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サービス概要 

 
 
Asset Recovery Services 
 

はじめに 
 

Dell Technologies Services（以下、「Dell」）は、本サービス概要（以下、「本サービス概要」）に基づいてAsset 

Recovery Services（以下、「本サービス」）を提供します。見積書、注文書、または双方で合意したその他の書式によ

る請求書もしくは注文確認書（以下、該当する場合は「注文書」）には、お客様が購入されたサービスの名称および 

利用可能なサービスオプションが記載されます。追加のサポートやサービス契約書が必要な場合は、テクニカル サポートま

たはセールス担当者にお問い合わせください。 

 

本サービスの範囲 
 

このサービスでは、不要な機器やリースされていない機器の廃棄を、環境に配慮しつつ簡便に行う方法を提供します。 

すべての機器は、Dell電子廃棄ポリシーおよびデータ ストレージ デバイスのDellメディア サニタイズに関するステートメントに

従って管理されます。 

 

本サービス概要は、DellブランドおよびDell以外のブランド双方のクライアント/サーバー機器を対象とした、次のAsset 

Recovery Servicesのオプションに適用されます。 

 

お客様が所有またはリースしている機器のオプション： 

 

• オフサイトのデータ サニタイズによるIT Asset Resale and Recycling Service（購入日から4年間有効） – 

最小ユニットの要件なし：機器を所有していて、再販またはリサイクルを通じて責任を持った廃棄を希望してい

るお客様に推奨されます。お客様は、発送前に機密データおよび個人データを削除する必要があります。 

本サービスには、発送、データ処理、詳細な廃棄レポート、廃棄の確認、返却された機器に回収された残存価

値がある場合の支払いが含まれます。 

• IT資産リース返却配送専用サービス – 最小ユニットの要件なし（購入日から4年間有効）：機器をリース

し、その機器をリース会社に返却する必要があるお客様に推奨されます。お客様は、機密データと個人データを

削除し、発送前に機器が正常に動作していることを確認する必要があります。サービスには、リース会社への 

トラッキングと発送が含まれます。  

https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/corporate/pdf/dell-electronics-disposition-policy-04mar19.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/corporate/pdf/dell-electronics-disposition-policy-04mar19.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/corporate/pdf/dell-media-sanitization-statement-04mar19.pdf
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• IT資産オンサイト データ サニタイズ サービス（購入日から4年間有効） – 必要最小限のユニット数は20： 

IT Asset Resale and Recycling Serviceまたはリース返却配送専用サービスの開始前に機密データおよび 

個人データの削除を希望しないお客様にお勧めします。サービスには、オンサイトでのデータ サニタイズ、詳細な 

廃棄レポート、廃棄の確認が含まれます。  

• IT資産オンサイト ハード ドライブ シュレッダー（購入日から6か月有効） – 必要最小限のユニット数は200：

環境に適した方法で物理的な破壊を通じて、データを保持するデバイスを廃棄するお客様に推奨されます。 

• すべてのサービス：お客様の管理を容易にする一元窓口（「リカバリー マネージャー」）とカスタマー セルフサービス 

ポータルへのアクセスも含まれます。 

 

適用される法律で別段に規定されている場合を除き、お客様は、本サービスを当初購入日（以下「期間満了日」）から

（上記に示す通り）4年間または6か月間に限り使用することができます。当初購入日とは、Dellからのサービスの請求書

発行日またはご注文の確認日のいずれか早い方の日付と定義されます。期間満了日が過ぎると、お客様がサービスを 

利用しなかった場合でも、Dellのサービス提供は完了したとみなされます。 

 

カスタマー セルフサービス ポータルへのアクセス 

 

Asset Recovery Servicesを購入したお客様は、カスタマー セルフサービス ポータルにアクセスできます。 

 

ポータルを通じて、お客様は購入したサービスに関連するタスクを表示および実行できます。これには次のものが含まれますが、

これらに限定されません。 

 

• 評価値の受け取り 

• サービス クレジットの表示  

• サービスのスケジュール設定と追跡 

• レポートの表示とダウンロード 

• 資産の再販およびリサイクル サービスに基づいて、再販された機器の回収済み残留価格の支払いの請求  

 

お客様が購入および使用したサービスに対する Customer Asset Recovery Serviceの詳細はすべて、Dellのセルフサ

ービス ポータルからアクセスできます。  

お客様がセルフサービス ポータルを使用する場合は、お客様が購入した Asset Recovery Servicesのオプションに対応

するセルフサービス ポータルの利用規約（以下「利用規約」）が適用されます。お客様が合意した利用規約には、下記

の事項が含まれますが、これらに限定されません。（1）サポート対象サービスの仕様を確認、認識、承認するお客様の

義務、（2）カスタマー セルフサービス ポータルを通じてお客様に提示された利用規約に従ってお客様が受け入れるカスタ

マー セルフサービス ポータルの使用のあらゆる側面について、Dellによる免責、および/またはお客様による責任の引受け。 
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配布資料 

 

以下のものはサービスの一環として提供されます。 

• カスタマー セルフサービス ポータルへのアクセスにより、お客様は次のことを実行できます。 

o 評価額の取得：お客様は廃棄する機器の見積価格を確認できます 

o ダッシュボードの表示：利用可能なすべてのサービス クレジット、最近のアクティビティ、保留中の 

アクションの完全な表示 

o サービスの予約：お客様は、営業時間内で場所、希望の日時にサービスを予約できます。 

o サービスの追跡：お客様は、予約したサービス、保留中のサービス、進行中のサービス、完了した 

サービスなど、各サービスのステータスを確認できます。 

• 物流と梱包： 

o 20を超える機器の場合：Dellは運送業者を通じて物流と梱包を行います 

o 20個未満の機器の場合：Dellは、宅配便業者を通じて配送します 

• 処理：再販またはリサイクルのサービス処理には、処理施設の出荷から配送までの全工程の監査、機能テスト、

外観上の評価、NIST SP 800-88r1規格に準拠したデータ サニタイズ、再販の評価額が含まれます。 

• レポート： お客様は、注文、サービス クレジットの可用性、予約スケジュール、価値回復評価に関するレポート

を表示およびダウンロードできます。オンライン ポータルでは、次のサービスに関する追加レポートも利用できます。 

o 再販とリサイクルには、機器廃棄報告書と廃棄の確認が含まれます 

o リース返却の受け取りのみには、回収され、リース会社に返却されたすべての資産をリストにしたリース 

返却レポートが含まれます 

o オンサイトでのデータ サニタイズには、オンサイトでのデータ サニタイズ レポートと廃棄の確認が含まれます 

o オンサイト ハード ドライブ シュレッダーには、オンサイトでのデータ サニタイズ レポートと廃棄の確認が 

含まれます 

• 支払い：お客様が機器を再販したときの金額を受け取る資格がある場合、お客様はセルフ サービス ポータルを

通じた電子資金振替による支払いを要求できます。回収可能価値の資金は税抜き価格で示されているため、

各当事者は支払われる金額に対して課せられる消費税、物品サービス税を支払うものとします。 

 

 
 

サービス対象外 

 

誤解を避けるため、次の作業が本サービス概要の範囲に含まれないことをここに付記します。 

• 本サービス概要に記載のない一切のサービス、タスク、またはアクティビティー。 

• 以下に定義するとおり、本サービスにはお客様にのみ特別に付与される知的財産の開発は含まれません。 

 

本サービス概要は、以下で定義するマスター サービス契約または原契約（該当する場合）の条件に基づいて提供される

保証内容以外の保証をお客様に付与するものではありません。 
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本サービス固有のお客様の責任 

 

お客様は、以下に示す特定の責任を果たすことに同意し、これらの責任を果たさないと、Dell Technologies Servicesが

本サービスを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性があることを認識するものとします。  

 

1. オンサイトでのデータ サニタイズ。お客様は以下を実施します。 

a. オンサイト サービス用に機器ユニットを最低20台用意する 

b. Dellがサイトに到着する前に、データ消去サービスの対象となる機器で、すべてのパスワードとその他のアクセ

ス セキュリティ機能を削除または無効にし、機器に搭載されている盗難防止ソフトウェアやノートパソコン追

跡ソフトウェアを停止しておきます。 

c. 少なくとも次のようなデータ サニタイズ ワークスペースを提供します。  

i. テーブル/デスクスペース、椅子、コンセント、および十分な照明  

ii. 20台以上のデスクトップを積み重ねて、同時にデータを消去できるだけのスペース  

iii. 対象となるサービスや国に適用可能で、スケジュール設定時にDellから報告された電圧で供給さ

れる十分な電力 

iv. 化学的または他の生物学的作用物質によって汚染されていないワークスペースおよび機器。 

 

d. データ サニタイズ ワークスペースの周辺に、データ サニタイズ サービスの対象となるすべての機器を集めて 

置きます。 

e. データ サニタイズ サービスが予定される日には、サイトの担当者を配置し、データ サニタイズのワークスペース

にDellの担当者を案内し、データ サニタイズを実施する機器を指定するようにしてください。  

f. データ消去中に機器で使用するモニターと外部電源を用意してください（モバイル コンピューターの場合はモ

ニターは不要）。  

g. サービスが発生するまで、追加サービスの購入時に正常にサニタイズされた機器を保管するために、データ サ

ニタイズ ワークスペースと同じ場所に安全な保管場所を提供します。  

h. データ サニタイズ確認フォームを確認して署名し、PDF/CSV形式のデータ サニタイズの概要に次の事項が

正確に記載されていることを認めます。（i）正常にデータをサニタイズできた（「成功」）システム ハード ド

ライブを、お客様が今後のサービスのために指定された、安全な保管場所に移したこと、（ii）データをサニタ

イズできなかった（「失敗」）システム ハード ドライブを、お客様側で廃棄していただくためお客様のご担当

者に返却したこと。  

i. 何も保存されていないUSBフラッシュ ドライブを用意します。Dellは、サイトを離れる前に、PDF/CSV形式

のデータ サニタイズの概要をこのUSBフラッシュドライブに保存してお客様に提出します。  
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2. リース返却または再販/リサイクル サービス。サービスの前に、お客様は次の作業をしておくものとします。 

 

a. 運送サービス（機器が20台を超える場合）：スケジュール時に、サイトへのアクセスの問題、セキュリティ 

制限、組合の労働条件の要求、保険証明書、ドッキング制限または時間制限を宣言します。 

b. 宅配便サービス（機器が20個未満の場合）：Dellへの配送中に機器が損傷しないように、適切な梱包材

を使用して各機器を個別の箱に梱包して密封し、お客様ポータルから提供された印刷ラベルを使用します。  

c. Dellのリクエストに従って、任意の国の法人向け請求書を記入します。 

d. 社外秘情報、専有情報、機密情報、またはその他の非公開データ、すべてのサードパーティ製ソフトウェア

を、データ サニタイズの概要にデータが正常にサニタイズされたこと（「成功」）がDellによって確認されなかっ

たすべての機器（データ サニタイズに失敗したハード ドライブなど）から削除します。  

e. すべてのパスワードとその他のアクセス セキュリティ機能を削除または無効にし、機器に搭載されている盗難

防止ソフトウェアやノートパソコン追跡ソフトウェアを停止しておきます。 

f. 機器に含まれるサードパーティ製ソフトウェアに関連するライセンスを終了または譲渡しておきます。 

g. データ ストレージ メディア（USBキー、SDカードなど）を機器からすべて取り外して保管しておきます。  

h. すべてのプリンタからインクやトナー カートリッジを取り外しておきます。 

i. 統合された機器にはコンピューターのハードウェアのみが含まれ、アプライアンス、オフィス機器、バイオハザード

廃棄物、バイオハザード機器、資材、梱包材、または箱などが含まれていないことを確認します。  

j. 機器が完成し、適切に組み立てられていることを確認します。また、リース代理店に返却されるすべての 

関連アクセサリや周辺機器が含まれていることを確認し、再販売時の製品の価値を最大化します。 

k. すべての機器を電源やラックから取り外し、パッケージや箱から取り出し、発送の対象ではない機器と明確に

区別できるようにします（お客様によって発送前に機器がパッケージまたは箱に入れられていた場合、Dellは

発送のスケジュールを再設定し費用をお客様に請求する場合があります、あるいは、お客様による梱包に 

関する権利放棄書に署名しお客様による機器の梱包またはシュリンク包装を可能にすることもできます）。 

l. 各サイトの機器（データを正常にサニタイズできたシステムを含む）を、Dellのロジスティクス プロバイダーが

問題なく出入りできる中央の場所に集めます。 

m. サイトのご担当者はDellのロジスティクス プロバイダーを機器まで案内し、Dellのロジスティクス プロバイ

ダーが正しい機器を持ち出せるように確認します。 

n. 該当する場合は、Windows Autopilotから機器およびその他の関連システムを登録解除します。 

 

3. オンサイトのハード ドライブ シュレッダー。お客様は以下を実施します。 

a. 全般。機器がDellのプロバイダーに提供される前に、廃棄するデータまたはソフトウェアをバックアップします。  

b. データ シュレッダー。本サービスの提供条件として、お客様は次の作業を行うものとします。 

i. 本サービスのスケジュール時に、サイト アクセスの問題または時間制限を通知し、 

適切な駐車場を提供します。 

ii. シュレッディング ワークスペースや、そこにアクセスするための関連経路に、適用される

駐車スペースや高さの制限がないことを確認します。 
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iii. サイトで安全なシュレッディング ワークスペースを提供し、シュレッディングの実施に 

十分なスペースを提供します。作業スペースは最低限、次を含むものとします。 

a. テーブル/デスク スペース、椅子、コンセント、および十分な照明 

b. 対象となるサービスや国に適用可能で、スケジュール設定時にDellから 

報告された電圧で供給される十分な電力 

c. 十分に隔離され、断熱処理が施されたワークスペースか、あるいはサービス

の実施に適したオフィス以外のワークスペース 

d. ワークスペースおよび機器は、化学的または他の生物学的作用物質によ

る汚染がないようにします。 

iv. データを保持するすべてのデバイスを、明確に指定された場所にまとめて配置します。 

この場所は、データ シュレッダーのワークスペースと同じ場所にあることとします。そして 

v. お客様のサイト担当者はシュレッダー作業が行われる日は毎日オンサイトに立ち会

い、Dellのプロバイダーにデータ シュレッダーのワークスペースを指示し、また、お客様

のサイト担当者に権限を与え、Dellのプロバイダーがシュレッダーする必要があるデー

タの入ったデバイスを特定できるようにします。 

 
 

4. お客様による保証。お客様は、次の内容について表明し、また保証するものとします。 

a. 所有しているいかなる機器に対して正当な所有権を持ち、それらの機器が抵当権、要求権利、負債などの

対象になっていないこと  

b. お客様は、リースに返却する機器が正常で、良好な動作状態であることを保証する責任があります。  

c. 消去に失敗したすべての機器（データ消去の概要に「成功」と記入されていない機器）から、社外秘情

報、専有情報、個人情報、機密情報、およびその他の非公開データとサードパーティ製ソフトウェアを削除

してあること  

d. 当該機器の販売について正式に認可を受けており、当該販売はお客様を拘束する契約または判決に 

違反するものではないこと  

e. お客様による別途の開示がありかつ発送に先立ってDellにより書面にて承認された場合を除き、機器は、

Dellに届けられた時点でメーカーが発表している仕様に沿って稼働するものとします。 

f. お客様が、お客様がDellやDellのプロバイダーにアクセスを許可したサイト（データ サニタイズ ワークスペース

を含む）に適用される健康および安全に関する要件や義務を順守する責任があり、これらを順守している

ものとします。 

 

お客様が本サービス概要に記載されているいずれかの義務または保証を履行しなかった場合、Dellは、本サービスを提供

する義務も、お客様の契約違反によって発生した損害に対する責任も一切負わないものとします。また、お客様の義務ま

たは保証の不履行によって生じた追加の時間や資材、およびDellまたはDellのプロバイダーが被った損失や損害につい

て、お客様から追加の料金および費用をいただくことがあります。 
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上記に加え、IT資産のオンサイトのデータ サニタイズ サービスを含まないサービス オプションについては、お客様は、機器に

含まれている、またはアクセスされる可能性があるデータ（以下、「データ」）に関するあらゆる請求、責任、または法的義

務からDellを免責し、防御し、損害を与えないようにするとともに、これから生じるすべての費用および料金を支払うことに

同意します。これには、（i）データが不適切にアクセスされた場合や、安全な方法で管理されていなかった場合に受ける

請求、または（ii）保管もしくは転送されたデータや個人情報のセキュリティや保護に関する法令または規制に基づく義務

や責任が含まれます。 

 

価格および支払い条件 

 

お客様には、機器ごとに課金されます。  

 

その他のアイテムは、18kgごとに機器1台分の料金で集計、重量測定、請求されます。その他のアイテムには次が含まれます。 

• 外付けのコンピューター部品（ケーブル、周辺機器、外付けドライブ、キーボード、マウス、ドッキング ステーション

など） 

• 取り外し可能な内蔵のコンピューター部品  

• コンピューターに関連していない部品（通信関連部品/携帯電話、DVD/DVR） 

 

お客様は、本サービス概要をもって、該当するDellの注文確認書に基づく各機器の料金、および本サービス概要に記載さ

れている追加の料金および費用を支払うことに同意したものとみなされます。お客様はDellが、本サービス概要に基づいて

Dellがお客様に支払う金額から、本サービス概要に基づいてお客様からDellに支払われる金額を差し引く権利をDellが

有することを認め、同意するものとします。 

 

追加料金 

お客様は、以下に基づいて追加料金を請求されることになります。この金額は、Dellが別途作成する見積書に記載されます。 

• Dellが提供するサービスにおいて、機器の数が発注された数量を超えた場合、関連するサービスについてピースご

との料金が請求されます。  

• 500GBを超えるハード ドライブには、オンサイトでのデータ サニタイズ サービスの追加料金がかかります。 

• 重量が18kgを超える機器は、追加の配送費が必要になる場合があります。 

• 運送サービスまたはユニットの最小要件が満たされていないオンサイト サービスの場合は、追加料金が発生します。

沖合の領域、離島、その他の遠方や僻地の場合は、追加料金が必要です。 

• 以下のようなサイトでのサービス：  

o アクセスまたは車両が制限されている  

o 組合の労働が必要である 

o サービスの予約の空き時間が制限されている、または 

o 通常の営業時間外の予約が必要である  

• お客様、サイト、機器が本契約書に記載された要件を満たしていない場合、該当するサービスのスケジュールの

再設定が必要になるか、追加料金が適用されることがあります。  
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• Dellのロジスティクス プロバイダーがサービスの予約日に作業が行えなかった場合（お客様または機器の準備が

同意した期日に完了していない場合）、追加料金が発生することがあります。 

• 出荷に誤った機器が特定された場合に発生するコスト。 

• リース返却のために提供された配送先住所が正しくない場合に発生するコスト。 

• オンサイトのハード ドライブ シュレッダー サービス中のハード ドライブの取り外しまたは機器の取り外しリクエスト。 

 
 
 

重要な補足条件 
 
 

所有権と損失のリスク  

 

DellまたはDellのロジスティクス プロバイダーには、指定場所を離れた後の機器の損失または損害のリスクを負う義務があ

ります。DellまたはDellのロジスティクス プロバイダーが機器を受け取ったときから、所有権はDellまたはDellのロジスティクス 

プロバイダーに渡ります。 

 

負担 

 

本サービス概要に基づいて提供される本サービスにのみ具体的に関連しているため、原契約における矛盾する条件にかか

わらず、次の契約条件が適用されます。 

 

本サービス概要に従って提供するサービスについて、Dellとそのサービス プロバイダーの責任には、かかる責任が発生する 

可能性について事前に知らされていた場合でも、常に以下に示す制限や除外条件が適用されます。 

 

1. Dellは、機器から削除されていないデータのセキュリティまたは機密性について（契約の記述、不法行為の有無、

またはその他を問わず）、一切責任を負わないものとします。ただし、Dellおよび/またはDellのサービス プロバイダ

ーが、本サービス概要に記載されている処理手順に従ってお客様のサイトでシステム ハード ドライブのデータ消去

を適切に実行できなかったが、データ消去の概要にはデータを正常に消去済みと記載し、そのハード ドライブから

データが不正に開示された場合を除きます。このような場合、Dellは、かかる開示に起因する直接的な損害につ

いて、1暦年以内に本サービス概要に基づいてお客様が支払った、または支払う合計金額を超えない金額まで、

お客様に対して責任を負うものとします。 

 

機器の物理的アイテムの損失に起因または関連して、Dellが最大限の全面的責任を負う場合でも（契約の記

述、不法行為の有無、またはその他を問わず）、お客様の評価額に記載された額、またはDellが業界標準の

評価方法を使用して合理的に決定した評価額を超えないものとします。 
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お客様の一般的な責任 

アクセスの許可権限：お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり、お客様が所有する、またはライセンスを受けたソ

フトウェア、ハードウェア、システム、それらのデータ、およびそれらに含まれるハードウェアとソフトウェアのコンポーネントすべ

てについて、リモートあるいは直接に関係なく、お客様および Dell Technologies Services がアクセスして使用する 

権限を取得していることを表明し、保証するものとします。お客様が上記の権限をまだ取得していない場合、 

Dell Technologies Services に本サービスの実施を依頼する前に、お客様の負担で必要な権限を取得することは 

お客様の責任です。  

勧誘禁止条項：法律の定めるところにより、お客様は、Dell Technologies Services の書面による同意を事前に

受けずに、注文書に記載された日付から 2 年間、直接または間接にかかわらず、Dell Technologies Services の 

サービス実施に関連した作業に携わった Dell Technologies Servicesの従業員の転職（雇用）を勧誘しないもの

とします。ただし、一般的な広告や同様の幅広い形での勧誘は本契約における直接的または間接的勧誘とみなされ

ません。また、雇用に関する話し合いを持つ前に Dell Technologies Services との契約が終了した従業員、または

退職した従業員については勧誘できるものとします。 

お客様の協力：お客様は、迅速かつ十分なお客様の協力がなければ、Dell Technologies Services がサービスを

実施できないこと、また実施できたとしてもサービスに大幅な変更や遅延が生じる可能性があることを理解するものとし

ます。したがって、お客様は、Dell Technologies Services がサービスを実施するのに必要なあらゆる協力を迅速か

つ合理的に提供するものとします。こうした合理的かつ十分な協力がお客様から得られない場合、Dell 

Technologies Services は本サービスの不履行に対して一切の責任を負わず、お客様が払い戻しを受ける権利は

ないものとします。 

オンサイトの義務：本サービスをオンサイトで実施する必要がある場合、お客様は、十分なスペースのある作業場、 

電源、安全装置（該当する場合）、電話回線を含むお客様の施設および環境を無償で（Dell Technologies 

Services の費用負担なく）提供し、安全かつ十分に利用できるようにするものとします。モニターまたはディスプレイ、

マウス（またはポインティング デバイス）、およびキーボードがシステムに含まれていない場合は、これらのアイテムを 

正常に動作する状態で（Dell Technologies Servicesの費用負担なく）ご提供いただきます。 

データ バックアップ：お客様には、本サービスの提供前および提供中に影響を受けるすべてのシステムにある既存デー

タ、ソフトウェア、およびプログラムすべてをバックアップしていただくものとします。お客様は、起こり得るデータの障害、 

改変、または損失の予防措置として、影響を受けるすべてのシステムに保存されているデータの定例バックアップ コピー

を行うものとします。Dell Technologies Services はプログラムまたはデータのリストアもしくは再インストールについて 

責任を負わないものとします。 

適用される現地法で別段要求されない限り、Dell Technologies Servicesは以下の責任を一切負わないものとします。 

• お客様の機密情報、専有情報、または個人情報。  

• データ、プログラム、またはソフトウェアの損失もしくは破損  

• リムーバブル メディアの破損または紛失  
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• 機器上のデータに適用される可能性のあるサード パーティーの要件への準拠 

• システムまたはネットワークの使用不能 

• Dell Technologies Services またはサード パーティーのサービス プロバイダーによる過失を含めた行為または

不作為。  

サード パーティーによる保証：本サービスでは、Dell Technologies Services が、自社で製造または販売したもの 

ではないハードウェアまたはソフトウェアにアクセスする必要が生じることがあります。このように、Dell Technologies 

Services、または本来の製造元以外の者が、当該ハードウェアまたはソフトウェアに関して作業を行った場合、製造元

が当該製品に付していた保証が無効になる可能性があります。お客様は、Dell Technologies Servicesが本サービ

スを実施することによってかかる保証に影響がないことを確認し、また影響がある場合はそれを了承するものとします。

Dell Technologies Services は、サード パーティーによる保証について、または本サービスがこのような保証に及ぼす

影響について、責任を負いません。  

サービス提供時間：本サービスは、1週間の労働時間に関する現地の法規に従い、以下の表に記載されている場合

を除き、月曜日から金曜日の Dell Technologies Services の通常営業時間（お客様の現地時間で午前 8:00～

午後 6:00）内に実施されます。 

 

国名 Dell Technologies 

Servicesの通常営業時間 

セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、トリニダ

ード・トバゴ、ヴァージン諸島、その他の英語圏のカリブ海諸国 

月曜～金曜、7:00～16:00 

バルバドス、バハマ、ベリーズ、コスタリカ、デンマーク、エルサルバドル、フィンランド、グラン

ドケイマン島、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、ノルウェー、パナマ、プエルトリコ、ドミニ

カ共和国、スリナム、スウェーデン、タークス・カイコス諸島 

月曜～金曜、8:00～17:00 

オーストラリア、バミューダ、中国、ハイチ、日本、オランダ領アンティル、ニュージーランド、

シンガポール、タイ 

月曜～金曜、9:00～17:00 

アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、フランス、インド、インドネシア、イタリア、韓国、マレー

シア、メキシコ、パラグアイ、ペルー、台湾、ウルグアイ 

月曜～金曜、9:00～18:00 

ボリビア、チリ 月曜～金曜、9:00～19:00 

中東 日曜～木曜、午前8時～ 

午後6時 

香港 月曜～金曜、9:00～17:30 

事前の書面による別段の取り決めがない限り、通常営業時間外または現地の休日には、サービスのアクティビティは一

切提供されません。 
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サービスに関する契約条件 

 

本サービス概要は、お客様と、本サービスの購入に関するお客様の注文書に記載された法人（「Dell法人」）との 

間で締結されます。本サービスは、お客様がDell法人と別途締結し、本サービスの販売を明示的に許可するマスター サー

ビス契約に基づき提供されます。マスター サービス契約がない場合、本サービスの提供には、お客様の所在地に応じて、

Dellの商用販売契約条件または次の表に記載のお客様の地域の契約（以下、該当する場合は「原契約」）が適用さ

れます。お客様の原契約を確認するには、以下のURL一覧の中から、お客様の所在地に該当するものをご参照ください。

両当事者は、Webサイトに掲載されたこの契約条件を読み、それに従うことに同意するものとします。  

 

お客様の 

所在地 

本サービス購入に適用される契約条件 

本サービスを直接購入されるお客様 本サービスを認定販売店経由で購入されるお客様 

米国 Dell.com/CTS  Dell.com/CTS  

カナダ Dell.ca/terms（英語） 

Dell.ca/conditions（カナダフランス語） 

Dell.ca/terms（英語） 

Dell.ca/conditions（カナダフランス語） 

ラテン アメリカ

およびカリブ 

海諸国 

現地 Dell.com の国別 Web サイトまたは

Dell.com/servicedescriptions。* 

セールス担当者から受け取るサービス概要およびその他の Dell

法人のサービスに関する文書は、お客様と Dell 法人との契約と

はみなされず、お客様がセールス担当者から購入するサービスの

内容、サービスの受け手としてのお客様の義務、およびこれらの

サービスの範囲と制限について説明することのみを目的としていま

す。このため、本サービス概要およびその他の Dell 法人のサービ

スに関する文書で言及される「カスタマー」はお客様を指すものと

解釈され、「Dell 法人」はお客様のセールス担当者に代わってサ

ービスを提供するサービス プロバイダーを指すものとのみ解釈され

ます。本書に記載された本サービスについて、お客様とDell法人

との間には直接的な契約関係は発生しません。疑義を回避す

るため、その性質上、買い手と売り手との直接的な関係に限定

される支払い条件またはその他の契約条件はお客様には適用

されず、お客様と営業担当との合意に基づくものとします。 

http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts?c=us&l=en&s=corp
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アジア 

太平洋地域

および日本 

現地 Dell.com の国別 Web サイトまたは

Dell.com/servicedescriptions。* 

 

セールス担当者から受け取るサービス概要およびその他の Dell

法人のサービスに関する文書は、お客様と Dell 法人との契約と

はみなされず、お客様がセールス担当者から購入するサービスの

内容、サービスの受け手としてのお客様の義務、およびこれらの

サービスの範囲と制限について説明することのみを目的としていま

す。このため、本サービス概要およびその他の Dell 法人のサービ

スに関する文書で言及される「カスタマー」はお客様を指すものと

解釈され、「Dell 法人」はお客様のセールス担当者に代わってサ

ービスを提供するサービス プロバイダーを指すものとのみ解釈され

ます。本書に記載された本サービスについて、お客様とDell法人

との間には直接的な契約関係は発生しません。疑義を回避す

るため、その性質上、買い手と売り手との直接的な関係に限定

される支払い条件またはその他の契約条件はお客様には適用

されず、お客様と営業担当との合意に基づくものとします。 

ヨーロッパ、 

中東、アフリカ 

現地Dell.comの国別Webサイトまたは

Dell.com/servicedescriptions。* 

また、フランス、ドイツ、および英国に所在す

るお客様は、以下から該当する URL を 

選択できます。 

フランス：

Dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente  

ドイツ：

Dell.de/Geschaeftsbedingungen 

英国：Dell.co.uk/terms  

セールス担当者から受け取るサービス概要およびその他の Dell

法人のサービスに関する文書は、お客様と Dell 法人との契約と

はみなされず、お客様がセールス担当者から購入するサービスの

内容、サービスの受け手としてのお客様の義務、およびこれらの

サービスの範囲と制限について説明することのみを目的としていま

す。このため、本サービス概要およびその他の Dell 法人のサービ

スに関する文書で言及される「カスタマー」はお客様を指すものと

解釈され、「Dell 法人」はお客様のセールス担当者に代わってサ

ービスを提供するサービス プロバイダーを指すものとのみ解釈され

ます。本書に記載された本サービスについて、お客様とDell法人

との間には直接的な契約関係は発生しません。疑義を回避す

るため、その性質上、買い手と売り手との直接的な関係に限定

される支払い条件またはその他の契約条件はお客様には適用

されず、お客様と営業担当との合意に基づくものとします。 

* 現地の Dell.com Webサイトにアクセスするには、お客様の国内でインターネットに接続されているコンピューターから

Dell.comにアクセスするか、Dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen で利用できる Dell

のWebサイトにある「Choose a Region/Country（国/地域の選択）」オプションから選択してください。 

 

また、本サービスを当初の期間を超過して更新、変更、延長、継続利用されるお客様は、その時点における最新のサービス概

要が本サービスに適用されることに同意するものとします（最新のサービス概要については、Dell.com/servicedescriptions.を

ご覧ください）。  

 

http://www.dell.com/
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
http://www.dell.com/
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
http://www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
http://www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
http://www.dell.co.uk/terms
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
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本契約を構成する各文書の諸条件に矛盾が存在する場合は、（i）本サービス概要、（ii）契約書、（iii）注文書の

順に優先されるものとします。矛盾を解決するとともに、矛盾しない条件をできる限り多く保持する（同一のパラグラフ、セ

クション、またはサブセクション内の矛盾しない条項を保持するなど）ために、優先される条件はできる限り狭く解釈される

ものとします。 

  

お客様は、本サービスを注文すること、本サービスを受領すること、本サービスまたは関連するソフトウェアを利用すること、 

あるいはDell.comまたはDellEMC.comのWebサイトで購入に関連して、またはDell Technologiesのソフトウェアもしくは

Webサイトのインタフェースで［I Agree（同意する）］ボタンやボックスなどをクリック/選択することによって、本サービス 

概要および参照によって本書に記載された契約内容に従うことに同意したものとみなされます。お客様が企業またはその

他の法人の代理として本サービス概要を締結する場合、お客様は当該法人に本サービス概要を順守させる権限を有す

ることを表明します。この場合、「お客様」または「カスタマー」とは、その法人を指します。一部の国のお客様は、本サービス

概要に同意した上で注文書への署名が必要になる場合もあります。 
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補足契約条件 

1. サービス期間。本サービス概要は注文書記載の日付から有効となり、注文書記載の期間（以下、「期間」）継続さ

れます。該当する場合、お客様が購入した 1件以上のサービスのシステム数、ライセンス数、インストール件数、導入件数、

管理対象のエンドポイント数やエンドユーザー数、料金や価格、各サービスに適用されるサービス期間は、お客様の 

注文書に記載されています。Dell Technologies Services とお客様の間で書面による別段の取り決めがない限り、 

本サービス概要に基づいて購入した本サービスは、お客様自身による内部使用のみを目的としており、再販またはサービス

提供のために利用することはできません。 

2. 重要な追加情報 

A. スケジュールの変更：本サービスのスケジュール決定後にスケジュールを変更する場合は、予定日の最低 8 日前まで

に行う必要があります。お客様が予定日まであと 7 日を切ってから本サービスのスケジュールを事前に変更した場合、

本サービスの価格の 25%を超えない範囲でスケジュール変更料金が発生します。お客様は、本サービスに関するいか

なるスケジュール変更も、サービス開始の少なくとも 8日前に確認するものとします。  

B. サービスに伴って購入したハードウェアの支払い：書面による別段の合意がない限り、ハードウェアの支払いについては、

いかなる場合も、当該ハードウェアとともに購入したサービスの履行または提供を支払いの条件とすることはできません。 

C. サービス提供範囲に関する業務上妥当な制限：Dell Technologies Services は、本サービスの提供により、Dell 

Technologies Services または Dell Technologies Servicesのサービス プロバイダーに容認し難いリスクが発生す

ると商業上合理的に判断される場合、または要求されたサービスがサービス提供範囲を逸脱する場合、サービス 

提供依頼に応じないことがあります。Dell Technologies Services は、お客様による本サービス概要に基づく義務の 

不履行を含め、不可抗力に起因する本サービスの不実施または実施遅滞について、一切の責任を負いません。  

D. オプション サービス。Dell Technologies Servicesでは、ご購入いただいた製品に対してさまざまなオプション サービス

（Point of Needサポート、インストール、コンサルティング、マネージド サービス、プロフェッショナル サービス、サポート サ

ービス、トレーニング サービスなど）をご用意しております。サービス内容は、お客様の所在地によって異なります。オプシ

ョン サービスによっては、Dell Technologies Services との契約の締結が別途必要な場合があります。契約が別途

締結されていない場合、オプション サービスは本サービス概要に準じて提供されます。 

E. 委任と委託：Dell Technologies Servicesは、Dell Technologies Servicesに代わって本サービスを実施するサー

ド パーティーの認定サービス プロバイダーに本サービスを委託、および/または本サービス概要を委任することができます。 

F. 解約：Dell Technologies Servicesは、次の理由により、本サービス提供期間中のいかなる時点においても本サー

ビスを解約できるものとします。 

• 請求書の条件に従ってお客様が本サービスの料金全額を支払っていない場合。 

• 支援を行っているアナリストやオンサイト技術者に対して、お客様が誹謗中傷や脅迫を行った場合、あるいは

協力要請に応じなかった場合。 

• お客様が本サービス概要に定められているすべての契約条件を順守できなかった場合。 



 
15     Asset Recovery Services | v1.0 |  updated Feb 2022 

 

 

Dell Technologies Services が本サービスを解約する場合、Dell Technologies Servicesは、お客様の請求書に

記載されている住所宛てに書面による解約通知を送付します。この通知は、解約の理由と解約の発効日を明示する

ものであり、解約の発効日は、Dell Technologies Services がお客様に解約通知書を送付した日から 10 日後以

降となります。ただし、地域の法律によりこれと異なる解約規定が義務付けられており、かつ契約によってこれを変更で

きない場合は、その限りではありません。Dell Technologies Services が本項の規定に従って本サービスを解約した

場合、すでに支払われた料金は返金されません。また、Dell Technologies Services に支払うべき料金の支払いが

免除されることもありません。 

G. 地理的制限および移転：本サービスは一部の地域ではご利用いただけません。サービス オプション（サービス レベル、

テクニカル サポートの提供時間帯、オンサイト対応のレスポンス タイムなど）は地域によって異なり、オプションによっては

お客様の所在地でご購入できない場合があります。詳細については、Dellのセールス担当者までお問い合わせください。  

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）本書内の商標および商標名は、 

それらの商標または商標名を主張する団体、もしくはその製品を表すために使用される場合があります。Dell の販売契約

条件は、ご依頼があれば印刷した書面でも提供しています。 


