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ヤンマーアグリジャパン株式会社

この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく
　 お読みのうえ、正しくお使いください。
● 無理な運転は商品の寿命を縮め、
　 故障・事故の原因となることがあります。
● 故障・事故を未然に防止するため、
　 定期点検は必ずおこなってください。
● 保証書は、ご購入の取扱い店で
　 必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

2021年1月作成② 01189-J00820 2004

SAPサブスク
あんしんパック

ヤンマーからのご提案

ヤンマーのサブスクリプションサービス

サブ
スク

¥

サブスクあんしんパック内容

保守サービス対象外の故障・損害（整備・修理）

■対象機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　トラクター・コンバイン・田植機　※型式は限定されます。
■契約期間 5年間
■保守内容
1.当社は、申込者が本件機械を常に良好な状態で使用する事ができ
るよう、定期的に本件機械の清掃、注油、点検、調整と、必要に応じ
て修理及び部品の交換（以下これらの作業を「保守サービス」と総
称します）を行うものとします。
2.保守サービスの履行方法として、当社は、年１回を基本として定期
的に点検整備を行うのもとします。点検整備の実施時期は、申込書
にて実施の月度を決定するものとします。（保守サービス期間中4
回の点検整備を行います。）
3.当社は、点検整備の実施月度前にあらかじめ申込者に連絡の上、点
検整備実施日を決定するものとします。

4.定期点検以外にもシーズン中、本件機械に故障・障害が発生した
場合には、当社は、申込者の要請に従い必要最低限の修理や部品
交換を行うものとします。なお、シーズン中とは、農作業が行われる
時期中のことをさします。

■保守サービスの対象
次の条件をすべて満たしたものが、保守サービスの対象範囲です。
●契約機械に確認できた故障・損害のうち、次の条件をすべて満た
　している場合を保守サービスの対象とします。
①日本国内で使用される、もしくは使用された機械であること
②不測かつ突発的な事故による損害であること
③圃場内にて稼働可能な状態にある場合に発生した損害で
あること
④契約機械のみの物的な損傷の傷害であること（付属品は除く）

■次に挙げる機械の故障修復、改造、調整、その他の保守作業、
機械の仕様改変作業、場所の移動作業、オーバーホール
及び洗浄作業を行うときはその都度、別途有償で整備費用が
生じます。
①天災地変、火災、風水害防風、雪崩、地震、津波、竜巻、凍結、
落雷による損傷に基づく故障

②お客様の重大な過失、故意による故障
③ヤンマーの取扱指導に従わない事等に起因して生じる故障
④ヤンマーの了解無しに変更・改造したり、指定油脂類・部品等
メーカー指定以外のものを使用して生じた故障
⑤公道・私有地等における交通事故、単独事故（物品への接触、
衝突、横転など）に基づく故障

⑥腐食、錆、鼠かじり等による損害

⑦その他、左記⑥に類する事故に基く故障
⑧紛失による損害
⑨使用者が、取扱説明書に基づいた操作や管理を怠った場合の
損害
⑩機械の物的な損傷以外の損害（営業補償、圃場、道路、格納
庫、その他の機械、所有物など）
⑪ヤンマーの派遣する技術者以外の者による機械の保守、改造、
場所の移動に起因する故障
⑫正規の訓練を受けていない者、操作が未熟な者が機械を操作、
使用したり、その他、本来の用法に従わない使用により生じた故障
⑬機械に装着・付属しているアタッチメント、作業機、機器の整備、
修理（タイヤ、ロータリーなど）

機　種 保守対象となるオプション 保守対象とならないオプション
トラクター なし（保守対象は本機のみ） ロータリー、ヒッチ、ドライブシャフト、作業機、インプルメント、フロントローダー等

コンバイン OKデバイダ、結束機、収束装置等 左記以外の作業機・オプション等

田植機 薬剤散布機、箱施用剤散布機等 左記以外の作業機・オプション等

保守サービス対象外の部品
■次に挙げる部品は、サブスクあんしんパックの保守サービスの
対象になりません。

■次に挙げる部品は、契約期間中に必要が生じたら1回を
限度に無償交換できます。

①クローラ　②タイヤ（ホイル）　③ボンネット・カバー類（外観部品）
④キャビンドア・ガラス　⑤オペレーターシート（座席）

免責
部品

①バッテリー　②刈刃（コンバインのみ）
③各部搬送チェーン（コンバインのみ）
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毎年変動するメンテナンスの費用や、諸経費が「サブスクあんしんパック」なら月々定額。
営農プランが立てやすくなります！

定期的なメンテナンスを毎年実施。
メンテナンスには故障診断ツールの「スマートアシストダイレクト」を使用し、
すみずみまで診断してお客様の安全な作業をサポート！

ほ場内の「突発的」「偶発的」な作業中の故障・事故に加えて
「火災・落雷・盗難」などにも対応！！

機械のエラー情報通知サービスや、盗難抑止見守りサービスを提供する
「スマートアシストリモート」搭載機をはじめ、
最新機能の付いた機種をラインアップしています。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

初期費用なしの月々定額だから経営の見通しが立てやすい。

プロのメンテナンスも費用コミコミで受けられるから安心。

動産保険にも加入しているので万が一の時も安心。

最新の機能が付いた機種で作業をもっと楽に、もっと安全に。

こんな場合、あんな場合のよくある質問をご紹介します。

サブスクあんしんパックQ&A

♥ ♥♥ ♥♥

税金・手数料

メンテナンス
修理

保険料

サブ
スク

車両本体の価格と諸費用を
ワンパッケージ化

♥

サブスクあんしんパック
ならではのうれしさ！！

ヤンマー

P.2

P.3

P.4

P.6

P.5

〈通常ローンの場合〉

〈サブスクあんしんパックの場合〉
ヤンマー

ずっと
一定額

支払い額はずーっと定額

機種代金もコミコミ

税 税税 税税

税

保険　　　税金・手数料　　　修理　　　メンテナンス♥ 税
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詳しくはこちら

支払いやすさを実現する残価設定!

あらかじめ契約満了時に買い取ることができる価格＝
“残価”を設定することができます。
残価を設定する場合には、その分を差し引いて分割す
るため、期間中の支払額を低減することができます。

突然の故障修理費用は経営を圧迫しますが、
サブスクあんしんパックで定額にすることにより、
安心して計画的な経営をすることができます。
残価設定により、支払額の負担を抑えることもできます。

①買取 ②再契約
③返還（残価精算）

契約満了後、機械をどうするか
については、次の3つの選択肢
から選ぶことができます。

※③返還…査定価格が、当初の残価よりも低い場合、　
　例：査定価格（30万円）＜ 残価（50万円） ▲20万円はお客様にご負担いただきます。
※返却の際、不足分が出ないよう、大切に機械をご利用ください。

支払対象 残　価

残価を
差し引く分、
支払が安く
なります。

● 物件代金　● 点検整備
● 故障修理　● 軽自動車税　等

プラスのメリット

動産総合保険で保険金が支払われる主な損害

・ 初期投資0円 で機械導入が可能
  導入時に購入資金を準備する必要はありません。
・年払いの場合、最長12ヶ月の据置
・資金調達、税金の支払い等の事務作業からの解放
・金融機関からの借入よりも、契約手続きが簡単で迅速
  導入したいタイミングで設備投資ができますので、
  導入の好機を逃しません。

さらに

目皿の点検

クラッチペダルの遊び調節

プッシュロッドの点検

刈刃への注油

トラクター点検個所

コンバイン点検個所
刈取部、脱こく部、電装品・自動化制御部、カッター部、
ミッション・走行部など

走行部、操作部、キャビン部、コントロール部、
油圧コントロール部など

田植機点検個所
走行部、植付部、警報関連の作動確認など

共通の点検個所
エンジンオイル、エンジンオイルフィルタ、燃料フィルタ、ウォーターセパレータ、
燃料ホース・燃料パイプ、エアクリーナーエレメント、冷却水、
ラジエータ・ラジエータホース、冷却ファンベルト、バッテリー、ヒューズ・配線、
エンジンの始動確認、各部グリスアップ(注油)、作動確認

50ヶ所

70ヶ所

60ヶ所

エラー情報通知サービス 盗難抑止見守りサービス

サブスクあんしんパックでは、点検整備時にヤンマー独自
のサービスツール「スマートアシストダイレクト」を使用し、
エンジン電装部品やコントローラまでチェック。
故障診断・修理・交換を行うことで、お客様の安全・安心な
作業をサポートします！

サービスマン用
の故障診断
ツール

年1回の定期点検 と整備に加え、
農作業中の急な故障にも対応します。

▼

メンテナンス／　修理サービス 動産総合保険

プロによる充実のメンテナンスで、お客様の計画的な作業をサポート。

スマートアシストダイレクト

プロによる50ヶ所以上の点検

故障診断 プログラムの更新

専用ソフト
インターフェース
ボックス・ケーブル

サービスマン

24時間365日お客様のたいせつな機械を見守ります。
IoT技術でいつでも安全・安心のサポート。

スマートアシストリモート

スマートアシストダイレクト

スマートアシストダイレクト使用例

※タイヤ、クローラ、ボンネット・カバー類、キャビンドアガラスの交換は含まれません。

※対象は本体機器のみです。
　ロータリーやハローなど作業機は修理の対象ではございません。

※スマートアシストリモート搭載機にてご利用頂けます。※ご利用には別途スマートアシストリモートへのお申込みが必要です。

動産総合保険付きだから、
万が一のときもあんしん。
動産総合保険付きだから、
万が一のときもあんしん。

保険金が支払われない主な損害

保険の加入・更新手続きはヤンマーが行いますの
で、とっても便利です。

接触や横転、盗難など、”突発的””偶発的”な
事故によって機械に損害が生じた時に使えます。

※利用年数に応じて免責がございます。免責が発生した際には費用の一部をお客様にご負担いただきます。

①自然の消耗磨耗、かび、さび、ねずみ食い、虫食いによる損害

②物件の瑕疵による損害　

③戦争、変乱または暴動によって生じた損害

④核燃料物質による損害　⑤公共機関による差押え没収等による損害　

⑥詐欺、横領によって生じた損害　⑦地震、噴火、津波によって生じた損害

⑧修理、調整などの作業上の事故によって生じた損害　

⑨善管義務に違反して生じた損害　⑩公道上での交通事故　

⑪整備不良による故障

どんなときに
使えるの？

あんしん
突発的な事故の場合も

保険付きで
「あんしん」です。

便　利
お客様の加入・更新
手続きが不要で
とっても便利です。

スピーディー
農業機械のプロだから

万が一のときもスピーディーに
サポートします。

♥

火 災 落 雷

いたずら 盗 難 横 転
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サブスク
あんしんパック機種一覧

ヤンマー

YH462A,JWU

［ライトコース］
上限時間／600時間

期間／5年

［対象型式］

月額 136,300円（税込）
YR6M,XU-ZFT

［ライトコース］
上限時間／600時間

期間／5年

［対象型式］

YR5D、YR6D
YR7D、YR8D
YR5M、YR6M

月額 49,500円（税込）
YT357AJ,YUQH

［ライトコース］
上限時間／1,000時間

期間／5年

［対象型式］

YH433、YH440、YH448

YH462A、YH471A、YH571A

YH5101A、YH6101、YH6115

YH7115、YH400、YH700M

YH1150

月額 87,700円（税込）

YT352AJ、YT357AJ
YT460A、YT465A、YT472A

YT488A、YT498A
YT4104A、YT5113A

ニコン・トリンブル トプコン

オプション
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※上記の掲載機種は一例になります。　※スマートアシストリモート　　　 標準搭載機　　　　オプション、YR8DはS仕様のみ標準搭載（S仕様以外はオプションとなります。）

コンバイン 田植機トラクター

GNSSガイダンスシステム+自動操舵システム
農作業を「誰でも」「正確に」「効率良く」行えるように。
作業体系に合わせて後付けで始められる”スマート農業”はこちら。

契約開始日から
契約満了日までが対象となります。

サブスクあんしんパックの対象期間は
いつからいつまでですか？

Q4 A4

点検整備はいつ行うのですか?Q1

営業担当者と日時を決めて必ず受けてください。

契約時に決めていただいた点検予定月に
毎年行います。（計4回）

A1

作業機（ロータリー、ヒッチなど）の修理については、
あんしんパックの保守サービスの対象ではありません。
恐れ入りますが、お客様のご負担となります。

サブスクあんしんパックの対象は本体のみです。ロータリーの修理は
サブスクあんしんパックの対象ですか？

Q2 A2

上限時間を超えると超過料金が発生します。
※使用時間に余裕を持ったプランをおすすめします。

期間内に上限時間を超えてしまった
場合はどうなりますか？

Q3 A3

途中でサービス内容の変更や
解約はできますか？

Q5
契約期間満了までの営農計画をよくご検討のうえ、
ご契約ください。

原則できません。A5

整備明細書と点検チェックシートに基づいて、
整備担当者が機械の状態を説明します。

点検整備後の報告はあるのですか？Q6 A6

※対象外の部品については裏面をご確認ください。

タイヤやクローラの交換は、サブスクあんしんパック
の保守サービスの対象にはなりません。

タイヤ交換はサブスクあんしんパック
の対象になりますか？

Q7 A7

恐れ入りますが、お客様のご負担となります。

残価は導入する機械設備の種類や
契約期間に応じて決まっています。
自由に設定する事はできません。

残価は自由に設定できるのですか？Q8 A8

サブスクあんしんパックの料金が
知りたいときはどうしたらよいですか？

Q9
担当者がヤンマークレジットサービスに問い合わせ、
お見積書を用意します。

ヤンマー販売店にお問い合わせください。A9

こんな場合はどうなるの？？？

よくある質問をご紹介します。＆Q A

※GNSSガイダンス、自動操舵システムはサブスクリプションの対象とはなりません。
　本機のサブスクリプション契約とは別に購入いただく必要がございます。
※対応型式はそれぞれ異なりますので、詳しくはヤンマー販売店までお問合せください。

ロボットトラクター・オートトラクター

直進アシスト田植機　　       オート田植機

6条植え／8条植え　　　　　 8条植え
YR6D,TD/YR8D,TD　YR8D,A

YT488A/YT498A/YT4104A/YT5113A

ヤンマーサブスクあんしんパックなら、話題の”あの”機械も定額コミコミで。
あなたも”スマート農業”をはじめませんか？




