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KeysightCare 
成功を加速 
テクノロジーは複雑化の一途をたどっているため、小さな問題もあっという間に大きな問題に発展する
可能性があります。そこで、KeysightCare の出番です。専用のテクニカルサポートを提供することに 
より、お客様の成功を阻む障害を取り除き、修理や校正のコミットされたターンアラウンドタイムに 
より、ダウンタイムを最小限に抑えます。アプリケーションとテクニカルサポートのエキスパートが、
一次回答までの時間をコミットし、お客様の測定の課題を迅速に解決に導きます。KeysightCare を活用
して問題を解決し、成功を加速させましょう。 

 

 
  

KeysightCare サービス＆サポートは以下を含む包括的な 
カスタマーケアを提供します。 

• お客様のビジネスニーズに合わせて選べる複数のサービスレベル 

• 一次回答までの時間をコミットしたエキスパートへのアクセス 

• 24 時間 365 日使えるナレッジセンター 

• ソフトウェアのアップデート 

• ファームウェア／ソフトウェアのアップデート通知サービス 

• 修理／校正サービスのターンアラウンドタイムをコミット 

 

KeysightCare で時間を節約し、製品をより早く市場に投入 
しましょう。 

• テクニカルエキスパートへのより迅速で安定したアクセス 

• テクニカルサポートによる問題の迅速な解決 

• 修理／校正サービスのターンアラウンドタイムをコミット 

• 潜在的な問題の防止 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
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コミットされたサービス／サポートによる大変革 
高度なスキルを持つテクニカルエキスパート、生産性向上ツール、オンライン・ナレッジ・センターへの
アクセスを通じて、お客様のエンジニアリングチームの生産性を向上し、急速に変化するテクノロジーや
標準に対応できるようにお手伝いします。デザインおよび測定器は、お客様が開発している製品と同様に
急速に進化しています。KeysightCare は、お客様のハードウェアとソフトウェアを常に最新の状態に保ち、
より早く市場に投入できるようサポートします。 

 

市場投入までの時間を短縮する校正サービス 
定期的な測定器の校正により、お客様の製品の予測可能性を高めます。KeysightCare を利用すると、 
お客様の心配を減らすことができます。キーサイトのグローバルなサポート専門チームが、お客様 
独自のテスト構成の把握、許容範囲外の際の調整、すべてのオプション性能と仕様の検証を行います。 

 

ソフトウェアのタイムリーなアップデートにより投資を保護 
KeysightCare は、製品アップデートと機能拡張を提供することにより、チームが最新のテクノロジーを
入手して、性能／確度の向上を実現できるようにします。アプリケーション・ソフトウェア、ファーム
ウェア、コアソフトウェアの最新アップデートの通知を受け取ることができます。熟練したテクニ 
カルエキスパートや 24 時間いつでも利用可能なオンラインのキーサイト・サポート・ポータルおよび 
ナ レ ッ ジ セ ン タ ー に 直 接 ア ク セ ス し て 、 チ ー ム の 業 務 効 率 を 高 め て い た だ け ま す 。 
 

より迅速な対応により効果的なエンジニアリングを実現 

必要なときに、必要なサポートと回答が得られます。キーサイトのサービスレベル契約では、お客様が
選択する一次回答時間で優先的に対応する一方で、キーサイト・サポート・ポータルでは、サポート 
事例を管理し、ナレッジセンターから技術文書やビデオにアクセスすることができます。 

  

http://www.keysight.com/
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柔軟性 
5G、6G、自動車、航空宇宙／防衛、いずれのアプリケーションのイノベーションも、望ましい結果を 
得るためには、優れたテスト資産とリソースが必要です。KeysightCare は、基本的な保証だけでなく、
お客様独自のアプリーションのニーズに対応できる複数のサポートレベルを提供しています。お客様に
とって最も重要なことが迅速な対応、機器を最新の状態に維持する事、エキスパートへのアクセスの 
いずれであっても、必ずお客様のニーズに合った KeysightCare サポートが見つかります。すべての 
サポートレベルに、お客様が使用している機器やソフトウェア、およびお客様が直面している技術的な
問題に精通したキーサイトのエキスパートへのアクセスが含まれています。キーサイト・サポート・ 
ポータルおよびナレッジセンターにアクセスして、回答の検索、ケースの管理、サービスのリク 
エストを行うことができます。 

さらに、複数年の KeysightCare を前もって購入することで、長くて面倒な事務処理や毎年の保守予算の
要求が不要になります。そして、2 年、3 年、5 年間の安心サービスを受けられます。 

ソフトウェアのライセンスオプションにより、柔軟で幅広いサポートを実現 

柔軟なライセンスオプションにより、プロジェクト要件のバランスを維持することができます。アプリ
ケーションソフトウェアは、プロブラムのライフサイクル全体で一貫したソフトウェア運用が必要な 
場合もあれば、動きの速い最先端のアプリケーションに対応するために頻繁なアップデートが必要な 
場合もあります。キーサイトのライセンスは、お客様のアプリケーションニーズに対応するために 
柔軟なライセンス期間とタイプをご用意しています。KeysightCare は、選択可能なソフトウェアサポー
トも提供しています。 

  

ライセンス期間 オプション 

パーペチュアル パーペチュアルライセンスを無期限に使用できます。 
KeysightCare Software は、1/2/3/5 年から選択でき、更新可能です。 

サブスクリプション サブスクリプション期間中（6 か月、1/2/3 年）はサブスクリプションライセンスを使用できます。 
KeysightCare Software を、ライセンス期間を通じて使用できます。 

ライセンスタイプ 概要 

ノードロック 特定の測定器／コンピューターでノード・ロック・ライセンスを使用できます。 

トランスポータブル 
同時に 1 台の測定器／コンピューターでトランスポータブルライセンスを使用できます。ユーザーは、
Keysight Software Manager を使用して別の測定器にライセンスを転送できます（インターネット接続が 
必要です）。 

USB ポータブル 
同時に 1 台の測定器／コンピューターで USB ポータブルライセンスを使用できます。ユーザーは、認証 
済みの USB ドングル（キーサイトパーツ番号 E8900-D10 で追加購入可能）を使用して別の測定器に 
ライセンスを転送できます。 

フローティング 

ネットワーク接続された測定器／コンピューターは、ソフトウェアの使用時に 1 つずつサーバーのライセ
ンスにアクセスし、取得できます。同時使用には、複数のライセンスの購入が必要です。提供されている
フローティングライセンスのタイプは 3 種類です。シングル・サイト：サーバーから半径約 1.6 km の範囲
内であれば利用できます。シングル・リージョン 1：米国、ヨーロッパ、アジア。ワールドワイド（エン
ドユーザーライセンス契約(EULA)で輸出制限をご確認ください） 

1.  南北アメリカ（北米、中米、南米、カナダ）、ヨーロッパ（ヨーロッパ大陸、中東、アフリカ、インド）、アジア（北および南アジア
太平洋諸国、中国、台湾、日本） 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://support.keysight.com/
https://support.keysight.com/
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詳細については、『ソフトウェアライセンスの期間、種類および KeysightCare ソフトウェア・ 
サポート・サブスクリプション』パンフレットをご覧ください。 

サービスの定義 
サービス条件 定義 

KeysightCare の 
レベル 

KeysightCare は複数のサービス契約レベルを用意しています： 
Technical Support、Assured、Enhanced、Software。修理、校正、テクニカルサポートの 
正確なサービス・レベル・コミットメントについては以下をご覧ください。 

権利 
 

KeysightCare の権利は、シリアル番号付きの資産に関連付けられ、そのキーサイト製品 
（ハードウェアまたはソフトウェア）の所有者およびユーザーに、KeysightCare の各 
レベルでの定義に基づいたサポートサービスを提供します。 

テクニカルサポート 
 

権利付きの KeysightCare 資産またはソフトウェアを所有しているお客様は、企業ドメ 
インの電子メールアドレスを介して、キーサイト・サポート・ポータルにアクセスして、 
サポート案件を開くことができます。KeysightCare サポートへのお問い合わせに記載の電話
または電子メール 1 によるリモート・テクニカル・サポートもご利用いただけます。 

応答時間 応答時間は、グローバルな KeysightCare テクニカル／アプリケーション・サポート・ 
チーム(K-TAS)によるテクニカルサポートに適用されます。時間は、現地の K-TAS 営業 
時間です。応答時間は、K-TAS チームのケース担当がお客様からのお問い合わせを受け 
取ってから、最初の意味ある回答（一次回答）までの時間として計測されます。適切なレベ
ルのサポートを受けられるように、資産のシリアル番号またはソフトウェアのホスト ID を
提供いただく必要がございます。この一次回答は、コミットメントに従ってテクニカルエキ
スパートが行います。エキスパートは、製品または技術分野に精通し、デバッグや診断に熟
練したエンジニアで、問題の解決まで精力的に取り組みます。営業時間の地域ごとの 
詳細については、こちらを参照ください。 
 

 KeysightCare 
Technical Support 

KeysightCare 
Assured 

KeysightCare 
Enhanced 

KeysightCare 
Application 

Software Support 
テクニカルサポートの 
一次回答までの時間 2 営業日以内 4 営業時間以内 2 営業時間以内 4 営業時間以内 

 

キーサイト  
サポートポータル 

お手持ちの資産に関連するサポート／サービスリソースにアクセスするには、キーサイト・
サポート・ポータル(support.keysight.com)をご利用ください。キーサイト・サポート・ 
ポータルでは、サービスリクエストの送信、ナレッジセンターのコンテンツの閲覧（24 
時間 365 日アクセス可能）、送信したサポート案件／リクエストの進捗状況の確認をオンラ
インで行うことができます。すべての KeysightCare レベルで、キーサイト・サポート・ 
ポータルを利用できます。 

ソフトウェア 
アップデート 

ソフトウェアアップデートは、KeysightCare Software Support のみご利用いただけます。 
セキュリティ修正やバグ修正については、KeysightCare 契約は不要な場合があり、有効な
KeysightCare Software Support 契約すべてに含まれています。キーサイトは、 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06374/flyers/5992-3419.pdf
https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06374/flyers/5992-3419.pdf
https://support.keysight.com/KeysightdCX/s/?language=en_US
https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?ckey=3011035&id=3011035&cc=US&lc=eng&jmpid=zzfindkeysightcare.contactus&elq_cid=3472146&cmpid
https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?ckey=3011035&id=3011035&cc=US&lc=eng&jmpid=zzfindkeysightcare.contactus&elq_cid=3472146&cmpid
https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?ckey=3011035&id=3011035&cc=US&lc=eng&jmpid=zzfindkeysightcare.contactus&elq_cid=3472146&cmpid
http://support.keysight.com/
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KeysightCare の対象となるすべてのソフトウェアに関して、ソフトウェアリリースの 
アップデートをお客様に通知します。 

コアソフトウェア 測定器ソフトウェアのアップデートと機能拡張のサブスクリプション契約期間をご選択 
いただけます。現在、キーサイトのオシロスコープ、VNA、シグナル・アナライザおよび 
信号発生器で利用可能です。詳細については、コアソフトウェアのパンフレットをご覧くだ
さい。 

ファームウェア 
アップデート 

キーサイトは、キーサイト・サポート・ポータルに登録されていて KeysightCare Assured
および KeysightCare Enhanced の対象となるすべての測定器に関して、ファームウェア 
リリースのアップデートをお客様に通知します。 

修理 KeysightCare Assured / Enhanced には修理サービスが含まれます。KeysightCare Assured 
機器の修理後に校正を行います。KeysightCare Enhanced 機器にはお客様が選択された 
校正が含まれます。 

校正 校正は、測定器の性能が仕様を満たしていることを確認するための定期的な検証です。
KeysightCare Enhanced には、測定器の推奨校正周期に基づいた校正が含まれます。利用可
能な国やモデルに応じて、認定校正までのキーサイト校正オプションを選択いただけます。
標準ラボ校正およびカスタム校正は、含まれません。 

ターンアラウンド 
タイム (TAT) 

TAT は、修理／校正サービスに適用されます。KeysightCare のサービスリクエストは優先
順位が付けられ、KeysightCare サービスレベルに応じてコミットされた TAT 内で実施され
ます。コミットされた TAT は、作業を実施するサイトに適用されます。修理および校正の
TAT には、輸送、通関手続き、キーサイト内の作業を実施するサイト間の転送にかかる 
時間は含まれません。 

テクニカル 
サポートの対応言語 

テクニカルサポート 言語 

南北アメリカ 英語 

欧州、中東、アフリカ、インド (EMEAI) 英語 

中華圏 簡体字中国語、繁体字中国語、英語 

日本 日本語、英語 

韓国および南アジア太平洋地域 英語、韓国語 
 

 

KeysightCare サービスレベル検索ツール 
サービスレベル検索ツールを使用して、特定のサービスレベル契約を含め測定器またはアプリケーショ
ンソフトウェアで KeysightCare がご利用可能かどうか、製品番号でご確認ください。 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://www.keysight.com/us/en/assets/3122-1635/flyers/Core-Software.pdf
https://www.keysight.com/us/en/support/service-definition-tool.html


             6 

サービス内容の概要 
サポート契約内容 

コアソフト
ウェア 5 

標準ワラ
ンティ 

KeysightCare 
Technical 
Support 

KeysightCare 
Assured5 

KeysightCare 
Enhanced1 

KeysightCare 
Application 

Software Support 

テクニカルサポート（ハードウェア／ソフトウェア） 

キーサイト・サポート・
ポータル 

ナレッジセンター、校正証明書、サービスリクエストおよびその他資産の詳細は、24 時間 365 日 
アクセス可能。 

テクニカル／アプリケー
ションサポートエキス 
パートへのアクセス 

  ● ● ● ● 

テクニカルサポート  
一次回答までの時間   2 営業日以内 4 営業時間以内 2 営業時間以内 4 営業時間以内 2 

ハードウェアサポート       

引取修理カバレッジ  ●  ● ●  

引取修理の TAT4  
コミット
メント 
なし 

 10 営業日以内 7 営業日以内  

引取校正 3     ●  

引取校正 TAT4     5 営業日以内  

ファームウェアおよびコ
アソフトウェアの更新通
知サービス 

   ● ●  

Application Software Support      

機能、機能拡張、  
メンテナンスリリース ●     ● 

ソフトウェア更新時の  
通知サービス      ● 

 
 
適用されるサービスには、使用される国・地域における法的条件が適用されます。 
インド、イスラエル、ブラジルなど、一部の国／地域ではそれぞれのコミットされた TAT は適用されません。 
 

1. ご提供できる国／地域が限られております。適用条件は弊社営業あてにお問い合わせください。 
2. ソフトウェアサポートには KeysightCare Software 契約が必要です。KeysightCare のハードウェア向け保守契約と同時に契約を有

する場合、いずれか早い方の回答時間が適用されます。 
3. KeysightCare Enhanced では、推奨校正周期に応じた校正を提供します。利用可能な国やモデルに応じて、認定校正までのキーサイ

ト校正オプションを選択いただけます。標準ラボ校正およびカスタム校正は含まれません。 
4. 修理／校正サービスのターンアラウンドタイムには、輸送、通関手続き、キーサイト内の作業を実施するサイト間の転送にかかる 

時間は含まれません。コミットされた修理および校正のターンアラウンドタイムに対応できない場合、補償を利用できます。同じ資 
産で次回、KeysightCare 期間を更新する際に 25 %のディスカウントを適用します。現在と同一またはそれ以上のサービスの更新に
のみ適用され、現金価値はありません。 
KeysightCare 修理サービスは、修理後無償で校正を行います。 

5. 1 年分込み（3 年または 5 年推奨）。また、KeysightCare Assured / Enhanced とコアソフトウェアの期間を合わせることもお勧め
します。 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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キーサイト・サポート・ポータル と ナレッジセンター 
KeysightCare のお客様は、よくある質問 (FAQ) に加えて、豊富なナレッジセンターを含むキーサイト・ 
サポート・ポータルをご利用いただけます。ナレッジセンターにはプログラミング例を含む何千もの技術
記事やビデオがあります。これらの技術記事は、実際のテストや測定シナリオ、質問およびその解決策に
基づいており、数十年にわたる研究開発とテストに関する専門知識を集約しています。 

お客様は、キーサイト・サポート・ポータルのセルフサービス機能を利用して、自分専用のサポートコ
ンテンツを管理したり、エンジニアと直接話したりしてサポートを受けることができます。お客様は、
キーサイト・サポート・ポータルで、ケースの作成、資産の修理／校正ステータスのリアルタイム表示、
ケース履歴の表示、テストソリューションの検索を行うことが可能です。ケース履歴はお客様とキーサ
イトの両者で確認できるので、テクニカル・サポート・エンジニアは、アプリケーションのテストおよ
び測定環境に留意してプロアクティブに個別のサポートを提供することができます。 

キーサイト・サポート・ポータル内では、KeysightCare Technical Support、Assured、Enhanced および
Software Support の権利が、シリアル番号（ハードウェア）またはホスト ID（ソフトウェア）によって
資産に関連付けられています。キーサイト・サポート・ポータルの価値の詳細ついては、こちらのビデ
オ（2 分間）をご覧ください。キーサイト・サポート・ポータルへのご登録またはログインは、support 
keysight.com で行ってください。 
 

レベル 1: KeysightCare Technical Support 
使用モデル、保証期間、販売終了かどうかの状況にかかわらず、使用されているすべてのキーサイト製
品へのテクニカルサポートにより、リスクを軽減し、プロジェクトの遅延を回避することができます。
KeysightCare Technical Support で、一次回答までの時間がコミットされたテクニカルサポートをご活用
ください。 

 

メリットの概要 

• 2営業日以内の一次回答 
• オンライン・ナレッジ・センター 
• サービスポータルウェブ 

KeysightCare は、個々のお問い合わせごとではなく年間契約を提供することで、お客様の成功に必要な
リソースへの一貫したアクセスを保証いたします。KeysightCare Technical Support は、ハードウェアに
対し、2 営業日以内のテクニカルサポート対応とキーサイト・サポート・ポータルへのアクセスを提供し
ます。ソフトウェアサポートについては、KeysightCare Software をご覧ください。ハードウェアに 
組み込まれているソフトウェア向け KeysightCare を同時に有している場合、いずれか速い方の一次回答

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://keysightcare.keysight.com/
https://keysightcare.keysight.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XZZWXqET2rY
https://www.youtube.com/watch?v=XZZWXqET2rY
https://keysightcare.keysight.com/
https://keysightcare.keysight.com/
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時間が適用されます。例として、KeysightCare Technical Support を有するハードウェアに KeysightCare 
Software を有するソフトウェアが組み込まれている場合、「4 営業時間以内」が適用されます。 

特定の資産に対してテクニカルサポートが必要な場合、2 営業日以内の一次回答をコミットする
KeysightCare Technical Support を測定器ごとにご購入ください。修理／校正またはその他の購入後サー
ビスは含まれません。より高いサポートを必要とされる測定器に対しては、Assured、Enhanced、
Software などのご検討をお勧めします。テクニカルサポートの一次回答までの時間があまり重要ではな
い測定器には KeysightCare Technical Support をご選択ください。 

レベル 2: KeysightCare Assured 
革新的なデバイス設計とテストシステムは、絶えず高まる要件に直面しています。KeysightCare 
Assuredは、お客様のアプリケーションニーズに合わせて強化したサポートを提供します。エンジニアは
質問がある場合、迅速な回答を必要とします。KeysightCare Assured は、お客様の技術的なニーズに素
早く対応することをお約束します。予期しない修理が必要になった場合は、コミットされたターンアラ
ウンドタイムによる迅速な修理サービスを提供します。 

 

メリットの概要： 
• KeysightCare Technical Support 

o オンライン・ナレッジ・センター 
o サービスポータルウェブ 

• 4営業時間以内のテクニカルサポート一次回答 

• 10営業日以内の引取修理TAT 

• 修理後の無償校正 
• ファームウェアおよびコアソフトウェアの更新通知サービス 

多くの新規購入製品には、標準ワランティと同様に購入後5年間の権利を付与するKeysightCare Assured
が付属します（日本の場合）。最初の契約が終了した後は、お客様は特定のビジネスニーズに合わせて
KeysightCare 契約を更新またはアップグレードできます。 

KeysightCare の対象となる Keysight Premium Used 製品（プレミアム再生品）には、購入時に 1 年間の
KeysightCare Assured が付属します。Keysight Used 製品には 30 日間のワランティが付属していますが、
さらに KeysightCare Assured アップグレードの追加や、ワランティ期間を延長するオプションが 
あります。 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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レベル 3: KeysightCare Enhanced （推奨） 
製品の設計、開発、製造を軌道に乗せることが最優先事項である場合、信頼性が高く、正確で再現性の
高い結果が必要となります。KeysightCare Enhanced では、迅速なターンアラウンドタイムをコミット
するテクニカルサポートおよび修理に加えて、機器の推奨校正周期に基づいて選択できる校正 
サービスを提供します。校正は測定器の確度と再現性にとって重要なため、キーサイトは KeysightCare 
Enhanced をお勧めしています。市場調査によると、校正で仕様外が確認された測定器が原因で、 
製品の回収、購入拒否、返品の増加、歩留まりの低下などが報告されています。詳細については、こち
らの eBook（電子書籍）をご覧ください。 

包括的でプレミアムなこのサービスにより、プロジェクトのスケジュールを維持することができます。 
 

メリットの概要： 
• KeysightCare Assured 

o オンライン・ナレッジ・センター 
o サービスポータルウェブ 
o 修理保証 

• 2営業時間以内のテクニカルサポート一次回答 

• 7営業日以内の引取修理TAT 

• 修理後の無償校正 
• 校正カバレッジ 
• 5営業日以内の引取校正TAT。地域ごとの詳細については、セレクションガイドをご覧ください。 
• ファームウェアの更新通知サービス 
 

KeysightCare Enhanced は、以下の国でご利用いただけます。 

地域 国 

南北アメリカ カナダ、メキシコ、米国 

アジア太平洋 オーストラリア、日本、マレーシア、シンガポール、韓国 

EMEAI 
オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガ 
リー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーラン
ド、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国 

中華圏 中国、香港、台湾 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06520/ebooks/5992-3722.pdf
https://www.keysight.com/us/en/products/services/calibration-services/calibration-service-selection-guide.html
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校正オプションは、地域および国によって異なります。KeysightCare Enhanced には、各製品の推奨校

正周期に基づいた校正が含まれます。利用可能な国やモデルに応じて、認定校正までのキーサイト校正

オプションを選択いただけます。標準ラボ校正およびカスタム校正は含まれません。一般的な校正オプ

ションの一覧を以下に示します。 

 

校正 利用可能な国 

キーサイト校正 全世界 

キーサイト校正＋不確かさ 全世界（日本を除く） 

キーサイト校正＋不確かさ＋ガードバンド 全世界（日本を除く） 

認定校正 全世界 

Z540-1 校正 南北アメリカ 

INMETRO 校正 ブラジルのみ 

KOLAS 校正 韓国のみ 

NATA 校正 オーストラリアのみ 

CNAS 校正 中国のみ 

JCSS 校正 日本のみ 

電波法指定較正 日本のみ 

 

  

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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Infiniium オシロスコープや PNA、スペクトラム・アナライザなど、Windows ベースの 

キーサイト製品の多くには、PathWave Calibration Advisor(PCA)が内蔵されています。 

これは、校正期限、リマインダー、証明書など、校正間隔を追跡・管理する組み込みソフ

トウェアアプリケーションです。PCA はキーサイト・サポート・ポータルに接続して動作

し、修理や校正のケース管理を容易にします。詳細については、PCA のパンフレットを 

ご覧ください。 

 

 

 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://www.keysight.com/us/en/assets/3121-1430/flyers/PathWave-Calibration-Advisor-Maintain-Peak-Performance.pdf
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レベル 4: KeysightCare Application Software Support 
KeysightCare Application Software によるアップデート通知とソフトウェアアップデートを活用し、お手
持ちのテストおよび設計ツールを最新バージョンに保ちましょう。キーサイトのソフトウェアと最新規
格に精通したアプリケーションエキスパートへの優先的なアクセスを、コミットされた一次回答時間で
提供します。キーサイトのエキスパートが、非常に難易度の高い最新テクノロジーのテストリミットの
範囲内に留まるためのテクニックをアドバイスします。 

メリットの概要： 

• KeysightCare Technical Support 
o オンライン・ナレッジ・センター 
o サービスポータルウェブ 

• 4営業時間以内のテクニカルサポート一次回答 
• ソフトウェアのアップデート 
• ソフトウェアの更新通知サービス 

KeysightCare Software は、ソフトウェアに対し、4 営業時間以内のテクニカルサポート対応、ソフト 
ウェアのアップデートと通知、キーサイト・サポート・ポータルへのアクセスを提供します。組み合わ
せてご利用頂いているハードウェア向け KeysightCare を同時に有している場合、いずれか速い方の一次
回答時間が適用されます。例えば、KeysightCare Enhanced を有するハードウェアと併用する場合、2 営
業時間以内の一次回答が適用されます。 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
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契約期間 
ほとんどのミッドレンジ測定器および高性能測定器には、すべての地域で 1 年以上の KeysightCare 
Assured が付属します（中国では 3 年間の標準ワランティと 3 年間の KeysightCare Assured が、 
日本では 5 年間の標準ワランティと 5 年間の KeysightCare Assured が付属します）。日本で販売される
基本測定器のほとんどには、5 年間の標準ワランティと 5 年間の KeysightCare Technical Support が付属
します。 

キーサイトは、測定器またはソフトウェアの購入時に複数年の KeysightCare 契約を購入することをお勧
めしています。これにより、プロジェクトリスクの軽減に役立つテクニカルサポートを確保でき、ター
ンアラウンドタイムがコミットされるので、資産のアップタイムを最大化することができます。ほとん
どのハードウェア測定器およびソフトウェアに、2 年、3 年、5 年の契約期間オプションがあります。 

特殊なケース 
キーサイトは、KeysightCare の権利が付随している測定器およびソフトウェアに対して世界中でテクニ
カルエキスパートからの一次回答時間をコミットしています。お客様はキーサイト・サポート・ポータ
ルやナレッジセンターの記事に 24 時間いつでもアクセスできます。修理／校正サービスは、可能な限り
現地で提供されます。しかし、測定器を他のサービスセンターや工場に輸送しなければならないことも
あります。 

現地以外での修理／校正のターンアラウンドタイム 
コミットされたターンアラウンドタイム(TAT)は修理／校正サービスに適用されます。KeysightCare の 
サービス要求は優先順位が付けられ、KeysightCare サービスレベルに応じてコミットされた TAT 内で 
実施されます。コミットされた TAT は、作業を実施するサイトに適用されます。修理および校正の 
TAT には、輸送、通関手続き、キーサイト内の作業を実施するサイト間の転送にかかる時間は含まれま
せん。 

工場引き取り修理サービス 
ほとんどのキーサイト製品は、各国／地域の現地サービスセンターで修理されます。ただし、製品の複
雑さや発売間もない測定器によっては例外があります。一般的に、限られた移行期間中は、発売間もな
い測定器は開発元事業部または製造拠点で修理されるか、工場引き取り修理(RTF)が行われます。製品が
現地サービスセンターか、工場引き取り修理(RTF)か、また標準的なコミットされた TATに例外があるか
どうかを判断するには、サービスレベル検索ツールを参照してください。測定器の修理が必要な場合、
キーサイトは次の手順を実行して、お客様が KeysightCare 優先サービスを引き続きご利用いただける 
ようにします。 

• KeysightCareの権利を有する測定器は、これらの工場で優先的に迅速なサービスを受けることが
できます。 

 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com
https://www.keysight.com/us/en/support/service-definition-tool.html
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コミットされた TAT が守られない場合 
コミットされた修理および校正のターンアラウンドタイムに対応できない場合、補償を利用できます。

同じ測定器で次回、KeysightCare 期間を更新する際に 25 %のディスカウントを適用します。現在と同一

またはそれ以上のサービスの更新にのみ適用され、現金価値はありません。 

 

KeysightCare のカバレージ 
KeysightCare は、数千ものハードウェア測定器資産およびソフトウェア資産を対象としています。ただ
し、Ixia 製品、カスタムソリューション、一部のアップグレードキットなど、KeysightCare 以外のサー
ビス／サポート保証が付属しているキーサイト製品もあります。プローブおよびアクセサリに対するサ
ポートは、組み合わせてお使いになる KeysightCare 対象測定器に付随する KeysightCare を通じて提供さ
れます。 

 

市場での競争に打ち勝つ 
KeysightCare は、キーサイトのリソースとお客様のチームを優先的に結び付けます。迅速、積極的なコ
ミットされたエンゲージメントを通じ、お客様の成功を妨げる障害を取り除くお手伝いをします。どの
ようなビジネスでも、KeysightCare を利用して、成功を加速させてください。詳細は、最寄りのキーサ
イト担当者へお問い合わせいただくか、www.keysightcare.com をご覧ください。 

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/
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