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信頼されるサービス体制と保守サービスの注意制限事項

コンピュータ保守サービスネットワーク
西日本

フィールドサービス部
中　部　　　S C
　四日市　　S S
　豊　田　　S S
　岐　阜　　S S
　浜　松　　S S 
　静　岡　　S S
　沼　津　　S S

東日本
フィールドサービス部
北海道　　　S C
　旭　川　　S S
　帯　広　　S S
　北　見　　S S
　函　館　　S S
　苫小牧　　S S
　釧　路　　S S

東日本
フィールドサービス部
首都圏　　　S C
北関東　　　S C
　高　崎　　S S
　宇都宮　　S S
　柏　崎　　S S
　新　潟　　S S
東関東　　　S C
　水　戸　　S S
　つくば　　 S S
南関東　　　S C
　西東京　　S C
　甲　府　　S S
　長　野　　S S
　松　本　　S S
　飯　田　　S S

西日本
フィールドサービス部
中四国　　　S C
　山　口　　S S
　岡　山　　S S
　福　山　　S S
　松　江　　S S
　鳥　取　　S S
　高　松　　S S
　徳　島　　S S
　松　山　　S S
　高　知　　S S

西日本
フィールドサービス部
九　州　　　S C
　北九州　　S S
　大　分　　S S
　熊　本　　S S
　宮　崎　　S S
　鹿児島　　S S
　長　崎　　S S
　佐　賀　　S S
　佐世保　　S S
　那　覇　　S S

東日本
フィールドサービス部
東　北　　　S C
　郡　山　　S S
　盛　岡　　S S
　秋　田　　S S
　山　形　　S S
　庄　内　　S S
　青　森　　S S
　いわき　　S S
　六ケ所　　S S
　八　戸　　S S
　北　上　　S S

西日本
フィールドサービス部
関　西　　　S C
　京　都　　S S
　神　戸　　S S
　姫　路　　S S
　福知山　　S S
　滋　賀　　S S
　奈　良　　S S
　和歌山　　S S
　田　辺　　S S
北　陸　　　S C
　金　沢　　S S
　福　井　　S S

・テクニカルサポート  　　   4 拠点
・第一マネージドサービス              4 拠点 
・第二マネージドサービス              6 拠点
・プラットフォームインテグレーションサービス    5 拠点

・キッティング＆デバイスマネージドサービス    3 拠点
・ファシリティサービス  　    1 拠点
・全国パーツデリバリ  14 拠点

SC：サービスセンタ
SS：サービスステーション

全国109 拠点
（2022 年 6月現在）

※特定顧客対応拠点も含む

ご契約社様
（設置場所）

第一対応窓口
（販売代理店様）

障害連絡
障害受付窓口

ITサポートセンタ

障害対応
全国サービスセンタ

パーツデリバリ拠点

部材供給
全国パーツデリバリ拠点

修理センタ

障害対応

障害連絡

障害連絡・
故障機器送付

修理完了機器返送

ITサポートセンタ

出動連絡

修
理
部
材
供
給

●24時間365日体制で全国一括受付
●スペシャリスト集団が高い技術力と確かな品質で対応
●全国サービス拠点、テクニカル部門、パーツデリバリ部

門、各ベンダと連携を密にし障害復旧を実施

●全国の主要都市に物流拠点を配置
●24時間365日体制で指定された場所へ適

切な輸送手段で部品を配送

＜障害時のご連絡先＞
東芝ITサービス株式会社   ITサポートセンタ

0120-1048-20
トーシバ ニ

＜保守サービス契約のご相談先＞
地域名 問合せ先 郵便番号 住    所 
北海道地区 011-624-1280 063-0814 札幌市西区琴似４条2-1-2 コルテナⅡ１Ｆ
東北地区 022-712-4547 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 仙台本町ホンマビルディング7階
首都圏地区 03-6756-5160 108-8553 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
中部地区 052-414-7361 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-21 名古屋三井物産ビル2階

地域名 問合せ先 郵便番号 住    所
北陸地区 076-442-3030 930-0004 富山県富山市桜橋通リ2-25 第一生命ビル1階
関西地区 06-6455-2744 553-0003 大阪府大阪市福島区福島7-15-26 大阪YMビル3階
中四国地区 082-227-1707 730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル3階
九州地区 092-411-7980 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビル8階

（保守サービス適用除外）
次に定める事項は、保守サービスの適用除外とします。
①取り扱い上のはなはだしい不注意、誤用による故障および損傷の修理
②火災、天災地変その他製品の責によらざる事由による故障および損傷の修理
③東芝指定保守会社以外による修理、改造に起因する故障および損傷の修理
④東芝指定以外の部品、付属品、消耗品の使用に起因する故障および損傷の修理
⑤電気的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因で生じた故障および損傷の修理
⑥機器の移転および撤去
⑦機器本体内蔵、または、外付けの記憶装置（フロッピーディスク、ハードディスク、シリコンディ

スクなど）に保存されているお客様のソフトウェア、プログラム、データの保護管理
⑧修理品の調査・解析および報告（別途有償となります）
⑨本体内蔵の電源用バッテリは対象外。
⑩故障していない寿命品の予防保全を目的とした交換費用（部品代、作業費）は対象外。（定期点

検（2）のHDD交換は除く）
（無償保証期間）
①無償保証期間は、東芝インフラシステムズ株式会社から製品出荷後1年間です。
②無償保証期間中の修理サービスは東芝インフラシステムズ株式会社に製品を戻していただき修理を

行うセンドバック修理となります。
③修理依頼品の輸送費は発送元負担とします。
④無償保証期間からオンサイト保守契約もできますので東芝ITサービス株式会社にご相談願います。
（保守契約）
①保守サービスの契約については、東芝ITサービス株式会社にて対応させていただきます。
②機器購入時から保守契約をお望みの場合、「複数年保守一括サービスメニュー」を用意しており

ますので東芝インフラシステムズ株式会社の営業へご相談ください。ただし、オプションメニュー
を購入頂く場合は、本保守契約が必要になります。

（保守延長）
①保守延長は、本体発注時に東芝インフラシステムズ株式会社からロングライフ対応オプション

の購入が必要となります。
（保守サービス）
①保守サービス対象製品は本体発注時の機器構成とします。
②保守サービスの適用範囲は日本国内に限ります。離島につきましては、別途交通費等（実費）が必要となります。
（環境整備）
装置の円滑な稼働を維持するため、あらかじめお客様にて次の各号の環境整備を行っていただい
ているものとします。
①装置の取扱説明書などに記載する設置場所・使用環境（電源・温度・湿度など）の整備
②装置の取扱説明書などに記載する記憶媒体および消耗品類の使用および保管
③装置故障のみならず各種要因に対する装置データの保護および復元するための適切な防御措

置、またデータ漏洩防止のためのデータ消去作業
④点検作業時および故障修理などの保守作業領域の確保
（機密の保持）
保守サービスの履行により知り得たお客様固有の技術上・営業上・その他業務上の機密を、本
サービスの有効期間中のみならず、その終了後も2年間は第三者に漏洩してはならないものとします。
但し、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではありません。
①お客様から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの
②お客様から開示を受けた際、既に公知または公用であったもの
③お客様から開示を受けた際に、自らおよびお客様それぞれの責によらないで公知または公用となったもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持を伴わず入手したもの
（保守サービス後の部品）
①保守作業を行なって取り外した部品の所有権は、東芝ITサービス株式会社に帰属します。
②東芝ITサービス株式会社が故障HDDを引取る際にデータ消去を希望される場合、事前にオプ

ションメニューからHDDデータ消去サービスの保守契約が必要になります。

ライン監視、機器制御、データ収集、生産管理、プロセスオートメーション、
FA、各種応用分野など産業用コンピュータは、幅広い分野で業務を支える柱として、
その役割は高まる一方です。その産業用コンピュータが障害／故障で停止したら
企業にとって大きな損害になりかねません。
いかに信頼性の高い運用・保守を実現するかは、お客様にとって重要なファクターに
なります。

東芝ＩＴサービスは、全国のサービスネットワーク網で 24 時間 365 日、オンサイト
保守サービスをはじめとした多彩な保守サービスで、お客様のシステムを支えます。

ライン監視、機器制御、データ収集、生産管理、プロセスオートメーション、
FA、各種応用分野など産業用コンピュータは、幅広い分野で業務を支える柱として、
その役割は高まる一方です。その産業用コンピュータが障害／故障で停止したら
企業にとって大きな損害になりかねません。
いかに信頼性の高い運用・保守を実現するかは、お客様にとって重要なファクターに
なります。

東芝ＩＴサービスは、全国のサービスネットワーク網で 24 時間 365 日、オンサイト
保守サービスをはじめとした多彩な保守サービスで、お客様のシステムを支えます。

選べる、頼れる、
　  納得の保守サービス
選べる、頼れる、
　  納得の保守サービス

36B-0909-2206⑮

●本カタログの内容は2022年6月現在のものです。　●本カタログの記載内容は予告無しに変更される場合があります。
●記載されている価格は2022年6月現在の税込み価格であり、概算価格です。実際の費用につきましては弊社担当者まで
　お問い合わせください。　
●本サービスは日本国内のみとなります。　●掲載の会社名・商品名・ソフトウェアなどは各社の登録商標あるいは商標です。

●本リーフに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

本社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
営業窓口 Tel 044-576-6752　技術窓口 Tel 0120-995-841
最新情報・製品情報：https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/industrial/computer.html

〒108-8553  東京都港区芝浦4-9-25
Tel 03-6756-5115
e-mail sales@it-serve.co.jp
https://www.it-serve.co.jp

産業システム事業部　産業システム・計装営業部

保守サービスのご案内
東芝産業用コンピュータ

サービスカタログ



産業用コンピュータスポット保守サービス価格表

産業用コンピュータ保守サービス価格表

産業用コンピュータ
保守サービス料金体系表

オンサイト保守サービス センドバック保守サービス
サーバ・準サーバ（※ 1） クライアント （※1） サーバ・準サーバ／クライアント（※１）

8H5D 24H365D 8H5D 24H365D 8H5D
（※2）保守料金（年額／円）＝標準価格×料率 4.0% 6.0% 5.0% 7.5% 3.0%

台数割引 10台以上 10%

オ
プ
シ
ョ
ン
メ
ニ
ュ
ー

定期点検（1）

サービス内容
障害の予防・信頼性の維持を目的に定期的

（1回／年）な点検作業を実施します。

対象外

基本料金
（交通時間料金）

（年額・円）

8H5D ：13,200円／5台
24H365D ：19,800円／5台
6台以上の契約は追加1台から5台毎
に基本料金が必要となります。

点検料金
（年額・円）

8H5D ：13,200円／1台当たり
24H365D ：19,800円／1台当たり
1台毎に点検料金が必要です。

定期点検（2）
サービス内容

定期点検（1）の実施に加え、HDDを
寿命到達前に交換します。

年額・円
8H5D	 ：定期点検（1）＋｛（HDD標準価格＋13,200円）×HDD台数÷2年｝	（※3）
24H365D	：定期点検（1）＋｛（HDD標準価格＋19,800円）×HDD台数÷2年｝	（※3）

HDDデータ消去
（オンサイト引取り）

サービス内容
HDD障害時、オンサイト保守契約に基づき、故障HDDの記録を物理的に破壊消去するものです。
消去後のHDDの所有権は弊社に帰属します。

年額・円／台 個別見積り

HDDデータ消去
（オンサイト返却不要）

サービス内容
HDD障害時、オンサイト保守契約に基づき、故障HDDの記録を物理的に破壊消去するものです。
消去後のHDDの所有権はお客様に帰属します。

年額・円／台 個別見積り

HDDデータ消去
（センドバック引取り）

サービス内容
HDD障害時、センドバック保守契約に基づき、故障HDDの記録を物理的に破壊消去するものです。
消去後のHDDの所有権は弊社に帰属します。

年額・円／台 対象外 個別見積り

スポット料金構成：　（基本技術料金）＋（追加技術料金）＋（交通時間料金）+（部品代）
区　分 対応レスポンス 時間帯 保守料金 備　考

基本技術料金 翌営業日から5営業日以内での対応を目処
時間内 44,000円／人

1回当たり（2時間以内）
時間外 55,000円／人

追加技術料金 翌営業日から5営業日以内での対応を目処
時間内 11,000円／人

基本技術料金作業時間を超過した作業の場合、30分単位で加算
時間外 13,750円／人

交通時間料金 翌営業日から5営業日以内での対応を目処
時間内 16,500円／人

1時間単位で加算
時間外 24,750円／人

部品代 翌営業日から5営業日以内 — 実 費

●サンプル構成の保守契約料金とスポット保守料金の事例です。

センドバック保守サービス

オンサイト保守サービス

オプション保守サービス （オンサイト保守サービスのオプションメニューです）

●定期点検（1）
障害の予防・信頼性の維持を目的に定期的（1回／年）な点検作業
を実施します。
●定期点検（2）

定期点検（1）の実施に加え、ＨＤＤを寿命到達前に予防交換します。

●ＨＤＤデータ消去サービス
ＨＤＤ障害時、故障ＨＤＤの記録を消去します。

（オンサイト、センドバック）

お客様からの故障連絡で、弊社の指定する修
理センタへ故障機器（準サーバ・クライアントの
み）を送付していただき、弊社で修理後、修理完
了機器をお客様へ送付するサービスです。

経験豊富な信頼の産業用コンピュータ保守サービス

保守契約に加入すると、さまざまな安心がご利用いただけます。

部品供給は優先的に割当てられます
全国13カ所のパーツデリバリ拠点から

迅速に保守部品が供給できます。

計画的な予算化計上が可能になります
年間契約で一括支払いですから予算化が楽になります。
また自動継続にすれば中長期的に予算化が可能です。

万一の障害を未然に防ぐよう、定期的に点検（オプション）を行い、
お客様のシステムをより良い状態に保ちます。

機器をより良い状態に保ちます
高価な部品を修理、交換する必要が発生しても保守契約料を払っている
ので追加の部品料金が発生することはありません（寿命品は対象外）。

高価な修理部品も追加費用がかかりません

保守契約は修理の程度に関係なく
追加の修理料金が発生することはありません。（寿命品は対象外）

契約料を払っているから予定外の修理費用がかかりません
お客様最寄のサービスセンタ／ステーションから

迅速に保守できる要員を手配し対応します。

障害が発生しても緊急に対応して修理します

最寄のサービスセンタ／ステーション

修理センタ

お客様

更に長期契約を結ぶことにより安心で安価な保守サービスが得られます！

※1 ： 各製品の供給期間の詳細は、次のURLを参照願います。
「供給期間一覧」

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/industrial/computer/product/product-supply.html

※2 ： 保守延長を行う場合、本体購入時に“ロングライフ対応オプション”の購入が必要です。

●本カタログは、2022年6月時点で東芝インフラシステムズ株式会社※が製造もしくは、それ以降に製造する製品を対象とします。

保守契約する
ことで長期間に
渡り安心を提供

安定稼働を
得られ

価格も安価

保守期間　 最長15年

保守延長した場合、最長15年間の保守サービスが可能です。

8H5D

8H5D
24H365D

豊富な経験を持つ専門エンジニアがお客様
（日本国内）を訪問して、サーバおよびクライア
ントの修理を平日時間（8時間5日）または24
時間365日行うサービスです。

訪 問

故障機器送付

※1
製品供給期間 標準保守対応期間（7年） ※2

保守延長期間

8H5D

24H365D

： 月～金曜日　8:30～17:30 
 （但し、土日/祝祭日・年末年始（12/31～1/3）を除く）

： 24時間365日 

障害！
サーバ

クライアント

障害！

※産業用コンピュータ事業は、2017年7月1日より、株式会社東芝の分社化に伴い、株式会社東芝から東芝インフラシステムズ株式会社へ移管いたしました。

※時間内：月〜金曜日　8:30〜17:30　（但し、土日/祝祭日・年末年始（12/31〜1/3）を除く）

複数台契約時の料金例（8H5Dの場合）
契約台数

1台 5台 6台 10台

基本料金
（1人分の交通費）

13,200円 13,200円 26,400円 26,400円
5台毎に基本料金13,200円が必要

点検料金
（1台当たりの料金）

13,200円 66,000円 79,200円 132,000円
台数に13,200円を乗算

合　　計 26,400円 79,200円 105,600円 158,400円

保守費用

保守契約料金例（本体概算価格946,000円の場合）

スポット保守料金例

迅
速
な
対
応

翌
営
業
日
～

５
営
業
日
以
内

時
間
経
過

37,840円
FA3100SS
model1000
年額保守料

交通時間料金
16,500円／人

基本技術料
44,000円／人

スポット費用計
324,500円

部品代
264,000円

障害！

スポット保守サービスの場合、障
害の都度高額な費用が発生し、
障害対応も翌営業日～５営業日
以内になります。

保守契約を締結いただきますと
年額費用をお支払いいただくだ
けで、年間何回でも迅速に障害
対応します。

（※1）サーバ　　　：FS20000R model 200/100、FS20000S model 200/100、FS10000S model 2000、FS5000S model 2000、
FS5000 model 320/280

（※1）準サーバ　　：FA3100SS model 1000、FA3100S model 9700/9500、FA3100T model 800
（※1）クライアント：FA3100S model 5500、 FA2100SS model 500/400、FA2100S model 300/200、FR2100SS model 500

FR2100S model 300/200、FA2100SB model 300/200
FA2100T model 700、FR2100T model 700
CP30 model 300（ CP30の料金につきましては別途お問い合わせください。）

（※２） 東芝インフラシステムズ株式会社の工場出荷から
1年間（無償保証期間）のオンサイト保守サービス
およびセンドバック保守サービス料金は50％と
なります。保守料金の算出は、OSを含まない本体
標準価格を使用します。

（※３） 定期点検（２）オプションは、2年以上のご契約が
必要となります。


