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「スペクトルナビ MK-350」初回無償校正について
貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素はＬＥＤ光源機構へ格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上
げます。多くのＬＥＤ事業者の方々から好評を得てまいりました「スペナビ MK350」も、発売から約 1 年と 10 ヶ月が経
過しましたが、台湾メーカーの社内事情から購入時お約束の 1 年目の無償校正につきまして、ようやく実施ができ
るようになりました。手続き開始が遅れましたことお詫び申し上げます。
つきましては、１年目の無償校正の実施に当たりまして、校正実施に対する変更事項、手続き、証明書類の準備等
ご注意事項等をご案内させていただきますのでご査収ください。
1）「スペクトロナビＭＫ-350」点検＆校正システムのご案内【4Ｐ（Ａ）参照】
2）無償校正検査手法の変更について
発売当時から「1 年目の校正は無償」との提示がありましたが、機器のバージョンアップの過程において、多くの改
良が施された結果、UPRtek の「無償校正」は「無償点検＆校正」となりました。国内点検にて定数検査、NG 品のみ
UPRtek にて校正を行います。ユーザー様には大変なご迷惑をおかけいたしますがご了承下さい。
また、発売以来の販売時期により校正の基準に違いがありますのでご注意下さい。
①無条件無償点検＆校正時期（2012 年 1 月から 2012 年 6 月まで）
②購入 1 年以内の「ＵＰＲｔｅｋＷｅｂ登録者」のみ無償校正時期（2012 年 7 月から現在まで）
※販売時期の特定は販売会社発行の（請求書、納品書、領収書、振込通知等コピー）証明が必要です。
※Web 登録をしていない場合、無償校正は受けられませんが、1 年目無償点検サービスはすべての方に
お受けできますので提示期間内での点検＆校正依頼をお願い申し上げます。
3）点検＆校正サービス手続き順序

4）購入時期による点検＆校正サービス説明

※１１月末までの特別措置は２４年６月末日までに購入された方に適応します。
※価格表示は消費税別途となります。
5）無償点検＆校正送付に当たってのご注意
5-1：無償点検＆校正実施機材の条件
製品保証書に記載しておりますように、2012 年 7 月以降は購入 1 年以内に UPRtek の Web への登録がない
場合には UPRtek からのサービス（保証期間の 1 年延長、無償点検＆校正）が受けられません。期間内で、まだ
登録をおすみで無い方は、かならず以下のｱﾄﾞﾚｽを見ていただき案内に基づき Web 登録をお願い致します。
5-2：Web 登録説明 http://e-decoled.com/20121009/1year-program.pdf
（注意）登録時の項目で正規ディーラーには

DLEDA と入力してください。

5-3：ＭＫ-350 のバージョン 1.3.4 への作業手順
① 準画面⇒②オプション⇒③右下向矢印⇒④バージョン⇒⑤ファームウエアー数値確認
・機器のバージョンが 1.3.4（オプション→バージョン→ファームウエア 1.3.4 という表示）になっていないと、
点検･校正ができません。
※当機構 HP http://e-decoled.com/supenavi_0423.html から手続き下さい。
5-4：点検機器の準備
点検に際しては、ＭＫ350 のバッテリーをフル充電状態にしてお送り下さい。
※充電状況によっては、返納時期がずれ込む場合があります。
6）校正実施時期について
1 年目の無償校正は多くの方々が依頼されることから、購入時期を基にした実施日程調整をいたします。
恐れいりますが、校正期間を限定させていただきますので、指定期間内に㈱不二商会へお送りいただきたく
お願い申し上げます。
※限定期間を過ぎた場合、返納時期がずれ込む場合があります。
※2012/1～6 月特別処置は 11 月末で終了します。
第 1 期：2012 年 1 月～3 月購入者⇒2０13 年 11 月 1 日～11 月中旬（点検期間 7～10 日間）
第 2 期：2012 年 4 月～6 月購入者⇒2０13 年 11 月中旬～11 月下旬（点検期間 7～10 日間）
第 3 期：2012 年 7 月～10 月購入者⇒2０13 年 12 月初旬～12 月中旬（点検期間 7～10 日間）
第 4 期：2012 年 11 月～購入者⇒1 年以内にＷｅｂ登録をいただき順次お送りください。

※点検期間は期間を保証するものではありません。
7）校正実施への取り決め事項
１） 送付はSDカードをかならず取り外し、本体をケースに入れて送付ください。
（注）取り外してない場合の紛失、データー消失等の責任を負いかねます。
２） １年目の点検＆校正のための貴社⇔国内間の送料はユーザーの負担とします。
(元払いと着払いと致します)
３） 点検に要する期間は2週間から3週間ぐらい要しますので余裕を持って送付下さい。
※無償点検でＮＧとなった場合は台湾ＵＰＲｔｅｋでの校正作業（無償、有償共）となりますので、
納期がプラス 3 週間程度の延長となります。
※この場合事務局から有償、無償のご連絡を差し上げると共に、有償の場合はお見積りの送付、
入金確認を経てからの納期設定となります。
※校正時期の延長からＭＫ350 のレンタルを有料で受けたまわります。
8）「スペクトロナビMK-350」点検＆校正証書について【5Ｐ（Ｂ）参照】
9）スペクトロナビＭＫ350 の送り方
１） 点検＆校正が必要な方、不必要な方いずれも確認のため発送前に「点検＆校正依頼書」のＦＡＸを
お願いします。
※事前ＦＡＸの送付が無い場合は受付できないことがあります。
２） 「点検＆校正依頼書」をスペクトロナビ本体とともに㈱不二商会までお送り願います。
３） 紛失を防ぐ為にお使いの SD カード、付属品はお手元に保管し、本体のみを(ＢＯＸに入れて)お送り下さい。
４） ＭＫ350 には企業/個人が特定できる名称（氏名、企業名テープ貼り等）を必ず記入下さい。
※本体に記載が無い場合は納期等が遅れる場合があります。
５） 点検＆校正実施は株式会社不二商会が承ります。
６） ㈱不二商会住所：〒110-0015 東京都台東区東上野 2-21-13 ＵＴビル 6 階
担当：田中 電話：03-3831-0365
※依頼は元払い、返還は着払いとなります。
以上
【お問い合わせ連絡先】
一般社団法人ＬＥＤ光源普及開発機構

事業活動委員会

委員長宛

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-8-19 パレドール神田 903 号室
TEL：03-3251-8900 FAX:03-3251-8902 E-male：info@e-decoled.com
ホームページ：http://e-decoled.com 代表理事
【別紙点検＆校正依頼書】
※最終ページを御覧下さい。

小林治彦

担当：戸塚
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⇒ＦＡＸ．03-3251-8902（ＬＥＤ光源普及開発機構）
スペクトロナビ初回点検＆校正依頼書
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※返送先が上記と異なる場合は別途下記にご記入ください。
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バージョンのところに
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販売時期を証明する書類（納品書、請求書、見積書、領収書等）

年

月

日

年

月

日頃までに ㈱不二商会宛に発送します。

コピーを添付ください。

代理店名

販売事業者名

その他
ご希望
ご質問事項を
ご記入ください
●校正を依頼されない方も上記表のご記入の上ＦＡＸ．をお願いします。
ＬＥＤ光源普及開発機構／不二商会記入欄
依頼書受付日
点検結果

ｽﾍﾟｸﾄﾛﾅﾋﾞ到着日

ｽﾍﾟｸﾄﾛﾅﾋﾞ返送日
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（不二商会⇒ユーザー）
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）

台湾へ発送日

台湾から返却日

（不二商会⇒UPRtek）

（UPRtek⇒不二商会）
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）
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）

