スマホ・タブレット
210 の出張トラブル解決
24h
対応

月額

円/台

故障修理

利用設定

紛失管理

月額たったの 210 円で！？
お客様のスマホを完全サポートします！
1 遠隔サポート

トラブルを電話や遠隔操作ツールを使用し
て解決を実施します。トラブルの約２0%
は電話等で解決しております。

2 紛失サポート

紛失した端末の位置情報の確認、画面ロッ
ク、データ消去等の紛失時の緊急対応をサ
ポートいたします。

3 出張サポート

ご連絡をいただいてから、すぐに修理やト
ラブル解決にかけつけます。端末データが
消えないため手間や時間がかかりません。
※修理に関わる作業料や出張料金などは別になります

スマホ全機種対応

弊社の修理は端末のデータが消えません。な
ので・・・修理によるデータ移動や初期設定
等の手間がかかりません。
※メーカ修理の場合は、すべてのデータが消
えてしまいます。

費用

スマホの修理費用がメーカーの約半額で実施
可能になります。
例：iPhone4S の画面修理の場合、メーカー
17,800 円が・・・弊社では 8,800 円で
修理可能です。

作業メニュー

タブレット全機種対応
●
●
●
●
●
●
●
●

削減

最短 15 分で修理作業が可能です。ショップ
やメーカーのように受付の待ち時間もないの
で、貴重なお時間を無駄にしません。出張訪
問作業とお持込み作業のどちらでもご選択い
ただけます。

手間

3 つのコスト削減

削減

時間

削減

スマホステーションがご提供する

破損、故障などの修理･修復
スマホ･タブレットの利用設定
セキュリティ関連の設定
データの復旧･消去
インターネット関連設定
社内ネットワークの設定
周辺機器の設置･設定
その他、IT機器関連作業
その他、パソコン･サーバの
設定もご相談ください！！

トラブル解決の流れ
コールセンターヘご連絡
電話（online）による一次対応
未解決の時は出張および持込･郵送の案内
解決策の提案とお見積り
修理･設定などの作業を実施
実施した作業内容の検収

● 出張料金：5250 円（10時〜20時）

● 出張対応エリア：東京23 区

※出張には出張診断作業料（2100 円）が発生します。診断作業だけで解決する場合がございます。

千代田区･中央区･港区･新宿区･文京区･台東区･墨田区･江東区･品川区･
目黒区･大田区･世田谷区･渋谷区･中野区･杉並区･豊島区･北区･荒川区･
板橋区･練馬区･足立区･葛飾区･江戸川区（エリア外もご相談ください）
※その他、持込み、郵送での修理･設定などの対応しております。

＜ 時間外出張追加料金 ＞
20 時〜 22 時＝ 5250 円
22 時〜 24 時＝12600 円
24 時〜 08 時＝15750 円
08 時〜 10 時＝ 5250 円

出張作業に
必要な料金
スマホステーション

出張料金

診断料金

作業内容のご案内

5250 円

2100 円

問題と解決策をお見積りします

（店舗持込時は無料）

法人サポートサービス

03-6904-9600

（通常 4200 円の半額）

（診断作業のみで解決する場合は無料になります）

スマホステーション株式会社

東京都武蔵野市吉祥寺本町１−８−１６コピス吉祥寺 B1F
URL:http://sma-sta.jp/
mail: sales@sma-sta.com

法人サポートサービス申込書
当方、スマホステーション法人サポート規約に同意の上、申し込みします。
法人 新設 専用
お申し込み日

登録番号（弊社記入）
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スマホステーション法人サポート規約
スマホステーション株式会社（以下、「当社」といいます。）は、本規約（以下、「本規約」といいます。）に定めるサービス（以下
、「本サービス」といいます。）を、本規約に同意し申込みされた申込者（以下、「お客様」といいます。）に提供いたします。お
客様は、本規約に従って、本サービスを利用するものといたします。
第１条（目的及び定義）
１、お客様は、本規約に定める諸条件をもって本サービスを当社に委託し、当社はこれを受託します。
２、本規約は、当社がお客様に対し、本規約に記載する諸条件をもって提供する本サービスに関する事項を定めます。本サ
ービスとは、当社がお客様に対し提供する、スマートフォン及びタブレット、パソコンなどのIT機器及びIT機器に関連する機器
（以下、「IT機器」といいます。）のサポートサービスをいいます。
第２条（本サービス内容）
１、本サービスの内容は、以下の項目になります。
（１）当社は、サポートにお申込みいただいたIT機器に関する問合せに対応します。
（２）当社は、お客様のIT機器のトラブルをオンラインにて作業対応を実施します。
（３）当社は、IT機器に関する修理・設定・ラーニング・その他、トラブル対策など出張にて対応いたします（以下、「出張サー
ビス」といいます。）。
２、前項にかかわらず、お客様より依頼があり当社がこれを受諾したとき（以下、「追加サービス」といいます。）は、当社は、別
途料金にて追加サービスを行うものとします（以下、本サービスと追加サービスを併せて、「本サービス等」といいます。）。
３、本サービス等は、申込書を記入したお客様及びお申込みをいただいたIT機器を対象としており、お客様は本サービス等
を受ける権利を第三者に譲渡しないものとします。譲渡が発覚した場合は、本サービス等を受ける権利を喪失いたします。
喪失にあたって、当社はお客様に対し返金等の対応はいたしません。
４、違法ソフト及び正規品でないソフト、アプリケーション等をご使用の製品に関して、本サービス等の対象外とさせていただ
きます。
第３条（本サービス等時間帯及び受付方法）
本サービスにかかる下記の項目は、別途ご案内資料にてご案内致します
問合せ先、受付時間帯、持込み先、郵送先、出張エリア、その他本サービス等に付随する事項（問い合わせ事項などを含
みますが、これに限りません）。
第４条（本サービス等の実施方法）
１、当社は、お客様からの本サービス実施依頼により本サービスを実施し、その実施結果についてすみやかに報告します。
２、オンラインサービスにて、ソフト等を使用する場合は、別途、ご案内いたします。使用するソフト等によっては、別途、費用を
ご負担いただくことがあります。
３、お客様は、出張サービスを利用するにあたり、当社に対し、必要な場所及び備品を提供するとともに、消耗品及び電話、
通信回線等の使用料はお客様の負担とします。
４、追加サービスについては、別途協議の上、取決めいたします。
第５条（本サービス料金及び支払方法）
1、毎月の本サービス料金は、月額のご精算となります。お客様は当社に対し、本サービス料金を前月末日（末日に金融機
関がお休みの場合は、繰り上げでお支払いいただきます）までに、当社が指定した方法にて、現金にてお支払いいただきま
す（お支払いに関する手数料はお客様のご負担になります）。また、追加サービスの精算に関しては別途取決めします。
２、本サービスの料金は、別途書面にてご案内いたします。
３、出張サービスにおいて、当社が本サービス等をご提供するにあたって必要と判断した作業料金（以下、「出張作業料金」
といいます。）は、お客様からのご依頼時もしくは訪問診断時にご案内します。
４、出張サービスに関し、出張作業料金及び出張に伴う旅費交通費については、別途費用をご請求します。
５、本サービスは、本サービス料金のお支払い完了後に開始となります。
６、お客様が、本サービス料金のお支払いを遅延した場合は、当社は本サービスの提供を停止いたします。また、お客様は
当社に対し、延滞初日に遡り、本サービス料金に対して延滞金（年率6パーセントに遅延日数分を乗じた額）を加算してお
支払いいただきます。
７、本サービスのお申込み台数が少なく、お支払金額が少額になる場合、本サービス料金の年一括のお支払いをお願いす
ることがございます。

第６条（秘密保持）
１、お客様及び当社は、本サービス及び本規約に関連して知り得た業務上及び技術上の情報（当社の本サービス実施に
関するノウハウ等を含みますが、これに限りません）を、相手方の書面による承諾なしに第三者に開示・漏洩してはならない
ものとします。但し、既に公知の情報等についてはこの限りではありません。
２、第１項にかかわらず、当社が本サービスを実施するにあたり、必要と認めた第三者機関に対する開示及び法律遵守のた
め必要な開示を除くものとします。
第７条（解約）
お客様が本サービスを解約されたい場合は、終了日の一か月前までに、当社に書面にて本サービスの解約を通知し、当社
の承認を得ることによって、解約することができるものとします。ただし、当社はお客様に対し、中途解約等に関しての返金は
一切いたしません。
第８条（本規約の変更）
当社が必要と認めたときは、本規約の内容を変更できるものとします。変更の場合、お客様に対して、変更内容の当社
WebサイトもしくはEメールを通じて告知を行うものとします。本規約の変更は、変更後のお客様のご利用をもって、変更内容
を承認したものとみなします。
第９条（保証及び免責）
１．本サービスに関する作業内容について、当社の過失に基づき不備や不具合があり、お客様から当社に対し、５営業日以内
に通知があった場合は、再作業をいたします。当該期間内にご連絡がないときは、当該本サービスを完了したものとします。
なお、お客様に納品した部品や部材の保証に関しては、当該製造メーカーの保証期間を充当します。
２、前項の規定は、本規約に基づく本サービス実施に関する当社の責任の全てを規定したものであり、第三者製品に起因
する障害の対応を実施すること、あるいはお客様のデータや動作環境を復旧させることまでも保証するものではないものと
します。
３、お客様が作成したデータや動作環境は、お客様が責任をもって管理するものとし、いかなる場合も、当社は何ら責任を負
わないものとします。
４、当社が本サービスに基づき実施した作業内容によって、メーカーや他社の保証対象外になることがございます。
５、お客様の使用環境や破損状況によって、本サービスで解決できないと判断する場合がございます。解決できない場合の
本サービス料金ならびに出張、診断などの別途作業料の返金は対応いたしません。
第１０条（届出事項の変更）
お客様は、申込書の内容に変更が生じたときは、遅滞なく当社に書面にてお申し出ください。申し出のない場合は、本サー
ビスの実施ができない場合があります。
第１１条（解除）
１、お客様又は当社は、相手方に次の各号にあげる事由の一つが生じたとき、何ら催告なく直ちに本規約を解除することが
できます。
（１）お客様又は当社が金融機関から取引停止処分を受けたとき
（２）お客様又は当社が第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け契約の履行が困難と認められるとき
（３）お客様又は当社について破産、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立てを受けたとき
（４）お客様又は当社について公租公課の滞納処分を受けたとき
２、お客様又は当社は、相手方が本規約に定める約定に違反し、相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず違反状
態が是正されないときは、相当期間の経過をもって、本規約を解除することができます。
第１２条（損害賠償）
当社が本サービスに関し実施した作業等に過失があり、お客様に損害が発生した場合は、本サービス月額料金額もしくは
当社が請負った作業料を上限として賠償します。ただし、本サービス実施によって、消失した情報等の賠償はいたしません。
第１３条（協議及び合意管轄裁判所）
１、本規約に定めない事項又は本規約に関して疑義が生じたときは、お客様と当社は信義誠実の原則に従い協議し、円満
に解決するものとします。
２、本規約は日本国の法律に準拠します。また、本規約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専
属合意管轄裁判所とします。
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