ニコン F6 の保証規定はこちら
Nikon F6 보증 조건을 보려면 여기를 클릭하십시오 .

Jp 国際保証規定
1. 万一、本製品が故障した場合は、ご購入日から満 1 年間、無料修理をいたしますので、
お買上げ店か、使用説明書または別紙に記載の当社サービス機関にお申し出ください。
2. ご購入店または当社サービス機関に修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またはご送付
される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。
3. 修理の際は必ず保証書をご提示の上お申し付けください。無料修理期間中でも保証書のご
提示の無い場合、また無料修理期間経過後は、有料修理となります。
4. ご購入店名印・ご購入年月日の記入がない場合、およびそれらを訂正した場合は無効となりま
す。ご購入店名印・ご購入年月日の記入がない場合は、直ちにお買上げ店までお申し出いただ
くか、本保証書にお買上げ店発行の領収書などお買上げを証明する書類を添付してください。
5. 故障原因が次の場合は保証範囲外となり、有料となります。
㋑ 使用法の誤り（使用説明書記載以外の誤操作等）や、ショック、加圧等により生じた故障
㋺ 泥、砂、水かぶり等により生じた故障
㋩ 天災、火災、地変等による故障
㋥ 当社及び当社認定のサービス機関以外での修理改造、分解掃除等による故障
㋭ 保存上の不備（高温多湿の場所等）や手入れの不備等による故障
6. 電池等の消耗品類、ケース・ストラップ・レンズキャップ等の付帯品に起因する故障、損
害には本保証書は適用されません。
7. 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益
の喪失等）については補償いたしかねます。
（ご注意）
① 補修用性能部品の保有年数満了後は保証期間内であっても修理できない場合もあります。
② 本保証書は保証規定により無料修理をお約束するもので、この保証書によって保証書を発
行している者（保証責任者）
、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制
限するものではありません。
③ 修理、使用方法や保証書の記載内容については当社サービス機関にお問い合わせください。
④ 保証書は紛失されましても再発行は致しませんので大切に保存ください。
〔アフターサービスについて〕
① 修理の内容等の記録は修理伝票に代えさせて頂きます。
② 修理のお申しつけ、使用方法のお問い合わせ等は、お買上げ店または当社サービス機関へ
お願いします。
保証期間中の日本国外での修理は領収書の提示を求められることがありますので、本保証
書とともに領収書の携行をお願いします。
〔個人情報について〕
お客様にご記入頂いた個人情報は、当社及び当社グループ会社による本製品の修理対応に関す
るご連絡及びお客様の安全に関わる場合のご連絡の目的で利用させて頂く場合がございます。
ニコンサービス機関（Nikon Service Facilities）についてはこちらをご覧ください。
http://imaging.nikon.com/support/index.htm

Kr Nikon Worldwide 서비스 보증서
귀하의
보증을
서비스
서비스

Nikon 제품은 모든 제조상의 결함에 대해 구입일로부터 1년 동안
받을 수 있습니다. 해당 기간중에 수리 또는 점검은 NIKON 공인
지정점에 매출 전표나 기타 구입 영수증과 함께 Nikon Worldwide
카드를 제출하면 무상으로 지원받으실 수 있습니다.

최초 구입일자의 확인은 최초 구입자의 매출 전표 또는 기타 구입 증빙 서
류로 결정하도록 하겠습니다.
본 보증서는 양도하거나 재발행 할 수 없습니다. 사고, 부정사용, 자체수
리, 낙하, 관리상의 부주의, 잘못된 보관으로 인한 손상 또는 모래, 수분 등
으로 인해 발생되는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.
이 보증은 Nikon 공인 서비스 지정점에서만 유효합니다.
이 보증은 그 이외의 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 대신하며, 적용 가
능한 법률에 규정된 의무인 경우를 제외하고 공급자 및 판매자가 책임져야
할 어떠한 의무도 대신합니다.
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その他の製品の保証規定はこちら
다른 제품의 보증 조건을 보려면 여기를 클릭하십시오 .

Jp 国際保証規定
1. 万一、本製品が故障した場合は、ご購入日から満 3 年間、無料修理をいたしますので、
お買上げ店か、使用説明書または別紙に記載の当社サービス機関にお申し出ください。
2. ご購入店または当社サービス機関に修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またはご送付
される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。
3. 修理の際は必ず保証書をご提示の上お申し付けください。無料修理期間中でも保証書のご
提示の無い場合、また無料修理期間経過後は、有料修理となります。
4. ご購入店名印・ご購入年月日の記入がない場合、およびそれらを訂正した場合は無効となりま
す。ご購入店名印・ご購入年月日の記入がない場合は、直ちにお買上げ店までお申し出いただ
くか、本保証書にお買上げ店発行の領収書などお買上げを証明する書類を添付してください。
5. 故障原因が次の場合は保証範囲外となり、有料となります。
㋑ 使用法の誤り（使用説明書記載以外の誤操作等）や、ショック、加圧等により生じた故障
㋺ 泥、砂、水かぶり等により生じた故障
㋩ 天災、火災、地変等による故障
㋥ 当社及び当社認定のサービス機関以外での修理改造、分解掃除等による故障
㋭ 保存上の不備（高温多湿の場所等）や手入れの不備等による故障
6. 電池等の消耗品類、ケース・ストラップ・レンズキャップ等の付帯品に起因する故障、損
害には本保証書は適用されません。
7. 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益
の喪失等）については補償いたしかねます。
（ご注意）
① 補修用性能部品の保有年数満了後は保証期間内であっても修理できない場合もあります。
② 本保証書は保証規定により無料修理をお約束するもので、この保証書によって保証書を発
行している者（保証責任者）
、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制
限するものではありません。
③ 修理、使用方法や保証書の記載内容については当社サービス機関にお問い合わせください。
④ 保証書は紛失されましても再発行は致しませんので大切に保存ください。
〔アフターサービスについて〕
① 修理の内容等の記録は修理伝票に代えさせて頂きます。
② 修理のお申しつけ、使用方法のお問い合わせ等は、お買上げ店または当社サービス機関へ
お願いします。
保証期間中の日本国外での修理は領収書の提示を求められることがありますので、本保証
書とともに領収書の携行をお願いします。
〔個人情報について〕
お客様にご記入頂いた個人情報は、当社及び当社グループ会社による本製品の修理対応に関す
るご連絡及びお客様の安全に関わる場合のご連絡の目的で利用させて頂く場合がございます。
ニコンサービス機関（Nikon Service Facilities）についてはこちらをご覧ください。
http://imaging.nikon.com/support/index.htm

Kr Nikon F6용 Nikon Worldwide 서비스
보증서
Nikon F6 카메라는 제조상의 결함에 대해 구입일로부터 3년 동안 보증을
받을 수 있습니다. 해당 기간 중에 수리 또는 점검은 NIKON 공인 서비스
지정점에 매출 전표나 기타 구입 영수증과 함께 Nikon Worldwide 서비스
카드를 제출하면 무상으로 지원받으실 수 있습니다.
최초 구입일자의 확인은 최초 구입자의 매출 전표 또는 기타 구입 증빙 서
류로 결정하도록 하겠습니다.
본 보증서는 양도하거나 재발행 할 수 없습니다. 사고, 부정사용, 자체수
리, 낙하, 관리상의 부주의, 잘못된 보관으로 인한 손상 또는 모래, 수분 등
으로 인해 발생되는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.
이 보증은 Nikon 공인 서비스 지정점에서만 유효합니다.
이 보증은 그 이외의 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 대신하며, 적용 가
능한 법률에 규정된 의무인 경우를 제외하고 공급자 및 판매자가 책임져야
할 어떠한 의무도 대신합니다.

