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ベリタステクノロジーズ合同会社



１．ご購入前のお問い合わせ先
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名称 ：ベリタス セールスインフォメーションセンター
対応内容：購入に関するライセンスのご質問や、技術的な確認事項のご質問に対応

■電話でのお問い合わせ
電話番号： 0120-907-000 （IP電話からは 03-4531-1799)
受付時間： 10：00～12：00、 13：00～17：00 (土日祝日、年末年始を除く)

注) お客様向けと販売店様向けとの窓口で電話番号を共有しております。
自動応答の音声メッセージに従い操作いただくと、それぞれの窓口につながります。



１．ご購入前のお問い合わせ先
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■WEB経由でのお問い合わせ

オンラインサービス [ご購入前お問合せ受付]
http://veritas-callcenter.jp/online.html

オンラインサービス[ダウンロード 体験/評価版サポート]
http://veritas-callcenter.jp/evaluate.html

http://veritas-callcenter.jp/online.html
http://veritas-callcenter.jp/evaluate.html


１．ご購入前のお問い合わせ先
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■対象製品
ベリタス セールスインフォメーションセンターの担当製品は以下のとおりです。

・Backup Exec
・System Recovery
・Desktop and Laptop Option
・Enterprise Vault .Cloud

以下のEnterprise製品は、お取引先もしくは販売代理店様までお問い合わせください。
・NetBackup
・Enterprise Vault
・Infoscale(旧Storage Foundation)

その他Enterprise製品

販売代理店一覧(ベリタスパートナーを検索)
http://veritas.force.com/public 英語画面が表示された

場合は、こちらの言語選択
ボタンで変更してください

http://veritas.force.com/public


２．ご購入後のお問い合わせ先
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ご購入後のお問い合わせは、内容に応じて各窓口で対応させていただきます。

■テクニカルサポート - ご購入後の技術的なサポートのお問い合わせ先
・受付時間 平日 08:00 - 18:00 (ご契約内容により、受付可能日/時間帯は異なります。)

■カスタマケア - 非技術的な、ご質問のお問い合わせ先 (別称 カスタマサービス)
・受付時間 10:00 - 12:00、 13:00 - 17:00 (弊社営業日のみ。土日祝日、年末年始を除く。)

・例) 保有ライセンスに関する確認、 MyVeritasの利用方法など

■電話での問い合わせ先(共通)
フリーダイアル： 0120-99-3232 (2017年2月28日より新番号に変更しました) 
※1) フリーダイアルが利用不可の場合：03-4477-4957
※2) 旧番号の国際フリーダイアル「0066-33-813333」は、近日中に終了予定です。
※3) テクニカルサポート/カスタマケアは電話番号を共有しております。

自動応答の音声メッセージに従い操作いただくと、それぞれの窓口につながります。

■WEBサイト「MyVeritas」からのお問い合わせ
URL:https://my.veritas.com/

■カスタマケア専用メールアドレス
メールアドレス：customercare_Japan@veritas.com

注1) テクニカルサポートのお問い合わせ受付は、電話もしくはWEBからのみ承っております。メールでの受付には対応しておりません。
注2) Enterprise製品のテクニカルサポートは、基本的にサポートパートナー様が受付窓口となります。

https://my.veritas.com/
mailto:customercare_Japan@veritas.com
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お客様向け　ベリタステクノロジーズ 各種お問い合わせ先 一覧 2017年2月28日版

対応内容 名称 電話番号/URL 受付時間 備考

セールスインフォメーションセンター
0120-907-000
（IP電話からは 03-4531-1799)

10：00～12：00、 13：00～17：00
・弊社営業日のみ。
　土日祝日、年末年始を除く。

オンラインサービス
[ご購入前お問合せ受付]

http://veritas-callcenter.jp/online.html
24時間
(システムメンテナンス時除く)

製品評価版のダウンロードや
技術的お問い合わせ

オンラインサービス
[ダウンロード 体験/評価版サポート]

http://veritas-callcenter.jp/evaluate.html
24時間
(システムメンテナンス時除く)

Enterprise製品の
お問い合わせ先

各製品の販売代理店様
販売代理店一覧
(ベリタスパートナーを検索)
　http://veritas.force.com/public

対象製品
　・NetBackup
　・Enterprise Vault
　・Infoscale(旧Storage Foundation)
　　その他Enterprise製品

対応内容 名称 電話番号/URL/メールアドレス 受付時間 備考

フリーダイアル　0120-99-3232
(注2) フリーダイアルが利用不可の場合
03-4477-4957

平日 08:00 - 18:00
(ご契約内容により、受付可能日
 /時間帯は異なります。)

https://my.veritas.com/
24時間
(システムメンテナンス時除く)

フリーダイアル　0120-99-3232
(注2) フリーダイアルが利用不可の場合
03-4477-4957

10:00 - 12:00、 13:00 - 17:00
・弊社営業日のみ。
　土日祝日、年末年始を除く。

https://my.veritas.com/
24時間
(システムメンテナンス時除く)

カスタマケア専用メールアドレス
customercare_Japan@veritas.com

24時間
(システムメンテナンス時除く)

カスタマケア
 (別称 カスタマサービス)

非技術的なご質問の
お問い合わせ先
・保有ライセンスに関する確認
・「My Veritas」の利用方法
など

注5) 対応時間は、電話の受付時間帯に
準じます。

ご購入後のお問い合わせ先

ご購入前のお問い合わせ先

購入に関するライセンスのご質問、
技術的な確認事項のご質問

対象製品
　・Backup Exec
　・System Recovery
　・Desktop and Laptop Option
　・Enterprise Vault .Cloud

注1) 対応時間は、電話の受付時間帯に
準じます。

対象製品
　・Backup Exec
　・System Recovery
　・Desktop and Laptop Option

注3) 対応時間は、電話の受付時間帯に
準じます。
(ご契約内容により、異なります。)

注4) Enterprise製品のテクニカル
サポートは、基本的にサポート
パートナー様が受付窓口となります。

テクニカルサポート
製品利用に関する
技術的なお問い合わせ先


問い合わせ先一覧

				お客様向け　ベリタステクノロジーズ 各種お問い合わせ先 一覧 キャクサマ ム カクシュ ト ア サキ イチラン						2017年2月28日版 ネン ガツ ニチ バン

		ご購入前のお問い合わせ先

		対応内容 タイオウ ナイヨウ		名称 メイショウ		電話番号/URL デンワ バンゴウ		受付時間 ウケツケ ジカン		備考 ビコウ

		購入に関するライセンスのご質問、
技術的な確認事項のご質問		セールスインフォメーションセンター		0120-907-000
（IP電話からは 03-4531-1799)		10：00～12：00、 13：00～17：00
・弊社営業日のみ。
　土日祝日、年末年始を除く。		対象製品
　・Backup Exec
　・System Recovery
　・Desktop and Laptop Option
　・Enterprise Vault .Cloud

注1) 対応時間は、電話の受付時間帯に準じます。

				オンラインサービス
[ご購入前お問合せ受付]		http://veritas-callcenter.jp/online.html		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

		製品評価版のダウンロードや
技術的お問い合わせ セイヒン ヒョウカ バン ギジュツテキ ト ア		オンラインサービス
[ダウンロード 体験/評価版サポート]		http://veritas-callcenter.jp/evaluate.html		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

		Enterprise製品の
お問い合わせ先 セイヒン ト ア サキ		各製品の販売代理店様 カクセイヒン ハンバイ ダイリテンサマ		販売代理店一覧
(ベリタスパートナーを検索)
　http://veritas.force.com/public				対象製品
　・NetBackup
　・Enterprise Vault
　・Infoscale(旧Storage Foundation)
　　その他Enterprise製品

		ご購入後のお問い合わせ先

		対応内容 タイオウ ナイヨウ		名称 メイショウ		電話番号/URL/メールアドレス デンワ バンゴウ		受付時間 ウケツケ ジカン		備考 ビコウ

		製品利用に関する
技術的なお問い合わせ先		テクニカルサポート		フリーダイアル　0120-99-3232
(注2) フリーダイアルが利用不可の場合
03-4477-4957 チュウ		平日 08:00 - 18:00
(ご契約内容により、受付可能日
 /時間帯は異なります。)		対象製品
　・Backup Exec
　・System Recovery
　・Desktop and Laptop Option

注3) 対応時間は、電話の受付時間帯に準じます。
(ご契約内容により、異なります。)

注4) Enterprise製品のテクニカル
サポートは、基本的にサポート
パートナー様が受付窓口となります。 チュウ

						https://my.veritas.com/		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

		非技術的なご質問の
お問い合わせ先
・保有ライセンスに関する確認
・「My Veritas」の利用方法
など		カスタマケア
 (別称 カスタマサービス)		フリーダイアル　0120-99-3232
(注2) フリーダイアルが利用不可の場合
03-4477-4957		10:00 - 12:00、 13:00 - 17:00
・弊社営業日のみ。
　土日祝日、年末年始を除く。		注5) 対応時間は、電話の受付時間帯に準じます。

						https://my.veritas.com/		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

						カスタマケア専用メールアドレス 
customercare_Japan@veritas.com センヨウ		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ



http://veritas-callcenter.jp/online.htmlhttp://veritas-callcenter.jp/evaluate.htmlhttps://my.veritas.com/https://my.veritas.com/

パートナー様向け問い合わせ先一覧

				パートナー様向け　ベリタステクノロジーズ各種お問い合わせ先 一覧 カクシュ ト ア サキ イチラン						2016年9月30日版 ネン ガツ ニチ バン

		ご購入前のお問い合わせ先

		対応内容 タイオウ ナイヨウ		名称 メイショウ		電話番号/URL/メールアドレス デンワ バンゴウ		受付時間 ウケツケ ジカン		備考 ビコウ

		購入に関するライセンスのご質問、
技術的な確認事項のご質問		パートナーコールセンター		0120-907-000
（IP電話からは 03-4531-1799)		10：00～12：00、 13：00～17：00
・弊社営業日のみ。
　土日祝日、年末年始を除く。		対象製品
　・Backup Exec
　・System Recovery
　・Desktop and Laptop Option
　・Enterprise Vault .Cloud

注1)対応時間は、電話の受付時間帯に準じます。

						パートナー様専用メールアドレス
　veritas-partner@veritas-callcenter.jp サマ センヨウ		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

				オンラインサービス
[ご購入前お問合せ受付]		http://veritas-callcenter.jp/online.html		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

		製品評価版のダウンロードや
技術的お問い合わせ セイヒン ヒョウカ バン ギジュツテキ ト ア		オンラインサービス
[ダウンロード 体験/評価版サポート]		http://veritas-callcenter.jp/evaluate.html		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

		Enterprise製品の
お問い合わせ先 セイヒン ト ア サキ		弊社製品の仕入先、もしくは
各製品の販売代理店様 ヘイシャ セイヒン シイレ サキ カクセイヒン ハンバイ ダイリテンサマ		販売代理店一覧
(ベリタスパートナーを検索)
　http://veritas.force.com/public				対象製品
　・NetBackup
　・Enterprise Vault
　・Infoscale(旧Storage Foundation)
　　その他Enterprise製品

		ご購入後のお問い合わせ先

		対応内容 タイオウ ナイヨウ		名称 メイショウ		電話番号/URL/メールアドレス デンワ バンゴウ		受付時間 ウケツケ ジカン		備考 ビコウ

		製品利用に関する
技術的なお問い合わせ先		テクニカルサポート		国際フリーダイアル　0066-33-813333
(注2)
国際フリーダイアルが利用不可の場合
03-4477-4957 チュウ		平日 08:00 - 18:00
(ご契約内容により、受付可能日
 /時間帯は異なります。)		対象製品
　・Backup Exec
　・System Recovery
　・Desktop and Laptop Option

注3) 対応時間は、電話の受付時間帯に準じます。
(ご契約内容により、異なります。)

注4) Enterprise製品のテクニカル
サポートは、基本的にサポート
パートナー様が受付窓口となります。 チュウ

						https://my.veritas.com/		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

		非技術的なご質問の
お問い合わせ先
・保有ライセンスに関する確認
・「My Veritas」の利用方法
など		カスタマケア
 (別称 カスタマサービス)		国際フリーダイアル　0066-33-813333
(注)
国際フリーダイアルが利用不可の場合
03-4477-4957 チュウ		10:00 - 12:00、 13:00 - 17:00
・弊社営業日のみ。
　土日祝日、年末年始を除く。		注5)対応時間は、電話の受付時間帯に準じます。
(ご契約内容により、異なります。)

						https://my.veritas.com/		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ

						カスタマケア専用メールアドレス 
customercare_Japan@veritas.com センヨウ		24時間
(システムメンテナンス時除く) ジカン ジ ノゾ



http://veritas-callcenter.jp/online.htmlhttp://veritas-callcenter.jp/evaluate.htmlhttps://my.veritas.com/https://my.veritas.com/
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付録 ベリタステクノロジーズの日本語WEBサイト
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■日本語WEBサイト https://www.veritas.com/ja/jp

■各製品の製品情報
・Backup Exec 16

https://www.veritas.com/ja/jp/product/backup-and-recovery/backup-exec
・System Recovery 16

https://www.veritas.com/ja/jp/product/backup-and-recovery/system-recovery
・Desktop and Laptop Option

https://www.veritas.com/ja/jp/product/backup-and-recovery/desktop-and-laptop-option

■各製品の60 日間無償試用版の入手先URL
・Backup Exec 16

https://www.veritas.com/content/trial/ja/jp/backup-exec-16.html
・Veritas System Recovery 16

https://www.veritas.com/content/trial/ja/jp/system-recovery-16.html
・Desktop and Laptop Option 9.0

https://www.veritas.com/trial/ja/jp/desktop-and-laptop-option.html
注) 各製品、初回インストール時から60日間利用可能です。

製品版と同じインストーラーです。ライセンスキーを登録すれば、製品版として利用可能です。

■日本語サポートサイト https://www.veritas.com/support/ja_JP

https://www.veritas.com/ja/jp
https://www.veritas.com/ja/jp/product/backup-and-recovery/backup-exec
https://www.veritas.com/ja/jp/product/backup-and-recovery/system-recovery
https://www.veritas.com/ja/jp/product/backup-and-recovery/desktop-and-laptop-option
https://www.veritas.com/content/trial/ja/jp/backup-exec-16.html
https://www.veritas.com/content/trial/ja/jp/system-recovery-16.html
https://www.veritas.com/trial/ja/jp/desktop-and-laptop-option.html
https://www.veritas.com/support/ja_JP
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付録：販売店様向け各種日本語情報
- Backup Exec / System Recovery / DLO

販売店様向け各種日本語資料をWEBとクラウドストレージ BOX 上で公開中

カタログ ライセンス
ガイド

製品紹介 ハンズオン/
自習資料

各種資料のPPTファイルはBOXからご入手ください。

http://info.veritas.com/japan-product-resources

https://veritas.box.com/reseller-japan

BE16/SR16の
資料も掲載開始

http://info.veritas.com/japan-product-resources
https://veritas.box.com/reseller-japan


Thank you!
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ベリタステクノロジーズ合同会社

2017年2月28日版


	お客様向け�ベリタステクノロジーズ お問い合わせ先一覧
	１．ご購入前のお問い合わせ先
	１．ご購入前のお問い合わせ先
	１．ご購入前のお問い合わせ先
	２．ご購入後のお問い合わせ先
	スライド番号 6
	付録　ベリタステクノロジーズの日本語WEBサイト
	付録：販売店様向け各種日本語情報�　-　Backup Exec / System Recovery / DLO
	スライド番号 9

