保守サービス総合案内
サポート体制
株式会社 GeoLink Japan では、お客様にご購入頂きました KLAU PPK 製品が常に良好な状態で稼働し、より
大きな成果を生み出せるよう、製品に対する障害予防、迅速な障害点検、精度検証などの各種サービスをご提
供しております。保守サービスには、KLAU PPK ご購入後初年度無償付帯の『KLAU PPK 初年度保守サービ
ス』と、二年目以降から有償でご加入いただける『KLAU PPK 延長保守サービス』とがございます。KLAU
PPK 延長保守サービスにご加入いただくことで、 初年度保守サービス期間満了後も継続して各種サービスを
ご利用いただけます 。
弊社では、お客様に安心して KLAU PPK 製品を長く活用していただくためにも、KLAU PPK 延長保守サービ
スにご加入いただくことをお勧めしております。

KLAU PPK 保守サービス比較表
無償付帯

有償

初年度保守サービス

延長保守サービス

後処理補正情報

◯

◯

ダウンロード年間利用

無制限

無制限

動作確認

◯

◯

（Phantom 4 RTK を除く）

無制限

無制限

◯

◯

◯

◯

◯

◯

無制限

無制限

無制限

サービス内容

ソフトウェア最新バージョン
ダウンロード
KLAU PPK-J Desktop
利用可能 PC 台数
（DJI RTK バージョンは除く）

精度検証および
レンズキャリブレーションの

延長保守サービス未加入

有償

有償

◯

有償

有償

保守期間中１回

実施証明書発行

※価格は正規代理店へお問い合わせください。

各保守サービスの詳細は以下のページよりご確認下さい。
初年度無償付帯『KLAU PPK 初年度保守サービス』

P❷へ

二年目以降任意加入『KLAU PPK 延長保守サービス』 P❸へ
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保守サービス総合案内【初年度】
KLAU PPK 初年度保守サービス
KLAU PPK UNIT１式ご購入につき、初年度無償付帯で受けられるサポートです。

１．対象製品
弊社が初期不良と判断した以下対象製品は、納品日から起算して 1 年間製品の保証をいたします。但し
保証対象外事項に該当する場合は保証いたしかねます。詳細は、「KLAU PPK 初年度保守サービスのご
案内」をご確認下さい。
カテゴリ

デスクトップ

対象製品

KLAU PPK-J Desktop
KLAU PPK ユニットボックス

ハードウェア

衛星受信アンテナ
ケーブル及び各種部品類

※ケーブル及び各種部品類の保証期間は 90 日間となります。

２．サービス概要
2-1．後処理補正情報のダウンロード 無制限
保守サービス期間中、KLAU PPK-J Desktop 上での後処理補正情報の自動ダウンロードが無制限で行
えます。

2-2．ソフトウェア最新バージョンのダウンロード

随時

新機能を搭載したソフトウェアの最新バージョンが、弊社サイトより随時ダウンロード可能です。
URL: https://www.geolinkjapan.com/downloads/#KLAU_PPK-J_Desktop
ソフトウェアのインストールおよびアクティベートが、PC の台数に制限なく行っていただけます。
また、ソフトウェアが更新された場合は、購入元の正規代理店による E メール配信で迅速にご連絡いた
します。

2-3．対象製品の動作確認 無制限
以下の範囲内での問題検証と解決をご提供します。
接続/通電チェックおよび動作確認（機体は対象外）
動作確認後、保証対象外の修理が必要な場合は別途お見積書を作成します。
※弊社への送料はお客様負担となります。
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保守サービス総合案内【延長】
KLAU PPK 延長保守サービス
弊社では初年度保守サービス期間満了後も KLAU PPK 製品を末永くご利用いただけるよう、『延長保守サー
ビス』をご用意しております。初年度の保守サービス内容に加え、弊社技術スタッフによる精度検証およびレ
ンズキャリブレーションを保守期間内に一度受けられるサービスも、ご提供しています。（各種実施証明書付
き）
。メンテナンスを定期的に受けることで、トラブルの発生を事前に回避でき長期にわたり安心して製品を
ご利用いただけます。

経済性

経費として予算管理が行えます

延長保守サービスにご加入いただくと、後処理補正情報のダウンロードが１年間無制限で利用できるため
予算管理が速やかに行えます。また、特別価格の適用により修理費用の支出も低減できます。

信頼性

トラブルの早期解決につながります

現場で発生した問題や突然のトラブルによる対応時間は、時間のロスだけでなく業務の停滞や混乱を招き
ます。延長保守サービスへご加入いただくと、ご購入元の正規販売代理店を通じた迅速な技術サポートが
受けていただけるので、早期の問題解決が可能です。

安心性

年一度の精度検証で製品の機能を保てます

延長保守サービスから新しく追加されたサービス『精度検証およびレンズキャリブレーション』（各種実施
証明書付き）の利用で、お客様の製品を長期にわたり安心してご活用いただけます。また、保守契約期間
内であれば無制限で製品の点検も受けることができるため、問題の早期発見と予防ができます。

生産性

作業効率が UP します

ソフトウェア上で後処理補正情報がボタン一つで取り込めるので手間を省け作業の効率を高めることがで
きます。保守契約期間内は無制限で補正情報ダウンロードができるので、配信業者との個別契約も必要あ
りません。
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保守サービス総合案内【延長】
１．対象製品
KLAU PPK 初年度保守サービスの保守対象製品と同等となります。但し保証対象外事項に該当する場合は本
サービスの対象外となります。詳細は「KLAU PPK 延長保守サービス規約」をご確認下さい。

２．サービス概要
初年度保守サービスのサービス内容に加え、新たなサービスとして定期的な精度検証とレンズキャリブレー
ションを受けていただくことができます。また、これらを実施した各種証明書も発行致します。

無制限

後処理補正情報のダウンロード

随時

ソフトウェア最新バージョンのダウンロード

無制限

対象製品の動作確認（機体は含まない）

期間中１回のみ

レンズキャリブレーションおよびレンズキャリブレーション実施証明書の発行

期間中１回のみ

精度検証および精度検証実施証明書の発行（機体は含みません。
）

延長保守サービスに新たに追加されたサービス（赤枠部分）
保守期間中１回のみご利用いただけるサービスとなります。精度検証を実施するにあたり通常の動作確認に加え、現場
を想定したフィールドでのレンズキャリブレーションも同時に行います。実施後、精度検証実施証明書およびレンズキ
ャリブレーション実施証明書を発行いたします。
※機体の動作確認実施は含みません。
※レンズキャリブレーションの本数は KLAU PPK UNIT1 式につき 1 本までとし、過去に弊社でキャリブレーション
を行ったレンズのみを対象とします。同時に追加レンズキャリブレーションのご注文も承ることができます。

3．サービス期間
新規加入申込みを初年度保守期間満了日までに完了いただくことで、満了日翌日から本サービスをお受けいた
だけます。サービス期間は更新または再開の場合も含め、サービス開始日より起算して１年となります。

４．サービス加入料金
価格は正規代理店へお問い合わせください。
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保守サービス総合案内【延長】
５．サービス加入申込み（新規・再開・更新）
代理店よりお申込みいただき、
「KLAU PPK 延長保守サービス加入申込書」をご記入の上、正規代理店へ
ご提出いただきますようお願いします。

保守サービス加入パターン例

※初年度保守が切れた後に加入する場合のご注意点
保守サービスの再開には事前に加入前点検（有償）を受けて頂く必要がございます。弊社にて点検を実施
し正常に動作することが確認できた後、加入申込みを受付けいたします。製品のお預かり期間はおよそ 7
日程度となります。
※延長保守サービスは合計で最大 4 年を限度とさせていただきます。契約終了後は、未加入と同等のサービ
ス・金額にて対応させていただきます。詳細については正規代理店までお問い合わせください。
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保守サービス総合案内
よくあるご質問
Q1．保守サービス期間の確認はどこですることができますか？
製品・ユーザー登録または追加製品登録を行ったお客様に対して発行される、
「GeoLink Japan 製品
登録証」にて、KLAU PPK UNIT の製品シリアル番号および保守契約満了日の確認をしていただけ
ます。

Q2. 点検時には UAV 本体の動作チェックも行ってもらえますか？
いいえ、機体本体の動作チェックは含まれておりません。別途他社様ご提供の動産保険や定期点検サービ
スなどへの加入をお勧めいたします。

Q3. 点検・修理のタイミングでの保守プラス加入申し込みは可能ですか？
加入前点検（有償）後、お申込みいただくことでご加入いただけます。

▶製品のご登録
各種保守サービスを受けて頂くにはご購入された KLAU PPK UNIT の登録が必要となります。

https://www.geolinkjapan.com/tec-support/user-registration/ にアクセスいただき、
「GeoLink Japan 新規ユーザー登録フォーム」より製品登録を行ってください。

二回目以降の KLAU PPK UNIT の購入の場合は https://www.geolinkjapan.com/tec-support/add-

registration/にアクセスいただき「GeoLink Japan 製品追加登録フォーム」より製品追加登録を行ってく
ださい

発行：株式会社 GeoLink Japan

発行日：2020 年 2 月

住所：〒603-8053 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町 98-2-2F
TEL：075-706-5557（不定休 10:00～17:30）
E-mail：info@geolinkjapan.com
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