
 
dynabook 集中修理センター 行き 
＊本書は当センターへの修理依頼専用シートです 

 
（お問合せ 先） 
□固定電 話 0120-97-1048（通 話料無 料)  

□携帯・PHS 0570-66-6773（ 通話料お 客様負担) 

□電話受 付時間 ：9:00～18:00 
 
修理依頼の際は、本書太枠線内に必要事項を記入の上、修理依頼品に添付してください。  

本書は Fax 043‐278‐8137 にて受付けております。（折り返し確認のご連絡をいたします。） 

 

（1）お客様情報記入欄（※は必ず記入してください。） 

 

記入日： 

 

年 

 

月 

 

日  
型番(型名)※  製造番号  

氏 名※  電話番号※  

勤務先名  FAX 番号  

住 所※ 
※本住所は □自宅 ・□勤務  先 ・□その 他： 

購入日 年 月 日 販売店  

日中連絡先 電話番号 （ □自宅 ・□勤務先 ・□携帯電話 ・□その他 ） 

メールアドレス ［ ］修理状況メール（ □希望する・□希望しない ） 

（2）症状について、下枠に文字やイラストなどでできるだけ詳しく ご説明ください。 

※ユーザーパスワードは解除してください。パスワ  ード確認のため、修理完了品のお届けまでに時間を要することがあります。 

※Microsoft アカウントのパスワードは解除不要です。お客様環境ではログインせず専用の検査ツールにより診断を行いますので、ご安心ください。 

 

（3）検査・修理に伴うハードディスク等の記憶装置に記録されたデータ等の初期化 

□ 同意する 

 

※1、2 

※1．パソ  コン内に記録さ れたソフ トウェアや作成さ れたデ ータ （ 文書等 ）、インターネット 接続情報、メ ールアドレ  スや写  真、 
録画データ 等、すべて  のドライブ、  すべて  のデータ が消去 されま  す。 

※2．TV 機能搭載 PC を  お使い のお客様 で、外付 けハードディ スク 等に録画した  番組を  保存されている場合、  ハ ードディスク 等 の交 換、 
リカバリ作業に伴 い内 蔵ハー ドディ スク と外 付 けハー ドディ スクに録画した番組 す べての再 生ができなくなりま  す。 

※3．ハ ード ディス ク等 の交換に伴 って 取 り外 したハードディスク等に記憶 さ れた内容は、消 去処置または破砕処理を実 施し、 消去 いた  します。 

□ 同意しない（故障状況により未修理返却させていただく場合があります。 ハードディスク内のデータ は弊社として保証いたしません） 

（4）有料修理のお客様へ（無料修理のお客様は記入不要です） 

修理見積 ⇒ □不要 □30,000 円（税込）以下は不要 □ 万円(税込)以下は不要  □必要 
※4 

※4．修 理見積 が必 要なお客  様は  、見積 通知からお客様の回答ま  でに時間を  要す る ため、見積が不要な  お客様に  比べ「 修理期 間」が掛 かるこ とを予 め ご了承くだ  さい。 

ご注意：修理キャンセルの場合、診断料金として 6,600 円（税込）を申し受けます。 

有料修理代金のお支払い方法は下記の通りです。 

 

 

□ 代金引換払い（当センターのピックアップサービスにて、納品の際に代金をお支払いいただく方法です。） 

□ クレジット（１回)払い 
※5．取 扱い カードは VISA・MasterCard・JCB ・ AMEX・ Diners です。  カード でのお 支払いの場 合はインターネット（ PC・ 携帯 サイト）で の決 済とな  ります。 

※5．クレ  ジットカード 決済業 務は  、「GMO ペイメ ント ゲート ウェイ株式 会社」 に委託 しておりま  す。 

 

ご確認事項：修理依頼の際にご用意いただくものは次の通りです。 
□ 故障依頼品（AC アダプ ター・マウス含む） ・ □ 修理依頼シート（本書） ・ □ 保証書 ※6 

※6．保 証期間 中のお客 様は保証書 の「 無 料修理規 程」に 則 って  保証 (無料 )修 理をさせていただきます。 
 
※修理品の保管期間 

機器の保管期間は dynabook 集中修理センター「修理規約」第 10 条に記載のとおり、お預かりから６カ月までとなります。 
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※ 

※1、※2、※3 

※5 

修 理 依 頼 シ ー ト 

個人情報の取扱いについて 
本シート にご記入いた だくお  客様のお  名前、 ご住  所 などの個人 情報は、お  申込い ただい  た製品の  修理 及びサービス の実施 、ならび  にその  管理 や顧客満  足 度調査等 に利用さ  せてい  ただきま す。ま  た、 その利用 目的の  

範囲内で、お客 様の個人情 報を当社の修 理委託  先会社やサー  ビス 実施先会 社、及び配 送業者 に開 示・預託しま  すが、 個人情報保 護法等を遵  守させ 適切に管理い  たしま  す。ま  た、修 理を含むサービス等 に際し、 

万が一、お客様から所定の個人情報を ご提供いただけない場合には、 これらのサー  ビス等を提供できないこともございま  すので、予め  ご了承くださ  い。お客様が満１６歳未満の場合の個人情報については、上述の説  

明を保護者の方に読んでいただいて同意を得た上でご記入してください。お客様ご本人の個人情報に ついて、法令に基づいて開示、訂正、削除をご請求い  ただけます。その際は当センタ ーまでお問い合わせください。 


