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プリンターのアップタイムを
最大化し、スムーズな印刷
を実現

HP Designjet サポートサービスの特長 :
• 投資が守られる安心感
• HP の翌営業日オンサイト修理サービスが
適用される最大 5 年間のサポート
• 予期しないサポートコストの防止
• 必要なときに必要な 品 質が 得られる予 測
可能な印刷

• 同クラスのサービ スの 中で 最も低い所有
コスト

HP Designjet サポートサービスは、ビジネスクリティカル
な環境に対応した設計で、インストール、拡張サポート /

メンテナンス、および各種付加価値サービスを対象に、
プリンター環 境を最 大限に活用するのに必要なプロ
フェッショナルサポートを提供します。

• 短時間で可能な修理

HP Designjet サポートサービスを活用すれば、標準保証の範囲を超えてサポートが拡

張されるため、必要な予算を確実に予測できます。また、延長期間にわたって発生す
るすべてのサポートコストが対象となるため、コストを大幅に節約することが可能で、
たとえば、HP Designjet T520 プリンターについて、3 年間のサポートパッケージを購
入すると、予定外のコストを発生させることなく、総サポートコストの最大 15% を節
約できます。
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総所有コスト (TCO) の削減
HP Designjet サポートサービスの包括的なポートフォリオは、予算に最適な組み合わ
せのサポートを提供できるように設計されています。非常に広範なサポートサービス
オプションが用意されており、同クラスのサービスの中で総所有コスト (TCO) が最も
低いことから、HP Designjet プリンターに対する投資を容易に保護できます。

ビジネスニーズに最適なサービスの選択
HP Designjet サポートサービスのメリット :
• ネットワークのセットアップ を含むインス

ニーズ

対応する
HP サービス

サービスの説明

HP のプロ

ネットワーク
セットアップ付き
インストール
サービス

HP の認定サービス技術者による HP
Designjet プリンターのオンサイトインス

HP の保証ま
たは期限の切
れた HP Care
Pack サービス
の延長

翌営業日
オンサイト
修理サービス

HP の保証の期間は、HP プリンターの購
入時に 2、3、4、または 5 年間に延長さ
れるか、HP の保証または有効な HP Care
Pack の期限が切れる前に
1 年または 2 年単位で延長されます。HP

プリンターの
パフォーマン
スの最大化

予防メンテ
ナンス
サービス

HP の認定技術者が実施するオンサイト

プリンターの
アラートに応
じたメンテナ
ンスによる最
大限の印刷品
質の維持

メンテナンス
キット交換
サービス

プリンターを最大限に活用するとともに、
最大限の印刷品質を維持するには、ディ
スプレイパネルにアラートが表示された時
点でプリンターメンテナンスキットを交換
する必要があります。HP メンテナンスキッ
ト交換サービスには、HP のサービス技術
者による消耗品の交換が含まれます。

HP の保証ま
たは HP Care
Pack でカバー
されない HP

イベント別
サービス

HP Care Pack または HP との契約でカバー

トールサービス

• 翌営業日オンサイト修理サービスによるサ
ポート範囲の拡張

• 翌営業日オンサイト修理サービスに対応し
たポストワランティサービス

• 予防メンテナンスサービス
• メンテナンスキット交換サービス

フェッショナ
ルによるプリ
ンターのイ
ンストールと
セットアップ

• 短時間で可能な修理

プリンターの
修理

トールおよびネットワークセットアップを
含むインストールサービスです。サービ
ス内容には、プリンターの組み立て、す
べての HP アクセサリ、ハードウェアの検
証、ネットワークのセットアップ、および
お客様側の主要なユーザーに対するプリ
ンターの基本的なオリエンテーションが
含まれます。

の認定サービス技術者は、リモートトラブ
ルシューティングを実施したサポートエー
ジェントがケースを送信した翌営業日にお
客様サイトを訪問できるよう最善を尽くし
ます。サービス内容には、技術電話サポー
ト、診断、スペアパーツ、材料、および作
業の提供が含まれます。
サービスには、プリンターの機能の検証、
印刷 / セルフテスト、プリンターの外部お
よび内部部品の洗浄、印刷機構の一部の
パーツのメンテナンス、消耗したパーツの
交換 ( このサービスには交換は含まれませ
ん ) およびファームウェアアップデートの
インストールに関するアドバイスが含まれ
ます。

されない保証対象外のプリンターに関し
て、ご要望に応じたサポートサービスを提
供します。お客様がプリンターの選択時
またはサービスの要請時に提示される無
料見積もりを承諾すると、HP の技術スペ
シャリストがリモートトラブルシューティ
ングを実施し、必要に応じて HP プリン
ターのオンサイト修理を行う HP 認定サー
ビス技術者を派遣します。
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HP の印刷サービスが選ばれる理由

ご使用の HP Designjet
プリンター向けのサービス

ネットワーク
セットアップ
付き
インストール
サービス

HP Designjet T120 (24 インチ )

UC744E

翌営業日
オンサイト
修理サービス
(3 年間 )

ポストワランティ 予防メンテ
翌営業日
ナンス
オンサイト修理
サービス
サービス (1 年間 )

U1V95E

U1W34PE

HP Designjet T520 (24 インチ )

U1W23E

U1V90PE

HP Designjet T520 (36 インチ )

U6T83E

U6U05PE

HP Designjet T920 (36 インチ )

U7Y82E

U7Z00PE

HP Designjet T1500 (36 インチ )

U7Z08E

U7Z94PE

HP Designjet T2500 eMFP

U0MD9E

U0ME9PE

1

U0ME9PE

U1ZY3E1

U1ZY5PE1

HP Designjet Z5200 (44 インチ )

UV210E

UV222PE

HP Designjet Z5400ps (44 インチ )

U0LZ3E

U0MA2PE

HP Designjet T3500 eMFP (B9E24B)

H4518E

U1ZX9E

包 括 的なソリューション。他にはない 製 品、
サービス、およびエンドツーエンドソリュー
ションのポートフォリオを有する HP は、お客
様と連携して現在および将来におけるお客様
固有のニーズを特定し、的確に対処すること
が可能です。

HP Designjet T7200 (42 インチ )

HP Designjet Z6200 (42 インチ )

UV289E

UX879PE

豊富な専門知識。HP は、イメージングとプリ
ンティングの分野で世界をリードする企業と
して高い評価を受けています。数多くの研究
開発エンジニアや豊富な経験に基づく膨大な
ナレッジベースを活用できる HP は、プリン
ティングおよびイメージング環境の強化を支
援できる理想的なパートナーです。

HP Designjet Z6600 (60 インチ )

U1ZM8E1

U1ZNOPE1

HP Designjet Z6800 (60 インチ )

U1ZS9E1

U1ZT2PE1

堅実な財務基盤。HP は、お客様に最適な財
務 / 調達オプションを提供できるリソースを
保有しています。
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この サービ スには HP 返 却 不 要 (Defective
Media Retention (DMR)) オプションが付属し
ており、お客様は機密データのセキュリティ
を確保できます。セキュリティ規制に従うた
めに、破損したハードディスクドライブまた
はデータ保持メモリコンポーネントを手元に
置いたまま、新しい交換用ディスクまたはメ
モリを取得できます。

U1XV4E

ご使用の HP Designjet プリンターに合った HP サービスを簡単に選択して適用するこ
とができます。

適切な HP Care Pack を選択するには
各地域の HP の販売代理店にお問い合わせいただくか、HP Care Pack Central (www.
hp.com/go/cpc) で HP プリンターを配備する国を選択し、[HP プリンティング・イメー
ジング ] リンクをクリックしてから、お使いの HP Designjet プリンターの製品名をお
選びください。これで、お勧めの HP サービスとすべての HP サービスの内容が表示
されます。

HP Care Pack を適用 / 登録するには
どの HP Care Pack サービスについても、サービスを適用するには、購入日から 10 日
以内に HP の Web サイト (hp.com) で登録を行う必要があります。登録は HP チャネ
ルパートナー、またはお客様自身で行うことが可能です。

サポートを受けるには
HP Care Pack では、HP のサポートに関する契約の詳細をお渡ししています。
保証対象外のプリンターについては、HP Care Pack または HP の契約でカバーされま
せんが、お客様がプリンターの選択時またはサービスの要請時に提示される無料見
積もりを承諾すると、HP の技術スペシャリストがリモートトラブルシューティングを
実施し、必要に応じて HP プリンターのオンサイト修理を行う HP 認定サービス技術
者を派遣します。

詳細情報

hp.com/go/designjetsupport
hp.com/go/cpc
メールニュース配信登録
http://hp.com/go/getconnectedjp
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