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各契約サービスのサービスメニューをご確認いただけます。ミツトヨ製品の納入・据付から精度検査・調整、保守・メンテナンス、修理まで総合的なサービスをご提
供しております。詳細については、ご購入の商社様、または最寄りの当社営業所にお問合せください。

契約サービスの内容サービスのご案内

①精度検査・調整 	  	製品の精度検査を行い、仕様精度を満たすよう精度調整を行います。

②JCSS校正（ISO/IEC	17025適合） 	  ISO/IEC	17025に基づく国際MRA対応の認定事業者としてJCSS校正を行います。

④保守・メンテナンス 	  	清掃、注油、機能点検などの保守・メンテナンスを行います。

⑤消耗品交換 	  	フィルタなど一部の消耗品を無料で補充・交換します。消耗品の補充・交換サービスは、①精度検査・調整時の
ご提供となります。

⑧修理部品（本体・コントローラ） 	  故障による交換が必要な本体・コントローラの修理部品代金が無料となります。

⑨修理部品（オプション品） 	  	故障による交換が必要なオプション品（ドライヤ、VCON、ロータリーテーブル	等）の修理部品代金が無料となります。

⑩修理部品（プローブ関連品） 	  	故障による交換が必要なプローブ関連品（プローブヘッド、プローブ、モジュール	等）の修理部品代金が無料となり
ます。スタイラス、取付工具類は交換対象に含まれません。

⑪修理部品（データ処理装置関連品） 	  	故障による交換が必要なデータ処理装置関連品（PC、モニタ、キーボード、マウス	等）の修理部品代金が無料となります。

⑥・⑫出張料金 	  サービスエンジニアの出張料金が無料となります。

⑬稼働状況監視 	  	日常点検データの異常、測定機のエラーを検知した際、状況に応じた復旧サポートを行います。

⑭稼働状況レポート 	  	測定機から収集する稼働データをまとめたレポートを毎月配信します。

⑮予防保全 	  	測定機から収集する稼働データをもとに、モータやプローブなどの消耗部品を使用頻度に応じて予防交換します。	
予防保全は、①②の精度検査作業時のご提供となります。

パーコールサービス

契約サービスをご利用でないお客様には、その都度のご依頼（per call）によりご対応いたします。
精度検査・調整、修理、移設、講習など、ご入用の際は最寄りの当社営業所にご連絡ください。

　出張サービス
主な対象品 : 座標測定機 / 画像測定機 / 形状測定機 / 光学機器
契約またはパーコール（per call）でのご依頼により、サービスエンジニアを派遣する出張サービスをご提供します。
※アルティメット契約は座標測定機の「MiSTAR555」及び「CRYSTA-ApexV500/700/900/1200シリーズ」が対象となります。(2023年 4月現在 )
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①精度検査・調整 ●
(何れかを選択)

● ●
②JCSS校正(ISO/IEC 17025適合) - -
③書類の発行(校正証明書等) ● ● ●
④保守・メンテナンス ● ● ●
⑤消耗品交換 ※3 ● ● ●
⑥出張料金 ● ● ●
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⑦修理(技術料) ● ● -
⑧修理部品(本体・コントローラ) ● ※1 ● ※2 -
⑨修理部品(オプション品) ● ※1 - -
⑩修理部品(プローブ関連品) ● ※1 - -
⑪修理部品(データ処理装置関連品) ● ※1 - -
⑫出張料金 ● ● -
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⑬稼働状況監視 ● - -
⑭稼働状況レポート(月次発行) ● - -
⑮予防保全 ※3 ● - -
⑯モニタリングサイト閲覧ライセンス ● - -
⑰必要機材のレンタル ● - -

※1：本体と一緒に当社から購入したものが対象です。　※2：単価30万円以下の修理部品が対象です。　※3：当社が定めた部品が対象です。

契約サービス

1年または2年に一度の精度検査・調整、保守・メンテナンスを行う、
コストバランス重視のお得なサービス契約です。

スタンダードスタンダードスタンダード

1年または2年に一度の精度検査・調整、保守・メンテナンスに加え、
故障時の無料修理（交換部品無料※）を含む総合的なサービス契約です。

プレミアムプレミアムプレミアム

測定機の状況をミツトヨが遠隔監視、故障する前にメンテナンスを行う
モニタリングサービスを含む究極のサービス契約です。

※単価30万円以下の部品が対象となります。

契約サービスのメリット

モニタリングサービス
モニタリングにより異常を察知し、故障に至る前にメンテナンスや部品交換をします。

優先的なサービス対応 
ご契約のお客様を優先して、迅速にサービスエンジニアを派遣します。

計画的な測定機管理
事前に検査日程をご相談いたしますので、校正期限切れ予防につながります。

お得なトータルコスト
契約サービスをご利用でない場合と比べ、10～30％お得な料金です。

プレミアムプレミアムプレミアム スタンダードスタンダードスタンダード

スタンダードスタンダードスタンダード

プレミアムプレミアムプレミアム
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座標測定機

精密センサ

画像測定機

試験・計測機器

形状測定機

スケールユニット

光学機器

測定工具、測定基準器、計測システム

川崎市高津区坂戸1-20-1  〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

最寄りの営業所をご確認いただけます。

●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は2023年4月現在のものです。

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合が
あります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。

お求めは当店で̶

M3 Solution Center…商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
UTSUNOMIYA 宇都宮市下栗町 2200 〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
TOKYO 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
SUWA 諏訪市中洲 582-2 〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
ANJO 安城市住吉町 5-19-5 〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
OSAKA 大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
HIROSHIMA 呉市広古新開 6-8-20 〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163

計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。 詳細は弊社営業所にご連絡ください。
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000

キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮 宇都宮市下栗町2200 〒321-0923 電話 (028) 656-1432 ファクス (028) 656-8443
川崎 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044) 813-8214 ファクス  (044) 813-8223
広島 呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820 ファクス  (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
   電話 (0570) 073214 ファクス (044) 813-1691

仙台営業所 仙台市若林区卸町東1-7-30 〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
郡山営業所 仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮営業所 宇都宮市平松本町796-1 〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸営業所 水戸市元吉田町260-3 〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎営業所 伊勢崎市宮子町3463-13 〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま営業所 さいたま市北区宮原町3-429-1 〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟営業所 新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎営業所 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
東京営業所 川崎市高津区坂戸1-20-1（※1） 〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木営業所 厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F 〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
 富士駐在所 電話 (0545)55-1677 
諏訪営業所 諏訪市中洲582-2 〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
 上田駐在所 電話 (0268)26-4531
浜松営業所 浜松市東区和田町587-1 〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所 安城市住吉町5-19-5 〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5 〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所 名古屋市昭和区鶴舞4-14-26 〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所 金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田 〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所 大阪市住之江区南港北1-4-34 〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所 神戸市西区丸塚1-25-15 〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所 草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F  〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所 岡山市北区田中134-107 〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所 東広島市八本松東2-15-20 〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所 福岡市博多区博多駅南4-16-37 〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140

（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。


