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SACOMレンタルのしおり

【２０２３年４月版】



《 ＳＡＣＯＭシリーズユーザー様　（現在ＳＡＣＯＭシリーズをお使いのお客様） 》
■現在お持ちと同種のＳＡＣＯＭシリーズのレンタルは、最低１ヶ月間からご利用いただけます。（保守契約中の場合、基本使用料は必要ありません。）
■お持ちでない他のＳＡＣＯＭシリーズのレンタルも、最低１ヶ月間からご利用いただけます。ただし、別途基本使用料が必要です。
　　御支払内容：〔１ヶ月分のレンタル料〕＋〔基本使用料（※）〕　　　※基本使用料の有効期限：レンタル終了後３ヶ月内での再レンタルの場合は不要です。※基本使用料の有効期限：レンタル終了後３ヶ月内での再レンタルの場合は不要です。

■途中、レンタルから買取（一括購入）に変更もできます。

《 非ユーザー様　（現在ＳＡＣＯＭシリーズをお使いいただいていないお客様） 》
■最低レンタル期間は１ヶ月間です。
　　御支払内容：〔１ヶ月分のレンタル料〕＋〔基本使用料（※）〕 ※基本使用料の有効期限：レンタル終了後３ヶ月内での再レンタルの場合は不要です。

■途中、レンタルから買取（一括購入）に変更もできます。

延長の場合
期間終了予定前にお電話ください。

一ヶ月単位で延長が可能です。

中途解約の場合
まずは、お電話ください。

解約は可能ですが、レンタル料が月単位ですので月半ばでのご解約は、

お客様にとって不利益となります。

２ヶ月以上連続でのお申込の場合で次月で解約をご希望の場合は、

出来るだけ当月中にご連絡ください。

※基本地区以外の地区用としてご利用の場合、別途ＳＡＣＯＭ地区単価が必要です。

※レンタルからご購入（買取）への変更時の特典
・レンタルご利用で、途中又はレンタル終了後１ヶ月以内での変更の場合、定価より連続した直近のレンタル料の８０％を値引きさせて戴きます。
但し、ご購入台数に応じた値引きとなります。（別途事務手数料２万円が必要です。）

※注意事項
・ご利用は御申し込み会社様に限らさせて戴きます。他社への貸出等はご遠慮ください。
・プロテクトの紛失の場合　→ 新規ユーザー様の場合、各システムの新規導入代金分をご請求させて戴くことになりますので、くれぐれもご注意ください。

→ 既存ユーザー様の場合、各システムの増設代金分をご請求させて戴くことになりますので、くれぐれもご注意ください。
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SACOM_Ⅲ＋

SACOM_Ⅳ  【北海道】

SACOM_Ⅳ 【沖縄】

SACOM_Ⅳ 【中国】 ３万円

　立竹木・工作物・動産・通損SACOM_Ⅳ 【九州】

SACOM_Ⅰ

SACOM_ⅢＪ 　事後調査算定

SACOM_Ⅳ/Ｒ 【関東】

２万円

５万円

３万円

レンタル料

　立竹木・工作物・動産・移転雑費

　総括表・移転料算定

　非木造建物

　工事損害調査

　立木

　立竹木・工作物・動産

　立竹木

　木造建物

SACOM_Ⅱ

〔月額〕

SACOM_S

システム名称

SACOM_Ⅳ/Ｋ 【関東】 　工作物 ３万円

SACOM_Ⅳ 【関東】 　立竹木・工作物　セット ４万円

ご利用に際して

【料金表】

基本使用料について
レンタル期間中の下記内容を含みます。
・操作方法やご不明点他、システム運用に関するお問い合わせ等への対応

電話・Ｆａｘ・メール・遠隔支援サービスなど
※遠隔支援サービスは、インターネット環境が必要です。

・バージョンアップの無償提供
補償基準等の変更に伴うシステムの改良

弊社サイドで行う、全ユーザー（全国）に共通する項目の機能アップなど
・データベースメンテナンス（復旧支援協力など）



●ＦＡＸにてお申し込みください。
お申し込み 　　〔申込表〕をご利用ください。必要事項をご記入・捺印の上、ご送信ください。

●御申し込み受付当日又は翌日発送いたします（休日を除く）。
　プロテクトの在庫状況によりお届け日についてご希望に添えない場合がございますが、
　事前にご連絡致します。

●送付内容物（システムの種類、プロテクトの個数及び契約書内容）をご確認ください。
　〔借受書〕に押印の上、ご返送をお願いいたします。

●指定の銀行口座へお振り込みください。
　商品と一緒に〔納品請求書〕をお送りさせていただきます。

●事前にお電話またはＦＡＸにてご連絡ください。
　月単位での中途解約、延長、買い取りへの変更をお受けいたします。
　尚、期限が近づきましたら弊社よりＦＡＸにてご案内させていただきます。（概ね１週間前）

●プロテクトの個数をご確認の上ご返送ください。
　精密機器の為、包装と送付方法に充分なご配慮をお願いいたします。

レンタルご利用方法

お申し込み

お支払い

期間変更

ご返却

納期・発送

レンタル開始



月 日 ヶ月 万円 万円

月 日 ヶ月 万円 万円
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月 日 ヶ月 万円 万円
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月 日 ヶ月 万円 万円

※１  基本使用料については、ユーザー様において当該システムが保守契約中の場合必要ありません。
※２  基本使用料について、レンタル終了日より３ヶ月以内の場合、新たに基本使用料は必要ありません。
□  上記金額は消費税を含んでおりません。レンタルの際は消費税を含んだ金額を御請求させていただきます。

株式会社エスエイピー　第一課　行
ＦＡＸ．０８２（２７８）８５５６ お申込日　　　　　　年　　　月　　　日

 会社名  ご所属

 事業所名  ご氏名

 ご住所  〒  ＴＥＬ

 ＦＡＸ

 E-mailアドレス

 送付先  ※上記住所以外への送付の場合、ご記入ください。  ＴＥＬ

 ＦＡＸ

　■ご希望商品／ご希望期間

システム名称
月額
(a)

開始希望日
月数
(b)

台数
(c)

小計
(a)×(b)×(c)

基本使用料

(d）※１※２
合計

小計＋(d)
希望地区

SACOM_S 総括表・移転料算定 ２万円
台

１万円

SACOM_Ⅰ 木造建物 ４万円
台

５万円

SACOM_Ⅱ 非木造建物 ５万円
台

５万円

SACOM_Ⅲ＋ 工事損害調査 ３万円
台

３万円

SACOM_ⅢＪ 事後調査算定 ３万円
台

３万円

SACOM_Ⅳ  【北海道】 立木 ３万円
台

４万円 北海道

SACOM_Ⅳ/Ｒ 【関東】 立竹木 ３万円
台

４万円 関東SACOM_Ⅳ/Ｋ 【関東】 工作物 ３万円
台

SACOM_Ⅳ 【関東】 立竹木・工作物 ４万円
台

SACOM_Ⅳ 【中国】 立竹木・工作物・動産 ３万円
台

沖縄

５万円 中国

SACOM_Ⅳ 【九州】 立竹木・工作物・動産・通損 ４万円
台

４万円 九州

 ●ご質問・ご要望等

SACOM_Ⅳ 【沖縄】 立竹木・工作物・動産・移転雑費 ４万円
台

４万円

レンタル申込表
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