
 

■ エプソンダイレクト定額保守（BTO同時選択時）価格改定対象サービス一覧 
情報掲載⽇：2022年 8⽉1⽇ 

価格改定⽇時：2022年 9⽉5⽇ 17:00 

カテゴリー 種類 保守期間 従来価格(税抜) 新価格(税抜) 新価格(税込) 

デスクトップ PC 

お預かり修理 

2年間 ¥2,000 ¥2,400 ¥2,640 
3年間 ¥4,500 ¥5,100 ¥5,610 
4年間 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,900 
5年間 ¥11,500 ¥12,900 ¥14,190 
6年間 ¥15,000 ¥16,500 ¥18,150 
7年間 ¥18,900 ¥21,000 ¥23,100 

訪問修理 

1年間 ¥4,000 ¥4,500 ¥4,950 
2年間 ¥7,000 ¥7,800 ¥8,580 
3年間 ¥10,500 ¥11,700 ¥12,870 
4年間 ¥17,000 ¥18,900 ¥20,790 
5年間 ¥21,500 ¥23,700 ¥26,070 
6年間 ¥26,100 ¥28,800 ¥31,680 
7年間 ¥31,500 ¥34,800 ¥38,280 

訪問修理＋HDD 
返却不要サービス 

1年間 ¥5,200 ¥5,700 ¥6,270 
2年間 ¥9,400 ¥10,200 ¥11,220 
3年間 ¥14,100 ¥15,300 ¥16,830 
4年間 ¥21,800 ¥23,700 ¥26,070 
5年間 ¥27,500 ¥29,700 ¥32,670 
6年間 ¥33,300 ¥36,000 ¥39,600 
7年間 ¥39,900 ¥43,200 ¥47,520 

ノート PC 

お預かり修理 

2年間 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630 
3年間 ¥6,600 ¥7,500 ¥8,250 
4年間 ¥10,000 ¥11,100 ¥12,210 
5年間 ¥13,500 ¥15,000 ¥16,500 
6年間 ¥17,100 ¥18,900 ¥20,790 
7年間 ¥21,000 ¥23,100 ¥25,410 

訪問修理 

1年間 ¥6,000 ¥6,600 ¥7,260 
2年間 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,890 
3年間 ¥12,600 ¥14,100 ¥15,510 
4年間 ¥19,000 ¥21,000 ¥23,100 
5年間 ¥23,500 ¥26,100 ¥28,710 
6年間 ¥28,200 ¥31,200 ¥34,320 
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ノート PC 

訪問修理 7年間 ¥33,600 ¥37,200 ¥40,920 

訪問修理＋HDD 
返却不要サービス 

1年間 ¥7,200 ¥7,800 ¥8,580 
2年間 ¥11,400 ¥12,300 ¥13,530 
3年間 ¥16,200 ¥17,700 ¥19,470 
4年間 ¥23,800 ¥25,800 ¥28,380 
5年間 ¥29,500 ¥32,100 ¥35,310 
6年間 ¥35,400 ¥38,400 ¥42,240 
7年間 ¥42,000 ¥45,600 ¥50,160 

タッチパネル液晶 
一体型 PC 

お預かり修理 

2年間 ¥3,400 ¥3,900 ¥4,290 
3年間 ¥6,300 ¥7,200 ¥7,920 
4年間 ¥11,000 ¥12,300 ¥13,530 
5年間 ¥15,500 ¥17,100 ¥18,810 
6年間 ¥20,100 ¥22,200 ¥24,420 
7年間 ¥25,200 ¥27,900 ¥30,690 

訪問修理 

1年間 ¥6,500 ¥7,200 ¥7,920 
2年間 ¥10,500 ¥11,700 ¥12,870 
3年間 ¥13,800 ¥15,300 ¥16,830 
4年間 ¥20,600 ¥22,800 ¥25,080 
5年間 ¥26,000 ¥28,800 ¥31,680 
6年間 ¥32,100 ¥35,400 ¥38,940 
7年間 ¥38,900 ¥42,900 ¥47,190 

訪問修理＋HDD 
返却不要サービス 

1年間 ¥7,700 ¥8,400 ¥9,240 
2年間 ¥12,900 ¥14,100 ¥15,510 
3年間 ¥17,400 ¥18,900 ¥20,790 
4年間 ¥25,400 ¥27,600 ¥30,360 
5年間 ¥32,000 ¥34,800 ¥38,280 
6年間 ¥39,300 ¥42,600 ¥46,860 
7年間 ¥47,300 ¥51,300 ¥56,430 

サーバー 

訪問修理 

4年間 ¥38,000 ¥42,000 ¥46,200 
5年間 ¥48,000 ¥52,800 ¥58,080 
6年間 ¥78,000 ¥85,800 ¥94,380 
7年間 ¥108,000 ¥118,800 ¥130,680 

訪問修理＋HDD 
返却不要サービス 

3年間 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,920 
4年間 ¥47,600 ¥51,600 ¥56,760 
5年間 ¥60,000 ¥64,800 ¥71,280 
6年間 ¥92,400 ¥100,200 ¥110,220 



№3 
 

サーバー 訪問修理＋HDD 
返却不要サービス 7年間 ¥124,800 ¥135,600 ¥149,160 

ディスプレイ 

お預かり修理 

2年間 ¥1,500 ¥1,800 ¥1,980 
3年間 ¥2,000 ¥2,400 ¥2,640 
4年間 ¥4,000 ¥4,500 ¥4,950 
5年間 ¥6,000 ¥6,600 ¥7,260 
6年間 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,900 
7年間 ¥10,000 ¥11,100 ¥12,210 

訪問修理 

1年間 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630 
2年間 ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620 
3年間 ¥5,100 ¥5,700 ¥6,270 
4年間 ¥7,000 ¥7,800 ¥8,580 
5年間 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,890 
6年間 ¥12,000 ¥13,200 ¥14,520 
7年間 ¥14,000 ¥15,600 ¥17,160 

 


