
フルメンテナンス契約 ( 出張付）メンテナンス契約（センドバック）

障害機を弊社へ送付頂き、預かり修理にて対応。修理完了後に返送する形式です。
付帯の「点検清掃・オーバーホール」は、機器の安定稼働に役立ちます。
追加サービスにて訪問対応のスポット利用も可能です。

機器に障害が発生した場合、状況やご要望により、訪問またはセンドバック式で
機器の復旧修理を致します。
付帯の「点検清掃・オーバーホール」は、機器の安定稼働に役立ちます。

修理を必要とする機器トラブルが発生した際は、代替機を先送り致します。

修理期間中に代替機をご使用いただくことで、ダウンタイムによる業務停滞を

最小限に抑えられるメリットがあります。

代替機付サービスとは

定期保守サービス・スポットサービスのご案内

・保守オプション

万が一の時に安心。きれいなカード印刷と安定稼動には、定期保守サービスをお勧め致します。

購入時加入

 

■修理は日本国内が対象です。センドバック対応に伴う送料は、発送元払いの相互負担形式と

　なります。上記 B は、出張料金を含む契約となります。

■上記 A・B の定期保守契約の基本料金には、修理調整時に発生する修理基本料・修理技術料

　及び、正常に動作する為の交換部品代、定期点検代は、契約料金に含まれております。

　＊下記の定期交換部品、消耗部品、消耗品、付属部品、オプション部品を除く

   　・定期交換部品（プリントヘッド・フィルター・クリーニングローラー等）

   　・消耗部品（ゴムローラー・ヒートローラー等） 

   　・消耗品（インクリボン・保護フィルム・カード・メンテナンス用品等） 

   　・付属品（リボン＆カードカセット・スタッカー・電源＆接続ケーブル等） 

   　・ソフトウエア他（カード発行ソフト CD・インストールデータ・発行関連データ等） 

■全ての表記価格には消費税は含まれておりません。

　機種及びオプション種類により、サービス料金や条件が異なります。

Ａ Ｂ

Ｃ

＊本案内の内容及び価格は予告なく変更することがあります。

●お求めは信用ある当店で

★修理基本料込

★修理技術料込

★修理部品代込

★点検清掃費込

★代替機代込

出張式メンテナンス

センドバック
対応も可能

メンテナンスの必要な時だけご利用頂ける修理サービスです。
部品供給が可能な場合は、保守契約の満了後の機体の修理も承ります。

スポットメンテナンス

■本紙のサービスの詳細につきましては、別紙「製品保証と定期保守サービスのご案内」

　をご覧ください。

2020 年 1 月

障害機

代替機
Card Printer
Maintenance
Service

センドバック式メンテナンス

障害機

代替機

代替機サービス付帯

設置サービス付帯

現地にて修理対応

代替機サービス付帯

購入時加入

NISCA

I D P

ANA-U

T I T

Canon

対象ブランド 機  種

PR-C101 / PR-C151 / PR-C201

SMART-31Series / SMART-51 Series / SMART-70 Series

EasyPrinterS3 Series

PR-L201D / NL200 / N20

IX-R7000 / CX-G6400 / CX-G2400　＊1

・追加サービス

定期保守サービスのオプション契約でご加入いただけます。

定期保守の追加サービスで、特別価格でご利用いただけます。

スポット出張対応 / スポット点検清掃サービス

定期点検清掃サービス（ 年 4 回まで回数を追加可能）

廃棄処理（インクリボン・再転写フィルム・カード・発行機器など）

機器梱包 BOX レンタル

ソフトウエア（各種アプリケーションの発行設定・データ移行・アップデート・操作教育など）

契約不要

修理基本料　￥35,000/￥48,000

修理技術料　都度見積 ￥5,000 ～

修理部品代　都度見積

出張対応　￥12,000 ～

代替機　　￥10,000 ～￥20,000

組込機器　￥6,000 ～　　
Card Printer
Maintenance
Service

＊1 は下記のサービスより選択いただけます。

　・キヤノンサービスパック（CSP）3 年パック /4 年パック /5 年パック

　・キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG)

＊機種によりサービスは異なります。現地にての修理は非対応となります。

■[CSP][CCG] の詳細につきましては、キヤノンカードプリンタカタログの [CSP][CCG]

　ご覧ください。

契 約 料 金

初年度より ￥0 ～

更新時払い ￥70,000 ～

一括前払い ￥252,000 ～

1 年間

2 ～ 5 年

1 ～ 5 年

1 年間

5 年間

1  年  目
年間契約
自動更新

5 年契約

フルメンテナンス契約（出張付） 開始日～

更新時払い ￥70,000 ～1 ～ 5 年 付 帯

付 帯

付 帯

定期点検・出張

★修理基本料込

★修理技術料込

★修理部品代込

★点検清掃費込

★代替機代込

★出張対応込

＊障害機の発送には、代替機の梱包箱（通い箱）をご利用いただけます。
＊定期点検の預かり作業期間中（2 ～ 3 日間）のご利用はできません。

「製品の無償保証」の対象期間は、お買い上げ日から 1 年もしくは、印刷枚数 1 万枚までの

何れか早い日となります。

製品の無償保証・初年度1年間の無償保守・有償保守につきまして

組 込 機 器 エンコーダ（磁気・IC）/ リーダー（磁気・バーコード）/ 防塵ユニット など

接 続 機 器
ラミネータ / ヒートローラーユニット / リライトプリンタ / レーザープリンタ

供給ホッパー / 排出ホッパー / 反転フリッパーなど

プリントヘッド / ヒートローラーなど定期交換部品

契 約 料 金

初年度より ￥0 ～

更新時払い ￥40,000 ～

一括前払い ￥144,000 ～

1 年間

2 ～ 5 年

1 ～ 5 年

1 年間

5 年間

1  年  目
年間契約
自動更新

5 年契約

メンテナンス契約（センドバック） 開始日～

更新時払い ￥40,000 ～1 ～ 5 年 付 帯

付 帯

付 帯

定 期 点 検

NISCA

I D P

ANA-U

T I T

Canon

対象ブランド 機  種

PR-C101 / PR-C151 / PR-C201

SMART-31Series / SMART-51 Series / SMART-70 Series

EasyPrinterS3 Series

PR-L201D / NL200 / N20

IX-R7000 / CX-G6400 / CX-G2400　＊2

・保守対象機種

「有償保守」は、保守サービスの提供元である専門業者にて実施します。修理や代替機発送、

技術者の派遣、定期点検などの保守修理サービスを一貫して行いますので、より迅速な対応

が可能です。

「初年度 1 年間の無償保守」は、製品保証に付帯する修理及び代替機サービスで、販売代理店

から製造元への取次サービスとなります。修理や代替機発送は、製造元で実施します。

＊詳細は、別紙「製品保証と定期保守サービスのご案内」を参照下さい。

＊2 はキヤノンスポットサービスをご利用いただけます。

＊機種によりサービスや価格が異なります。

＊機種によりサービスや価格が異なります。

＊保守満了後の延長保証に対応しています。（＊1 を除く）

＊詳細は、別紙「製品保証と定期保守サービスのご案内」を参照下さい。

各ブランドの多機種に対応しています。



2021.6改

Ⅰ 【製品保証について】 （無償保証：1年間）

期　間： お買い上げ日から１年もしくは、印刷枚数１万枚までの何れか早い日。

対　象： 弊社販売のカードプリンター、ラミネータ、オプションユニット。

内　容： ご購入先へ機体状態、障害内容、エラーコード等をご連絡下さい。対処方法をアドバイスの上、修理検証が必要と判断した場合は、

修理対応させていただきます。

代替機： 代替機をご希望される場合は、製造元の代替機を弊社が取り次いで貸し出しをします。貸出日の確約は、製造元への確認後となります。

代替対象は保守加入製品のみとなります。その他オプション機器や付属品は対象外です。送料は発送元相互負担とさせて頂きます。

Ⅱ 【保守契約について】 （無償保守初年度1年間、有償保守：1～5年間、延長保守6・7年目の各1年間）

期　間： お買い上げ月の翌月1日から5年満了まで、もしくは、印刷枚数１0万画面*までの何れか早い日。*PR-C151は20万画面まで。

5年満了後の機体は、下表の延長保守契約に継続加入できます。契約は1年更新2年までです。また更新の際は機体検査が必要となります。

対　象： 弊社販売のカードプリンター、ラミネータ、オプションユニット。

内　容： ご購入先へ機体状態、障害内容、エラーコード等をご連絡下さい。対処方法をアドバイスの上、修理検証が必要と判断した場合は、

契約内容に基づき、センドバック方式または出張方式にて修理対応させていただきます。

代替機： 代替機をご希望される場合は、即日～3営業日以内での発送で対応いたします。

点　検： ご希望により、年1回の定期点検を無料で受けられます。（要予約）サービスの詳細につきましては、下記をご参照下さい。
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＊1）は単体購入の場合の料金です。基礎契約（本体）のオプション機器に該当する場合は、下表のⅥ保守オプション（￥35,000）が適用されます。 （上表は全て税抜き）

　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

＊1）は単体購入の場合の料金です。基礎契約（本体）のオプション機器に該当する場合は、下表のⅥ保守オプション（￥35,000）が適用されます。 （上表は全て税抜き）

初年度
1年間

更新時払い
2年～5年目

1年間前払い
延長

6年・7年目

一括前払い（5年間）

初年～5年目（5年満了）

割引適用後 単年換算

製品保証と定期保守サービスのご案内

Ａ メンテナンス契約　（ センドバック対応 ）
購入時一括加入/初回更新時加入

年間契約（自動更新）

No ブランド 分　類 機　種

年間契約料金（初年度無償、ご購入より5年満了、代替機付）

／年

ダイレクト方式（両面） PR-C151 ¥55,000 ¥64,000 ¥198,000 ¥39,600 ／年NISCA

ダイレクト方式（片面） PR-C101 ¥45,000 ¥52,000

再転写方式（両面） PR-C201 ¥85,000 ¥98,000

IDP

ダイレクト方式（組式） SMART-70P ¥40,000 ¥46,000 ¥144,000 ¥28,800

¥162,000 ¥32,400

／年

ラミネータ SMART-70L ¥40,000 ¥46,000 ¥144,000 ¥28,800 ／年

¥306,000 ¥61,200 ／年

／年

ダイレクト方式（両面） SMART-51D ¥40,000 ¥46,000 ¥144,000 ¥28,800 ／年

ダイレクト方式（片面） SMART-51S ¥40,000 ¥46,000 ¥144,000 ¥28,800

／年

ダイレクト方式（片面） SMART-31S ¥40,000 ¥46,000 ¥144,000 ¥28,800 ／年

ダイレクト＆ラミネータ SMART-51L ¥50,000 ¥58,000 ¥180,000 ¥36,000

¥144,000 ¥28,800 ／年

ダイレクト方式（両面） SMART-31D ¥40,000 ¥46,000 ¥144,000 ¥28,800

Ｂ フルメンテナンス契約　（ 出張対応 or センドバック対応 ）
購入時一括加入/初回更新時加入

年間契約（自動更新）

※ 無　償
対象：上記Ⅰ
センドバック

※ 一括前払
対象：上記Ⅱ
センドバック
定期点検付

¥39,600 ／年

ラミネータ（PR-C201用） PR-L201D＊1） ¥45,000 ¥52,000 ¥162,000 ¥32,400 ／年TIT

ラミネータ（Stand-alone） NL200 ¥55,000 ¥64,000 ¥198,000

ダイレクト方式（片面） N20 ¥40,000 ¥46,000

No ブランド 分　類 機　種

年間契約料金（初年度無償、ご購入より5年満了、代替機付）

初年度
1年間

更新時払い
2年～5年目

1年間前払い
延長

6年・7年目

一括前払い（5年間）

初年～5年目（5年満了）

／年

ダイレクト方式（両面） PR-C151 ¥85,000 ¥98,000 ¥306,000 ¥61,200 ／年

割引適用後 単年換算

ダイレクト方式（片面） PR-C101 ¥75,000 ¥87,000 ¥270,000 ¥54,000

SMART-70L ¥70,000 ¥81,000 ¥252,000 ¥50,400 ／年

／年

IDP

ダイレクト方式（組式） SMART-70P ¥70,000 ¥81,000 ¥252,000 ¥50,400 ／年

ラミネータ

再転写方式（両面） PR-C201 ¥115,000 ¥133,000 ¥414,000 ¥82,800

NISCA

／年

ダイレクト方式（両面） SMART-51D ¥70,000 ¥81,000 ¥252,000 ¥50,400 ／年

ダイレクト方式（片面） SMART-51S ¥70,000 ¥81,000 ¥252,000 ¥50,400

／年

ダイレクト方式（片面） SMART-31S ¥70,000 ¥81,000 ¥252,000 ¥50,400 ／年

ダイレクト＆ラミネータ SMART-51L ¥80,000 ¥92,000 ¥288,000 ¥57,600

／年

リライトプリンタ SMART-31R ¥70,000 ¥81,000 ¥252,000 ¥50,400 ／年

ダイレクト方式（両面） SMART-31D ¥70,000 ¥81,000 ¥252,000 ¥50,400

¥252,000 ¥50,400 ／年

TIT

ラミネータ（Stand-alone） NL200 ¥85,000 ¥98,000 ¥306,000

ダイレクト方式（片面） N20 ¥70,000 ¥81,000

Canon

再転写方式（両面） IX-R7000 ¥115,000 ¥133,000 ¥414,000 ¥82,800 ／年

¥61,200 ／年Canon 再転写方式（両面） IX-R7000 ¥85,000 ¥98,000 ¥306,000

¥144,000 ¥28,800 ／年

／年

リライトプリンタ SMART-31R ¥40,000 ¥46,000

／年

インクジェット方式（両面） CX-G2400 ¥75,600 ¥240,000 ¥48,000 ／年

※ 無　償
対象：上記Ⅰ
センドバック

※ 一括前払
対象：上記Ⅱ
センドバック
＆出張対応
定期点検付

インクジェット方式（両面） CX-G6400 ¥90,000 ¥288,000 ¥57,600

¥61,200 ／年

ラミネータ（PR-C201用） PR-L201D＊2） ¥75,000 ¥87,000 ¥270,000 ¥54,000 ／年

障害機を弊社へ送付頂き、預かり修理にて対応。修理完了後に返送する形式です。障害未発生の場合でも、年一回の定期点検清掃付で

安定稼働が可能となります。出張対応をご希望の場合は、有償（Ⅵ保守オプション）にてご利用可能です。

機器に障害が発生した場合、状況やご要望により、訪問またはセンドバック式にて機器の復旧修理を行います。障害未発生の場合でも、

年一回の定期点検清掃付（センドバックで、安定稼働が可能となります。（下表は首都圏の料金。圏外（全国対象）は別途に御見積）

★修理基本料込

★修理技術料込

★修理部品代込

★点検清掃代込

★修理基本料込

★修理技術料込

★修理部品代込

★点検清掃代込



Ⅲ 【契約の範囲、規定】

① 保守契約には、修理･調整時に発生する修理基本料･修理技術料及び、正常に動作する為の交換部品代は、契約料金に含まれております。

（Ⅴ保守対象外品を除く） 

② 修理に必要な全ての送料は、各々の発送元が費用負担するセンドバック方式となります。（元払い。着払い不可、国内対象）

代替機不要で、障害機を先送りする場合は、正規の梱包箱に収納して送付下さい。梱包箱がない場合は有償（送料込￥1,500）でお貸し出し致します。

③ Bの保守契約の料金は、出張範囲を首都圏（約50ｋｍ圏内）とした価格となります。首都圏外（全国対象）の場合は、御見積料金にてご契約いただけ

ます。また、下記の追加料金を対応毎に精算いただく形式でもご利用いただけます。（追加料金は契約書に記載させていただきます）

出張式の追加費用の計算の目安

・東京駅から電車で50ｋｍを超過した場合の交通費（全路からＪＲ50ｋｍ往復相当運賃を差引いた額）及び、特急料金・航空運賃は別途かかります。

・出張の１回単位は、移動と作業時間の合計で最大で8時間までとし、超過の場合は出張1回単位分が料金に加算されます。

④ 年一回の定期点検清掃サービスは、保守契約の付加サービスです。代替機付でございませんので、機器をご使用にならない時期にご予約下さい。

作業内容は、コンディションチェック、内部清掃、オーバーホール、各部調整を行います。通常は輸送期間を除く3営業日で作業を完了致します。

作業時に、性能を維持する為に修理が必要と判断された場合は、代替機をご用意致します。（ご連絡の上、調整させていただきます）

⑤ 次のような場合では、有償対応となったり、修理ができないことがございます。予めご了承下さい。

・マニュアル非遵守による故障や改造。他器から受けた障害、災害や落下。不適当な梱包による運送損傷。

・ＰＣをはじめとする周辺機器及びソフトウエア、発行用データの破損、カードや消耗品の破損等。

Ⅳ 【受付時間/出張対応時間】

電話受付 平日　１０：００～１７：００（土日祝祭日、夏季休暇、年末年始、弊社の休日を除く）

出張対応 平日　１０：００～１７：００（土日祝祭日、夏季休暇、年末年始、弊社の休日を除く、時間日程等、相談可能）

Ⅴ 【保守対象外品】（オプション部品・消耗部品・付属部品等・定期交換部品など）

＊上記1）3）はⅥの保守オプションにて保守契約に組み込むことが可能です。

Ⅵ 【保守オプション】

（上表は全て税抜き）

（上表は全て税抜き）

＊ご加入には、保守契約が必要です。また、保守の形式は、基礎契約の形態に準じます。

＊初年度からのご加入が条件です。途中加入や再加入はできません。

＊オプション機器のみの不具合が想定される場合でも、装着機体を預かる場合があります。

＊不具合の起因が対象外品（推奨カード以外のご使用や周辺機器のトラブル等）の場合では、対応できなかったり、別途費用がかかる場合があります。

＊上記追加サービス2）4）のセンドバック送料は、発送元払いの相互負担形式とさせて頂きます。

＊上記追加サービス3）は、インクリボンに残存した情報を、機密文書・情報保護（データ抹消、産業廃棄物処理）に従い処分します。

　使用済リボンを弊社に送付（送料元払）下さい。弊社にて専用BOXに収納し東京都認定の委託業者にて処理します。

　BOX容量はPR-C151用のインクリボンで約64ロール分を収納可能です。1/2BOX（数量32ロール以下）より受付致します。

　産業廃棄物管理票は一括処理の為、個別発行できませんが、ご請求により、弊社の産業廃棄物管理票のコピーもしくは、弊社より報告書を発行します。

＊上記追加サービス4）は、基礎契約に追加して契約することにより基礎付随分と併せて合計4件までご利用可能です。

　代替機付でございませんので、機器をご使用にならない時期にご予約下さい。

＊上記追加サービス5）は、スポット利用の場合の料金です。

2）消耗品 　インクリボン、転写フィルム、ラミネートフィルム、ホログラムフィルム、クリーニングカード、各種メンテナンス用品

3）定期交換部品 　プリントヘッド、フィルター、クリーニングローラー

4）消耗部品 　ゴムローラー、ヒートローラー、カード搬送ガイド

区分 部品・機器・用品

1）オプション部品 　磁気R、磁気R/W、ＩＣ-Ｒ/Ｗ、スキャナー、USBシリアル変換ケーブル、接続ユニット（フリッパー、ホッパー）など

5）付属部品 　ボビン、排出スタッカー、ホッパーカートリッジ、ウエート、リボンカセット、カードカセット、電源及び接続ケーブルなど

6）ソフトウエア他 　カード発行ソフト（ＣＤ、インストールデータ、ＵＳＢキー）、発行関連データなど

オプション機器・定期交換部品

対　象（オプション部品） 型　名 対象機種
年間契約価格

備　考

組込式

2～5年 延長6・7年

磁気エンコードユニット PR5361/CMG-100/他 全機種（NiSCA：PR-C101を除く） ¥12,000 対象外

組込式

バーコードリーダーユニット SH-BR IDP：SMART-70 ¥12,000

非接触 IC-R/W  FeliＣa PR53083FSA/他

全機種 ¥12,000 ¥15,000 組込式非接触 IC-R/W  Mifare PR53083MNA/他

非接触 IC-R/W  I-CODE Tag-it PR53083TWA

対象外

追加接続プリンタ（ﾘﾗｲﾄ・ﾗﾐﾈｰﾀ等） SMART-70 P IDP：SMART-70 ¥30,000 ¥35,000

接触 IC-R/W SP70-CO/SP51-CO/SP31-CO IDP全機種 ¥12,000 対象外

反転フリッパー SMART-70 H IDP：SMART-70 ¥10,000 ¥12,000

追加接続供給ホッパー SMART-70 I IDP：SMART-70 ¥10,000 ¥12,000

排出ホッパー SMART-70 O IDP：SMART-70 ¥11,000 ¥13,000

プリントヘッド
PR5600HED NiSCA：PR-C101 ¥30,000

組込式
PR5700HED NiSCA：PR-C201 ¥35,000

二次転写ユニット（ヒートローラー） 4G5-6228-000
NiSCA：PR-C201

¥30,000 ¥35,000 組込式

連結式

防塵強化ユニット（ﾌﾟﾘﾝﾀ/ﾋｰﾄﾛｰﾗｰ） NM1121/BM1111 ¥4,000 ¥5,000 組込式

ラミネータ PR-L201D ¥35,000 ¥41,000 連結式

ヒートローラーユニット PR-L151
NiSCA：PR-C151

¥30,000 ¥35,000

追加サービス

対象：保守契約加入者 単　位 ご利用料金 備考

1.出張対応メンテナンス（Ａ契約をベースに、スポット利用） 1件（訪問） ¥10,000 都度請求（対応毎）

4.定期点検清掃サービス（A/B契約に追加、年間定期契約） 1～3件（センドバックまたは出張） ￥9,000～￥27,000 年間契約（更新時払い）

5.点検清掃サービス（A/B契約をベースに、スポット利用） 1件（センドバックまたは出張） ¥10,000 都度請求（対応毎）

2.梱包ＢＯＸレンタル 1件（センドバック） ¥1,500 都度請求（対応毎）

3.インクリボン・ホログラムリボン廃棄処理 1/2（BOX） ¥3,000 都度請求（対応毎）

6.ソフトウエア（発行設定・移行・アップデート・操作教育など）1件（センドバックまたは出張） 都度見積 都度請求（対応毎）



Ⅶ 【定期交換部品・消耗部品価格一覧】

＊推奨交換時期：プリントヘッド：2万画面毎／クリーニングローラー：2～4万画面毎／フィルター：6ヵ月毎（詳細は取扱説明書をご参照下さい）（上表は全て税抜き）

Ⅷ 【付属部品・破損耐久部品　価格一覧】

（上表は全て税抜き）

Ⅸ 【清掃・メンテナンス用品　価格一覧】

（上表は全て税抜き）

対象部品 ブランド 機　種 型　名　/　型　番
OPEN

備　考
想定小売価格

プリントヘッド

NISCA

  PR-C151 / PR5350 PR5350HED ¥100,000

IDP

  SMART-70P S-70P-HED ¥92,000

  PR-Ｃ101 PR5600HED ¥100,000 交換料込（センドバック）

  PR-Ｃ201 PR5700HED ¥100,000

  SMART-51L S-51L-HED ¥88,000

  SMART-31 S-31P-HED ¥81,000

  SMART-70L S-70L-HED ¥105,000

  SMART-51 S-51P-HED ¥78,000

TIT
  NL200 NL200-HED ¥80,000

  N20 N20-HED ¥70,000

ガイドフレームAssy 4F5-3437-000 ¥4,800 +4F5-3438-000／2set

ファンフィルター 4A5-0368-000 ¥2,000 10枚セット

クリーニングローラー 4AG5-0251-000 ¥12,000

クリーニングローラー（高密着タイプ） 4Y5-1063-BMP ¥20,000 Oリング＆ベルト付

対象部品 機　種 型　名　/　型　番
OPEN

備　考
想定小売価格

ヒートローラーユニット 4G5-5910-000 ¥100,000

ヒートローラーサブユニットB 4G5-6228-000 ¥60,000

リボンカセットユニット PR-C151 / PR5350 PR5300Ｋ156 ¥8,000

リボンカセット PR-Ｃ201 4Y5-1524-000 ¥20,000

転写フィルムカセット IX-R7000 / PR-Ｃ201 4Y5-1523-000 ¥22,500

クリーニングテープカセット IX-R7000 / PR-Ｃ201 4Y5-1162-000 ¥2,500

供給カードカセット（0.76mm厚用） IX-R7000 / PR-Ｃ201 PR5600K204-076 ¥15,000

供給カードカセット（0.48mm厚用） PR-Ｃ101 PR5600K204-048 ¥15,000

供給カードカセット（0.25mm厚用） PR-Ｃ101 PR5600K204-025 ¥15,000

供給カードカセット IX-R7000 / PR-Ｃ201 4Y5-1525-000 ¥17,500

排出スタッカー PR-C151 / PR5350 PR5350P228 ¥3,000

排出スタッカー（収納式フロント） PR-C101 PR5600EXT1 ¥7,000

排出スタッカー（外付け） PR-C101 PR5600EXT2 ¥2,500

排出スタッカー IX-R7000 / PR-Ｃ201 4Y5-1526-000 ¥12,000

ホッパーカートリッジ（500枚） IDP／SMART-70 S-70-651168 ¥62,000

ホッパーカートリッジ（300枚） IDP／SMART-70 S-70-651169 ¥49,000

ラミネータ本体台座（PR-C201用） TIT／PR-L201D NL200-BASE ¥6,000

デュアルホッパー TIT／N20 N20-HPPER ¥45,000

製品梱包BOX　（修理通い箱） 取扱機種各種 DPC101他 別途見積 概算：￥8,000～￥12,000

品名・対象機器 対象機器 型　名
メーカー希望

小売価格

クリーニングカード10枚入（粘着式、搬送ローラー用）  Canon/NISCAプリンタ全種（自動） AC1101 ¥3,500

クリーニングカード10枚入（スプレー湿式、磁気RW用）  Canon/NISCAプリンタ全種（自動） AC1102 ¥2,800

クリーニングカード10枚入（ロングスリーブ）

¥4,000

クリーニングローラー10個（搬送ローラー用）  IDPプリンタ全種（カード供給部） 659005 ¥4,800

 IDPプリンタ全種（自動） 659008 ¥6,000

クリーニングカード10枚入（搬送ローラー用）  IDPプリンタ全種（手動） 659004 ¥2,800

¥2,000

クリーニングペンキット（10本）  IDPプリンタ全種（プリントヘッド用） AC1106 ¥13,200

クリーニング液100ml×2本（スプレー式、交換キャップ付） 汎用（カードプリンタ全種） AC1103 ¥1,500

クリーニングペーパー20袋入（1袋10枚入）  汎用（カードプリンタ全種） AC1104 ¥2,400

¥11,000

フルメンテナンスキット（ＰＲ-C151用）  ＰＲ-Ｃ151/ＰＲ5350 ＡK1108 ¥12,000

フルメンテナンスキット（IX-R7000/ＰＲ-C201用）

クリーニングキット
クリーニングキット（汎用）  汎用（カードプリンタ全種） AK1106 ¥8,000

クリーニングキット（汎用）  IDPプリンタ＆ラミネータ全種 659006 ¥5,000

¥2,400

防塵防振マット（10㎜厚）ｸﾞﾚｰ30×30cm  ＰＲ-Ｃ151/ＰＲ5350 CG1112 ¥2,400

防塵防振マット（10㎜厚）ﾌﾞﾗｯｸ24×44cm

 ＰＲ-C201/IX-R7000 ＡK1109 ¥12,800

メンテナンスキット（EasyPrinter用）  EasyPrinter AK3303 ¥11,250

10枚セット

Canon
NISCA

NISCA
ファンフィルター

Canon   IX-R7000 IX-R7000HED ¥100,000

NISCA

ムーブガイド PR5300P417 ¥4,800 +P156・P226組／4set

クリーニングローラー   PR-Ｃ101 PR5600K165 ¥12,000

インプットローラー   PR-C151 / PR5350 PR5500Ｋ569 ¥12,000

  IX-R7000 / PR-C201 

  PR-C151 / PR5350
PR5300P455 ¥2,000

 ＰＲ-Ｃ101 CB1113 ¥2,800

防塵防振マット（10㎜厚）ﾌﾞﾗｯｸ35×49cm  ＰＲ-L151set /ＰＲ-C201/IX-R7000 CB1114 ¥4,800

メンテナンス用品

防塵防振マット（10㎜厚）ﾌﾞﾗｯｸ30×30cm

Canon
NISCA

   IX-R7000 / PR-
C201

 ＰＲ-Ｃ151/ＰＲ5350 CB1112

メンテナンスキット

フルメンテナンスキット（ＰＲ-Ｃ101用）  ＰＲ-Ｃ101 ＡK1107

クリーニング綿棒（ロング150本＆ショート300本）  汎用（カードプリンタ全種） AC1105

クリーニングローラー10個（粘着式ローラー）  ＰＲ-C201（カード供給部） AC1106クリーニング用品
単品



 【スポット修理】
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（上表は全て税抜き）

（上表は全て税抜き）

＊スポット修理料金には、正常に動作する為の交換部品代及び、修理技術料含まれておりません。

＊スポット修理はセンドバック対応のみです。出張対応はございませんので、ご了承下さい。

＊上記基本料には、コンディションチェック、内部清掃、オーバーホール、各部調整費が含まれております。

＊機体の状態等により修理できない場合でも、修理基本料金はかかります。また、技術料や検証等に部品調達が必要な場合はご負担いただきます。

＊事前に弊社へ障害状況をご連絡の上、障害機をご購入時の正規の梱包箱にて弊社修理窓口または、お買い求めにの代理店へお送り下さい。

梱包箱がない場合は、有償（送料込￥1,500）にてお貸出いたします。梱包箱は販売もいたします。

＊代替機をご利用の場合は、弊社より代替機を先にお送りします。修理機は、代替機の梱包箱にてお送り下さい。

＊カード発行機は精密機械です。輸送時の振動や衝撃により修理不能となった場合の一切の責任は負いかねます。

＊修理に必要な全ての送料は、各々の発送元が費用負担するセンドバック方式となります。（元払い。着払い不可、国内対象）

＊本案内書の内容及び価格は予告なく変更することがあります。

＊本案内書には、消費税が含まれておりません。

NISCA

修理技術料 オプション（加算）
備考

センドバック 修理部品代 出張対応 代替機 組込機器
ブランド 分　類 機　種

修理基本料

ダイレクト方式（両面） PR-C151

ダイレクト方式（片面） PR-C101
¥35,000

ダイレクト＆ラミネータ SMART-51L

ダイレクト方式（片面） SMART-51S

ダイレクト方式（両面） SMART-51D ¥15,000
IDP

ダイレクト方式（組式） SMART-70P

¥35,000 ¥12,000

¥10,000ラミネータ SMART-70L

SMART-31R

¥18,000

ダイレクト方式（片面） SMART-31S

¥10,000ダイレクト方式（両面） SMART-31D

リライトプリンタ

対　象（オプション部品） 型　名 対象機種
ご利用料金

備考
1件あたり

ダイレクト方式（片面） N20 ¥10,000

＊1　オプション（加算）› 組込機器

下表参照
＊1

インクジェット方式（両面） CX-G2400

TIT

ラミネータ（Stand-alone） NL200

¥35,000 ¥12,000
¥15,000

ラミネータ（PR-C201用） PR-L201D

全機種

非接触 IC-R/W  Mifare PR53083MNA/他 全機種

非接触 IC-R/W  I-CODE Tag-it PR53083TWA 全機種

磁気エンコードユニット PR5361/CMG-100/他 全機種（NiSCA：PR-C101を除く）

非接触 IC-R/W  FeliＣa PR53083FSA/他

ヒートローラーユニット PR-L151 NiSCA：PR-C151 ¥15,000 本体と別梱包

接触 IC-R/W SP70-CO/SP51-CO/SP31-CO IDP全機種

バーコードリーダーユニット Smaｒt-70 H-BR IDP：SMART-70

¥6,000 代替機組込

再転写方式（両面） IX-R7000

Canon インクジェット方式（両面） CX-G6400

修理サービスのご案内

C スポットメンテナンス　（ 有償修理 ・センドバックのみ）
出荷時登録

契約不要（補修部品供給修了まで）

No

¥19,000

再転写方式（両面） PR-C201
¥12,000

¥20,000

別途見積

¥48,000

¥48,000

¥15,000

お客様の必要とする時だけご利用いただく修理サービスになります。弊社発売元のプリンタに限定されるサービスです。

契約は不要ですが、修理基本料・技術料・部品代は対応毎発生します。

★修理基本料込

★点検清掃代込

修理技術料別途

修理部品代別途


