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レノボが提供する信頼のトータルサービス

Lenovo Services
Catalog



レノボはお客様のビジネスに安心をお届けするため、

デザイン、製品の導入、運用、リサイクルまでのライフサイクルを

トータルでサポートしています。

お客様のビジネスニーズに合わせた

幅広い様々なサービスメニューでお客様を強力に支援。

「Lenovo Services」はスピード感のある対応で、

確かな安心をお届けしています。

Services
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高品質なサポート対応

コールセンターから修理、パーツ管理まで完全国内
サポート体制を構築し、国内におけるすべてのレノボ製
PC、タブレット製品を修理。さらに国内修理で得られた
ノウハウはレノボグローバルへフィードバックされて
います。
国内でも海外でも、お客様に高品質なサポートを提供
しています。

日本に根差したサポートと
コールエージェントのスキル

国内サポート 海外サポート

高品質の修理体制

販売実績をベースに
各拠点へ保守部品を配置

デザイン
・ Windows 10 導入支援サービス

運用
・ Lenovo SOC for Windows Defender ATP

設定 
・ ファクトリーサービス
・ キッティングサービス

データ消去&リサイクル
・Lenovo EaaS with Blancco
・Asset Recovery Services

サポート
・ 保守サービス
・ 消耗内蔵バッテリー交換サービス

導入
・ 機器設置サービス

レノボはすべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、
導入からリサイクルまでのライフサイクルに沿って
安心のサービスメニューを揃えています。

レノボ ライフサイクル サポート

導入運用

データ消去 &
リサイクル

サポート

設定 

デザイン



デザイン
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Windows 10 導入支援サービス
企業の生産性を加速するため、Windows 10への移行を検討されている企業が増えています。
レノボでは、導入前の要件定義からイメージングサービス、キッティングサービスまでワンストップで提供します。

新しいWindows OS移行を強力にサポート。
お客様の不安や工数を軽減します。

導入計画策定

運用時のイメージをヒアリング、要件定義を策定
①Microsoft社製のシステム運用管理ツールに対して AD、WSUS、SCCM等
②クライアント PCのWindows 10マスター作成支援
要件定義に基づき、導入スケジュールを策定

マスター作成 イメージファイルのマスターを作成

導入・設置

ファクトリーサービス -ファクトリーでのイメージロード
キッティングサービス - クローニング～ＰＣ導入・設置
周辺機器セット、IPアドレス/BIOS/HDDパスワード設定、管理ラベルの作成/貼付等も
対応可能です

データ移行 最適なデータ移行方法の提案/提供

計画

導入

デザイン



設定 
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ファクトリーサービス
ThinkPad製品の開発元である、大和研究所ITC(Imaging Technology Center)が提供する、
高品質、高付加価値のイメージングサービスです。完成したカスタムイメージを工場にてプリロードして出荷します。

カスタムイメージの
作成

リカバリーメディアの
作成

ファクトリーでの
イメージロード

資産管理ラベル

カスタムイメージの作成やPCへの導入等、新規PCの
社内展開時にかかる工数を削減します。

❷  完成したカスタム 
イメージを工場へリリース

❸ お客様カスタムイメージ導入済みで出荷

ITC
（Imaging Technology Center）

お客様Factory
❶  ITCのエンジニアがお客様の 

イメージデザインを 
支援いたします

納品後社内へ
即展開が可能

設定 



設定 
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キッティングサービス

マスター作成サービス

納品前サービス

お客様の作業工数や導入コスト削減をサポートする、PC出荷後のサービスメニューです。

初期動作確認

各種インストール

ハードウェア/オプション取付

個別設定

クローニング

管理ラベルの作成/貼付等

複数のPCへイメージ展開を行う元となる「マスターPC」を作成します。

HDD（DVD）マスターからのコピー、個別設定（動作確認/BIOS/IP設定、ソフト暗号化インストール）、
管理ラベル貼付など、各種サービスを提供します。

マスター作成
要件確認

マスターPC
作成

マスターPC
設定

Sysprep
適用

マスターPC
検証

クローン
マスター作成

Sysprepとは：Windows OSのインストールを簡略化し、大量に展開するために利用されるツールのこと。

お客様の要件に合わせたキッティングサービスで
作業工数や導入コストの削減をサポートします。



導入
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機器設置サービス
現場での導入、設置、設定

導入機器配送

ネットワーク設定

個別設定

プリンター設定

既存機器取り外し/導入機器設置

データ移行

導入機器の配送、指定場所への設置、その場での個別設定作業、空箱回収などを実施。
導入時の作業を大幅に削減します。

進捗管理 作業手配/工程管理 円滑な業務開始
作業申請の簡素化

お客様 当社 導入拠点
作業発注

結果報告

❶導入機器配送
❷個別設定
❸既存機器取り外し/導入機器設置
❹ネットワーク設定
❺プリンター設定
❻データ移行

ユーザーメリット

各業者手配業務簡略化

製品納入と導入作業の同期

作業効率の向上とコスト減

導入

新規PCの配送から設置まで、
導入作業を全国エリアで提供します。



サポート
サポート
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安心の保守サービス
レノボはお客様のビジネスに安心をお届けする為のサポート メニューを用意しています。
引き取り修理、オンサイト修理からワンランク上のプレミア サポート、そしてオプションサービスを組み合わせた
トータルサポートプランまでお客様を幅広くサポートします。

サービスメニュー 概要 主なサービス

トータル サポート
パッケージ

・レノボ プレミア サポート
・ハードディスク返却不要サービス
・内蔵バッテリー交換サービス
・アクシデント ダメージ プロテクション

・プレミア専用コンタクトセンター
・ハイレベルな専任エージェント
・テクニカルアカウントマネージャー

・定期的なレポートと定例会※

・部品の優先手配
・高度なテクニカルサポート

・当日オンサイト修理
・翌営業日オンサイト修理

・テクニカルサポート

※ 500 台以上ご契約のお客様を対象としています。

オンサイト修理

引き取り修理

サポートレベル BASIC GOOD BEST TOTAL

レノボ プレミア サポートに
アップグレードオプションを加えた、

最上級のサポート プラン

通常保守に追加する、
ワンランク上の上質な

サポートサービス

エンジニアが訪問して
修理を実施

故障機器を引き取り、
修理を実施

ビジネスニーズに応える
幅広いサービスメニューを用意しています。



サポート
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お客様のビジネスニーズに合わせて、基本保証を延長またはアップグレードすることができます。

アップグレード サービス

引き取り修理※1 オンサイト修理※2

翌営業日オンサイト修理 当日オンサイト修理
宅配便で故障機器を
引き取り修理します。

修理完了後、機器を宅配便にて
お届けします。

修理受付後、翌営業日以降に技術員が
出張訪問修理を行います。

修理受付後、当日に技術員が
出張訪問修理を行います。

※部品在庫状況などにより
当日対応ができない場合があります。

修理受付
時間

9：00～18：00／月～日
※月次指定休業日及び12/30～1/3を除く

9：00～18：00／月～日
※月次指定休業日及び12/30～1/3を除く

24時間 365日

修理提供
時間 ー 9：00～17：00／月～金

※月次指定休業日及び12/30～1/3を除く
24時間 365日

※1　 引き取り修理サービスは当日16：00までにレノボによる障害箇所の特定ができた場合に当日を受付基準日として本サービスを提供します。
※2　 翌営業日オンサイト修理サービスは当日16：00までにレノボによる障害箇所の特定ができた場合に当日を受付基準日として本サービスを提供します。なお、天候、交通事情、保守部品の在庫状況

等のやむを得ない事情によりオンサイトエンジニア及び保守部品の到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。
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ビジネスのパフォーマンスを向上させる
信頼のサポートがあります。

PREMIER SUPPORT

迅速で質の高いテクニカルサポートとサービスを一番必要な時に。
日々発生するハードウェアやソフトウェアのトラブルシューティングに時間を奪われ、
ビジネスの推進に向けた革新的なITプロジェクトへの注力が難しくなっていないでしょうか？
レノボ  プレミア サポートでは、専 門スキルと豊 富 な経 験を持つレノボの
プレミアサポートエージェントがお客様をサポート。
お客様のビジネスパフォーマンスを向上させる信頼のサービスです。



※1 エスカレーション管理と200台以上ご契約のお客様への個別訪問等の対応です。
※2 500台以上ご契約のお客様を対象としています。
※3 ソフトウェアに関する技術支援はソフトウェアの導入・設定に関するサポートです。

ハイレベルな
専任エージェント 定期的なレポートと定例会

テクニカル
アカウント マネージャー

プレミア専用
コンタクトセンター 部品の優先手配

レノボ
プレミア
サポート

プレミアサポートエージェントによる
高度なテクニカルサポート

定期的なレポートや定例会※2で、
お客様のサービスデリバリー状況の

可視化と業務の最適化を提案

専任のテクニカルアカウント
マネージャーによる、
プロアクティブなサポート※1と
迅速な問題解決

高度な
テクニカルサポート

製品の機能設定、プリインストールの
OSやソフトウェア※3に関する技術支援、

障害・保証の解析など
様々な問い合わせに対応する

テクニカルサポート

プレミアコンタクトセンターによる、
一貫したケース管理

部品を優先的に手配します

サポート
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プレミアサポートサービス主なサービス内容6つの特長
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年間保守サービスパック

IWSハードウェア国際保証サービス（International Warranty Service）

保守契約のアップグレードは機器購入時に行うことが一般的。
どの程度の延長保守をすれば良いか判断に迷う場合は、保守を1年ずつ延長する年間保守サービスパックが便利です。

IWS対象製品を海外に持ち込んだ際は保証・保守期間内であれば、
持ち込み国の保証サービスに準じたサービスを現地の修理センターで
受けることが可能です。またオプションとしてインターナショナル保守

（ISE）をつけることもできます。 

保証期間

アップグレード・サービス（5年）

アップグレード・サービス（4年）

アップグレード・サービス（3年）

3年基本保証

1年基本保証

保守対象期間

1年継続（年間保守） 

1年継続（年間保守） 

1年継続（年間保守） 1年継続（年間保守） 

1年継続（年間保守） 

1年継続（年間保守） 

1年継続（年間保守） 1年継続（年間保守） 

1年継続（年間保守） 

2年目1年目 3年目 4年目 EOS5年目

・国際保証対象機種製品であること
・保証・保守サービス期間内であること
・中国で修理を受ける場合は登録が必要となります
・購入証明となる書類の提示を求められる場合があります
・ 持ち込む国で販売されており、サービスが提供されている機種であること

お客様のビジネスニーズに合わせた
サービスメニューを充実させています。

海外での修理や問い合わせにも対応します。
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テクニカルサポートプラス

リカバリーメディア販売

お客様にPC、タブレット製品を快適にご利用いただくための技術支援を提供する、問題解決支援サポートです。
テクニカルサポートプラスは保守サービスを購入・登録されたPC製品に対して提供されます。

ディスクの構成やシステムの設定など、すべてを工場出荷時の初期状態に戻すことができるリカバリーメディアセットを有償で販売し
ています。リカバリーメディアの提供はPC1台につき、一度限りです。

製品機能の設定に関する技術情報の提供 トラブル発生時の技術支援の提供

製品機能の使用法に関する技術支援 故障診断/故障解析の技術支援

BIOS/Driverに関する技術支援

レノボが検証/解析の必要があると判断した
トラブル検証/解析

プリインストール OS に関連する技術情報の提供

スマートセンターなど Lenovo が受付した
修理対応分の修理内容の報告書作成

お申し込み等詳細はWebをご覧ください  https://service.lenovojp.com/rm/rcd.nsf/frcd_top?openform

修理だけではありません。
技術的な問い合わせにも対応します。

※無償技術支援（テクニカルサポートプラス）は基本保証のみの場合、機器購入日から30日間（対象製品によって異なります。）で終了となりますので、保守サービスの購入をお勧めしています。
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※ 盗難、紛失、火災の場合はサービス期間中1回限りLenovoが指定した金額をお客様費用負担にて代替機を提供します。
※ 海外引き取り修理サービス（Jサポート）であれば海外で故障があった場合にも日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます。

アップグレード・
サービス

（通常故障のみ）

アクシデント ダメージ プロテクション

1.落下、液こぼし、自然災害（落雷、水害、風害、雪害に限る）、火災、盗難、紛失
2.海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引き取り修理サービス
※海外引き取り修理サービス（Jサポート）

適用範囲等詳細はWebをご覧ください  https://www.lenovojp.com/business/support/pc/menu/protection.html

アクシデント ダメージ プロテクションは１回の事故に
より、修理費用および運送諸経費の合計額に消費税額
を加えた金額をレノボが負担するものとします。

アクシデント ダメージ プロテクション
落下、水濡れ、自然災害、火災による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。
盗難、紛失にも対応し、万が一の際も、お客様に確かな安心をお届けします。

予期しないPCトラブルに対応できるから
もっと安心が拡がります。



サポート

16Lenovo Services Catalog

※ HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC ､ワークステーション、サーバー製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
※ ハードディスク返却不要サービスはPCの保証期間内にご加入いただく必要があります。

個人データやビジネスデータを
お客様が管理することで

安心を提供します

機密情報漏えいや喪失に伴う
法的または金銭的問題の

発生を回避できます

故障ハードディスクとデータを
お客様が管理することで、

ITスタッフの業務負荷が低減されます

お客様 Lenovo Services

修理依頼

返却

新品HDD 故障HDD

ハードディスク返却不要サービス
修理交換後、故障し交換された古いHDDをお客様の手元に残すことで、HDD内に保存されていた情報が漏えいするリスクをなくします。

お客様のセキュリティーポリシーにも対応します。
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内蔵バッテリー交換サービス

ISE（インターナショナル保守サービス）

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた際は
追加費用なしで交換します。（提供期間：最長で3年）

ISE（International Service Enhancement：インターナショナル保守サービス）とはIWS（国際保証サービス）に付けられるオプション
サービスです。IWSでは適用外であったオプションサービスもISE（インターナショナル保守サービス）を購入することで海外でも同様の
サービスを受けられるようになります。

オプションサービス

※ 4年/5年のアップグレード・サービス＋内蔵バッテリー交換サービス付」は提供していないため、例え、4年/5年のアップグレード・サービスを購入していたとしても4年目、5年目のバッテリーの劣化/不具合はすべて、 
有料修理サービス対応になります。

保証・保守期間中１回のみの提供となります バッテリーの寿命と判断された場合は、
有償修理となります

診断ツールで故障と判断された場合、かつ、バッテリーが
機能せず充電が不可能な場合の故障のみに適用します

オンサイト修理の保守サービスを購入いただいている場合、
オンサイトにてバッテリー交換を行います

ISE対象アップグレードオプションサービス
アクシデント ダメージ プロテクション（P15参照） ハードディスク返却不要サービス（P16参照） 内蔵バッテリー交換サービス（上記参照）

内蔵バッテリーが故障しても安心です。



サポート
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消耗内蔵バッテリー交換サービス（オンサイト）
内蔵バッテリータイプの製品を対象とした、バッテリーパックへの交換サービスです。
レノボ認定 エンジニアがオンサイトで一斉に交換します。

Think製品ノートブック（内蔵バッテリーモデル）、Think Tablet

製品購入後1年以降で3年以内

バッテリー交換台数：100台以上
製品の新規導入と同時にサービスを購入し、予め希望訪問期間を提示いただきます。
お客様の希望訪問日に合わせてオンサイトにて一斉に交換します。

使用時間や充電回数によって少しずつ
充電機能が低下していくバッテリー…

交換することで
製品を長くご利用いただけます。

対象製品

利用期間

提供条件

バッテリー交換

内蔵バッテリーを交換すれば機器を長く使えます。



運用
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Lenovo SOC for Windows Defender ATP
Windows Defender ATP を利用したセキュリティーサポートサービス。
24時間365日のセキュリティー専門チームによる監視体制で、お客様のセキュリティー対策を支援します。

検知

緊急通報

電話※1・メール

Q&A※2 月１回の
セキュリティー
分析レポート

対処

セキュリティー
担当者

企業PC

Windows
Defender

ATP

Lenovo SOC
Lenovo SOC

世界中のデバイス
脅威情報

Lenovo SOC for Windows Defender ATPの
サービスイメージ 24時間365日

アラートを検出した場合
メールと電話で通知

月１回の分析レポートで
セキュリティー対策を
レベルアップ

h

day

24
365

インシデントに関する
質問をメールで受付、
回答

※1 事前に登録いただいた３つの連絡先の上位から繋がった時点で通知完了します。　※2 Q&Aは月3回までとします。

セキュリティープロフェッショナルが
お客様に代わって見守ります。



データ消去&リサイクル
データ消去 &
リサイクル
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Lenovo EaaS with Blancco　– ストレージデータ消去 クラウドサービス
Lenovo EaaS (Erasure as a Service) with Blanccoは、デバイスデータ消去のグローバルリーダーである
Blanccoとレノボが提供するクラウドサービスです。上書き処理によって消去を実施、データを復元できない状態にします。
お客様がデータ消去ライセンスと消去レポートを管理でき、システム監査にも対応できます。

クラウドによる組織内の
データ消去を一元管理

証明となる電子署名付き
消去レポートの発行

世界に認められた
信頼の消去ソリューション

ライセンス情報を埋め込んだ
アプリケーションをプリインストールする

起 動 後 、自 動 的 に ライ セ ンス の 確 認 を 
クラウドサーバーとの通信で行い、消去の
実行レポートの保管まで自動的に実行
※ オプションの設定方法により半自動での実行も可能

ライセンス情報 消去レポート 消去レポート

クラウド上のサーバーにアクセス、
ライセンスの確認、消去レポートの
保管まで自動的に実行

クラウドサーバーにアクセス
することにより、消去レポート
をExportすることが可能

Lenovo EaaS with Blancco 概要

初期化をしたことで
データを消去したつもりになっていませんか？

Blancco Drive Eraser パソコンやサーバのHDD、SSD、
ストレージなどに蓄積されたデータを消去

Blancco File Eraser
稼働中のパソコンのディスク上で
日常的に作成されるファイルやフォルダに
対してデータ消去

Blancco Mobile Device Eraser スマートフォンやタブレットに
蓄積されたデータを消去



データ消去&リサイクル
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Asset Recovery Services – 機器買取サービス
不要なPC、サーバー、モニターを買い取ります。あわせてお客様の大切なデータも消去。
メーカーは問いません。

1 データ消去ソフト（データ破壊証明書付き）
2 電磁破壊（データ破壊証明書付き）
3 4ピン加圧物理破壊（データ破壊証明書付き）
4 シュレッダー物理破砕（データ破壊証明書付き）

1 監査報告書 ：すべての機器・物品のインベントリー記録
2 データ消去証明書 ： HDDのデータ消去証明書
3 破壊機器報告書 ： HDDの破壊記録明細書
4 機器検査報告書 ： 各機器の検査報告書
5 破壊証明書 ： HDDの破壊証明書

情報追跡選べる4つのデータ消去（オプション）

1 メーカーは問いません
2 PC以外のIT機器も買い取ります。

買い取りした製品の再販やマテリアルリサイクルを
通して、環境保全に貢献します。

環境・地球にやさしい
お客様のパソコン、
サーバーやモニターを適切に買取

レノボのPC買取サービスを選ぶ理由

不要になったIT機器を買い取ります。



お問い合わせ先
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https://support.lenovo.com/jp/ja/

毎月の休業日はWEBサイトでご案内しています。▶https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/srvc-smtlnv

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口
（レノボ・スマートセンター）0120-000-817

携帯電話・PHS・IP電話の方は：0570-022-205（通話料お客様負担）

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

（レノボ・オンサイトセンター） 0120-053-600
携帯電話・PHS・IP電話の方は：0570-030-053（通話料お客様負担）

オンラインでの修理受付やチャットによるお問い合わせ、製品に関するサポート情報の提供
（サポートサイト）

Lenovo Services レノボが提供する信頼のトータルサービス
http://www.lenovojp.com/business/support/

レノボはお客様のビジネスに安心をお届けするため、
デザイン、製品の導入、運用、リサイクルまでの
ライフサイクルをトータルでサポートしています。
お客様のビジネスニーズに合わせた幅広い

様々なサービスメニューでお客様を強力に支援。
「Lenovo Services」はスピード感のある対応で、

確かな安心をお届けしています。

レノボ ライフサイクル サポートで
ビジネスに安心をお届けします。
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