
 

■ エプソンサービスパック・保守契約 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：2022年 9⽉6⽇ 

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

デスクトップ
PC 

持込 

2年間 MEDPCD2 ¥2,000 ¥2,400 ¥2,640 
3年間 MEDPCD3 ¥4,500 ¥5,100 ¥5,610 
4年間 MEDPCD4 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,900 
5年間 MEDPCD5 ¥11,500 ¥12,900 ¥14,190 
6年間 MEDPCD6 ¥15,000 ¥16,500 ¥18,150 

年間保守料金 ー ¥3,500 ¥4,100 ¥4,510 
月割保守料金 ー ¥310 ¥370 ¥407 

ピックアップ 

2年間 PEDPCD2 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630 
3年間 PEDPCD3 ¥5,400 ¥6,000 ¥6,600 
4年間 PEDPCD4 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,890 
5年間 PEDPCD5 ¥12,500 ¥13,800 ¥15,180 
6年間 PEDPCD6 ¥15,900 ¥17,400 ¥19,140 

年間保守料金 ー ¥4,500 ¥5,100 ¥5,610 
月割保守料金 ー ¥400 ¥450 ¥495 

出張 

1年間 HEDPCD1 ¥4,000 ¥4,500 ¥4,950 
2年間 HEDPCD2 ¥7,000 ¥7,800 ¥8,580 
3年間 HEDPCD3 ¥10,500 ¥11,700 ¥12,870 
4年間 HEDPCD4 ¥17,000 ¥18,900 ¥20,790 
5年間 HEDPCD5 ¥21,500 ¥23,700 ¥26,070 
6年間 HEDPCD6 ¥26,100 ¥28,800 ¥31,680 

年間保守料金 ー ¥7,000 ¥7,200 ¥7,920 
月割保守料金 ー ¥620 ¥640 ¥704 

出張＋HDD
返却不要 
サービス 

1年間 HHEDPCD1 ¥5,200 ¥5,700 ¥6,270 
2年間 HHEDPCD2 ¥9,400 ¥10,200 ¥11,220 
3年間 HHEDPCD3 ¥14,100 ¥15,300 ¥16,830 
4年間 HHEDPCD4 ¥21,800 ¥23,700 ¥26,070 
5年間 HHEDPCD5 ¥27,500 ¥29,700 ¥32,670 
6年間 HHEDPCD6 ¥33,300 ¥36,000 ¥39,600 

年間保守料金 ー ¥8,200 ¥8,400 ¥9,240 
月割保守料金 ー ¥730 ¥740 ¥814 

ノート PC 持込 
2年間 MEDPCN2 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630 
3年間 MEDPCN3 ¥6,600 ¥7,500 ¥8,250 
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ノート PC 

持込 

4年間 MEDPCN4 ¥10,000 ¥11,100 ¥12,210 
5年間 MEDPCN5 ¥13,500 ¥15,000 ¥16,500 
6年間 MEDPCN6 ¥17,100 ¥18,900 ¥20,790 

年間保守料金 ー ¥4,500 ¥6,100 ¥6,710 
月割保守料金 ー ¥400 ¥540 ¥594 

ピックアップ 

2年間 PEDPCN2 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,840 
3年間 PEDPCN3 ¥7,500 ¥8,400 ¥9,240 
4年間 PEDPCN4 ¥11,000 ¥12,000 ¥13,200 
5年間 PEDPCN5 ¥14,500 ¥15,900 ¥17,490 
6年間 PEDPCN6 ¥18,000 ¥19,800 ¥21,780 

年間保守料金 ー ¥5,500 ¥7,100 ¥7,810 
月割保守料金 ー ¥490 ¥630 ¥693 

出張 

1年間 HEDPCN1 ¥6,000 ¥6,600 ¥7,260 
2年間 HEDPCN2 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,890 
3年間 HEDPCN3 ¥12,600 ¥14,100 ¥15,510 
4年間 HEDPCN4 ¥19,000 ¥21,000 ¥23,100 
5年間 HEDPCN5 ¥23,500 ¥26,100 ¥28,710 
6年間 HEDPCN6 ¥28,200 ¥31,200 ¥34,320 

年間保守料金 ー ¥9,000 ¥9,200 ¥10,120 
月割保守料金 ー ¥800 ¥810 ¥891 

出張＋HDD
返却不要 
サービス 

1年間 HHEDPCN1 ¥7,200 ¥7,800 ¥8,580 
2年間 HHEDPCN2 ¥11,400 ¥12,300 ¥13,530 
3年間 HHEDPCN3 ¥16,200 ¥17,700 ¥19,470 
4年間 HHEDPCN4 ¥23,800 ¥25,800 ¥28,380 
5年間 HHEDPCN5 ¥29,500 ¥32,100 ¥35,310 
6年間 HHEDPCN6 ¥35,400 ¥38,400 ¥42,240 

年間保守料金 ー ¥10,200 ¥10,400 ¥11,440 
月割保守料金 ー ¥900 ¥920 ¥1,012 

タッチパネル
液晶 

一体型 PC 

持込 

2年間 MEDPCI2 ¥3,400 ¥3,900 ¥4,290 
3年間 MEDPCI3 ¥6,300 ¥7,200 ¥7,920 
4年間 MEDPCI4 ¥11,000 ¥12,300 ¥13,530 
5年間 MEDPCI5 ¥15,500 ¥17,100 ¥18,810 
6年間 MEDPCI6 ¥20,100 ¥22,200 ¥24,420 

年間保守料金 ー ¥5,500 ¥6,000 ¥6,600 
月割保守料金 ー ¥490 ¥530 ¥583 

ピックアップ 
2年間 PEDPCI2 ¥4,400 ¥4,800 ¥5,280 
3年間 PEDPCI3 ¥7,200 ¥8,100 ¥8,910 
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タッチパネル
液晶 

一体型 PC 

ピックアップ 

4年間 PEDPCI4 ¥12,000 ¥13,200 ¥14,520 
5年間 PEDPCI5 ¥16,500 ¥18,000 ¥19,800 
6年間 PEDPCI6 ¥21,000 ¥23,100 ¥25,410 

年間保守料金 ー ¥6,500 ¥7,000 ¥7,700 
月割保守料金 ー ¥580 ¥620 ¥682 

出張 

1年間 HEDPCI1 ¥6,500 ¥7,200 ¥7,920 
2年間 HEDPCI2 ¥10,500 ¥11,700 ¥12,870 
3年間 HEDPCI3 ¥13,800 ¥15,300 ¥16,830 
4年間 HEDPCI4 ¥20,600 ¥22,800 ¥25,080 
5年間 HEDPCI5 ¥26,000 ¥28,800 ¥31,680 
6年間 HEDPCI6 ¥32,100 ¥35,400 ¥38,940 

年間保守料金 ー ¥10,000 ¥10,200 ¥11,220 
月割保守料金 ー ¥880 ¥900 ¥990 

出張＋HDD
返却不要 
サービス 

1年間 HHEDPCI1 ¥7,700 ¥8,400 ¥9,240 
2年間 HHEDPCI2 ¥12,900 ¥14,100 ¥15,510 
3年間 HHEDPCI3 ¥17,400 ¥18,900 ¥20,790 
4年間 HHEDPCI4 ¥25,400 ¥27,600 ¥30,360 
5年間 HHEDPCI5 ¥32,000 ¥34,800 ¥38,280 
6年間 HHEDPCI6 ¥39,300 ¥42,600 ¥46,860 

年間保守料金 ー ¥11,200 ¥11,400 ¥12,540 
月割保守料金 ー ¥990 ¥1,010 ¥1,111 

ディスプレイ 

持込 

2年間 MEDPCM2 ¥1,500 ¥1,800 ¥1,980 
3年間 MEDPCM3 ¥2,100 ¥2,400 ¥2,640 
4年間 MEDPCM4 ¥4,000 ¥4,500 ¥4,950 
5年間 MEDPCM5 ¥6,000 ¥6,600 ¥7,260 
6年間 MEDPCM6 ¥8,100 ¥9,000 ¥9,900 

年間保守料金 ー ¥2,250 ¥2,500 ¥2,750 
月割保守料金 ー ¥200 ¥220 ¥242 

ピックアップ 

2年間 PEDPCM2 ¥2,300 ¥2,700 ¥2,970 
3年間 PEDPCM3 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630 
4年間 PEDPCM4 ¥5,000 ¥5,400 ¥5,940 
5年間 PEDPCM5 ¥7,000 ¥7,500 ¥8,250 
6年間 PEDPCM6 ¥9,300 ¥10,200 ¥11,220 

年間保守料金 ー ¥3,100 ¥3,350 ¥3,685 
月割保守料金 ー ¥280 ¥300 ¥330 

出張 
1年間 HEDPCM1 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630 
2年間 HEDPCM2 ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620 
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ディスプレイ 出張 

3年間 HEDPCM3 ¥5,100 ¥5,700 ¥6,270 
4年間 HEDPCM4 ¥7,000 ¥7,800 ¥8,580 
5年間 HEDPCM5 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,890 
6年間 HEDPCM6 ¥12,000 ¥13,200 ¥14,520 

年間保守料金 ー ¥4,500 ¥4,700 ¥5,170 
月割保守料金 ー ¥400 ¥420 ¥462 

 
 

■ エプソン Go-PACK（保証期間終了後１年）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：2022年 9⽉6⽇ 

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

デスクトップ
PC 

出張 1年間 GEDPCD1 ¥7,000 ¥7,200 ¥7,920 

出張＋HDD 
返却不要 
サービス 

1年間 GHEDPCD1 ¥8,200 ¥8,400 ¥9,240 

ノート PC 

出張 1年間 GEDPCN1 ¥9,000 ¥9,200 ¥10,120 

出張＋HDD 
返却不要 
サービス 

1年間 GHEDPCN1 ¥10,200 ¥10,400 ¥11,440 

タッチパネル
液晶 

一体型 PC 

出張 1年間 GEDPCI1 ¥10,000 ¥10,200 ¥11,220 

出張＋HDD 
返却不要 
サービス 

1年間 GHEDPCI1 ¥11,200 ¥11,400 ¥12,540 

ディスプレイ 出張 1年間 GEDPCM1 ¥4,500 ¥4,700 ¥5,170 

 
※一部のディスプレイで、デスクトップ PC保守にディスプレイ 1台分の保守を含む運用をしておりましたが、今回の値上げに伴い 
全てのディスプレイで有償保守となります。ご注意願います。 


