
2018年6月現在

アメアスポーツジャパン株式会社 スント

製品 修理内容
 通常価格

 *並行輸入品等

 日本正規品

割引価格

日本正規品

保証期間内
備考

電池交換 ¥8,000 ¥4,000 ¥4,000 電池、O-リング交換、防水試験、各種機能・センサー点検含む

ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

ストラップループ（遊環） ※Vectorのみ ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500

ベゼル交換（Vector） ¥5,000 ¥2,500 ¥2,500

アッパーケース交換（Vector） ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000

アッパーケース交換（X-Lander） ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000

ボトムケース交換 ¥16,000 ¥8,000 ¥8,000

液晶　交換 ¥10,000 ¥5,000 無償

バックライト　交換 ¥10,000 ¥5,000 無償

内部基盤　交換（Vector HRを除く） ¥20,000 ¥10,000 無償

内部基盤　交換（Vector HR） ¥24,000 ¥12,000 無償

電池交換 ¥8,000 ¥4,000 ¥4,000 電池、O-リング交換、防水試験、各種機能・センサー点検含む

ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

電池交換 ¥8,000 ¥4,000 ¥4,000 電池、O-リング交換、防水試験、各種機能・センサー点検含む

ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

ストラップループ（遊環） 取付 ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500

ベゼル交換(※対象モデルBのみ) ¥5,000 ¥2,500 ¥2,500

ボタン調整・修理 a ¥12,000 ¥6,000 無償
対応モデル ： Deep Black、Pure White、Brushed Steel、Crushシリーズ、Lava Red、

Sahara Yellow、Ultimate Black、限定モデル

ボタン調整・修理 b ¥14,000 ¥7,000 無償 対応モデル ： 回転式ベゼルモデル

ピン+ネジ 取付（ストラップ部分） ¥3,200 ¥1,600 無償

ピン+ネジ 取付（アッパーケース部分） ¥3,200 ¥1,600 無償
対応モデル ： Deep Black、Pure White、Brushed Steel、Crushシリーズ、Lava Red、

Sahara Yellow、Ultimate Black、限定モデル

アッパーケース交換 ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000 対応モデル ： 回転式ベゼルモデル

ボトムケース交換 ¥16,000 ¥8,000 ¥8,000

電池交換 ¥6,000 ¥3,000 ¥3,000 電池、O-リング交換、防水試験、各種機能点検含む

ストラップ交換 （工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

ピン+ネジ 取付 ¥3,200 ¥1,600 無償

電池交換 ¥8,000 ¥4,000 ¥4,000 電池、O-リング交換、防水試験、各種機能・センサー点検含む

ストラップ交換 （工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

電池交換 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,500 電池、O-リング交換、防水試験、各種機能点検、設定初期化含む

ストラップ交換 （ストラップ代含む） ¥6,000 ¥4,500 ¥4,500 ＊ストラップ代 含む

ストラップ ピン 取付 ¥3,200 ¥1,600 無償

電池交換 ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 電池、O-リング交換、各種機能点検含む

ストラップ交換 （ストラップ代含む） ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800 ＊ストラップ代 含む

ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

ストラップピン交換・取付 ¥3,600 ¥1,800 ¥1,800

アッパーケース交換 ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000 ガラス、ベゼルネジ交換含む

アッパーケース交換 （Sapphire） ¥24,000 ¥12,000 ¥12,000 ガラス、ベゼルネジ交換含む     対応モデル ： Sapphire

アッパーケース交換 （Alpha） ¥24,000 ¥12,000 ¥12,000 ガラス、ベゼルネジ交換含む     対応モデル ： Alpha

ベゼルネジ取付 ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500

ボタン交換　（1箇所） ¥9,000 ¥4,500 ¥4,500

ボタン交換　（2箇所以降） ¥7,000 ¥3,500 ¥3,500

2次電池（充電池）交換 ¥12,000 ¥6,000 無償　※1

液晶交換 ¥15,000 ¥7,500 無償

プレッシャーセンサー交換 ¥15,000 ¥7,500 無償

バイブレーション装置交換 ¥10,000 ¥5,000 無償

ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

ストラップネジ（ストラップピン）交換・取付 ¥3,600 ¥1,800 ¥1,800

アッパーケース交換 ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000 ガラス・ベゼルネジ交換　含む

アッパーケース交換（SAPPHIRE モデル) ¥24,000 ¥12,000 ¥12,000 ガラス・ベゼルネジ交換　含む

ベゼルネジ取付 ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500

ボタン交換　（1箇所） ¥7,000 ¥3,500 ¥3,500 対応モデル ： Ambit3 Vertical以外のモデル

ボタン交換　（2箇所以降） ¥6,000 ¥3,000 ¥3,000 対応モデル ： Ambit3 Vertical以外のモデル

ボタン交換　（1箇所） ¥9,000 ¥4,500 ¥4,500 対応モデル ： AMBIT3 VERTICALのみ

ボタン交換　（2箇所以降） ¥7,000 ¥3,500 ¥3,500 対応モデル ： AMBIT3 VERTICALのみ

2次電池（充電池）交換 ¥12,000 ¥6,000 無償　※1

液晶交換 ¥15,000 ¥7,500 無償

プレッシャーセンサー交換 ¥15,000 ¥7,500 無償

バイブレーション装置交換 ¥10,000 ¥5,000 無償 対応モデル ： AMBIT3 VERTICALのみ

Spartan series ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 - 別途 + ストラップ代

3Fitness series ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 - 別途 + ストラップ代

■この修理価格は2018年6月15日より適用されます。

■表示価格はすべて税抜き上代となり、弊社からの返送時送料を含みます。

■修理ご依頼にあたりましては、弊社発行の保証書を添付ください。

SUUNTO  修理価格表

Vector / X-Lander

Smart / Dual /

Confort Belt

Traverse series

Ambit series

Observer / X6 / S6 /

G6 series

Core series

ｔ1 / ｔ3 / ｔ4 series

t6 series

M series / Quest
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日本正規品

保証期間内
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電池交換+各種点検+防水検査 ¥6,000 ¥3,000 無償 裏蓋Ｏリング交換

ストラップ交換・取り付け（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

ピンパイプ取り付け (一箇所目) ¥4,000 ¥2,000 ¥2,000

ピンパイプ取り付け (二箇所目以降) ¥2,000 ¥1,000 ¥1,000

コマ調整（パーツ代含まず） ¥4,000 ¥2,000 ¥2,000

コマ足し用パーツ代（1個） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500

ケース交換 (アッパーケース) ¥50,000 ¥25,000 ¥25,000

ネジ取り付け （ELEMENTUM AQUA ベゼル） ¥4,000 ¥2,000 ¥2,000

ベゼル交換(ELEMENTUM AQUAベゼル) ¥4,000 ¥8,000 ¥8,000

ボタン交換　（１箇所目） ¥7,000 ¥3,500 ¥3,500

ボタン交換　（2箇所目以降） ¥6,000 ¥3,000 ¥3,000

ケース+ブレス洗浄 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000 電池交換+各種点検+防水検査

液晶交換 ¥20,000 ¥10,000 無償 電池交換込み

プレッシャーセンサー交換 ¥20,000 ¥10,000 無償

電池交換+各種点検+防水検査 ¥6,000 ¥3,000 ¥3,000

ストラップ交換（工賃のみ） ※3 ¥3,000 ¥1,500 ¥1,500 別途 + ストラップ代

ピン+ネジ取付（12時、6時位置2セットまで一律） ¥3,600 ¥1,800 ¥1,800

裏蓋交換（Oリング含む） ¥6,000 ¥3,000 ¥3,000

ボタンプレート交換 ¥14,000 ¥7,000 ¥7,000

アッパーケース交換 ¥28,000 ¥14,000 ¥14,000

ボトムケース交換 ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000

ストラップ交換（工賃のみ） ¥3,000 ¥1,500 - 別途 + ストラップ代

ストラップピン交換・取付 ¥3,600 ¥1,800 -

アッパーケース交換 ¥30,000 ¥15,000 - ガラス、ベゼル、ネジ交換含む

ベゼルネジ取付 ¥3,000 ¥1,500 -

7Rボタン交換（サファイア・飾り付き） ¥10,000 ¥5,000 - 2時位置ボタン

ボタン交換　（2箇所目以降） ¥8,000 ¥4,000 -

2次電池交換 ¥12,000 ¥6,000 無償　※1

液晶交換 ¥15,000 ¥7,500 無償

プレッシャーセンサー交換 ¥15,000 ¥7,500 無償

バイブレーション装置交換 ¥10,000 ¥5,000 無償

■ GPS搭載モデルおよび3FITNESSは、その修理内容に関わらず、ユニットの内部点検を行うとともに、 本体データを最新版にアップデートいたします。

  その際、全てのデータが初期化されますので、必要なデータは修理お預け前にご自身でバックアップして頂きますようお願い申し上げます。

※1 Ambit / Traverse / Kailashの充電池交換については、SUUNTO社の修理規程に基づき、初期不良と認められる場合に限り無償となります。

      既定範囲内の電力消費や充電回数過多による劣化の場合には、有償になる場合があります。

※2 ESSENTIALシリーズの、電池交換+各種点検+防水検査について、付属のバッテリーを送って頂いた場合の修理価格は2,500円となります。

※3 ESSENTIALシリーズのストラップの交換は原則としてラグを含めての交換になります。（ラグ交換を希望されないお客様は予めその旨を明記下さい。）

      ラグ交換を別途行う場合、新たにストラップ交換費用がかかります。

■ 国内正規品と海外販売品(並行輸入品)の違いについて

   ＞弊社販売品特別価格（国内正規品価格）  ：  アメアスポーツジャパン発行の保証書をご提示された場合に限ります。

   ＞通常価格（海外並行品価格）　 ：  保証書のご提示が無く、シリアルナンバーから国内正規品の特定が出来ない場合、通常価格での修理となります。

＊ 並行品の場合、お見積り後に修理をキャンセルされましても2,000円（税別）のお見積作成料金は発生しますので予めご了承下さい。

＊２ヶ所以上修理の場合、 修理工賃1,500円を値引きいたします。

＊ 掲載の価格はあくまでも目安となり、実際のお見積りと異なる場合があります。また、今後予告なく変更となる可能性がございます。

＊ 製品の状態、ご使用状況により修理をお断りする場合がございます。

＊ 保証期間内の製品であっても、ご使用状況および修理内容により有償修理となる場合がございます。

＊ ケース交換、モジュール交換につきましては、シリアルナンバーが変更となる場合がございます。

＊ 限定品など、同色パーツにて交換・修理ができない場合は代替品でのご提案となりますので、予めご了承下さい。

ELEMENTUM

ESSENTIAL

 ※2

 KAILASH


