスタマサポートセンタへ調
査を依頼します。(原因調査は、「本章 3 ＰＰサポート」に記載する範囲で実施します。)
②調査依頼を受けたＮＥＣカスタマサポートセンタは、お客様と連絡を取り原因調査を行います。
ただし、原因判明後の処置はお客様が行うものとします。
（２） 障害復旧および報告
障害が対象機器の故障により発生していると考えられる場合、ＮＥＣは、技術員を派遣し
て必要な障害復旧修理を行い（障害の内容によっては、対象機器を持ち帰り、障害復旧修
理を行ったうえで、お客様に返却することがあります。）、復旧後、対象機器が正常に起動
することを確認のうえ、お客様（またはお客様が指定した第三者）への報告を行います。
修理を行う際に使用する交換部品は故障品と機能、性能が同等な部品（再利用品を含みま
す。）とします。当該部品代は、本サービスの代金に含まれます。
ハードウェア障害によりシステム環境が損なわれた場合、その後の処置に関しては本製品に含
まれる「HW 設定復旧」に準じます。
（３） エクスプレス通報サービス
エクスプレス通報サービスは、対象機器における障害の兆候を事前に検出し、通報し、保守会社
からお客様へご連絡するサービスです。詳細については、第 3 章 4 をご確認ください。なおエクス
プレス通報サービスを希望されるお客様は、インターネットでの登録または同梱の「エクスプレス
通報サービス申込書」に必要事項を記入しお申し込みいただく必要があります。ＮＥＣは、エクス
プレス通報サービスのお申し込みのあったお客様に対し、エクスプレス通報サービスを提供しま
す。なお、お客様は、当該申し込みに際し別途料金を支払う必要はありません。
（４） ＨＷ設定復旧
本サービスは映像アプライアンスベースモデル SupportPack 購入のお客様にのみ提供しま
す。
ハードウェア障害により対象製品に係る設定情報が損なわれた場合、ＮＥＣは表 1 の範囲で処
置を行い、当該対象製品をＯＳ配下で参照可能な状態にします。また、OS 搭載ディスク（シス
テムディスク）故障時は、表 2 の範囲で処置を行いお客様に対象製品を引き渡します。
なお、本作業には表 4 に示す構成情報が必要になるため、事前にＮＥＣ指定の構成情報収集
ツールを用いて採取しておく必要があります。（収集方法は、ＮＥＣサポートポータルを参照し
て下さい）
表 1 ＨＷ設定復旧の内容
装置
処置内容
マザーボードまたは LAN ボード交換時のアドレス設定*1)
本体装置*1)
OS 搭載ディスク（システムディスク）故障時の復旧*2)
テープ装置
バックアップソフトウェア設定*1)
UPS 装置
装置部品およびバッテリ交換時の設定*1)
映像ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
交換時のアドレス設定
専用オプション
*1) ＨＷ設定復旧の対象となるソフトウェアを表 3 に示します。
*2) ＯＳ搭載ディスク（システムディスク）故障時の復旧内容は表 2 に示します。
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表 2 ＯＳ搭載ディスク（システムディスク）故障時の対応表
OS 搭載ディスク(システムディスク)
故障状態
構成情報あり
RAID 機能有効(1 台故障) ハードウェア交換により自動復旧
RAID 機能無効
・構成情報を基に出荷時の状態へ復
(・複数台故障による論理障害 旧し、構成情報から表３の設定を復旧

構成情報なし
ハードウェア交換により自動復旧
・現地にて構成情報をお客様からヒア
リングし出荷時の状態へ復旧

・ソフトミラー情報消失）

表 3 ＨＷ設定復旧の対象ソフトウェア
HW 設定復旧ソフトウェア*1）*3)

明細

Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition
SQL Server 2016 Express Edition
出荷時にプリインストールされたソフトウェア
BrightStor ARCserve Backup＊２）
PowerChute Business Edition＊２）
ESMPRO/UPSManager＊２）

本体装置（OS 搭載ディスク）
テープ装置
UPS 装置

*1) HW 設定復旧の対象ソフトウェアは PP・サポートサービスの対象であることが必要です。
*2) 明細で示す装置を使用するためのソフトウェアであり、他のソフトウェアが使用されている場合は HW 設
定復旧の対象外になります。
*3) HW 設定復旧をおこなった場合、ライセンス適用のためにライセンスキーが必要になることがあります。ラ
イセンスキーがない場合は設定復旧までできないことがあります。

表 4 専用構成情報収集ツールおよび OS コマンドによる抽出対象情報一覧
ソフトウェア設定情報
LAN コントローラ設定情報
装置型番、号機情報
管理ソフトウェアインストール情報(ESMPRO/ServerAgent インストール情報)
インストールソフトウェア情報(ソフトウェアの追加と削除の情報)
＊上記情報が採取・保管されていない場合は、ハードウェアの交換作業のみの提供になります。
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2.2. 除外作業
次の各号に定める作業については、本サービスに含まれないものとします。ただし、ＮＥＣは、その必
要が認められる場合には、お客様と別途協議のうえ実施時期、対価の金額その他必要事項を決定し、
当該作業を行います。（１）、（４）および（７）に定める作業については、その実施が可能な場合には、
別表−１に定める料金表によりこれを行います。
（１） 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧などの外部要因に起
因する故障および損傷の場合。
（２） 有寿命部品が自然消耗、磨耗、劣化し、または使用頻度、経過時間、使用環境等のＮＥＣ所
定の基準を超えた場合。なお、LCD（液晶ディスプレイ）は、画面の一部に画素の欠けや常時
非点灯、常時点灯等が存在することがありますがこれは故障ではありません。
（３） 無停電電源装置等のバッテリ、テープ等の記憶媒体、乾電池、その他の消耗品の供給等を行
う場合。バッテリについては容量および寿命は使用とともに、また時間経過とともに自然低下し
ますので、容量および寿命は保証されません。
（４） お客様または第三者による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないた
めに生じた故障、損傷の場合。
（５） お客様または第三者による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷
の場合。
（６） お客様が設定したパスワードの忘却やお客様が施錠された鍵の紛失により、パスワード解除
作業を行う場合、または、マザーボード、本体カバーその他の部品の交換が必要になった場
合。
（７） 対象機器に接続しているＮＥＣ指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷の場
合。
（８） ＮＥＣまたはＮＥＣが承諾した以外の者が作成したプログラム、ハードウェア等に起因する対象
機器の故障の場合。
（９） 対象機器の BIOS やドライバーなどのプログラム修正モジュールをインストールする場合。
（１０） ＯＳおよびアプリケーション等に起因する故障の場合。
（１１） 修理によるパーツ交換に伴い発生するＯＳやアプリケーションのアクティベーション認証に関わ
る対応を行う場合。
（１２） お客様の要求により対象機器を改造する場合。
（１３） 対象機器内のデータを保護する場合。
（１４） 対象機器の日常の清掃、点検および運転を行う場合。
（１５） 対象機器の移設および撤去に関する作業および立会いを行う場合。
（１６） 対象機器の塗装および仕上げ作業ならびに当該作業に必要な資材を供給する場合。
（１７） 対象機器外部の電気作業および対象機器に関する回線接続のための立会いを行う場合。
（１８） 故障品に対するハードウェア故障箇所の解析レポートの提出。
（１９） ネットワーク上の障害切り分けと故障機器の特定。
2.3. 保守作業時間帯
ＮＥＣが本サービスに係る作業を実施する時間帯（以下「保守作業時間帯」といいます。）は、「お客様
登録カード」記載のとおりとします。
上記の規定にかかわらず、ＮＥＣは、対象機器の故障の重要度、緊急度が大きいと判断した場合に
は、お客様ご承諾をいただいたうえで保守作業時間帯外であってもすみやかにＮＥＣの技術員（本章
1.6 に基づき委託業者に委託した場合、委託業者の技術員を含みます。以下、同じとします。）を派遣
し修理等の作業（以下「契約時間外作業」といいます。）を行うものとします。この場合、お客様は、「別
表−１ 契約時間外作業および契約除外作業に関するメンテナンスサービス料金表」に定める料金
表に基づきその料金をＮＥＣまたは委託業者に支払うものとします。
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2.4. お客様の負担する費用
本サービスに要する費用のうち次の各号に定めるものについては、お客様の負担とします。
（１） 電力料および水道料
（２） 通信費（ただし、ＮＥＣからお客様への通信に要する費用を除きます。）
（３） 記録媒体（お客様のシステムにてエラー等を記録する媒体）その他の消耗品
（４） 本サービスを行うためＮＥＣの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する
必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当
2.5. 設置場所への立入等
お客様は、本サービスの提供を行うためにＮＥＣの技術員が対象機器の設置場所に立入ることを認
めるとともに、当該技術員が本サービスにかかる作業を行うために必要となる作業場所および消耗品
を無償で提供するものとします。
2.6. 老朽化装置の取扱い等
対象機器が老朽化し正常な運転の維持が本サービスの提供によっても不可能であるとＮＥＣが判断し
た場合、お客様とＮＥＣの間で別途協議のうえ当該対象機器の以後の取扱いを決定するものとします。
2.7. 交換部品の所有権
本サービスの履行に伴って交換された故障部品（老朽部品を含みます。）の所有権は、全てＮＥＣに帰
属するものとします。
2.8. 設置場所の変更
お客様は、インターネットからの登録または、お客様登録カードに記載した対象機器の設置場所を変更
する場合、変更後の設置場所と変更日をＮＥＣが登録を完了したお客様に送付する「登録完了のお知ら
せ」に記載の「受付センター」へ変更しようとする日の１４日以上前に書面により連絡するものとします。
ただし、対象機器の設置場所は、日本国内に限られるものとします。
2.9. 設置場所の整備
お客様は、装置本体に添付されているマニュアル等に記載されている「設置に適した場所」に対象機器
を設置し常に環境を整備、維持するものとします。
別表−１

契約時間外作業および契約除外作業に関するメンテナンスサービス料金表

作業費

作業時間帯

基本料金

加算料金

８：３０〜１７：３０

１０，０００円

２，５００円

１７：３０〜２１：００

１２，０００円

３，０００円

２１：００〜翌８：３０
１４，０００円
３，５００円
（１）上記表金額は１人１回の料金とします。
（２）上記の基本料金は出動から１時間までの料金、加算料金は１時間以上の場合１５分毎に加算する料
金とし、全曜日とも共通の料金とします。作業の継続により次の作業時間帯に入った場合は、次の作
業時間帯の加算料金を適用するものとします。
（３）上記料金算定の時間は、ＮＥＣまたは委託業者の技術員が担当保守センターから出動し作業完
了するまでの時間とします。
（４）サービス日数時間帯外のメンテナンスサービスは原則として１名の技術員による対応とします。なお、
ＮＥＣが２名以上の技術員による対応が必要であると判断した場合、ＮＥＣはこれにかかるサービス料
金を別途見積り、お客様の承認を得るものとします。
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3. PP サポート
3.1. 定義
本サービス条件および PP・サポートサービス仕様書において、次の各項の用語の意味は、次に定め
るとおりとします。
（１） 「リビジョン・アップ版」とは、対象 PP の誤りを訂正したもの、または当該誤りを訂正するための
モジュ−ルもしくは情報をいいます。
（２） 「バージョン・アップ版」とは、対象 PP に新機能を追加し、または対象 PP の性能を向上させた
ものをいいます。
（３） 「ライセンスサービス」とは、リビジョン・アップ版および「バージョン・アップ版」の提供をいいま
す。
（４） 「使用許諾契約」とは、対象 PP の使用権の許諾に関しお客様とＮＥＣ間またはお客様と対象
PP の権利者との間で締結された「ソフトウェア使用許諾契約書」をいいます。
（５） PP・サポートサービス仕様書に異なる定めがある場合は、PP・サポートサービス仕様書が本
サービス条件に優先します。
3.2. 本サービスの内容
本サービスの内容は、次に定めるとおりとします。
（１） 対象 PP の使用に関する技術的問合せの回答（以下「レスポンスサービス」といいます）
①問合せ可能な回数を設ける場合には、PP・サポートサービス仕様書に回数を定めます。お
客様は問合せ回数を超えて問合せを行うことはできないものとします。
②対象 PP の使用に関する技術情報の提供（以下「インフォメーションサービス」といいます）
③お客様からの要求に基づく対象 PP に関するリビジョン・アップ版の提供。ただし、インストー
ル等当該リビジョン・アップ版を使用するための作業は含みません。
④お客様からの要求に基づくバージョン・アップ版の提供。ただし、ＮＥＣが別途定めるサポー
ト条件が存在する場合は、バージョン・アップ版を提供できない場合があります。また、イン
ストール等当該バージョン・アップ版を使用するための作業は含みません。
⑤本項③に基づき提供されたリビジョン・アップ版および本項④に基づき提供されたバージョ
ン・アップ版をお客様が使用した場合、既存の対象 PP に対する本サービスは終了し、使用
したリビジョン・アップ版またはバージョン・アップ版に対して、本サービスが提供されるもの
とします。
（２） ＮＥＣは、前項各号に定める本サービスの内容のうち、レスポンスサービスの受付およびその
回答については、PP・サポートサービス仕様書に定める時間帯にこれを行うものとします。
（３） ＮＥＣは本サービスについて、ＮＥＣが別途定める現行のサポートポリシーに従い、対象 PP の
出荷停止後一定期間を経過した後は、本条（１）の定めるサービス内容のうちいずれか、また
は全てのサービスについて内容を変更するか、終了させることができるものとします。
3.3. リビジョン・アップ版およびバージョン・アップ版の使用権
（１） お客様は、ＮＥＣから提供されたリビジョン・アップ版（または、リビジョン・アップ版により誤りが
訂正された対象 PP）およびバージョン・アップ版を既存のサポート対象 PP に代えて使用許諾
契約の規定に従い使用できるものとします。
（２） お客様は、本章 3.2（１）に基づきＮＥＣが提供する技術情報について本サービスの対象 PP の
部数までこれを複製し、使用許諾契約の規定に従い使用できるものとします。
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3.4. 制限事項
（１） 対象 PP のうち、次の各号の一に該当するもの（以下「規格外製品」といいます）は、本サービ
スの対象外とします。
①使用許諾契約が終了した対象 PP
②お客様または第三者により変更、修正または改造がなされた対象 PP
（２） 対象 PP が含まれるシステム（以下「本システム」といいます）のうち規格外製品その他の対象
外製品が、本サービスの提供に影響を与え、支障をきたすとＮＥＣが判断した場合、ＮＥＣは、
お客様にその旨を通知し、お客様は、当該通知を受領した後、自己の責任と費用で当該対象
外製品を本システムから外し､ＮＥＣが円滑に本サービスを提供できるようにするものとしま
す。
（３） 次の各号の一に該当するものは、本サービスには含まれません。
①お客様または第三者によるハードウェアまたはソフトウェアの不適切な使用、変更もくしは修
正または改造に起因する障害に関する問合せへの回答
②対象 PP 以外のソフトウェアに関する問合せへの回答
③レスポンスサービスにおける回答内容に含まれる具体的修正作業の実施または修正プロ
グラムの送付
④現地調査その他の現地作業
⑤プログラムの開発またはその開発支援業務
⑥水害、地震等の天災地変に起因する対象 PP への問合せ
（４） 規格外製品に起因する障害のためにＮＥＣが本サービスを提供した場合、または規格外製品
による障害の切り分けのために本サービスに係る作業が増加した場合、ＮＥＣは当該サービス
について別途料金を請求できるものとします。
（５） ＮＥＣは、本章 3.2（１）に基づきお客様から受け付けた問合せに対して回答を行いますが、レ
スポンスサービスの回答内容は当該質問の完全な解決を保証するものではありません。レス
ポンスサービスの回答内容が質問の完全な解決をするものではなかった場合であっても、当
該質問に関わる問題については、本サービスの問合せ回数に含まれるものとします。
（６） 本サービスは、お客様の質問に対してＮＥＣが即答することまたは一定期間内に回答すること
を保証するものではありません。ＮＥＣは、質問の内容によっては、調査のうえ後日改めてお
客様に回答する場合があります。
3.5. 実施地域・対応言語
本サービスの提供対象地域は日本国内とし、日本語によるサービスのみを提供します。
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4. エクスプレス通報サービス仕様
4.1. エクスプレス通報サービスの内容
（１）アラームの監視
電子メール通報方式またはダイヤルアップ通報方式等、指定の方式により、通信回線を介して、対
象機器からのアラーム通報状況を､監視センターにて２４時間３６５日監視します。
（２）お客様へのアラーム発生の連絡
ＮＥＣがアラーム通報を受信した場合、その内容を解析したうえで、保守作業時間帯の範囲内で、
すみやかにその旨をお客様に電話で連絡します。
（３）アラーム発生状況の情報提供
ＮＥＣが指定するＷｅｂサイトに、アラーム発生状況をリアルタイムで掲載します。ただし、当該Ｗｅｂ
サイトの閲覧には、ＮＥＣが別途発行する ClubExpress の会員ＩＤが必要となります。
（４）技術員の手配
障害復旧修理が必要となる場合、お客様へのアラーム発生の連絡と同時に、技術員を派遣するた
めの手配を行います。
4.2. エクスプレス通報サービスの開始日
ＮＥＣからお客様に対し特段の意思表示がない場合、エクスプレス通報サービスの開始日は、お客様
が「エクスプレス通報サービス申込書」に記載したサービス開始希望日とします。ただし、ＮＥＣは、当
該サービス開始希望日にエクスプレス通報サービスの実施を開始することができないと判断した場合、
その旨をお客様に通知し、お客様と協議のうえサービス開始日を決定するものとします。
4.3. 責任の制限
（１）アラーム通報がハードウェア、ソフトウェア、通信回線等の障害によりＮＥＣのコンピュータシステム
に不着の場合は、ＮＥＣは、お客様にアラーム発生の連絡を行う義務を負うものではありません。ま
た、アラーム通報が同様の理由により遅延した場合は、ＮＥＣは、当該遅延したアラーム通報に関
する連絡が遅れたことへの責を免れるものとします。
（２）ＮＥＣがお客様にアラーム発生の連絡を行うにあたり、お客様が予め定めたお客様の担当者の不
在等の理由により、お客様と連絡を取ることができなかった場合、ＮＥＣは、保守作業時間帯の範
囲内で、その翌日に連絡を行うものとし、連絡が遅れたことへの責を免れるものとします。
4.4. お客様の協力事項
エクスプレス通報サービスの導入にあたっては、ＮＥＣの指定する通報サービス用設備をお客様の負
担により準備するものとします。さらに、お客様は、エクスプレス通報サービスに要する回線敷設に関
わる費用および通信費を負担するものとします。
4.5. 通報サービスの提供時間帯
ＮＥＣがお客様にアラームの発生を連絡する時間帯は、「お客様登録カード」記載のとおりとします。
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