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①モニターBOX 遠隔保守サービス約款 

第 1 条(言葉の定義) 

当社：株式会社ロックシステム 

お客様：モニターBOX の登録者であるモニターBOX 使用者 

販売店：モニターBOX をお客様に販売／取次する者 

モニターBOX：お客様環境下のシステムを、５つの機能（分離保護機能、時刻補正機能、状態監視機能、異常

発報機能、遠隔保守機能）によって、健全性をサポートする仕組み 

モニターBOX 拠点装置：お客様環境下に設置し、お客様環境下のシステムに接続される機器 

お客様環境下のシステム：お客様の環境下にあるシステム（例：監視カメラシステム、入退管理システム、IoT

システムなど） 

 

第２条(総則) 

1. 本約款及び「モニターBOX 遠隔保守サービス仕様書」（以下、総称して「本約款等」といいます。）は、お客

様に対して、当社が本約款等に基づいて提供するモニターBOX 遠隔保守サービス（以下、本サービスといいま

す。）に関する内容及び条件を定めるものです。 

2. 本約款等の当事者は当社とお客様となり、お客様はモニターBOX 遠隔保守サービス提供に関する以下の内容

と条件を理解し、これに同意するものとします。 

3. お客様から販売店へのモニターBOX 遠隔保守サービスのお申し込みとご発注、そして販売店から当社へ当該

お申込みとご発注をもって、お客様は本約款等の内容に同意されたものとみなします。 

 

第３条(サービス内容) 

1. 当社は、本約款等に基づきお客様に本サービスを提供するものとします。 

2. 本サービスの利用条件、内容、対象外事項、体系及び詳細、申込みと利用開始の流れ、提供期間と中途解

約、対応目標、受付窓口と機器返送先、対象商品／システム一覧、価格表は、別途定める「モニターBOX 遠隔

保守サービス仕様書」に定めます。 

3. 本サービスの提供区域は日本国内に限定されるものとします。 

 

第４条（料金） 

本サービスの料金は、価格表に基づき、当社または販売店から送付される請求書に従ってお支払いいただくも

のとします。 

 

第５条（解除） 

お客様及び当社は、相手方が本契約に基づく自らの債務を履行せず、相手方からの相当の期間を定めて催告を

受けたにも関わらず、なお当該債務を履行しない場合には、本契約の全部または一部を解除することができま

す。 

 



第６条（情報の提供） 

お客様は本サービスの依頼の際に、お客様環境下のシステムの使用環境・現象等の情報を提供しなければなり

ません。 

 

第７条（お客様情報の変更） 

お客様情報（モニターBOX 拠点装置の設置場所、担当者、連絡先などの本サービスに必要な事項）を変更する

場合、変更後の情報を、変更日の 7 営業日以上前に、本サービス問い合わせ窓口にご連絡ください。 

 

第８条（第三者委託） 

当社は本サービスの実施を、当社の必要に応じて、当社が指定する第三者（以下、「再委託先」といいます）に

再委託することができるものとします。 

 

第９条(責任の範囲) 

当社は、本サービスを善良なる管理者の注意義務を持って実施するものとしますが、次の各号に定める事項に

ついては、責任を負わないものとします。 

（１）当社の助言及び判定の正確性、有用性 

（２）当社の助言及び判定に基づきお客様が実施する対策の結果 

 

第１０条（損害賠償） 

１. 当社およびお客様は、本契約に基づく自らの債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、本契

約の解除の有無に関わらず当該損害を賠償します。ただし、当社の損害賠償責任については、第２項および第

３項に規定する範囲内に制限されるものとします。 

２. 当社の損害賠償責任は、請求の原因を問わず、現実に発生した通常かつ直接の損害に対する、損害発生の直

接の原因となった本サービスの年間費用の１年分に相当する金額を限度とする金銭賠償に限られます。 

３. 当社は、いかなる場合にも、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別

の事情から生じた損害、逸失利益、第三者からの賠償請求に基づく申込者の損害（当社による本サービスの実

施に伴い、当社の故意または重大な過失による損害を除きます）については、その責に任じません。 

 

第１１条 (免責事項) 

本サービスに関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の

各号によりお客様等に発生した損害及び第２項については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上

の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。 

（１）天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力によりお客様に損害が発生したとき。 

（２）対象商品／システムの不適切な使用・誤用によりお客様に損害が発生したとき。 

（３）対象商品／システムの修正・改変が行われたことによりお客様に損害が発生したとき。 



（４）その他当社の責に帰すべからざる事由によりお客様に損害が発生したとき。 

２. 当社は本サービスに必要な情報等を、対象商品／システムの製造元から入手できない場合は、本サービスを

提供しないことがあります。 

 

第１２条 (過怠約款) 

当社が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、お客様は、当社に通知することにより、本サービス

の全部又は一部を解除することができるものとします。また、お客様が次の各号に定める事項のいずれかに該

当する場合、お客様は、当然当社に対する全債務の期限の利益を喪失し、当社は、何らの催告を要しないで本

サービスの全部又は一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完

済までの間、本サービスを停止することができます。 

（１）相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき不渡り処分を受けたとき又は支払

停止状態に至ったとき 

（２）第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清

算開始の申立てを受けたとき 

（３）自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき 

（４）支払を停止したとき 

（５）監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき 

（６）相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備若しくは主要資産の

処分を行った場合 

（７）自己の責めに帰すべき事由によりこの約款に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかか

わらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき 

 

第１３条（設置場所の整備） 

お客様は、モニターBOX 拠点装置を、当該マニュアル記載の適した設置場所に設置して、常に環境を整備、維

持するものとします。 

 

第１４条 (機密保持) 

お客様及び当社は、本サービスにより知り得た相手方の業務上又は技術上の機密を本サービス遂行目的の範囲

内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方の文書による事前の同意を得た

場合は、この限りではありません。 

お客様、販売店様及び当社は本サービスの提供に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本サービスの提供期

間中のみならずその 終了後も第三者（第３条に定めた当社の再委託先に当社が負うものと同等の義務を課して

開示する場合を除く）に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報につ

きましてはその限りではありません。  

（１）開示の時に、既に開示を受ける当事者が保有しており、その旨開示を受ける当事者が証明できる情報。 

（２）開示の時に、既に公知または公用となっている情報。 

（３）開示の後に、開示を受けた当事者の責によらず公知または公用となった情報。 

（４）開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。 

（５）秘密情報を使用することなく、開示を受けた当事者が独自に開発した情報。 



（６）法令により、開示を受けた当事者が開示を要求された情報。 

２． 前項の規定は、本サービス終了・解約後といえどもその効力を 3 年間有します。 

 

第１５条 (個人情報) 

1. お客様及び当社は、本サービス遂行のために相手方から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる

個人情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個

人情報に関して「個人情報の保護に関する法律」その他関連法令（以下「個人情報保護法等」といいます。）を

遵守するものとします。ただし、相手方の文書による事前の同意を得た場合又は個人情報保護法等に基づき当

該個人情報を使用若しくは第三者に提供する場合は、この限りではありません。 

 

第１６条 (知的財産権等) 

1. 本サービスの利用によりお客様に提供される成果物については、その著作権（著作権法第 27 条及び第 28 

条に定める権利を含みます。）、特許権、商標権その他の知的財産権は全て当社に帰属するものとします。お客

様はお客様の自社利用の範囲内で当該成果物を複製及び改変できるものとします。(自社利用による損害が発生

しても当社に責任はございません。また、自社利用による不具合については保守サービスの対象外になりま

す。) 

２. 前項を除き当社は著作権・特許権・商標権その他の知的財産権に基づくいかなる権利もお客様に対し、許諾

又は譲渡するものではありません。 

 

第１７条（反社会的勢力の排除） 

１. お客様及び当社は、相手方に対し、本契約締結以前および本契約期間中において自己および自己が実質的に

経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。 

(１) 反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団

体またはその構成員。暴力団員でなくなった時から５年間を経過しない者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治

活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団

体もしくはその構成員または個人。以下 「反社会的勢力」という）でないこと。 

(２) 主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。 

(３) 反社会的勢力を利用しないこと。 

(４)反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと。反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与し

ないこと。 

(５)反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこ

と。 

２. お客様及び当社は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告お客様及び当

社は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。 

３. お客様及び当社は、相手方が前各項に違反した場合、催告その他なんらの手続も要することなく、直ちに本

約款等を解除することができるものとする。 

 

第１８条 (輸出規制) 



お客様は、本サービスの成果又は資料等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは

他の製品の一部として、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。 

（１）輸出 

（２）海外への持ち出し 

（３）非居住者へ提供し、又は使用させる 

（４）前３号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規において禁止されている行為 

 

第１９条 (合意管轄) 

本サービスに基づく訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 

 

第２０条 (協議) 

本サービスについて疑義が生じた場合及び本約款等に定めのない事項については、お客様及び当社双方で協議

し、円満に解決を図るものとします。 

 

第２１条（本契約の変更）  

当社は、当社所定の方法によりお客様に通知（当社ホームページ（http://www.locksystem.co.jp）に掲載する方

法を含みます）することにより、本約款等を予告なく変更できるものとします。お客様はその責任において随

時本約款等を確認し、最新のものをご承諾のうえご利用いただくものとします。 

 

※本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありました

ら、販売店または当社までご連絡ください。 

以上 

  



②モニターBOX 遠隔保守サービス仕様書 

1. 概観図 

 
 

2.利用条件 

（１）   モニターBOX が利用可能な環境であること 

※ モニターBOX 拠点装置を設置する場所の NTT Docomo 4G LTE の電波が十分にあるかどうか、事前

にご確認ください。（確認方法：実際に NTT Docomo のスマートフォンで確認する。） 

※ お客様環境下のシステムへ、モニターBOX 拠点装置を接続するためのスイッチ/HUB の空きポートと

LAN ケーブルをご用意ください。 

（２）   モニターBOX の初期費用、年間費用をお支払いいただいていること 

※ 販売店経由で当社への入金が確認できない場合には、モニターBOX 遠隔保守サービスを停止させてい

ただく場合がございます。 

（３）   モニターBOX 利用規約に同意いただいていること 

※ 下記 URL よりモニターBOX 利用規約を確認し、同意していただく必要がございます。 

  https://www.monitorbox.jp/user/sign_in 

   

 

https://www.monitorbox.jp/user/sign_in


3.内容 

モニターBOX 遠隔保守サービスの利用申込み頂いたお客様に対して、下記のサービスを提供いたします。 

（１）   電話受付 

当社は専用電話回線を用意して、お客様に対してモニターBOX 遠隔保守サービスについて告知・案内

し、トラブル発生時の助言の他、通常の運用においての不明点や操作方法に関する質問などに対応し

ます。 

（２）   遠隔保守対応 

① 当社は、お客様から遠隔保守の依頼を受けた場合、お客様によるモニターBOX のユーザー管理画

面のリモート接続の許可を得た後、お客様に代わり、お客様環境下のシステムの状態を確認し、

問い合わせ内容に応じた対応を実施します。 

② 申込時に電子チケット 12 回分を発行します。 

③ 同一の問合内容１件に対して、電子チケット１回の対応となります。 

④ 電子チケットの有効期限は、運用開始のご連絡を頂いてから／更新してから 1 年です。 

⑤ 電子チケットを有効期間内に全枚数使用した後であっても、追加分として追加電子チケットをご

購入いただき、遠隔保守サービスを継続して受けることが可能です。購入に関しては、販売店も

しくは当社へご連絡ください。 

 

 

4.対象外事項 

（１）  モニターBOX 遠隔保守サービスは、お客様に対し、以下の事項については一切責任を負いません。 

・モニターBOX 遠隔保守サービスの対象商品／システム一覧に該当しないもの 

・お客様環境下のシステムの設計と導入、潜在的要因による不具合 

・遠隔保守サービスで遠隔保守対応を行っても復旧できないトラブル等 

（２）  オンサイト対応 

※ お客様は当社にオンサイト対応を依頼することができます。その場合の費用は、お客様負担とな

ります。 

（3） モニターBOX 管理画面にて拠点の監視が無効の場合 

 

  



5.体系及び詳細 

モニターBOX 

遠隔保守サービス 

 

対応時間： 

平日 9:00～17:00  

(昼休憩 12:00~13:00) 

※土日祝日を除く 

(当社業務カレンダー

に準ずる) 

 

管理画面 URL https://www.monitorbox.jp/user/ 

ログイン ID 個別 ID となるため、サービス開示に別途ご案内致します。 

パスワード 

 

1. 上記管理画面 URL にブラウザでアクセスして ID/パスワードを入力し、ログ

インしてください。 

2. 左メニューの「お問い合わせ」を選択してください。 

3. 「事業者情報」欄に表示されている連絡先の電話番号へお問い合わせ願いま

す。 

4. 電話にて、下記のお客様情報と問い合わせ内容を確認させていただきます。 

 ①ご担当者様の氏名 

 ②会社様名 

 ③モニターBOX のユーザーコードと拠点 ID 

(※管理画面の「お問い合わせ」の中に記載されています。) 

 ④電話番号 

(※ご担当者様へ必ずつながる番号) 

 ⑤問い合わせ内容 

5. 内容を確認後、当社サポートセンターからお電話させていただき、問い合わせ

内容に対して遠隔保守対応を実施します。 

  

https://www.monitorbox.jp/user/


6.申込と利用開始の流れ 

① モニターBOX の発注書と合わせて、当社指定申込書を販売店へ送付下さい。当社にて販売店から、モニタ

ーBOX 発注書およびモニターBOX 遠隔保守サービス申込書を受理次第、サービス開始の手続きを行いま

す。 

② 手続き完了後、モニターBOX 拠点装置及びサービス開始のご案内を、お客様へ送付致します。 

③ サービス開始のご案内に記載されている、WEB 管理画面へアクセスし、拠点の監視を有効にする設定を、

お客様にてご対応下さい。 

※拠点監視を有効化しない場合、遠隔保守サービスはご利用頂けませんのでご注意下さい。 

 

 

7.提供期間と中途解約 

① モニターBOX 遠隔保守サービスの提供期間は、モニターBOX のベースパックの契約期間に準じます。 

② モニターBOX 遠隔保守サービスは、契約終了 30 日前に書面で解約通知がない限り、１年毎の自動更新と

なります。 

※ 自動更新において、販売店経由で当社への入金が確認できない場合には、モニターBOX 遠隔保守サービス

を停止させていただく場合がございます。 

③ モニターBOX 遠隔保守サービスの中途解約をご希望のお客様は、当社へご連絡ください。解約申込書を送

付致します。 

④ モニターBOX 遠隔保守サービスを解約後、モニターBOX 拠点装置に挿入されている SIM カードは、速や

かに当社へご返却ください。 

 

  



8.対応目標 

・モニターBOX 拠点装置 

 レスポンス 

(受付メール発信までの時間) 

一次切り分け完了 

(対応完了メール発信までの時間) 

※復旧有無にかかわらず、一次対応完了メー

ル発信までの時間となります。 

 

補足 

目標 ヘルプデスクにて連絡

受領より２営業時間 

対応開始より４営業時間 機器不具合の場合、不具合機器受

領から代替機手配まで２営業日 

※ モニターBOX 拠点装置が故障し、状態監視機能、遠隔保守機能が利用できない状態時には、遠隔保守サー

ビスの提供は停止させていただき、復旧後、再開されます。 

※ 当社にて、先出しできるモニターBOX 拠点装置がある場合には、不具合機器受領を前に、先出しで代替機

を発送する場合がございますので、事前にお問い合わせください。 

※ 尚、お客様の過失による故障の場合は、センドバック保守の対象外となります。その場合、改めてモニタ

ーBOX 本体を購入する必要がございます。 

 

・モニターBOX 遠隔保守サービスの対象商品／システム 

 レスポンス 

(受付メール発信までの

時間) 

一次切り分け完了 

(対応完了メール発信までの時間) 

※復旧有無にかかわらず、一次対応完了メ

ール発信までの時間となります。 

 

補足 

目標 ヘルプデスクにて連絡

受領より２営業時間 

対応開始より４営業時間 オンサイト対応等がご要望の場合

は、別途お見積り 

 

 

9.受付窓口と機器返送先 

対応時間： 

平日 9:00～17:00  

(昼休憩 12:00~13:00) 

※土日祝日を除く 

(当社業務カレンダーに

準ずる) 

株式会社ロックシステム 技術本部サポートセンター 

E-mail: tech-support@locksystem.co.jpcardex.jp 

電話： 045-450-2131 

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9-13 TVP ビルディング 3F 

 

 

10.対象商品／システム一覧 

· モニターBOX 遠隔保守サービスの対象商品／システムは、当社ホームページにてご案内致します。 

· また、当社ホームページに記載のない商品／システムについても、それらの商品／システムのメーカーか

ら、技術的なサポートを協力的に受けることができ、事前に当社と協議の上、対応可能とお答えさせてい

ただいたものもサービスを提供致しますので、ご相談ください。 



11.価格表 

 

 

 

  

N0 項目 型番
希望小売価格

(税抜き)
備考

1 必須 M2Mモデル(SIM搭載) MB-INT-LTE-SIM ¥160,000

モニターBOX拠点装置

※センドバック保守5年込み（配送費は送付元負担）です。

※SIMカードを含みます。

2 必須 初期キッティング費用 LS-MBRM-KITTING ¥50,000
・モニターBOXのクラウド管理画面にて、ユーザー登録、拠点登録、端末登録等の事前設定

※設定を実施するに当たり、登録情報を事前に共有いただきます。

3 オプション センチュリーシステムズ　FMSP800W-D-2.5M-BPMIMO MB-OPT-EXAT1 ¥20,000
・マグネット ネジ穴 両面テープの固定可能・動作温度-20〜90度・防水対応・ケーブル⻑2.5m

※MB-INT-LTE-SIM購入時に合わせてご購入下さい。単体での購入はできません。

プラン5 管理端末数　：　~5端末まで対応 MB-BP5-SIM3 ¥152,000 SIM通信費 3GB/月を含む

プラン10 管理端末数　：　~10端末まで対応 MB-BP10-SIM3 ¥194,000 SIM通信費 3GB/月を含む

プラン15 管理端末数　：　~15端末まで対応 MB-BP15-SIM5 ¥254,000 SIM通信費 5GB/月を含む

プラン20 管理端末数　：　~20端末まで対応 MB-BP20-SIM5 ¥295,000 SIM通信費 5GB/月を含む

プラン30 管理端末数　：　~30端末まで対応 MB-BP30-SIM5 ¥379,000 SIM通信費 5GB/月を含む

プラン40 管理端末数　：　~40端末まで対応 MB-BP40-SIM10 ¥502,000 SIM通信費 10GB/月を含む

プラン50 管理端末数　：　~50端末まで対応 MB-BP50-SIM10 ¥585,000 SIM通信費 10GB/月を含む

プラン5 管理端末数　：　~5端末まで対応 MB-BP5-SIM3-3Y ¥435,000
SIM通信費 3GB/月を含む、年あたりの参考希望小売価格 ¥145,000

※4年目以降は、１年毎の自動更新となります。１年間のベースパック年間費用は、希望小売価格¥145,000(税抜き)となります。

プラン10 管理端末数　：　~10端末まで対応 MB-BP10-SIM3-3Y ¥561,000
SIM通信費 3GB/月を含む、年あたりの参考希望小売価格 ¥187,000

※4年目以降は、１年毎の自動更新となります。１年間のベースパック年間費用は、希望小売価格¥187,000(税抜き)となります。

プラン15 管理端末数　：　~15端末まで対応 MB-BP15-SIM5-3Y ¥726,000
SIM通信費 5GB/月を含む、年あたりの参考希望小売価格 ¥242,000

※4年目以降は、１年毎の自動更新となります。１年間のベースパック年間費用は、希望小売価格¥242,000(税抜き)となります。

プラン20 管理端末数　：　~20端末まで対応 MB-BP20-SIM5-3Y ¥852,000
SIM通信費 5GB/月を含む、年あたりの参考希望小売価格 ¥284,000

※4年目以降は、１年毎の自動更新となります。１年間のベースパック年間費用は、希望小売価格¥284,000(税抜き)となります。

プラン30 管理端末数　：　~30端末まで対応 MB-BP30-SIM5-3Y ¥1,092,000
SIM通信費 5GB/月を含む、年あたりの参考希望小売価格 ¥364,000

※4年目以降は、１年毎の自動更新となります。１年間のベースパック年間費用は、希望小売価格¥364,000(税抜き)となります。

プラン40 管理端末数　：　~40端末まで対応 MB-BP40-SIM10-3Y ¥1,440,000
SIM通信費 10GB/月を含む、年あたりの参考希望小売価格 ¥480,000

※4年目以降は、１年毎の自動更新となります。１年間のベースパック年間費用は、希望小売価格¥480,000(税抜き)となります。

プラン50 管理端末数　：　~50端末まで対応 MB-BP50-SIM10-3Y ¥1,686,000
SIM通信費 10GB/月を含む、年あたりの参考希望小売価格 ¥562,000

※4年目以降は、１年毎の自動更新となります。１年間のベースパック年間費用は、希望小売価格¥562,000(税抜き)となります。

LS-MBRM ¥25,000

モニターBOX　ベースパックをご契約の際に限り、遠隔保守サービス(LS-MBRM)をお申し込み頂けます。

当社サポートセンターへの問い合わせに対応して、遠隔で、ヘルプデスク・状態確認・切り分け・一次対応を実施します。

※電子チケット12回分が含まれます。

※モニターBOXベースパックの更新に合わせて、遠隔保守サービスのベースパックも1年毎に更新されます。

LS-MBRM-3Y ¥50,000

モニターBOX　ベースパックをご契約の際に限り、遠隔保守サービス(LS-MBRM-3Y)をお申し込み頂けます。

当社サポートセンターへの問い合わせに対応して、遠隔で、ヘルプデスク・状態確認・切り分け・一次対応を実施します。

※電子チケット36回分(1年間あたり12回分)が含まれます。

※モニターBOXベースパックの更新に合わせて、遠隔保守サービスのベースパックも1年毎に更新されます。

※4年目以降は、1年毎の自動更新となり、その際は1年ベースパック(LS-MBRM)となります。

6 遠隔保守サービス　追加電子チケット1回分 LS-MBRM-OP-1T ¥9,000 ※有効期限１年間となります。

7 遠隔保守サービス　追加電子チケット10回分 LS-MBRM-OP-10T ¥50,000 ※有効期限１年間となります。

遠隔保守サービス　3年

5

１年ベースパック

3年ベースパック

年間費用4 必須

遠隔保守

サービス

オプション
モニターBOX　遠隔保守サービス

追加電子チケット

必須

遠隔保守サービス　1年

カテゴリ

初期費用

モニターBOX拠点装置

モニターBOX初期キッティング

モニターBOX専用拡張外部アンテナ

1 ¥1,200

2 ¥1,300

3 ¥1,400

4 ¥1,800

配送費(関東、信越、北陸、中部)

配送費(東北、関西)

配送費(中国、四国)

配送費(北海道、九州、沖縄)

【配送費】(税別)



※初期費用(モニターBOX 拠点装置＋初期キッティング)は、1 拠点（1 拠点装置）ごとにかかります。 

※年間費用(1 年/3 年ベースパック）は、1 拠点（1 拠点装置）ごとにかかります。  

※遠隔保守サービス(1 年/3 年）は、モニターBOX ベースパックの期間と数量に合わせてご発注ください。  

※1 年単位一括契約、料金先払いとなります。（※初期・初回費用は末締め翌月末銀行振込となります。） 

※新規サービス申込日（販売店からの発注書と、当社書式の申込書の到着営業日）起点、15 営業日前後開通（開通初月無料、翌月 1 日をサービス開始日とします）  

※開通翌月からの 1 年単位契約となります（契約期間サービス開始日起点 12 ヶ月とします）。なお当該契約期間内の解約時において返金がございません。 

※モニターBOX3 年ベースパックは、1 年単位契約を 3 ヵ年分一括申込したものとなります。 

※開通日のご指定は承っておりません。また、お申し込み状況により多少前後します。 

※契約更新時はサービス終了日 2 ヶ月前～10 営業日前までにご入金ください。（サービス終了日の 3 ヶ月前に更新受付期間の通知をお送り、2 ヶ月前に請求書を送付いたします） 

※解約の場合は 30 日以上前に解約届をご提出ください。（ご提出がない場合は継続するものとみなします。） 

※価格は予告なく変更する場合がございます。 

※年間費用のモニターBOX ベースパックは、SIM・回線使用料を含みます。尚、モニターBOX 拠点装置に搭載されている SIM は、モニターBOX 専用 SIM となります。（他デバイスでの使用ならびにインターネット接続にはご利用いただけません） 

※配送は、当社から直接お客様へ送付致します。 

※配送費は、1 つのモニターBOX 拠点装置の配送単価となります。複数台を 1 指定場所に発送の場合には異なります。その際には、事前にご相談ください。 

※配送する宛先が複数の場合、それぞれの個別配送も対応いたしますが、個々に配送費が必要となります。 


