
セキドケア for ROV 保証規定 
 
セキドケア for ROV（以下「本保証」といいます）は、株式会社セキド（以下「当社」とい
います）が提供するサービスです。本保証は、第２条に定めるサービス対象商品が、第４条
の保証期間中に故障、破損した場合に、当社が本規定に定めるところに従い、修理を⾏うサ
ービスです。以下特段記載のない項⽬についてはスタンダードプラン・プレミアムプラン共
通の項⽬となります。 
 
 
第１条 保証対象者 
 
本制度は第２条に定める対象商品を、購⼊した本⼈を本保証における保証対象者とし、保証
対象者以外は保証請求の権利を有しません。 
 
 
第２条 保証対象となる商品とその範囲 
 
本保証の対象となる商品は、当社および事業協⼒会社より購⼊した「新品」および当社およ
び事業協⼒会社にて「検査を完了し異常が認められない状態の製品」のうち以下各項にあげ
るすべてに該当する商品とします。 
 
１） 2019 年 12 ⽉ 9 ⽇以降に発注頂いた BlueROV2 および 2020 年 12 ⽉ 9 ⽇以降
に点検した BlueROV2 
 
２） 修理依頼時に「セキドケア for ROV 保証書」の提⽰があること。 
 
３） ⽇本国内での修理が可能であること。 
 
４） 保証の対象となるのは、BlueROV2 セット品のうち、BlueROV2 本体、テザーケーブ
ル、コミュニケーションボックス、バッテリー、充電器、コントローラーとなります。 
 
５） 購⼊⽇時、購⼊場所または点検⽇時、点検実施者がわかるもの。 
 
６） BlueROV2 本体、テザーケーブル、コミュニケーションボックス、バッテリー、充電
器、コントローラーが改造をされていない状態であること。（改造とは当社および事業協⼒
会社で販売する「BlueROV2 スタンダード」および「BlueROV2 プロ」に含まれない部品



の取り付け・分解改造・部品の交換・塗装など、納品時より⼿を加えている状態を指します。） 
 
7）当社の代理店・事業協⼒会社での購⼊/製作品及び、当社の代理店・事業協⼒会社での修
理を実施した実績がある製品については、その当社の代理店・事業協⼒会社でのサポート受
付となります。 
 
 
第３条 本保証の保証内容と範囲 
 
本保証期間内に対象商品に故障・物損の損害が発⽣した場合、当該損害の修理に要する金額
が、保証限度額未満に収まる範囲内で保証修理を⾏います。本製品を当社および事業協⼒会
社が指定する拠点まで、お客様より本商品を送付いただいた上で保証修理を⾏います。復路
分（⽚道分）の送料は、本保証修理に要する金額の⼀部として本保証に含まれます。ただし、
送付先は⽇本国内に限ります。 
 
１） 「故障」 
取扱説明書、オペレーションガイド、本体貼付ラベルなどの注意にしたがった正常な使⽤状
態で故障が発⽣した場合。（⾃然故障） 
 
２） 「破損」 
破損、⽕災、破裂、爆発、落雷、⽔漏れ、⾵災、雪災など外来性のある事故が発⽣した場合。
また、⽔中で使⽤後に、不具合が⽣じた場合。 
 
※上記項⽬において保証対象外となる場合がございます。（詳しくは、第８条をご確認下さ
い） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４条 効⼒の発⽣及び保証期間 
 
１） 保証開始⽇は、商品納品⽇もしくは商品発送⽇より効⼒が発⽣します。納品⽇を証明
する書類が無い場合、当社および事業協⼒会社より商品発送した⽇とさせて頂きます。 
 
２）  保証期間は以下の通りとします。保証期間は部品により異なります。 
 
BlueROV2 保証期間 

部品 保証期間 

ROV 機体 
カメラ/センサー 12 ヶ⽉ 

エレクトリックエンクロージャー内の部

品 
6 ヶ⽉ 

ROV バッテリー バッテリー本体（端⼦も含む） 6 ヶ⽉ 
スラスター（モーター） 6 ヶ⽉ 

プロペラ 無保証 
LED ライト 12 ヶ⽉ 

外装 / シェル ダメージ 無保証 
コネクター類 6 ヶ⽉ 

テザーケーブル 12 ヶ⽉ 

充電器 
本体 12 ヶ⽉ 

ケーブル 12 ヶ⽉ 
コミュニケーション

ボックス 
本体 12 ヶ⽉ 

ケーブル 12 ヶ⽉ 
リモコン リモコン本体 12 ヶ⽉ 

パッケージ、トラベルケースは保証対象外となります。 
 
３） 故障はメーカー保証期間を含んだ合算の期間です。メーカー保証期間が 1 年未満の場
合は、メーカー保証終了後、本保証が適⽤されます。 
 
４） 保証終了⽇は、保証開始⽇の１年後当⽇の前⽇ 24 時までとします。 
  
 
 
 
 



第５条 保証限度回数と保証限度額 
 
【スタンダードプラン】 

事故内容 保証限度回数 
故障・破損修理 1 回 

  
 
【プレミアムプラン】 

事故内容 保証限度回数 
故障・破損修理 ２回 

 
 
１） 故障・破損修理に共通し保証限度回数はスタンダードプラン 1 回、プレミアムプラン 
2 回となります。 
 
２） 故障・破損修理に共通し保証限度額は、BlueROV2(「BlueROV2  スタンダード」お
よび「BlueROV2  プロ」のいずれか)の金額（消費税を含む）とします。 
 
 
第６条 全損時の取り扱い 
 
１） 修理限度額を上回った場合､部品の製造供給停⽌などの理由により修理が不可能な場
合、「全損」として保証を⾏います。 
 
２） 全損として保証を⾏う場合は同⼀製品と交換させて頂きます。（同⼀製品をご⽤意でき
ない場合は同等品と交換させて頂きます） 
 
３） 交換品が保証限度額を上回った場合の不⾜分はお客様のご負担とさせて頂きます。 
 
４） 交換品が保証限度額を下回った場合、差額のご返却はいたしません。 
 
５）  本条に基づく交換品の提供が適応された場合における修理対象商品については、修理
依頼された本商品の所有権は、当該交換品の提供と引換えに当社に移転するものとし、当社
は爾後、かかる本商品をお客様に返却する義務を⼀切負わず、これを任意に処分すること 
ができるものとします。 
 



６） プレミアムプランでは修理金額が BlueROV2(「BlueROV2 スタンダード」および
「BlueROV2 プロ」のいずれか)の金額の 70%に到達した際はその損害を全損⾒なし保証
を⾏います。 
 
 
第７条 保証の終了 
 
以下の事項に該当する場合には、本保証は終了となります。 
 
１） 第４条に定めるところに従い保証期間が満了した場合。 
 
２） 第５条に定めるところに従い保証限度回数の保証が履⾏された場合。 
 
３） 第６条に定めるところに従い、同等品と交換が保証限度回数分、提供された場合。 
 
４） 購⼊⽇以後に対象商品が消滅したとき。（全損交換時は除く） 
 
５） 対象商品を第三者に譲渡したとき。 
 
６） 当社の代理店・事業協⼒会社での購⼊品の場合、当社の代理店・事業協⼒会社の倒産、
事業撤退し事業継続が困難な場合。 
 
 
第８条 サービス料⾦ 
 
保証修理サービスにつき、以下のサービス料金をお⽀払いいただきます。 
 
【スタンダードプラン】 

事故内容 サービス料金 
 （1 事故 1 商品につき） 

故障・破損修理 50,000 円（税込み） 
【プレミアムプラン】 

事故内容 
サービス料金 

 （1 事故 1 商品につき） 
故障・破損修理 0 円 

※全損時も同様です。 



 
 
第９条（保証対象とならない場合） 
 
下記の各項に該当する場合、保証は受けられません。 
 
１）  BlueROV2 本体、テザーケーブル、コミュニケーションボックス、バッテリー、充電
器、コントローラー以外の商品についての損害。 
 
２） シリアル番号の記載が無い BlueROV2 本体 
 
３） 故障・破損商品のご返送がされない場合。 
 
４） 国外修理費⽤。 
 
５） 故意、重過失による損害並びに取扱説明書に記載の使⽤⽅法または注意事項に反する
取扱いによって⽣じた故障。 
 
６） 独⾃に加⼯・改造することにより⽣じた損害。 
 
７） 対象商品の内、下記に該当するもの。 
 
A)ケース類、⼯具類、消耗品と判断する備品・部位。 
 
B)梱包材、外箱など輸送に際して⼀時的に使⽤する付属品。（但し、本体内蔵の場合 を除き
ます） 
 
C)データ、プログラムなどのソフトウェア不良、プログラム等の再インストール、および設
定などのユースウェア障害、清掃を⽬的とした修理依頼。 
 
D)修理依頼の為の送料、及び諸掛かり、交通費、修理期間中の代替機レンタル料金、機会
や期間の損失など、修理代金以外の費 ⽤。ただし、復路（⽚道分）の送料は、本保証修理
に要する金額の⼀部として本保証に含まれます。ただし、送付先は⽇本国内に限ります。 
 
E)コンピュータプログラム、インプットデータなどのソフトに関する損害。 
 



F)⾃然消耗による性能の低下。 
 
G)当社および事業協⼒会社の了解なく他社で修理・改造された場合。 
 
H)商品における製品上の瑕疵（元々あった不具合…バグ含む）によって⽣じた損害。 
  
I)使⽤上の問題とならない傷や汚れ 
 
J)商品の性質及び環境によるサビ、カビ、変質、変⾊、その他類似の事由またはねずみ⾷い、
⾍⾷い、および使⽤上⽀障の無い外観のキズ、 清掃のできない不良など。 
 
K)商品の盗難、紛失、置忘れ。 
 
L)地震、津波、噴⽕および⽔害などの災害、天変地異による損害。 
 
M)詐欺、横領などによる損害。 
 
N)差し押さえ、没収、破壊など国または公共団体の公権⼒の⾏使によって⽣じた損害。 
 
O)放射性物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害
な特性またはこれらの特性による事故。 
 
P)戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装内乱、その他これらに類似の事変ま
たは暴動による損害。 
 
Q）オプション品を取り付けの際に、BlueROV2(「BlueROV2 スタンダード」および
「BlueROV2 プロ」)に含まれるパーツを加⼯して使⽤した場合、そのパーツは改造パーツ
とみなし、保証対象外。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第１０条 保証の請求 
 
１） 故障および破損事故が発⽣した場合、当社および事業協⼒会社の窓⼝までご連絡頂き、

指定送付先まで下記製品をご送付頂きます。 
 
ご郵送品内容： 
 
・当該商品 
※当社および事業協⼒会社で販売する「BlueROV2  スタンダード」および「BlueROV2  プ
ロ」に含まれないパーツについては全て取り外してからお送りください。もし取り付けてお
送りいただいた場合、紛失・破損等に関して、当社および事業協⼒会社は⼀切の責任を負い
かねます。 
・セキドケア for ROV 保証書 
・商品購⼊⽇時または点検⽇時、点検実施者がわかる書類のコピー（レシートや納品書、点
検完了証など） 
 
２）  修理の受付は、原則として当社および事業協⼒会社で⾏うものとします。その他の窓
⼝（他社など）で修理を申し込まれた場合は補償の対象になりません。 
 
 
第１１条 個⼈情報の使⽤ 
 
当社は、お客様よりご提供いただいた保証項⽬、個⼈情報等を保管、使⽤、処理の上、本保
証を提供します。また、上記の⽬的の為、以下の場合に限り、当社の責任において、事業協
⼒会社（修理会社等）、保険会社等へお客様の個⼈情報を提供いたします。 
 
１） 保証修理（代替品の提供）に際して当社と事業協⼒会社による個⼈情報の共有が必要
となる場合。 
 
２） 本保証の履⾏に伴うリスクを対象とする保険会社との間の保険契約の締結。 
 
 
第１２条 間接損害 
 
法律上の請求の原因の種類を問わず如何なる場合においても、間接損害（事業利益の損失、



事業の中断、事業情報の損失等）、特別損害、付随的損害、拡⼤被害、他の機器や部品に対
するデータの損失⼜は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、⾝体障害（障害に起因す
る死亡及び怪我を含む）並びに他の財物に⽣じた損害に関して、当社は⼀切の責任を負わな
いものとします。 
 
 
第１３条 その他注意事項 
 
１）故障並びに損害の認定等について当社とお客様の間で⾒解の相違が⽣じた場合には、当
社は中立的な第三者の意⾒を求めることができます。 
 
２）修理依頼品において、返却可能⽇をお知らせしている場合（お客様のご都合でお知らせ
できない場合を含む。）、依頼をお受けした⽇から１年間を経過してもお受取りいただけな
いときは、当社にて⾃由に処分することができるものとします。その際には修理費⽤（キャ
ンセルに伴う⼀切の費⽤を含む。）に加え、処分に要した費⽤の⼀切を、当社の請求に従い
速やかにお⽀払いいただくものとします。 
 
３お客様は、製品を購⼊いただいた時点で、本規約にご同意いただいたものとします。 
 
４）本保証の内容などのお客様に重⼤な影響を及ぼす条件を除き、当社はいつでも本規約の
⼀部（お客様窓⼝の連絡先、受付時間等を含みます）を変更、修正、追加⼜は削除すること
ができるものとします。変更した規約は、お客様が当該変更の内容を確認しうる状態となっ
たとき（変更された規約がウェブサイトに掲載された時点及び変更等を拘置するメールが
お客様に配信された時点を含みます）から、お客様に対して適⽤されるものとします。 
 
５）本規約等は⽇本法に基づき解釈されるものとします。また、お客様と当社との間で訴訟
の必要を⽣じた場合は、訴額に応じて、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審の専
属的合意管轄裁判所とするものとします。 
 
６）本保証の保証対象者は、本規定に定める地位もしくは権利を譲渡、質⼊れ、または担保
提供などの⾏為を⾏うことはできません。 
 
7) 修理の過程で取り外したパーツの所有権は、当社に帰属し回収いたします。 回収したパ
ーツは当社の判断により、廃棄等を⾏いますので、あらかじめご了承ください。  
 
 



 
■ご連絡先 
株式会社セキド  テクニカルサポート 
E-Mail：info@sekido-rc.com 
受付時間：⽉〜金曜⽇ 10 時 00 分〜17 時 30 分（当社指定の休業⽇除く） 
※事業協⼒会社でのご購⼊の際は、ご購⼊いただいた事業協⼒会社へご連絡をお願い致し
ます。 
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