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契約条件 : 

1. 当社のラボで受け取った Gold CarePlan の
機器で当社の Web サイトに登録されていな
い機器、または RMA 番号のない機器は、
プランの対象であることを確認するまでサー
ビスの開始が遅れることがあります。

2. 校正のターンアラウンドは製品によって異な
ります。電気校正製品の場合、ターンアラウ
ンド・タイムは 3 営業日です。温度、圧力、
および流量校正製品の場合、ターンアラウン
ド・タイムは 6 営業日です。

3. 3 営業日または 6 営業日の社内ターンアラ 
ウンド・タイムは、すべての国でご利用にな
れるわけではありません。詳細はお近くの 
フルーク販売特約店までお問い合わせくだ
さい。

4. 優先輸送の時間は国により異なります。国
際輸送での返却の送料および関税につきま
しては、お客様のご負担とさせていただき
ます。

5. 製品変更通知（PCN）は、適切な製品の運
用を維持するために重要な運用と仕様につ
いて更新するものです。本 CarePlans の下で
は、レベル 1 およびレベル 2 の PCN 変更の
みがインストールされます。

6. これらのプランでは、CarePlan の 1 年プラ
ンでは購入日から 60 日間、また 3 年プラ
ンでは購入日から 30 日間の期間について
は修理の対象となりません。5 年プランにつ
きましては、修理の対象とさせていただきま
す。これらのプランに関連付けられた校正
は、オンラインでの CarePlan の登録  
(www.fluke.com/gcpreg) が完了した後であ
れば、いつでもご利用になれます。これら
の期間内に対象となる機器で修理が必要に
なった場合には、それらのサービスに対して
は標準の修理 / 校正の料金から 15% の割
引が適用されます。プランに含まれる校正
を対象外の修理に適用することもできます。
これらのプラン適用外のサービスには、ご
注文または請求の証明となる書類が別途必
要となります。

7. 機器に物理的な誤用、不適切な操作や応用
による故障の痕跡が見られる場合、無料修
理は適用されず、標準の修理費用から 15% 
の割引を適用した料金が適用されます。

8. 当社のラボ・マネージャが、一定額で事前に
設定されている検査を実行し、お客様の古
い機器がサービス可能かどうかチェックしま
す。お客様の機器について、本プランに適
さないと当社が判断した場合は、その機器
の取り扱いについて代案を提案させていた
だきます。

9. 地域と製品により利用できない校正もあり
ます。
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Fluke Calibration の機器に提供される
CarePlan は、お客様が校正器を使用 
する際に、常に正しく動作できるように 
します。

定期校正や突然の修理のために校正器がラボに
ないと使用することができません。悪いことに、 
いつラボに返却されるかも分かりません。 
Fluke Calibration の Priority Gold CarePlan をご
利用になると、定期校正をスケジュールすること
により、校正器がラボに戻る時期を正確に把握で
きるようになるため、修理によるダウンタイムを
抑えることができます。Priority Gold CarePlan に
より、ダウンタイムを管理し、ビジネスを管理す
ることができます。

機器 CarePlan

Priority Gold CarePlan の長所
 • 保証付き社内 3 営業日または 6 営業日のターン

アラウンド・タイムでの毎年の校正 1,2,3

 • 保証付き社内 10 営業日での無料修理（校正を
含む）1,2,3 

 • 機器の返送は前払いの優先便 4

 • Priority Gold CarePlan が適用された製品につい
ては、無料の製品更新 5

 • 期間：1 年、3 年、5 年のプランを利用可能 6,8

 • Fluke Calibration 製品の新規購入時に、 
Priority Gold CarePlan を 10% 割引 

 • Priority Gold CarePlan が適用された製品につい
ては、製品アップグレードを 10% 割引

 • Priority Gold CarePlan が適用された製品につ
いては、プラン適用外サービスの料金を 15%  
割引 7,8

 • Fluke Calibration の定期メトロロジー・トレーニ
ングの受講を 20% 割引 

テクニカル・データ
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ダウンタイムの最小化と機器の 
保護
Fluke Calibration の Priority Gold 
CarePlan は、機器の校正および
修理に関する総合的なサポート・
プランを提供することにより、 
ダウンタイムを最小化し、お客様
の Fluke 機器への投資を保護し
ます。 以下のメリットを持つ、 

「金のように価値のある」優先顧
客サービス・プログラムです。

3 営業日または 6 営業日での毎
年の機器校正 1,2,3

機器が常に「校正済み」であるこ
とを保証します。Fluke はお客様
の機器に優先的に毎年の校正を
実施し、送料無料で優先便にて
ご返送いたします。

手順
最初に Fluke Calibration から
Priority Gold CarePlan パッケー
ジを受け取ります。 そして、オン
ライン登録フォームにご記入いた
だきます。修理が必要になった
場合には、当社のコール・センター
までご連絡ください。当社担当
窓口から RMA 番号をお伝えし、
機器の送付方法について確認し
ます。

社内 10 営業日のターンアラウン
ド・タイムのお約束で無料修理 2,3

お客様の対象となるフルーク機
器に修理が必要となった場合、
新規校正を含めて、保証内容に
示された社内 10 日のターンアラ
ウンド・タイムで無料で修理いた
します。

重要な製品更新のインストール 5

機器を常に最新の状態に保って
ください。機器が当社に修理ま
たは校正のために送られた場合、
当社の技術者が無料でファーム
ウェア、ソフトウェア、またはハー
ドウェアの改良をインストールし
ます。他社ではこれらの価値ある
サービスは提供できません。

ニーズに応じた Priority Gold 
CarePlan6,8

Priority Gold CarePlan には  
1 年、3 年、5 年の期間がありま
す。お客様のニーズに最適なプラ
ンをお選びください。“GCP” で
始まるモデルは 1 年プランです。
"G3P" で始まるモデルは 3 年プラ
ン、"G5P" で始まるモデルは  
5 年プランです。お客様に最適な
校正のレベルをお選びください。

Fluke Calibration 製品の新規購
入時に、Priority Gold CarePlan
を 10% 割引
新規に製品を購入され、同時に
Priority Gold CarePlan をご注文
になると、購入される1 年、3 年、
または 5 年の Gold CarePlan が
10% 割引となります。この特典
をご利用されると、保証期間中
に追加料金なしで Priority Gold 
CarePlan のメリットをご活用いた
だけます。たとえば、1 年間返却
の送料と必要な修理の料金が無
料になるほか、トレーニングやアッ
プグレードの料金も大幅に割引さ
れます。



製品のアップグレードを 10% 割引
製品オプションに適用される
Gold メンバー限定の 10% 割引
を利用して、校正器をアップグレー
ドして、ワークロード能力を増強
しましょう。

プラン適用外サービスの料金を
15% 割引 7

工場保証期間および CarePlan 期
間における機器の物理的損傷な
ど、プラン適用外サービスの料金
に 15% 割引が適用されます。

フルークのメトロロジー・トレー
ニング・クラスの 20% 割引
貴社の将来とスタッフに投資し 
ましょう。Gold メンバー企業に
は、該当期間内、すべての  
Fluke Calibration メトロロジー・
トレーニング・クラスについて 
20% 割引が適用されます。

Priority Gold CarePlan の条件 8

Priority Gold CarePlan を購入す
るには、お客様の機器が次の最
小基本条件を満たす必要があり
ます。

 • 7 年以上経過していない 
 • または過去 12 ヵ月間、フルー

クの工場サービス・センター

またはフルーク認定サービス
代理店によりサービスされ、
校正、更新、修理されている
機器で、サービス可能な状態
である

 • または、本プログラムでの受
け入れのために、当社のラボ・
マネージャがお客様の古い機
器を一定額で検査する

Gold CarePlan の開始
ご注文後、サービス・ガイドお
よび機器に貼り付ける ID ラベル
を含むキットが届きます。当社の
Gold CarePlan Web サイトでお
客様の機器を登録していただい
た時点で、新しい Gold CarePlan 
サービスが開始されます。7
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さらにご質問がある場合 
すべての企業で、支払ったお金が十分にそ
の役割を果たしていることを知る必要があ
ります。お近くの Fluke Calibration 販売特
約店では、Priority Gold CarePlan を他の
形式の保守修理サービスと比較する自動化
されたワークシートを使用して、これらの
プランの価値をお見せすることができます。
これらのプランが提供する価値に驚かされ
るに違いありません。


