
技術資料｜関連商材　製品保証・免責事項  Technical Information: Physical | Warranty and Disclaimer

■保証期間

■保証期間

■保証項目

■保証項目

■免責事項
 1.  正規手配によらない第三者の加工、組み立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因

する不具合。（例えば、工事中の養生不良に起因する変形・変色・キズ・カビ・表面
のツヤ変化、同梱包部品以外の部品使用による不具合など）

 2.  本製品納入後の保管不備による不具合。（例えば、高温多湿の場所での保管・製品保
証を超える長期保管・水濡れによる不具合・積み重ねによる不具合・直射日光に暴露
されるような保管・極端な低温下による不具合など）

 3.  当該商品の施工に関わらない部材、副資材による商品の劣化等の不具合。

 4.  不適切な場所及び一般的な環境以外に取付けられ、性能以上の使用を課した結果、生
じた不具合。

 5.  建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する本製品の不具合。

 6.  製品または部品の経年変化（磨耗、消耗等）や経年劣化（変質、変色等）またはこれ
らに伴う錆、カビなどの不具合。

 7.  もらい錆に起因する不具合。

 8.  特殊環境地域による侵害の場合（温泉場・焼却場・プール）（特殊ガス・熱・酸・ア
ルカリ・塩類を発する施設や工業地域）（塩害地区、湖・河川等の周辺で常時しぶき
がかかるような地域）（煙塵及び金属粉・石粉・農薬等の薬剤が付着、堆積する地域等）
及び公害が起因となる不具合。

 9.  天災その他不可抗力（例えば、突風・暴風・豪雨・洪水・高波・地震・落雷・地盤沈
下・火山の噴火など）が起因となる不具合、破損。

 10.  自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張及びひび割れや破損、寒暖差によ
る伸縮、ネジレ等の影響による不具合。

 11.  天災地変、戦争、暴動、輸送機関の事故、疫病、その他の突発事項による本製品の不
具合及び、納入遅延。

 12.  最終ユーザー様自身の組立て・取付け・修理・改造（必要部品の取外しを含む）に起
因する不具合。

 13.  本製品の引渡時において実用化されている技術、知識では予測することが不可能な現
象又はこれが原因で生じた不具合。

 14.  犬・猫・鳥・鼠などの動植物に起因する不具合。

 15.  補修時などのタッチアップペイント使用箇所の不具合。

 16.  タワシ・ブラシ等不適当な器材及び薬品を用いた洗浄による不具合。

 17.  初期の破損ないし不具合を長期間放置したために生じた拡大破損の不具合。

 18.  引渡し後の適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。

 19.  本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方
法による場合の不具合。

 20.  純正役物・施工部材を使用しなかった場合、及び当社の製品以外の部材による不具合。

 21.  製品納入後の操作誤り、調整不備、又は適切な維持継続を行わなかったことによる不
具合。

 22.  犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

 23.  本製品の使用により、お客様又は第三者の所有する本製品以外の物品に生じた損傷及
びこれに伴って生じたお客様の業務上・営業上の損害は負わないものとする。

 24.  お客様の支給部品、指定部品により発生した不具合。

 25.  天変地異、倒産、その他突発事項にて納入不能が発生した場合の不具合は、その責は
負わないものとする。

 26.  照明機器や冷暖房機器等の電気機器から発せられる熱・上記に影響される場所に設置
されたことに起因する不具合。

 27.  ペーパーチューブ標準以外の施工方法及び納まりが起因する不具合。

■免責事項
 1.  正規手配によらない第三者の加工、組み立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因

する不具合。（例えば、工事中の養生不良に起因する変形・変色・キズ・カビ・表面
のツヤ変化、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変形・変色・表面
のツヤ変化、同梱包部品以外の部品使用による不具合など）

 2.  標準形状以外のパネルフレーム及び、異形パネルフレームを使用したことによる不具
合。

 3.  本製品納入後の保管不備による不具合。（例えば、高温多湿の場所での保管・製品保
証を超える長期保管・水濡れによる不具合・積み重ね、縦置きによる不具合・直射日
光に暴露されるような保管・極端な低温下による不具合など）

 4.  当該商品の施工に関わらない部材、副資材による商品の劣化等の不具合。

 5.  不適切な場所及び一般的な環境以外に取付けられ、性能以上の使用を課した結果、生
じた不具合。

 6.  水平以外の環境に取り付けられたことによるパネルフレームの変形及び、それに起因
する不具合。

 7.  パネルの穴開きや欠損を放置したことが起因する不具合。

 8.  建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する本製品の不具合。

 9.  製品または部品の経年変化（磨耗、消耗等）や経年劣化（変質、変色等）またはこれ
らに伴う錆、カビなどの不具合。

 10.  もらい錆に起因する不具合。

 11.  特殊環境地域による侵害の場合（温泉場・焼却場・プール）（特殊ガス・熱・酸・ア
ルカリ・塩類を発する施設や工業地域）（塩害地区、湖・河川等の周辺で常時しぶき
がかかるような地域）（煙塵及び金属粉・石粉・農薬等の薬剤が付着、堆積する地域等）
及び公害が起因となる不具合。

 12.  天災その他不可抗力（例えば、突風・暴風・豪雨・洪水・高波・地震・落雷・地盤沈
下・火山の噴火など）が起因となる不具合、破損。

 13.  自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張及びひび割れや破損、寒暖差によ
る伸縮、ネジレ等の影響による不具合。

 14.  天災地変、戦争、暴動、輸送機関の事故、疫病、その他の突発事項による本製品の不
具合及び、納入遅延。

 15.  最終ユーザー様自身の組立て・取付け・修理・改造（必要部品の取外しを含む）に起
因する不具合。本製品の引渡時において実用化されている技術、知識では予測するこ
とが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合。

 16.  犬・猫・鳥・鼠などの動植物に起因する不具合。

 17.  補修時などのタッチアップペイント使用箇所の不具合。

 18.  タワシ・ブラシ等不適当な器材及び薬品を用いた洗浄による不具合。

 19.  初期の破損ないし不具合を長期間放置したために生じた拡大破損の不具合。

 20.  引渡し後の適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。

 21.  本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方
法による場合の不具合。

 22.  純正役物・施工部材を使用しなかった場合、及び当社の製品以外の部材による不具合。

 23.  製品納入後の操作誤り、調整不備、又は適切な維持継続を行わなかったことによる不
具合。

 24.  犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

 25.  本製品の使用により、お客様又は第三者の所有する本製品以外の物品に生じた損傷及
びこれに伴って生じたお客様の業務上・営業上の損害は負わないものとする。

 26.  お客様の支給部品、指定部品により発生した不具合。

 27.  天変地異、倒産、その他突発事項にて納入不能が発生した場合の不具合は、その責は
負わないものとする。

 28.  パネルに水が溜まったことによって発生した不具合。

 29.  照明機器や冷暖房機器等の電気機器から発せられる熱・上記に影響される場所に設置
されたことに起因する不具合。

 30.  マクパネル標準以外の施工方法及び納まりが起因する不具合。

原因が以下のような場合は、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

原因が以下のような場合は、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

マクパネル

ペーパーチューブ

下記の適正なご使用状態においての保証期間は「免責事項を除き」、
指定納入先への製品を納入後２年間と致します。

下記の適正なご使用状態においての保証期間は「免責事項を除き」、
指定納入先への製品を納入後１年間と致します。

1. 著しい変色について
著しい変色とは、該当製品が新品に対して著しく異なる色と感じさせる場合を
対象とします。保証内容への該当可否は、保証者が判断するものとします。

2. 著しい変形について
著しい変形とは、該当製品が新品に対して著しく異なる形状と感じさせる場合
を対象とします。保証内容への該当可否は、保証者が判断するものとします。

著しい変形について
著しい変形とは、該当製品が新品に対して著しく異なる形状と感じさせる場合を
対象とします。保証内容への該当可否は、保証者が判断するものとします。
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技術資料｜関連商材　製品保証・免責事項  Technical Information: Physical | Warranty and Disclaimer

■保証期間 ■保証項目

■免責事項
 1.  正規手配によらない第三者の加工、組み立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因

する不具合。（例えば、工事中の養生不良に起因する変形・変色・キズ・カビ・表面
のツヤ変化、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変形・変色・表面
のツヤ変化、同梱包部品以外の部品使用による不具合など）

 2.  本製品納入後の保管不備による不具合。（例えば、高温多湿の場所での保管・製品保
証を超える長期保管・水濡れによる不具合・積み重ねによる不具合・直射日光に暴露
されるような保管・極端な低温下による不具合など）

 3.  当該商品の施工に関わらない部材、副資材による商品の劣化等の不具合。

 4.  不適切な場所及び一般的な環境以外に取付けられ、性能以上の使用を課した結果、生
じた不具合。

 5.  建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する本製品の不具合。

 6.  製品または部品の経年変化（磨耗、消耗等）や経年劣化（変質、変色等）またはこれ
らに伴う錆、カビなどの不具合。

 7.  もらい錆に起因する不具合。

 8.  特殊環境地域による侵害の場合（温泉場・焼却場・プール）（特殊ガス・熱・酸・ア
ルカリ・塩類を発する施設や工業地域）（塩害地区、湖・河川等の周辺で常時しぶき
がかかるような地域）（煙塵及び金属粉・石粉・農薬等の薬剤が付着、堆積する地域等）
及び公害が起因となる不具合。

 9.  天災その他不可抗力（例えば、突風・暴風・豪雨・洪水・高波・地震・落雷・地盤沈
下・火山の噴火など）が起因となる不具合、破損。

 10.  自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張及びひび割れや破損、寒暖差によ
る伸縮、ネジレ等の影響による不具合。

 11.  天災地変、戦争、暴動、輸送機関の事故、疫病、その他の突発事項による本製品の不
具合及び、納入遅延。

 12.  最終ユーザー様自身の組立て・取付け・修理・改造（必要部品の取外しを含む）に起
因する不具合。

 13.  本製品の引渡時において実用化されている技術、知識では予測することが不可能な現
象又はこれが原因で生じた不具合。

 14.  犬・猫・鳥・鼠などの動植物に起因する不具合。

 15.  補修時などのタッチアップペイント使用箇所の不具合。

 16.  タワシ・ブラシ等不適当な器材及び薬品を用いた洗浄による不具合。

 17.  初期の破損ないし不具合を長期間放置したために生じた拡大破損の不具合。

 18.  引渡し後の適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。

 19.  本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方
法による場合の不具合。

 20.  純正役物・施工部材を使用しなかった場合、及び当社の製品以外の部材による不具合。

 21.  製品納入後の操作誤り、調整不備、又は適切な維持継続を行わなかったことによる不
具合。

 22.  犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

 23.  本製品の使用により、お客様又は第三者の所有する本製品以外の物品に生じた損傷及
びこれに伴って生じたお客様の業務上・営業上の損害は負わないものとする。

 24.  お客様の支給部品、指定部品により発生した不具合合。

 25.  天変地異、倒産、その他突発事項にて納入不能が発生した場合の不具合は、その責は
負わないものとす。

 26.  照明機器や冷暖房機器等の電気機器から発せられる熱・上記に影響される場所に設置
されたことに起因する不具合。

 27.  ガラスフリットパネル標準以外の施工方法及び納まりが起因する不具合。

原因が以下のような場合は、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

ガラスフリットパネル

関連商材共通

■保証内容及び保証範囲
・ 2020年10月1日以降に納品された製品を対象と致します。
・ 通常環境下でのご使用にて、「保証期間、保証範囲」内に不具合が発生
した場合には、「免責事項」及び「製品の保管及び取扱い注意事項」の
不遵守を除き本製品の代替品納入又はこれに代わる本製品の代金の返
還を致します。

・ 保証期間中において、「保証対象商品の代替品納入又はこれに代わる本
製品の代金の返還」は一回までとさせて頂きます。

・ 保証期間中に保証対応を行った場合でも、その後の保証期間は当初設
定した保証期間とさせて頂きます。

・ 保証期間後のすべての対応（修理、交換等）は有償とさせて頂きます。
・ 本製品を使用して加工、組立した製品の品質を保証するものではあり
ません。

・ 日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される製
品については適用しないものと致します。

■保証フロー

お施主様
又は

ご指定納品先様

弊社販売先様
（保証対象者）

凸版印刷(株)
環境デザイン事業部

（保証者）現地確認・調査 内容確認又は現地調査

不具合状況連絡 ※1 不具合状況連絡

※１ 不具合状況をご連絡頂く際には下記の項目が必要となります。
　  ①物件名  ②製品記号及び化粧シート番号（柄番）  ③弊社からの製品納入日  ④破損個所や不具合内容  ⑤ご発注書

■製品の保管及び取扱い注意事項
下記のような取り扱い及び保管は避けてください。 使用部位について
・水濡れ厳禁となっております。
・屋外や直射日光が当たる場所に保管しないでください。
・高温多湿（40℃超、70％超）の場所に保管しないでください。
・ 立て掛けての保管は反りの原因となるため水平な場所に保管してください。
・運搬時の衝突や角当ては損傷の原因になるため避けてください。
・運搬時は、たわまないように運んでください。
・ 製品を引きずると傷の原因となるため移動の際は引きずらないでください。
・ 使用用途に合わせて設置条件、加工条件を十分に確認した上で使用し
てください。

・本製品は内装用途向けに製品設計されています。
・ 屋外やそれに準ずる場所、特に直射日光が当たる部位向けの設計では
ございませんのでご注意ください。

・ 施工の際は、投光器、仮設電球、ドライヤー、暖房機等の熱源を近づ
けないようにご注意ください。

・ 熱源廻りや暖房が長時間あたる場所には施工しないでください。
・ 水回りや常に湿度の高い場所、結露の発生する場所には施工しないで
ください。
ペーパーチューブのみ
・ 短期間で改修頂く店舗等での使用を想定しております。表面のクラフ
ト紙が変色することが有りますので、長期間の使用する部位への取付
けはご注意ください。

下記の適正なご使用状態においての保証期間は「免責事項を除き」、
指定納入先への製品を納入後２年間と致します。

著しい変形について
著しい変形とは、該当製品が新品に対して著しく異なる形状と感じさせる場合を
対象とします。保証内容への該当可否は、保証者が判断するものとします。
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