Lenovo Services
レノボサービスご提供条件
2013 年 9 月 24 日

重要な告知
以下の諸条件をよくお読みください。このご提供条件（以下「本契約」とします）にご同意いただけない
場合は、本契約に基づくサービスの利用や登録手続きは行わずに、30 日以内に購入先に連絡して返金手
続きを行ってください。ご購入日から 30 日以内にお客様が(1)本契約に定めるサービスの利用または登録
を行うか、(2)本契約を拒否しない場合、本契約に同意したものとみなされます。

第1条
a)

本契約の範囲と基本条項

本契約は Lenovo 保証規定に加え、お客様の請求書または注文確認書に指定する製品に対する内臓バ
ッテリー交換サービス、ハードディスク返却不要サービス、テクニカルサポートプラス、年間保守サ
ービスパック（以下総称して「Lenovo Service」といい、それぞれ以下「本サービス」とします）に
ついて、お客様とレノボ・ジャパン株式会社（以下「Lenovo」とします）が交わす完全な取決めとな
ります。本契約は、お客様と Lenovo が以前に口頭または書面で交わした本サービスに関する全ての
事項に優先します。お客様からの一方的な依頼または書面通知による本契約の変更は無効とします。
本契約は日本において販売された製品および本サービスを対象として適用されます。

b)

「製品」とは、お客様のご購入した Lenovo 指定のパーソナルコンピューター、ワークステーション
のシステム装置基本構成および Lenovo 純正モニター製品（当該モニター製品単体を対象とする本サ
ービスが購入されている場合に限ります）、ならびに当該基本構成に装着または接続されている
Lenovo 指定の Lenovo 純正オプション品をいい、中古品その他のオプション機構、外付機械、バッテ
リー、AC アダプターその他ソフトウェア等の付属品およびバンドル品は含みません。但し、第 2 条
に定める「内蔵バッテリー交換サービス」に該当するものについてはこの限りではありません。

c)

本サービスはお客様による Lenovo 保守登録完了によりご利用可能となります。保守登録に関する詳
細は以下の URL をご覧ください。
http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?&LegacyDocID=thinkplus_reg

d)

本サービス実施の判断は Lenovo が行います。本サービス実施により交換された製品またはその部品
は Lenovo の所有となります。お客様は当該交換を妨げる担保権等の制約が当該製品または部品に存
在しないことを保証します。お客様は、Lenovo が指定する認定サービス・プロバイダー（以下「認
定プロバイダー」とします）の指示に従って、当該製品または部品を Lenovo に返却しなければなり
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ません。Lenovo から提供される代替の製品または部品は、新品とは限りませんが、正常に機能し、
交換前の製品または部品と少なくとも同等の機能性を備えているものとします。
e)

お客様が購入された本サービスの有効期間および対象となる製品等は、前 c)項.に基づく保守登録後、
Lenovo よりお客様に通知されます。また、以下の URL にて確認することもできます。

http://support.lenovo.com/ja_JP/downloads/detail.page?LegacyDocID=ESUP-WPS
EARCH
f)

本サービスの提供にあたっては、Lenovo が事前に該当する本サービス料金を受領している必要があ
ります。

g)

お客様より Lenovo に製品障害のご連絡をいただいた際、障害箇所特定のために必要となる作業を
Lenovo の指示に基づきお客様に実施していただきます。

h)

Lenovo は、本サービス有効期間中に正常な使用方法および環境下において製品障害が発生した場合、
または前項.に基づき Lenovo がハードウェア障害と判断した場合、当該製品の復旧に必要な保守パー
ツを無償で提供します。なお、本サービスにて提供される保守パーツは、該当製品と同等の保守パー
ツまたは再調整品となります。同等品の入手が困難な場合、Lenovo は当該同等品の上位互換品を提
供できるものとします。

i)

本サービスに基づき、Lenovo 保証規定に記載される製品の初期保証期間が延長される場合、当該延
長期間は、Lenovo 保証規定の保証期間開始日から起算されます。本サービスは製品の初期保証期間
中に購入される必要があり、製品の使用によって消耗する部品やバッテリーは本サービスの適用対象
外となります。バッテリーの保証期間は、次条に定める内蔵バッテリー交換サービスを別途購入しな
い限り、Lenovo 保証規定の保証期間開始日から 1 年間をもって終了となります。

第2条

内蔵バッテリー交換サービス

製品付属のバッテリーがお客様自身で交換できない内臓シール型（密閉型）バッテリーの場合、お客様は、
本サービスに基づき内臓バッテリー交換を 1 回（個別のバッテリー毎に１回）受けることができます。当
該バッテリーの交換については、お客様が購入する本サービス内容に応じて次条に従い提供されます。但
し、該当交換は、ThinkVantage の診断結果がその旨を指示する場合または該当バッテリーが機能せずかつ
その充電が不可能である場合に限り適用されます。

第 3 条 保守サービスの提供形態
本契約に特段の定めのある場合を除き、Lenovo 保証規定および本サービスには、お客様が購入する本サー
ビス内容に応じて、以下のいずれかが適用されるものとしにます。
a)

引き取り修理サービス

電話や Lenovo による修理用部品送付（以下「CRU」とします）によっても

製品の不具合が解決しない場合は、
Lenovo は当該製品を Lenovo 指定のサービス・センター（以下
「SC」
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とします）で修理または交換します。当日 16：00 までに Lenovo による障害箇所の特定ができた場
合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。この場合、お客様ご自身で製品を取
り外して Lenovo が提供する出荷箱に梱包していただき、宅配業者がこれを集荷して SC に配送しま
す。送料は認定プロバイダーが負担します。修理または交換した製品のお客様への返送についても同
様です。なお、引き取り修理サービスは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむを
えない事情により到着日時が遅れる場合があります。 予めご了承ください。
b)

オンサイト修理サービス

電話やＣＲＵによっても製品の不具合が解決しない場合は、以下の受付実

施条件に従い、Lenovo は当該製品をお客様の所在地で修理または交換します。当日 16：00（一部地
域を除く、当日オンサイトの場合は毎日 14:00 まで）までに Lenovo による障害箇所の特定ができた
場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。この場合、お客様は、製品の分解
と組み立てに適した作業場所を Lenovo に提供します。修理内容によってはＳＣで行う必要があり、
この場合、お客様は認定プロバイダーの送料負担にて、製品をＳＣに送付し、修理または交換した製
品をお客様に返送します。オンサイトエンジニアのお客様訪問予定時間については、オンサイト担当
部署よりお客様に電話連絡をおこないます。その際にお客様とオンサイト担当部署の間で訪問予定時
間が決定されるものとします。なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、
および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご
了承ください。オンサイトエンジニアが保守パーツ交換を行ってもなお製品の不具合が改善しなかっ
た場合、再度ご訪問の上、製品の修理行う場合がございます。

翌営業日オンサイト修理
＜サービス受付時間＞ 年中無休

24 時間

＜サービス実施時間＞ 月曜日～金曜日（但し、Lenovo の非営業日を除く）9：00～17：00

当日オンサイト修理
＜サービス受付時間＞ 年中無休

24 時間

＜サービス実施時間＞ （12 時間×6 日修理サービス）月曜日～土曜日 8：00～20：00
（24 時間×7 日修理サービス）年中無休

24 時間

本サービス対象地域
離島、山間部その他一部地域を除く日本国内

第4条

ハードディスク返却不要サービス

本サービスは、Lenovo 保証規定に従って交換される製品の、不具合あるハードディスクドライブおよび新
たに製品に取り付ける交換用ハードディスクドライブに適用され、各ハードディスクドライブのお客様保
有を可能とするものです。お客様には保持する各ハードディスクドライブのシリアル番号を Lenovo に提
示して頂くことがございます。本サービスは、一部製品およびお客様が購入していない製品に対しては適
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用されません。また、お客様が保持する各ハードディスクドライブ内の全データの保護および適切なハー
ドディスクドライブの処分はお客様の費用と責任となります。
なお、お客様は、貸与品・賃貸品として Lenovo が提供するハードディスクドライブを保持することはで
きず、
当該貸与期間または賃貸期間終了により Lenovo にかかるハードディスクドライブを返還する前に、
お客様の費用と責任にてすべての秘密情報を消去するものとします。

第5条
a)

テクニカルサポートプラス

本サービスでは、Lenovo 保証規定に基づくサービスに加え、フリーダイヤル電話を通じてエンジニ
アが以下のサポートサービスをお客様に提供します。お客様がエンジニアに連絡するときは、エンジ
ニアの指示に従って問題を判別するための手順を実行していただきます。エンジニアは電話で問題の
診断と解決を試み、場合によってはお客様にソフトウェア・アップデートのダウンロードとインスト
ールを指示します。

b)

本サービスは、電話、電子メールなどによるリモート対応にて提供され、オンサイト対応は行いませ
ん。また、お客様の製品を Lenovo がお預かりすることもありません。

c)

本サービス提供時間帯は、下記の通りとします。
月曜日～日曜日

d)

（但し、Lenovo の非営業日を除く）

9:00-18:00

Lenovo は以下の各号に定める技術支援および技術情報の提供を行います。
①

製品の機能設定に関する技術情報の提供
i.

Lenovo の工場出荷時初期導入されている Lenovo 製ソフトウェアの導入・設定・更
新・再導入の技術支援

ii.

工場出荷時初期導入されている他社製ソフトウェアの導入・設定の技術支援

iii.

工場出荷時 CD/DVD メディア等が同梱されているソフトウェアの導入・設定の術支援
但し、試供品およびカスタマイズされたイメージについては本サービスの対象となり
ません。
Lenovo のウェブサイトに掲載している技術情報に関する技術支援

iv.
②

③

④

製品機能の使用法に関する技術支援
i.

ThinkVantage テクノロジーの使用法に関する技術支援

ii.

Rescue&Recovery の使用法に関する技術支援

iii.

指紋認証の使用法・動作・設定に関する技術支援

iv.

工場出荷時状態へリカバリーする際の技術支援
BIOS/Driver に関する技術支援

i.

BIOS/Driver の導入・設定に関する技術情報の提供

ii.

BIOS/Driver の FAQ 情報の提供

iii.

BIOS/Driver のウェブサイト情報の提供

プリインストール OS に関連する技術情報の提供
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i.

稼動確認 OS として製品情報に明記されているプリインストール OS の入換に関する
技術支援

⑤

⑥

⑦

ii.

プリインストール OS の設定変更に関する技術支援

iii.

(プリインストール OS 関連の FAQ、ウェブサイト情報、既知情報の提供

障害・故障等トラブル発生時の技術支援の提供
i.

他社製ソフトウェア関連の Lenovo 既知情報の提供

ii.

ネットワーク関連障害の Lenovo 既知情報の提供

iii.

トラブル回避のための設定・変更などの技術情報の提供

障害診断・障害解析の技術支援
i.

障害切り分けに必要な技術情報の提供

ii.

障害診断の技術支援・技術情報の提供

Lenovo が検証・解析の必要があると判断した製品のトラブル検証・解析
i.

複数の製品で発生している同一障害の検証

ii.

Memory Dump の一次解析

iii.

プリインストールされているソフトウェアやアプリケーション関連の製品トラブル
の解析

⑧
e)

Lenovo が受付した修理対応分の修理内容の報告書作成

本サービスには、以下に該当する製品等は含まれません。
①

Lenovo 純正モニター製品単体を対象として本サービスが購入されている場合の、当該モニ
ター製品に対するサービス

②

ThinkServer、IdeaPad、IdeaPad Tablet、IdeaCentre、LenovoG シリーズ製品

③

試供品および工場出荷時初期導入や同梱されている・いないに関わらず、お客様専用カス
タマイズイメージに対する技術支援

第6条
a)

年間保守サービスパック

本契約第 1 条 c)項の規定にかかわらず、本サービス（以下本条において「年間サービス」とします）
の提供開始日は、①Lenovo 保証規定に記載される製品の保証期間満了日の翌日、または ②Lenovo
Services（本条においてアクシデント・ダメージ・プロテクション・サービスおよび海外引き取り修
理サービスを含みます）もしくは日本アイ・ビー・エム株式会社が提供する他社製品保守サービス（以
下「MVMS」とします）の有効期間満了日の翌日、のうちいずれか遅い期日となります。当該保証期
間満了後または MVMS の有効期間後に年間サービスが購入される場合でも同様となりますが、この
場合、年間サービスの実質提供期間は 1 年より短くなりますのでご注意ください。なお、年間サービ
ス提供を受けるためには、パッケージ同梱の登録票に必要事項を記入のうえ、Lenovo に送付する必
要があります。Lenovo はかかる登録票をもって年間サービス登録を完了します。

b)

前項に定める年間サービスの提供開始日と、製品に含まれるパーソナルコンピューター、ワークステ
ーションのシステム装置またはモニターにつき Lenovo が定める保守活動終了(End of Service)日との

L505-0101-01 – Warranty Services Agreement (24Sep2013)

Page 5 of 8

間に 1 年以上の期間がない場合、年間サービスを購入できませんのでご注意ください。同様に製品の
保証期間満了日または Lenovo Services もしくは MVMS の有効期間満了日（いずれか遅い期日）か
ら 1 年以上を経過している場合も、年間サービスを購入できませんのでご注意ください。
c)

対象となる製品につき既に Lenovo Services または MVMS が購入されており、かつその有効期間中
である場合は、これと同一の年間サービスのみ購入することが可能となります。従って、購入済みの
Lenovo Services または MVMS と異なる種類の年間サービスの購入はできませんのでご注意くださ
い。但し、製品の保証期間満了後、または Lenovo Services もしくは MVMS が購入されているもの
の有効期間満了後である場合は、購入済みの Lenovo Services または MVMS と異なる種類の本サー
ビスを購入することが可能となります。

第7条

サービスの適用対象外

製品またはお客様の行為が以下の各号に定める事項に該当する場合は、本サービスの適用対象外とします。
① お客様の故意または重大な過失に起因する故障、損壊
② 本体、消耗品類の自然消耗、磨耗、劣化、変色、変質、虫食い等による故障、損壊（表示装
置の輝度の自然劣化および焼き付きを含む）
③ 盗難、紛失、火災による焼失
④ 地震、噴火、津波、高潮等の災害に起因する故障、損壊、および公害、煙害、異常電圧、電
気的事故等に起因する故障、損壊
⑤ 製品に接続している Lenovo 指定以外の機器及び消耗品類に起因する故障、損壊
⑥ 起動パスワード設定上のミス（パスワード忘れ等）による動作上の不具合
⑦ 記憶装置（ディスケット、ハードディスク等）に記憶された内容およびデータ、ソフトウェ
アへの対応
⑧ アクセサリー類（バッテリー、ケーブル、コネクタ、電池、外付けオプション）、他社製オ
プション類への対応（但し、第２条に定める「内蔵バッテリー交換サービス」の対象となる
バッテリーについてはこの限りではありません）
⑨ お取り扱い上の不注意、誤用、改造、付加、データ処理目的以外の使用に起因する故障、損
壊
⑩ Lenovo 所定外の設備環境または稼動環境における使用に起因する故障、損壊
⑪ ＳＣもしくは認定プロバイダー以外により提供された修理サービスまたは変更に起因する
故障、損壊
⑫ マシンタイプ（あるいはシリアル番号）もしくはパーツ番号またはそれらの記載されたラベ
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ルが変更または取り外された製品への対応

第8条
a)

⑬

コンピューター・ウィルスに起因する故障、損壊

⑭

日本国外に設置されている製品への対応

責任の制限

法令に別段の定めのある場合を除き、お客様が Lenovo に損害賠償その他救済を求める全ての場合に
おいて、Lenovo、Lenovo の関連会社、サプライヤー、請負業者、リセラー、または認定プロバイダ
ーは、予見の有無を問わず、契約、保証、過失、厳格責任、その他の責任理論に基づいているかどう
かに関係なく、お客様に対し以下の各号に基づく一切の責任を負わないものとします。
1.

第三者からの損害賠償請求

2.

データの喪失、損傷、または開示

3.

利益、事業収入、営業権等の喪失、または期待される節約を含むがこれらに限定されない特別な、
偶発的、懲罰的、間接的、または結果的損害

また、いかなる場合においても、Lenovo、Lenovoの関連会社、サプライヤー、請負業者、リセラー、
または認定プロバイダーがお客様に負う総責任額は、お客様に実際に発生した直接的かつ通常の損害
に対する、損害発生の直接原因となった製品の購入代金を超えないものとします。なお、本契約にお
いて「関連会社」とは、Lenovoを支配する、または支配される、もしくは共通の支配下にある事業体
を意味します。なお、上記の制限は、法律上Lenovoが責任を負う対人賠償 (死亡を含む) と物的財産
または有形動産の損害賠償には適用されません。
b)

Lenovo は、本サービス提供により製品の稼働が中断されないこと、製品不具合が修正されることを
保証するものではありません。

第9条
a)

総則

Lenovoとお客様との間で交換される情報は、お客様が電話や電子的手段を通じて開示する情報も含めて、機密情
報または専有情報とはみなされません。LenovoおよびLenovoの関連会社は、お客様の取引を処理および履行す
るために、氏名、電話番号、住所、メールアドレスを含む、お客様の取引に関する情報および契約情報を処理、保
存、および使用することができます。また、製品のリコール、安全上の問題、またはサービスの実施について通知
するために、 Lenovoまたは Lenovo関連会社がお客様に連絡する場合があります。適用法令の範囲において、

Lenovoは、Lenovo製品または本サービスに関するお客様の満足度調査のため、または、他の製品やサービスの
情報をお客様に提供するために、かかる情報を使用することができます。お客様は、Lenovoから配信されるこれ
らの通信の受信を随時拒否できます。前出の目的を果たすうえで、LenovoおよびLenovoの関連会社は、該当す
る事業を行っている国にお客様の情報を移転すること、Lenovoの業務委託先の事業体にお客様の情報を提供する
こと、また、法律上要求された場合にお客様の情報を開示することができます。但し、LenovoおよびLenovoの
関連会社は、お客様が提供した個人情報をお客様の同意なく、第三者独自のダイレクト・マーケティングのために
第三者に販売もしくは譲渡いたしません。
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b)

本契約のいずれかの規定が履行不可能または無効とみなされる場合でもそれ以外の条項は引き続き有効とします。

c)

本契約に定める場合を除き、Lenovoはお客様に他のライセンスや権利 (特許に基づくライセンスや権利を含む)
について、当社とお客様が相手方に付与することはありません。Lenovoとお客様は、各自の商標や商品名、その
他の記号を、相手方が書面による事前の許可なく販促や出版に使用する権利を付与しません。

d)

製品に何らかの障害が発生している場合、または既に修理依頼もしくは修理の提供を受けている場合、本サービス
のお申込はできないものとします。これに反してお申込完了している場合、当該お申込は無効とします。なお、本
サービスお申込前の製品修理に対する本サービスの遡及適用はできません。

e)

Lenovoおよびお客様は、適用法令に特に定められていない限り、原因となる行為の発生後2年を過ぎてから、本契
約または本サービスに起因若しくは関係する訴訟を提起しないものとします。

f)

Lenovoおよびお客様は、電子的手段により相手方と通信することができ、かかる通信は、適用法で認められる範
囲で書面と見なされます。電子文書に含まれる ID コードは、送信者の識別情報と文書の真証性を十分に検証でき
るものでなくてはなりません。

g)

Lenovoおよびお客様は、本契約に適用される各種法令を遵守するものとします。

h)

Lenovoおよびお客様は、本契約をその一部か全部かにかかわらず、相手方の書面による事前の同意なく譲渡する、
または譲渡しようとすることはできません。但し、かかる同意は不合理に留保されないものとします。Lenovoま
たはお客様のいずれかが合併・買収によって関連会社や後継組織に本契約を譲渡する場合、相手方の同意は必要あ
りません。Lenovo は、本契約に基づき支払いを受ける権利を、お客様の同意なく譲渡することができます。

i)

本契約の終了後もその性質上存続する義務および権利は、かかる義務の履行または権利の行使が完了する日まで有
効に存続し、Lenovoまたはお客様それぞれの後継者や譲受人にも適用されます。

j)

Lenovoとお客様は、本契約に基づくかまたは関連する各々の権利、責務、および義務を決定、解釈、および施行
するにあたり、日本法を適用することに同意します。Lenovoとお客様は本契約において、本契約に起因または関
連するあらゆる訴訟において陪審審理を受ける権利を放棄します。国際物品売買契約に関する国連条約は適用され
ないものとします。

k)

本契約の内容は予告なく変更になる場合があります。
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