
保　証　書
お買い上げ頂きました製品に万一不具合がおきました場合にはこの保証書に基づき次の通り保証致し
ます。
なお、この保証書は日本国内で使用される当該製品に限り適用致します。

BRP 限定保証 2014 Can-Am™ SPYDER™ ROADSTER（米国、カナダ以外）

1. 限定保証の適用範囲
Bombardier Recreational Products Inc.(“BRP”)* は、または米国およびカナダ ** を除
いた国の Can-Am Spyder Roadster の認定ディーラー（以下、「ディーラー」とする）によっ
て販売された Can-Am Spyder Roadster( 以下、「製品」とする ) は以下の期間および条件を
踏まえて材料または製造上の欠陥がないことを保証します。以下の場合は、この限定保証は無
効になります：(1) 製品を、以前の所有者による行為である場合も含めて、一度でもレースやそ
の他の競技活動に使用した場合、または (2) オドメーターを取り外したり、改ざんした場合。(3)
製品をオフロードで使用した場合。(4) 製品の動作、性能または耐久性に悪影響を与えるような
方法で改造、修正した場合、または、意図された仕様を変えるような改造、修正した場合。
製品が納入された時点において、認定ディーラーによって製品に取り付けられたすべての純正
部品やアクセサリーには製品と同じ保証が与えられます。

2. 責任の範囲
法律の許す範囲内における管轄で、この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または
特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれらのみには限定されない明示的または暗示
的なその他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。それらが否認され得ない限りに
おいて、暗示的保証は明示的保証の有効期限内のみに限定されます。この保証は、偶然による、
必然的、直接的、間接的またはその他のいかなるすべての損害を保証しません。特定の管轄では、
上記の偶発による、または必然的な損傷やその他の除外規定における制限や免責事項は適用さ
れない場合があります。そのため、上記の規定はお客様に適用されない場合があります。この
保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは国または法域ごとに異なるその他の法的権
利を留保することができます。
認定ディーラーや、その他の人物のいずれにおいても、この限定保証に含まれるもの以外に、
製品に関する確認、表示、保証を行う権限は与えられておらず、それが行われた場合にも BRP
に対する強制力はありません。BRP はこの保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、
すでに販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更されないことに同
意します。

3. 除外規定（以下は保証修理の対象とはなりません）
どの状況においても、以下はこの限定的保証の対象ではありません。
- オイルおよび潤滑剤、フィルターおよびスパークプラグを含む、定期的なメンテナンスが必

要な部品の交換。
- タイヤ、バッテリー、発電機のブラシ、シールドビームおよび電球、クラッチプレートおよ

びフェーシング、駆動ベルト、ブレーキ・パッド、ブレーキ・ライニング、ローターおよび
スプロケットを含む部品の通常の磨耗および消耗。

- ベルト、アラインメントおよび車輪バランスの調整を含む部品のチューンアップおよび調整。
- シートカバーの素材の傷、へこみ、退色、剥離や損傷を含む製品の外観への損傷。
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- オペレーターズガイドに示されている過失または適正なメンテナンス／保管を怠ったために
発生した損害。- 製品の正式仕様範囲を超える部品を取り外し、不適切な修理、扱いまたはメ
ンテナンス、および改造や改変による損傷によって生じた損傷、または BRP によって製造ま
たは承認されず、BRP によって製品に適格ではない、または製品の操作に不利に影響すると
合理的に判断された部品やアクセサリーの使用によって生じた損傷、または認定ディーラー
によって行われなかった修理から生じた損傷。

- 異なるタイヤ、エキゾースト・システム、車輪またはブレーキを含む純正部品とは異なる仕
様の部品の取り付けにより生じた損傷。

- 誤用、乱用、過失、レースでの使用、またはオペレーターズガイドで説明されている推奨事
項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害。- 水の吸い込み、事故、道路上
の危険性、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じ
た損傷。

- オペレーターズガイドの推奨事項と異なる仕様の燃料、オイルまたは潤滑液を使って生じた
損傷、不具合。

- オペレーターズガイドの説明とは異なる道路融雪塩、バッテリー液または環境の影響から生
じた損傷、腐食、不具合。

- ガソリンの費用、認定ディーラーに製品を回送、回収するための費用、メカニックの出張費、
トレーラーまたは牽引による移送、保管、携帯、ファックスまたは電報の料金、保証の施行
期間における代替製品のレンタル、タクシー、旅費、宿泊費、私物の損失または欠損、不便性、
保険の費用、ローンの支払い、時間の損失、所得、収入や利益の損失、または製品の使用ま
たは使用の楽しみの損失などを含むが、これらに限定されない偶発的または必然的な損害。

4. 保証対象期間
この保証は、最初に購入した消費者に納入された日、またはその製品が最初に使用された日の
いずれか早い日から、次の期間有効です。

a. 私用での使用場合は , 以下の (b) から (c) の状況以外では、連続する 24 ヶ月間。商業的利
用の場合は、以下の (b) から (c) の状況以外では連続する 12 ヶ月間。保証期間中であっても、
製品の使用による収入の発生、または Roadster が何らかの業務または職業で用いられた
場合は、Roadster は商業的用途で使用されたものと見なされます。また、保証期間中に製
品が商業用として登録されたり、商業用途の使用許可を受けた場合も、Roadster は商業的
用途で使用されたものと見なされます。

b. バッテリーにおいては、連続する 6 ヶ月間。
c. タイヤにおいては、連続する 6 ヶ月間、または前輪が 3/32 インチ (2.38mm) まで磨り減っ

た時点、または後輪が 5/32 インチ (3.97mm) まで磨り減った時点のいずれかが最初に発
生した時点。

この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によって、保証の本来の有
効期限を超えてこの保証が延長されることはありません。
保証期間および保証の他の条件は、お客様の国で適用される関連する法令に従います。
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5. 保証の適用を受けるための条件
この保証適用は、次の各条件が満たされたときにのみ適用されます :
- 製品は、その販売が行われた国において製品の販売を許可されているディーラーから、新品

で未使用の製品として最初の所有者により購入される必要があります。
- BRP が指定する納入前点検が購入者および認定ディーラーによって完了および文書化され、

購入者によって署名されている。
- 製品は、認定ディーラーによって正しく保証登録されなければなりません。
- 製品は、購入者が居住する国で購入される必要があります。
- オペレーターズガイドに記載されている定期的メンテナンスは時宜に即して行う必要があり

ます。BRP は、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナンス実施の証明を求め
る権利を留保します。

BRP は、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用に使用する所有者に対
して限定保証を与えません。このような制限は、BRP が製品の安全ばかりでなく、消費者と一
般の人々の安全を確保するためにも必要です。

6. 保証を受けるためにしていただくこと
お客様は、異常が発生した直後に製品の使用を中断しなければなりません。お客様は欠陥の発
現から 2 ヶ月以内に、整備を行うディーラーにその旨を通知し、合理的と認められる製品への
アクセスと修理の機会をディーラーにあたえなければなりません。また、お客様は製品の購入
を証明するものをディーラーに提示しなければならず、保証修理を有効にするため、その修理
の開始に先立って修理／作業注文書に署名しなければなりません。この限定保証に基づいて交
換された部品は、すべて BRP の所有となります。通知期間はお客様の国で適用される関連する
法令に従うことに留意ください。

7. BRP が行うこと
法律が許す範囲内において、この保証に基づく BRP の義務は以下に記載する条件の下で、保
証期間中、通常の使用、メンテナンス、および整備が行われたにもかかわらず故障した部品を、
部品代および工賃を請求することなく、任意の認定ディーラーにおいて、当社の判断により修
理するかまたは新しい純正部品と交換することに限定されます。BRP の責任は、部品の必要な
修理または交換を行うことだけに限定されます。保証の不履行に対する請求は、製品の払い戻
しや販売の撤回の理由とはなりません。権利者は国ごとに異なるその他の法的権利を留保する
ことができます。
BRP は、それ以前に製造されたすべての製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、製品
の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8. 所有権の譲渡
保証期間中に製品の所有権が移転された場合は、この保証も同時に移転され、以下のような方
法で所有権の譲渡が BRP に通知されることを条件に、残りの保証期間の間も有効となります：
(a) 旧所有者が BRP( 下記の電話番号）または認定ディーラーへ連絡し、新しい所有者の連絡先

を知らせる ;
(b) BRP または認定ディーラーは、旧所有者の所有権の譲渡に対する同意書、および新しい所

有者の連絡先を受領する。
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9. 消費者への支援
1. 本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、まずはディーラーレベルで問題解決を試

みてください。その問題について BRP 認定ディーラーのサービスマネージャーまたは店主
とよく話し合ってください。

2. さらに支援が必要な場合は、BRP ジャパン　アフターセールス部門にご相談ください。
3. それでも解決できない場合は、問題の内容を書面にして、下記に提出してください。

 ヨーロッパ、中東、アフリカ、ロシアおよび CIS の方々は、ヨーロッパオフィ
スまでご連絡ください :
BRP EUROPE N.V.
Customer Assistance Center（お客様相談室）
Skaldenstraat125
9042 Gent
Belgium
電話番号 :+32-9-218-26-00

 北欧諸国の方々は、フィンランドオフィスまでご連絡ください :
BRPFINLANDOY
Service Department( サービス部門 )
Isoaavantie7
FIN-96320 Rovaniemi
Finland 電話 :+358 16 3208 111

 上記以外の国の方々は、BRP ジャパンオフィスまたはディーラー、あるい
はカナダの弊社オフィスまでご連絡ください :
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.
Customer Assistance Center
75J.-A.Bombardier Street
Sherbrooke, QCJ1L 1W3
電話 :+1 819 566-3366

正規ディーラーの連絡先は www.brp-jp.com でご覧になれます。

00_Spyder.indb   5 2014/01/07   14:12:49




