
 

iLokキーの故障修理 RMA ナンバーの取得について    2009/10/22  現在 

 

 
iLokキーのLED が点灯しなくなったり、今まで使えていたプラグインが急にオーソライズできなくなったりした場合, 

iLok の修理を行う必要があります。 

 

故障修理の方針について： 

 

iLok が故障/破損した場合、メーカー（PACE 社）方針により、ユーザー責任にてiLok.com ウェブサイトから故障修

理をリクエストしていただく必要があります。サービス手続きの煩雑さを避け、より迅速に対応するというPACE 社の

方針により、現在はこれらの動作しなくなったiLok の修理作業はiLok の製造元である PACE 社のみが行っておりま

す。つまりDigidesign はこの部分での実際の対応、修理の受付は一切できませんので予めご了承下さい。 

 

実際の修理手順の概要ですが、まず、Pace 社よりRMA 番号（返却認証番号）の発行を受け、手続を完了する必

要があります。この整理番号と共にiLok をPACE に送りますと、中に含まれるキー情報はPace 社によって内容が分

析され、確認されたライセンスは修復されます。ここからは実際の手続きの詳細です。RMA 番号を入手するには下

記の手続きを行ってください。 

 

RMA発行手続き 

 

ステップ - 1. iLok.comのアカウントにログインし、上のメニューから「Support」をクリックしてください。次に画面の左

のメニューから「iLok ZDT/RMA」をクリックします。 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

ステップ - 2. 「Report a broken, lost, or stolen iLoks」という表題のページにジャンプします. 

 

注意： 「Report a broken, lost, or stolen iLok」やその他の内容につきましては、『RMA発行手続きにおける注意事

項』 http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=54&langid=5&itemid=35059 を必ずご参照下さい。 

 

内容を確認したら、一番下にある「Begin RMA Process」ボタンをクリックしてください。 

 

 

ステップ - 3.  このページで修理依頼の詳細を入力します。 

 

 



 

 
 

Step 1 – 『iLok and issue information』 

 

 What best describes your issue? 

ここではiLok に何が起こったか、プルダウンメニューから選択します。故障の場合は 『Broken iLok』 を選択してくだ

さい。 

 

注意： iLokキーを紛失された、または盗難にあわれた場合、DigidesignはiLok.comに登録されていない、またはシリ

アルの分からないiLokキーにつきましては、その内容を把握する事ができないためライセンスの再発行は行っており

ません。また登録されているキーにつきましても再発行料が必要になりますので、予めご了承下さい。 

 

Describe your issue in more detail: の部分に問題/故障の詳細を英文で入力します。 

以下のように3 つの質問が事前に設定されていますので、それらを利用するのが最もわかりやすいとおもいます。

それぞれの設問 

に対して例文を記載しておきますので、よろしければ参考にしてください。 

 

What problem are you having? 「どんな問題が起こっていますか？」 

問題の概要です。以下の答えを参考にしてください。 

Can not authorize plugins. 「プラグインのオーソライズができない」 / It can not be recognized from the computer.

「コンピューター」 

 

Is the iLok light on when plugged in? 「USBポートに接続した時、iLokキーのライトは点灯していますか？」 

ライトとは、iLok のLED をさしています。以下の答えを参考にしてください。 

Yes, it’s on. 「はい、ついています。」 / No, it doesn’t turn on. 「いいえ、ついていません。」 / It’s on and off. 「つい

たり消えたりします。」 



 

 

Is the USB connector loose or broken? 「USBコネクターが緩んでいたり壊れていたりしていますか?」 

コネクターとは、iLok のUSB ポートに差し込まれる金属部分をさしています。以下の答えを参考にしてください。 

Yes, it’s loose(broken). 「はい、緩んでいます（壊れています）。」 / No,it’s not loose(broken)「いいえ、緩んで（壊れ

て）いません。」 

 

Step 2 - 『Specify the affected iLok』 

 

この部分での選択内容により少しずつ作業内容が変わってきます。大きく3 通りにパターン分けされており、それぞ

れの手順で案内がありますので、ガイドに従って作業を進めてください。 

 

■ 壊れたiLok が同じページのリスト内に表示されている場合 

 

まず、そのまま該当するiLok にチェックを入れ"Next"というボタンをクリックしてください。次ページにてゼロダウンタ

イムでカバーされてない場合で、期間限定ライセンスが必要ない場合は”Decline(購入しない)”を、必要な場合は

“Agree To Pay(購入する)”のどちらかを選択して進んで下さい。 

ゼロダウンタイムにカバーされている場合、The selected iLok " iLok の名前 " is covered by Zero Downtime… と表

示されます。（ゼロダウンタイムについての詳細は別紙「iLok.com ver2 ゼロダウンタイムについて」を参照してくださ

い。）この場合、修理中に作業をとめないように期間限定のライセンスが与えられます。 

もし、ゼロダウンタイムに加入してから1 週間が経っていないCooling Off 期間の場合、The selected iLok " iLok の

名前 " is covered by Zero Downtime on xx/xx/xx which is still within the one week cooling off period と表示され

ます。これに同意をすると、特別対応料金として＄100 がチャージされますが、期間限定のテンポラリー・ライセンス

が入手可能になります。 

次の画面で故障したiLokキーを間違いなく選択しているか確認して、間違いなければ”Submit”を押します。 

 

『Report Broken iLok - Credit Card Update』 という表題のページにて、クレジットカード情報を入力します。トータル

金額を確認した後に必要事項を入力してください。下記はクレジットカードでの支払い時に表示されるウィンドウです。

なお、アスタリスク（*）の項目は必須です。 

 



 

 



 

Name on Card/ カードに記載された名前 

Card Number/ カードナンバー 

Card Security Code/ セキュリティーコード 

Expiration Date / 有効期限 月/年 

Billing Addess / 伝票送付先住所 

Shipping  Address (If Different)/お届け先住所（Billing Address と違う場合のみ） 

 

Town/City   /   都道府県 

State  / 州 

Zip/Postal Code / 郵便番号 

Phone Number/ 電話番号 

 

入力が終わったら「Next」をクリックします。次のページにて無料の iLok を受け取るか、断るかを選択します。受け取

る場合は iLok キーの送料が課金されます。 

 

 

 
 

 

次のページにて “RMA submit complete” と表示され、iLok の送付先住所が表示されますので今回のRMAナンバー

（修理ナンバー）を必ず荷物に記載しできるだけ早く送って下さい。 シッピング中のいかなる事故もPaceでは保証致

しませんので、 Federal Expressなどのトラッキングナンバーを発行し配達のサインを記録するような運送サービス

を利用する事をお勧めいたします。 

もし荷物に保険を掛ける場合は、中に入っているライセンスのValueではなくUSBキーのValueでUS39.95$として下さ



 

い。 

 

 

 

■ 修理が必要なiLok がリストに表示されていない（iLok.comにキーを登録していない）場合 

 

iLok のシリアルナンバーを[Serial Number]と書かれている空欄にに入力し「Find by Serial Number」と書かれている

ボタンをクリックしてください。シリアルナンバーはiLok の金属部分を左にし、ハンドル部分を下にした面のステッカ

ー上のSer#のあとに表記されています。 

 

 
 

 

『Report Broken iLok - Step 3 Please confirm your selection』 という表題のページに行きますので、下記内容をよく

読み、理解したうえでページ一番下の『Submit』 をクリックしてください。 

 

・ あなたは、RMAをリクエストされるiLokキーをこれより先、使用しない事に同意します。 

・ iLok.comはどのようなライセンスがiLokキーに入っていたか記録がありません。 したがって一時的なテンポラリ

ーのライセンスを提供する事はできません。 

・ あなたのRMAを進めるにあたり14営業日ほどかかります。 

・ 一旦、RAMが発行されますと、ステータスを元に戻すことができません。故障であると報告されたiLokキーが、

また使用できる状態になったとしてもPace社に送付しなければなりません。 

・ Pace社は自動的にお客様のコンタクト情報（名前、ユーザーID、E-Mailアドレス）と交換プロセスの詳細を、失わ

れたライセンスに関連したソフトウェア・ベンダーに提供します。これはお客様のプロフィールのプライバシーセ

ッティングに関わらず行われます。 

 

 

するとReport Broken iLok - Credit Card Update という表題のページにて、クレジットカード情報を入力できますので、

トータル金額を確認した後に必要事項を入力してください。この部分は上記のピクチャーと同じですので、そちらを参

照してください。 

次のページにて RMA submit complete と表示され、iLok の送付先住所が表示されますので、あとは実際にiLok を

送付 

して完了です。 

 

 

 

■ 修理が必要なiLok のシリアルナンバーがわからない（iLok.comにキーを登録していない）場合 

 

"No Serial Number"というボタンをクリックしてください。『Report Broken iLok - Step 3 Please confirm your 



 

selection』 という表題のページに行きますので、下記内容をよく読み、理解したうえでページ一番下の『Submit』 をク

リックしてください。 

 

・ あなたは、RMAをリクエストされるiLokキーをこれより先、使用しない事に同意します。 

・ iLok.comはどのようなライセンスがiLokキーに入っていたか記録がありません。 したがって一時的なテンポラリ

ーのライセンスを提供する事はできません。 

・ あなたのRMAを進めるにあたり14営業日ほどかかります。 

・ 一旦、RAMが発行されますと、ステータスを元に戻すことができません。故障であると報告されたiLokキーが、

また使用できる状態になったとしてもPace社に送付しなければなりません。 

・ Pace社は自動的にお客様のコンタクト情報（名前、ユーザーID、E-Mailアドレス）と交換プロセスの詳細を、失わ

れたライセンスに関連したソフトウェア・ベンダーに提供します。これはお客様のプロフィールのプライバシーセ

ッティングに関わらず行われます。 

 

 

するとReport Broken iLok - Credit Card Update という表題のページにて、クレジットカード情報を入力できますので、

トータル金額を確認した後に必要事項を入力してください。この部分は上記のピクチャーと同じですので、そちらを参

照してください。 

次のページにて RMA submit complete と表示され、iLok の送付先住所が表示されますので、あとは実際にiLok を

送付 

して完了です。 

 
壊れた iLok を Pace 社まで発送し、Pace 社での解析が完了して確認されたフルライセンスがお客様のアカウントま

でアップされますので、定期的にアカウントをご覧ください。このライセンスを予備としてご利用頂いている iLok にダ

ウンロードし、以後は、その iLok をメインの iLok としてご利用ください。 

 
以上で、RMA ナンバーの取得は完了です。 


