
オンサイトサービス

リペアサービス

代替機貸し出しサービス

故障時、代替機をお届けします。

お客さまのところへ伺い対応します。

メーカー保証に則した修理を行います。

s o n y. j p / p c s /

ユーザー登録により「サポートプログラム」がスタートします

ご登録のお客さまにベストなサポートを約束します

ユーザー登録＊するだけで付いてくる大きな安心。

HDビデオ会議システムの「サポートプログラム」

3つの登録方法から選べます

弊社担当が
確認・受付

登録完了！

登録後に証書と
受付カードを送付します

「サポートプログラム」
証書

「サポート
プログラム」
受付カード

sony.jp/pcs/

03-5461-9758

トップページの「サポートプログラム」バナーをクリック！

登録用紙は製品に同梱しています。

Webから

FAXで

販売店へ

テレホンサポート

専門スタッフがご相談に応じます。
また、お困りの内容に合わせて適切
なサポートメニューを選択します。

こんな時は気軽に
ご相談ください

製品に同梱の登録用紙に記入後、
ご購入の販売店へお渡しください。

■使い方がわからない
■会議がつながらない
■故障かな？
■何を修理に出せば
　いいのかわからない

手続きカンタン！登録完了後すぐに、
充実の「サポートプログラム」を提供します
＊製品ご購入後、1カ月以内のユーザー登録をお願いしております
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記入内容はコレだけ！

■会社名
■部署名
■ご担当者名
■住所・連絡先
■シリアル番号
■販売店名
■機器型番
■機器購入日



障害対応実施

弊社コールセンター

電話による
対応

障害対応指示

お問い合わせ問題解決

弊社各拠点

専門の技術スタッフが
スピーディーに対応

メーカー保証で規定されている
機器修理を実施

お申し込み時の設定値を登録して送付。
故障機は修理後に返送

機器設置場所に伺い、
現場で対応

障害発生時には、ビデオ会議に詳
しい専門スタッフが対応しますの
で安心です。迅速な復旧を第一に全
国の拠点と連携して問題解決にあ
たります。必要に応じて②～④の
追加対応を実施します。

メーカー保証内容に則した機器修理および動
作確認を行います。修理に伴う交換部品代、
交換技術料はすべて含まれます。

あらかじめお客さまの機器の設定に合わせた代替機を
お送りしますので、修理期間中も通常通りビデオ会議
システムをご利用いただけます。
※代替機は本体のみです。お客さまの故障機送付先につい
ては、コールセンターよりご案内します

テレホンサポートによる故障個所の
確認後、必要と判断した場合にお客
さまの機器設置場所に伺います。現
場で状況を調査・確認し、修理や代替
機入れ替えを行い、迅速な問題解決
に向けて対応します。

障害復旧に向けて、4つのサポートメニューで迅速に対応。
快適でスムーズなビデオ会議をサポートします

翌営業日に
素早く対応！

（遠隔地、離島を除く）
※16:00以降の障害受付は
翌々営業日対応となる
場合もあります

規定なし
（弊社翌営業日以降

となります）

対応速度

あり
（弊社が必要と
判断した場合）

別途出張費用が
発生

現場対応

設定内容から
適切な

措置を提案

お客さまが
取扱説明書を
参照

技術相談

原因や
故障個所を
特定

お客さまが
故障機器を特定

システム障害対応

使い方や
機能について

説明

お客さまが
取扱説明書を
参照

操作方法の問い合わせ

代替機を
提供

貸し出しサービス
非対応

代替機の貸し出し

お客さま

テレホンサポート

代替機貸し出し
サービス

リペアサービス

オンサイト
サービス

リペアサービス

弊社営業日
9:30～ 18:00

受付/対応時間

代替機貸し出しサービス

オンサイトサービス

ご契約に含む
メーカー保証
および

修理規定に準ずる

ハードウェア修理費用
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ユーザー登録あり

ユーザー登録なし

※「サポートプログラム」は2年目以降は有料となります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

  ※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口 
フリーダイヤル        0120-788-333
   ●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
   ●FAX  0120-884-707
   ●受付時間  9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

URL  http://www.sonybsc.com

SM/CXMP-2  Printed in Japan.   （84950306）

●SONYはソニー株式会社の商標です　●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商
標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません記載内容についてのご注意
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