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コダック ソフトウェア 保守サービスについて
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キャプチャプロソフトウェア保守サービスについて
無償保証

導入後1年間の無償保証が付帯しております。
※無償保証開始日は、納入予定日（弊社の出荷日の翌日）となります。（設置・インストールを承った場合は、その実施日とします。）ただし、
保証サービスを開始する際には、ユー ザー情報・機器の登録が必要です。製品添付の機器保証ユーザー登録用紙にてご登録ください。

保証サービス時間帯 平日 月曜〜金曜 9:00 〜17:30（祝祭日・年末年始12 月 30 日〜1月 4 日を除く）

保証サービスの提供内容

• 操作方法についてのご質問
• 障害時の復旧支援
• ハードウェアキー（ドングル）が故障した際の交換
• 再インストールする際の支援

保守サービスの種類
スタンダードサービス 電話、FAX,E-mail のいずれかでご提供

オンサイトサービス 別途お見積を提示

1. 誤使用、事故、修正や変更、またはお客様による誤った作業や不適切な動作環境、他社製品による障害は保守の対象外となります。
2.  直接的または間接的に火災、水害等の天災または騒乱を原因とする故障、または損傷に起因して生じた損害は保守の対象外となります。
3. 弊社または弊社代理店以外から購入したキャプチャプロソフトウェアは保守の対象外となります。
4. データの保証は、保守の対象外となります。
5.  他社製品との連動によって発生した障害に関するお問い合わせ（ネットワーク障害、パーフォーマンス障害など）は保守の対象外となります。
6. 他社が提供する運用に関するお問い合わせは保守の対象外となります。

2 年・4 年延長保証契約

キャプチャプロソフトウェアご購入時にお申し込みいただけます。
「延長保証契約」は従来の単年保守契約と同じ内容の保守サービスを低コストで 3 年又は 5 年といった長期間受けることができます。 4 年
延長保証契約の場合、無償保証期間の終了後に単年保守契約を毎年 4 年間契約頂く場合の費用のほぼ半分のコストで 5 年間の保証が受け
られます。 また、単年保守契約と異なり毎年の予算計上や契約更新の手続きが不要です。

契約条件
契約加入は無償保証期間のみとさせていただきます

※無償保証期間ならびに保守契約期間の満了後の再加入はできません。

保証期間
• 2 年延長保証契約： 3 年間（初年度無償保証期間を含む）
• 4 年延長保証契約： 5 年間（初年度無償保証期間を含む）

保証開始 有償保守契約締結の際に定めた保守契約開始日

契約料金 詳細は弊社または代理店までお問い合わせください

ご存知ですか？ 保守契約未締結の場合に生じるお客様のリスク

思わぬコストの発生も！！
ソフトウェア保守契約がないと、ソフトウェアの機能維持のためのサポートを受けられません。
ソフトウェアの再インストールもできず、新たに購入する必要が生じます。

ダウンタイムの長期化で業務に支障が発生！！
サポート対象はソフトウェア保守契約をされているお客様に限定されます。
ソフトウェアを利用できない状態が長期間発生すると業務に大きな支障が生じます。

保守サービスの提供を受けるためには、当社コールセンターシステムにユーザー情報・機器の登録が完了済であることが必須条件となります。
保守サービスの期間中からの登録情報に変更がある場合は、製品添付の機器保証ユーザー登録用紙にて変更ご登録をお願い致します。

保守サービス、保守契約料金等についてのお問い合わせ
03-5577-1920 または contract-team@kodakalaris.com

そこで、低コストで
長期間安心な

「延長保証契約」
をお勧めします。
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単年度保守契約

保守サービスの提供を受けるためには、当社コールセンターシステムにユーザー情報・機器の登録が完了済であることが必須条件となります。 
保守サービス期間中からの登録情報に変更がある場合は、製品添付の機器保証ユーザー登録用紙にて変更ご登録をお願い致します。 
保守サービス、保守契約料金等についてのお問い合わせ：03-5577-1920

保証サービス時間帯 平日 月曜〜金曜 9:00 〜17:30（祝祭日・年末年始12 月 30 日〜1月 4 日を除く）

保証サービスの提供内容

• 操作方法についてのご質問
• 障害時の復旧支援
• ハードウェアキー（ドングル）が故障した際の交換
• 再インストールする際の支援

保守サービスの種類
スタンダードサービス 電話、FAX,E-mail のいずれかでご提供

オンサイトサービス 別途お見積を提示

1. 誤使用、事故、修正や変更、またはお客様による誤った作業や不適切な動作環境、他社製品による障害は保守の対象外となります。
2. 直接的または間接的に火災、水害等の天災または騒乱を原因とする故障、または損傷に起因して生じた損害は保守の対象外となります。
3. 弊社または弊社代理店以外から購入したキャプチャプロソフトウェアは保守の対象外となります。
4. データの保証は、保守の対象外となります。
5. 他社製品との連動によって発生した障害に関するお問い合わせ（ネットワーク障害、パーフォーマンス障害など）は保守の対象外となります。
6. 他社が提供する運用に関するお問い合わせは保守の対象外となります。
7. 保守契約料金は予告なく改定する場合があります。

無償保証ならびに単年度保守契約満了後の保守契約の継続について

無償保証期間ならびに保守契約の満了日までに契約の継続をお願いします。

満了日を過ぎた場合にはご契約いただくことができません。

＜継続契約＞

無償保証期間ならびに保守契約の満了日までに継続の手続きをお願い致します。

満了日を過ぎた場合、継続契約または再加入いただくことができません。

無償保証または保守契約期間

締結日 ←　各契約期間　→ 
※契約に基づくサポートサービス 満了日

キャプチャプロソフトウェア障害サポートフロー

※ キャプチャプロソフトウェアの保守契約の加入につきましては、無償保証期間のみとさせて頂きます。 
無償保証期間ならびに保守期間満了後の再加入はできませんので、ご了承下さい

※ ソフトウェア保守に加入しない場合のサポート終了は下記の通りとなります。 
電話等での問題解決の支援についてのサポート 
ソフトウェアバージョンのアップグレード、ダウングレードソフトウェアの提供 
ハードウェアキー ( ドングル ) が故障した際の交換 
再インストールする際の支援

お問い合わせ窓口：JP-DI-Service@kodakalaris.com 
電話番号：0120-085-580

保守加入

コールセンターへ連絡

電話・メールにて不具合対応

保守未加入

対応不可

ソフトウェアの再購入
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Prexifort-OCR 年間保守サービスについて
保証契約

コダックアラリスジャパン株式会社が販売した PrexifortOCR について、ご購入時の保証書または契約書に明示した期間、条件、 内容にて
保守サービス をお約束します。サポートご依頼の際には、この保証書または保守契約書をご提示ください。 

また、保証書または保守契約書の再発行はいたしませんので、保守期間中は大切に保管してください。

保守サービス規定

1. 保守サービス内容
(1)  「Prexifort-OCR」に発生したバグに対する修正パッチの提供 当該バグが「Prexifort-OCR」に起因する場合には、修正パッチを提供す

るものとします。なお、修正パッチの内容や提供時期については、別途ご案内するものとします。

(2)  上記に係るお問い合わせについての対応

2. 保守サービスの制限
(1)  本保守サービスは、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供するサービスです。本証書に記載の内容に関わらず、株式会社エヌ・ティ・ティ・

データが行う保守サービス内容に変更があった場合はその変更内容が遡及適用されるものとします。

(2)  出張による保守サポート対応はお受けできません。弊社お問い合わせ窓口によるメール又は電話受付のみとなります。

(3)  保守サービスの提供にあたり、お客様のソフトウェア、ファイル、データ等の保護については一切責任を負わないものとします

(4)  搭載装置の変更、移転、改造又は他の機器の追加接続及びこれに関連する作業を行う場合は、事前に弊社に通知するものとします。
万一、弊社への事前の通知なく上記作業を行いバグが発生した場合には保守サービスの提供が出来ない場合があります。

(5)  火災、風水害、落雷等の天変地異、テロ、暴動、戦争行為及び放射線汚染、その他不可抗力による事故により障害が発生した場合には
保守サービスの適用範囲外とします。

(6)  弊社は、保守サービス規定に違反した場合、保守サービス料金を限度として、お客様に対して通常かつ直接に生じる損害を賠償する責任
を負うものとします。ただし、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、お客様の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益
は損害賠償の範囲に含まれないものとします。

自動更新

契約期間満了１か月前までに別段のご連絡がないときは、期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に継続延長されるものとし、以後もま
た同様とします。なお、自動更新時には別途年間保守サービス料金が発生します。

利用終了

株式会社エヌ・ティ・ティ・データの規定に基づき、PrexifortOCR の利用には初年度から年間保守サービスの加入が必須となります。無償
保証期間はございません。年間保守サービスを更新されない場合は、期間満了日にて PrexifortOCR の利用を終了させていただきます。ま
た、保守期間の途中で解約される場合でも、お支払い頂いた年間保守サービス料金については月割り等での返金はございません。
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Prexifort-OCR 障害サポートフロー

本保守サービスは、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供するサービスです。 
保守に加入されない場合は、下記のサービス提供が受けられません。

1.  「Prexifort-OCR」に発生したバグに対する修正パッチの提供 
当該バグが「Prexifort-OCR」起因する場合には、修正パッチを提供するものとします。なお、修正パッチ内容や提供時期については、
別途ご案内するものとします。

2. 上記にかかるお問い合わせについての対応

お問い合わせ窓口：JP-Software-Team@kodakalaris.com
電話番号：0120-085-580

WinActor のサポートサービスについて
弊社からご購入いただいた WinActor については、株式会社エヌ・ティ・ティ・データからサポートサービスをご提供いたします。

サポートサービスは下記にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口
■株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

問合せ前に、「WinActor の FAQ サイト」 に類似の質問・回答が無いかご確認ください。

Web 問合せ　https://winactor.com/faq/

メール問合せ　winactor_support@kits.nttdata.co.jp ※ Web 問合せフォームが送信できない方のみ

■コダック アラリス ジャパン株式会社

JP-Software-Team@kodakalaris.com

保守サービス料金は、WinActor ライセンス料金に含まれます。

弊社にてサポートする WinActor は弊社又は弊社販売代理店様よりご購入いただいたもののみ対象となります。

サポート内容
弊社または、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに直接のいずれかで、Web 問合せフォームまたは、納品時に提供された WinActor/
WinDirector 質問票を使用したメールでのみ対応となります。

※ コダックアラリスジャパンは Prexifort OCR および WinActor の特約店です。
※ 「Prexifort-OCR」は株式会社 NTT データの登録商標です。
※ 「WinActor」は NTT アドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

保守加入

コールセンターへ連絡

電話・メールにて対応

保守未加入

対応不可
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• 詳しい動作環境、仕様等は弊社担当者にお問い合せください。
• 仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります。
•  本書で使用されている図や表現方法は説明用のもので、実際のものと異なる場合があります。
• コダックアラリスジャパンは Prexifort OCR および WinActor の特約店です。
• 「Prexifort-OCR」は株式会社 NTT データの登録商標です。
• 「WinActor」は NTT アドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

安全にご使用いただくために
取扱説明書、説明員の指示に
従い正しくお使いください。


