
■　長期保証対象メーカー

「メーカー保証１年以上」の下記メーカー製品が保証対象となります。

メーカー名 メーカー名

Ａ Ａｂｉｔｅｌａｘ ＮＩＮＴＥＮＤＯ

ＡＤＤＺＥＳＴ NTCドリームマックス

ＡＨＳ ＮＴＴ－ＭＥ

Ａ．Ｉ．Ｄ ＮＴＴ－ＡＴ

ＡＩＷＡ ＮＴＴニシニホン

ＡＭＤ ＮＴＴヒガシニホン

ＡＰＩＸ ＮＵＦＯＲＣＥ

ＡＰＰＬＥ Ｏ ＯＫＩ

ＡＳＵＳＴeＫ ＯＲＩＯＮ

ＡＵＤＩＯＰＲＯ OSGコーポレーション

ＡＶＯＸ Ｏｔａｒｉｔｅｃ

Ｂ ＢＡＬＭＵＤＡ Ｐ Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

Ｂ＆Ｗ ＰＦＵ

ＢＯＮＥＣＯ Ｐｉｅｒｉａ

ＢＯＳＣＨ ＰＲＩＮＣＥＴＯＮ

BOSTON ACOUSTICS Ｒ ＲＯＣＫＦＯＲＤ　ＦＯＳＧＡＴＥ

ＢＯＷＥＲＳ＆ＷＩＬＫＩＮＳ Ｓ ＳＡＥＣＯ

ＢＬＵＥＤＯＴ ＳＡＮＤＩＳＫ

ＢＬＵＥＲＯＯＭ ＳＥＡＧＵＬＬ  ＩＶ

ＢＲＡＸ ＳＥＢ

ＢＷＳＰＥＡＫＥＲＳ ＳＩＧＭＡ

Ｃ CAMBRIDGE AUDIO ＳＩＩ

ＣＥＣ SINGER HAPPY JAPAN

ＣＥＬＥＳＴＩＯＮ ＳＯＭＥＬＡ

ＣＨＯＦＵ Ｓｐｅａｋｅｒ　Ｃｒａｆｔ

ＣＯＷＯＮ ＳＴＥＭ

ＣＯＳＭＯ　ＴＥＣＨＮＯ Ｔ ＴＥＣＨＮＩＣＳ

ＣＵＩＳＩＮＡＲＴ ＴＥＣＯ　ＪＡＰＡＮ

Ｄ ＤＡＬＩ Ｔ－Ｆａｌ

ＤＥＬＬ ＴＨＲＩＶＥ

ＤＸアンテナ ＴＯＡ

ＤＸブロードテック ＴＯＴＯ

Ｅ ＥＩＺＯ ＴＲＩＯＤＥ

ＥＬＡＣ Ｕ ＵＬＴＲＡＺＯＮＥ

ＥＬＥＣＯＭ Ｖ Ｖｅｎｔａ

ｅＭａｃｈｉｎｅｓ ＶＩＣＴＯＲ

ＥＳＣＩＥＮＴ ＶＩＤＡＬＳＡＳＳＯＯＮ

ＥＳＯＴＥＲＩＣ Ｗ ＷＡＴＥＸ

Ｇ ＧＡＲＭＩＮ Ｘ ＸＥＲＯＸ

ＧＯＯＧＬＥ Ｙ ＹＡ－ＭＡＮ

Ｈ ＨＡＩＥＲ Ｚ ＺＯＸ

ＨＡＮＮＳＰＲＥＥ ア アイ・オー・データ

ＨＥＬＩＸ アイシン

HUROM アイビーエム

Ｉ ＩＢＭ アイネックス

ＩＩＹＡＭＡ アイホン

ＩＭＡＧＥＤＹＮＡＭＩＣＳ アイリスオーヤマ

ＩＭＡＴＩＯＮ アイリバー

ＩＮＡＸ アイロボット

ＩＮＴＥＧＲＡ アイワ

Ｉ－Ｏ  ＤＡＴＡ アカイ

ＩＲＩＶＥＲ アキア

ｉＲｏｂｏｔ アサヒペンタックス

Ｊ ＪＢＬ アスース

ＪＵＫＩ アズマ

ＪＶＣ アゼスト

Ｋ ＫＯＵＺＩＲＯ アダプテック

Ｌ ＬＡＣＩＥ アップル

ＬＥＸＭＡＲＫ アテックス

ＬＧ アドテック

ＬＩＧＨＴＮＩＮＧ　ＡＵＤＩＯ アピックス

ＬＩＸＩＬ アビテラックス

ＬＯＧＩＴＥＣ アボックス

ＬＵＸＭＡＮ アライドテレシス

Ｍ μ‐Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ アラミック

ＭＥＬＩＴＴＡ アルインコ

ＭＩＣＲＯ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ アルパイン

ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ アンドー

ＭＩＮＯＸ イ イナックス

ＭＩＴＡＣ イーヤマ

ＭＫ イトウチョウタンパ

ＭＯＮＳＴＥＲ　ＣＡＢＬＥ イメージ・ダイナミクス

ＭＯＵＳＥ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ イメーション

ＭＴＧ イワタニ

ＭＵＬＴＩ－ＰＵＲＥ インテグラ

Ｎ ＮＥＣ インテグラリサーチ

ＮＥＯＶＥ ウ ヴィダルサスーン

ＮＥＳＴＬＥ ウルトラゾーン

neXXion サンポット

エ エイ・アイ・ディー サンヨー

エイサー サンヨーハイアール

エー・アンド・デイ サンワサプライ



■　長期保証対象メーカー

「メーカー保証１年以上」の下記メーカー製品が保証対象となります。

メーカー名 メーカー名

エー・エイチ・エス シ シーガルフォー

エーエムディー ジーバ

エグゼモード ジェイビーエル

エシェント ジェイブイシー

エスケイジャパン シェルタートレーディング

エソテリック シグマ

エヌ・ティ・ティ  エーティー ジャガー

エヌ・ティ・ティ  エムイー シャープ

エヌ・ティ・ティ  ニシニホン ジャノメ

エヌ・ティ・ティ  ヒガシニホン ジューキ（JUKI)

エヌイーシー シルバーアイ

エバーグリーン シンガーハッピージャパン

エプソン ス ステム

エムケー スピーカークラフト

エルジー スライヴ

エルモ セ セイコーインスツルメント

エレクトロラックス セブ

エレコム セレッション

オ 大阪ガス ゼロックス

オーディオテクニカ ゼンケン

オーディオプロ センジュウ

オーデリック センチュリー

オーム電機 ソ ゾウジルシ

オキデータ ソーテック

オキデンキ ゾックス

オタリテック ソニー

オムロン ソニー・コンピュータエンタテインメント

オリオン ソメラ

オリオン タ タイガー

オリンパス ダイキン

オンキヨー ダイソン

カ ガイズ ダイトウデンキコウギョウ

カガコンポーネント ダイニチ

カシオ タカスサンギョウ

カドー タニタ

カワイ タムラ

神田無線電機 チ チョウフ

カンデラ チュウハツハンバイ

キ キヤノン ツ ツインバード

キョウセラ ツカモトエイム

キングジム テ ティアック

ク クイジナート ディーアンドエムホールディングス

クラリオン ＤＸアンテナ

グリーンハウス ＤＸブロードテック

クリエイティブ ティーオーエー

ケ ゲートウェイ ティファール

ケルヒャー データシステム

ケンウッド テクニクス

ケンコー テスコム

ケンブリッジオーディオ デノン

コ コイズミ デバイスタイル

コウォン デル

工人舎 テルモ

コクヨ デロンギ

コシナ デンソー

コスモテクノ ト 東京ガス

コダック トウシバ

コニカ ドウシシャ

コニカミノルタ トヨトミ

コムテック トライウイン

コルグ トライオード

コレガ ドリームメーカー

コロナ ナ ナカバヤシ

コロナ電業 ナナオ

コロムビア 中野エンジニアリング

コンパック ニ ニコン

サ サイテック ニホンエー・アイ・シー

サイコム ニホンデンネツ

サエコ 日本トリム

サタケ ニューフォース

サーモス ニンテンドー

サムスン ネ ネオーブ

サンエイコーポレーション ネスレ

サンワコーポレーション メ メリタ

サンスイ モ ユーイング／モリタ

サンディスク ヤ ヤーマン

ノ ノバック ヤノ

ノーリツ 山善

ハ パーパス ヤマト

ハーマン ヤマハ

ハイアールアクアセールス ヤマモトデンキ

ハイアール ユ ユーイング／モリタ
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パイオニア ユニテク

ハウステック ユニデン

バウワースアンドウィルキンス ユピテル

ハスクバーナ・バイキング ラ ライカ

バッファロー ラシー

パナソニック ラックスマン

パナソニックデンコウ リ リコー

パロマ リコーエレメックス

ハンスプリー リーガル

ヒ ビーバー リョービ

ピエリア リンナイ

ピクセラ レ レイコップ

ビクター レックスマーク

ビジネスサービス レノボ

ヒタチ ロ ローランド

日立アプライアンス ロジクール

日立コンシューマエレクトロニクス ロジテック

日立コンシューマ・マーケティング ロックフォード・フォスゲート

日立リビングサプライ ワ ワーテックス

ヒューマックス ワイルドカード

ヒューレット・パッカード ワコム

ヒュンダイＩＴジャパン

ヒュンダイインデックス

フ ファミリー

フィフティ

フィリップス

フェローズジャパン株式会社

フジイリョウキ

フジツウ

フジツウゼネラル

フジツウテン

フジフイルム

フューズ

プライム

ブラウン

ブラザー

ブラック＆デッカー 

フラックス

プリンストン

ブルーエア

フルノデンキ

ブルードット

ブルールーム

プレクスター

ヘ ベルソス

ベルニナ

ベンキュー

ベンタ

ペンタックス

ホ ボーズ

ボストン・アコースティックス

ボッシュ

ボネコ

ポラール

ポラロイド

マ マイクロソフト

マイクロソリューション

マイクロリサーチ

マイタック

マクセル

マスプロ

マックス

マミヤ

マランツ

丸善電機

丸隆

マルチピュア

ミ ミーレ

ミツビシ

ミツビシレイヨン

ミツボシボウエキ

ミノックス

ミノルタ

ミューディメンション


