
受付番号／お問合せ番号

会社・団体名
（フリガナ）

（フリガナ）
部署・学科名

（フリガナ）
住所　　〒　　　　-

電話番号

（フリガナ）
お名前

FAX番号

携帯電話番号

機種

OS

1. データバックアップ （　　有　　・　　無　　）

2. 外装キズ・へこみ （　　有　　・　　無　　）

3. 通常起動  （　　可　　・　　不可　　）

4. 簡易診断 （　　実施　　・　　実施不可　　）

5. 着荷報告 （　　　　　年 　 　 月 　  　日  ）

6. 液体損傷 （　　有　　・　　無　　）

7. データ消失リスク報告 （　　　　　年 　 　 月 　  　日  ）

■送付先： 〒600-8107 京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第6ビル3F
 株式会社Too 京都営業所 修理受付　TEL：06-6449-8975　FAX：06-6459-4639

8. 修理後の通常起動 （　　□　確認済　　）
9. 修理後の簡易診断 （　　□　実施済　　）

10. 外装清掃 （　　□　清掃済　　）
11. 同梱物内容 （　　□　確認済　　）
12. 完了報告 （　　　　　年 　 　 月 　  　日  ）

※Too使用欄

シリアル番号

E-mail

※お客様のご氏名、Eメールアドレス等各種お客様情報は、弊社での修理業務と各種の連絡に利用すると共に、製品メーカーのApple社との取り決め
に基づき、Apple社に提出させていただきます。また、修理後、Apple社より弊社の修理業務に関する顧客満足度のアンケートメール、その他Apple社
製品の情報等の広告を含むEメールが送信される場合がありますので、ご了承の上、各種お客様情報をご記載ください。 

※Apple社よりお客様に対して、上記のアンケートメールが配信された場合は、 趣旨をご理解の上、是非ともご協力賜りますようお願い申し上げます。

Mac用修理依頼書 兼 同意書（センドバック用）
左記の質問事項に回答し、免責事項を確認した
上で、下記の太枠内に洩れなく記入してください。［FAX：06-6459-4639］

※必要事項をご記入の上、本書面の原本を機器本体と共にお送りください。なお、弊社への配送料金はお客様のご負担となります。

担当者 管理者受付者
 京都営業所
〒600-8107 京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173
高橋第6ビル3F　E-mail：too-kyoto@too.co.jp
www.too.com/support/apple/

同梱品（必須）

備考（その他の同梱品など）

□ 修理依頼書（本書面）　　　□ OSインストールメディア（OS10.6以前のみ）　 
□ 修理レポート（過去90日以内に修理を行っている場合）　　　□ 電源ケーブル／ACアダプター

【質問事項】

【免責事項】

修理を依頼される前に、下記の質問に回答をお願いします。 

1. 修理対象機器に記録されているデータはすべてバックアップしていますか？
 　  はい、バックアップしています　　  いいえ、していません
  データバックアップをしないままで修理作業をお願いします

2. 修理対象機器には液体の浸入はありませんか？
 　  はい、液体浸入はしていません　　  いいえ、液体浸入の可能性があります

  上記回答に関わらず、修理対象機器の初期診断の結果、液体の浸入が認められた場合その他の故障状況により、
 修理受付時にお伝えした概算費用と比べて修理見積もり額が高額になる可能性があることを予め了解いたします

A. 修理業務の過程において交換した部品はApple社に返却され、お客様には返却されません。また、修理対象機器に貼り付
けられたデコレーション、シール、保護フィルム等は修理時に取り外され、返却されない可能性があります。

B. 修理対象機器に記録されているデータのバックアップは、修理をご依頼いただく前に、お客様の責任で実施してください。
なお、コンピュータの性質上、修理対象機器に記録されているデータのバックアップの有無に関わらず、修理の過程におい
て、修理対象機器のデータの消去等が発生する場合がありますが、弊社は、データの消去等によるお客様の損害に対し、一
切の責任を負いません。

C. 修理料金の見積依頼後のお客様都合による修理キャンセルは、初期診断料（検証料）として、5,000円（税別）を申し受け
ます。なお、ピックアップサービスの利用による見積依頼後のキャンセルは、上記初期診断料とは別にピックアップサービス
の実費相当額を申し受けます。また、見積後、弊社が修理着手した後のキャンセルは、見積金額の全額を申し受けます。

D. お客様都合により修理をキャンセルした場合、および修理が完成した場合の修理対象機器のお引き取りは、速やかにお願い
いたします。なお、弊社からの見積の連絡後6ヶ月以内に修理の注文の連絡がない場合、または修理完了の連絡後6ヶ月
以内に修理対象機器のお引き取りのない場合は、当該期間の終了をもって、弊社がお預かりしている修理対象機器を廃棄
処分とさせていただきます。弊社からお客様への連絡は、修理依頼書兼同意書に記載されたお客様のE-mailアドレスへ当
社からのメールを送信すること、FAX番号へのFAX送信、若しくはお客様の住所宛への書面送付をもって、適式になされた
ものとします。弊社は、修理対象機器の廃棄処分によるお客様の損害に対し、一切の責任を負いません。

記入日：　　　　　　年　　　　　月　　　　　日（自筆）

上記の免責事項に同意し、修理対象機器の修理を依頼します。（免責事項に承諾いただけない場合は、修理を承ることはできません）

署名：
（自筆）

2017.8改訂

トラブル内容（必ずご記入ください）

ログインID ログインパスワードは「なし」の設定にしてください。
または弊社にてリセットをかけさせていただきます。

記入例

山田　太郎
ヤマダ 　タロウ

株式会社Too
カブシキガイシャ　トゥー

サポートビジネス部

03-00XX-XX00 03-XX00-XX00
080-0000-XXXX

画面不具合。 
大きく縦方向にラインが2本入り、
画面の約半分が映らない。

iMac（27-inch, Late 2013）
OS 10.10 abcde@too.co.jp

C02XXXXXXXXX

aj-000@too.co.jp

サポートビジネスブ

東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル
トウキョウトミナトクトラノモン3-4-7　トラノモン36モリビル

105　0001

2017 3 00 山田　太郎

質問1.が「いいえ」の方は、免責事
項B.の記載内容を理解の上、「デー
タバックアップをしないままで修理
作業をお願いします」に確認のチェッ
クを行い、修理をご依頼ください。

質問2.は「はい、……」「いいえ、……」
に関わらずその下に記載の「上記回
答に関わらず、修理対象機器の初期
診断の……」を確認し、チェックをお
願いします。

免責事項をご理解の上、日付の記入
とお客様のご署名（自筆）をお願いい
たします。



1. データバックアップ （　　有　　・　　無　　）

2. 外装キズ・へこみ （　　有　　・　　無　　）
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6. 液体損傷 （　　有　　・　　無　　）

7. データ消失リスク報告 （　　　　　年 　 　 月 　  　日  ）

■送付先： 〒600-8107 京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第6ビル3F
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