
第１条（適用）
1.「ガス機器保証サービス利用規約」（以下「本利用規約」といいます。）は、ガ
ス機器保証サービス（以下「本サービス」といいます。）の利用に対して適用
されるものとします。
第２条（定義）
1.「サービス対象会員」とは、本サービスの提供の対象とする会員をいい、中
部電力株式会社（以下「中部電力」といいます。）がガスを供給する需要家
のうち、本利用規約に同意のうえ当社所定の加入申込手続を行い、当社が
これを承諾した者をいいます。

2.「サービス対象物件」とは、サービス対象会員が居住する、中部電力がガス
を供給する物件をいいます（業務用の建物は除きます。）。

3.「ガス機器」とは、一般財団法人日本ガス機器検査協会が行うＪＩＡ認証を受
けた家庭用ガス機器のうち、対象品目「調理機器」（ガスコンロ）、「温水機
器」（ガス給湯器（床暖房熱源機を含む）、ガス小型湯沸かし器）、「暖房機器」
（ガスファンヒーター、FF式ヒーター、ガスストーブ)をいいます。
　※ＯＥＭ製品も対象となります。（ただし、カセットガスコンロ、業務用機器は
除きます。また、中部電力の供給エリアにおいて、メーカー修理が対応可能
なガス機器のみとします。）
第３条（本サービスの利用）
1.本利用規約に定めるところに従い、本サービスを利用することができる者
（以下「利用者」といいます。）は、前条第１項に定義するサービス対象会員、
およびその同居人（ただし、２親等以内の親族に限ります。）とします。

2.サービス対象会員は、同居人による本サービスの利用に際して、これらの者
に本利用規約及び諸規程の定めを遵守させる義務を負うものとします。
第４条（有効期間）
1.本サービスの開始日は、第５条に掲げる会員登録が完了した日が属する月
の翌々月の１日とします。

2．本サービスの利用契約の有効期間は、開始日の属する月の1ヶ月間とし、
サービス対象会員からの申し出がない限り、それ以降、毎月自動的に更新
されるものとします。ただし、ガス機器が期間経過により、第１５条第１項６号
に掲げる条件を満たさなくなった場合には、本サービスの提供は終了され
るものとします。
第５条（本サービスのお申し込みの承諾）
1.本サービスの利用契約は、申込者からの入会のお申し込みを当社が承諾
し、会員登録が完了した時点で成立します。

2.当社は、本サービスの承諾前に、次の各号の業務を実施し、本サービスの対
象期間を設定いたします。この際、申込者等の承諾をえて、申込者の土地
または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な
理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していた
だきます。なお、申込者等の求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いた
します。
（1）サービス対象となるガス機器の種類、メーカー名、型式および製造年月

日の確認
（2）サービス対象となるガス機器の設置状況および作動状況の確認
3.当社は、次の各号の場合には、入会のお申し込みを承諾しないことがありま
す。
（1）お申し込みの際の必要登録事項に、虚偽の記載、不備があった場合
（2）申込者等が前項の立ち入りを拒否された場合
（3）本サービスの適用を受けようとするガス機器に不具合が認められた場

合
（4）本サービスの適用を受けようとするガス機器が、第１５条第１項第６号に

掲げる条件のいずれにも該当しない場合
（5）過去に申込者等が利用規約の違反等により本サービスの全部または一

部の利用を停止され、あるいは会員登録を抹消されたことがある場合
（6）その他、当社がお申し込みを承諾できないと判断した場合
第６条（本サービスの利用料金）
1.本サービスの利用料金は、１月あたり３００円（消費税等相当額を含んだ金
額となります。）とし、お客さまに対してあらかじめ通知する利用開始日から
適用いたします。

2.お客さまは、本サービスを利用するために必要となる通信・通話料金等を自
ら負担するものといたします。
第７条（利用料金の支払方法）
1.当該月の本サービスの利用料金は、サービス対象会員と中部電力との間で
結ばれているガス需給契約におけるガス料金の支払いと同一の方法によ
り、中部電力が定める日に支払義務が発生する当該月のガス料金とあわせ
て支払っていただきます。

2.本サービスの利用料金が、中部電力より当社の指定する金融機関等に払
い込まれたときに、サービス対象会員から当社への支払はなされたものと
いたします。
第８条（会員情報等とその変更）
1.当社が本サービスに関して取得する氏名、住所、電話番号および契約者識
別符号等の全てのサービス対象会員等に係る情報（以下「会員情報等」と
いいます。）は、原則として、サービス対象会員が中部電力との間で結ばれ
ているガス需給契約における会員情報等と同一といたします。

2.サービス対象会員が本サービスの会員情報等を変更される場合は、中部
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電力との間で結ばれているガス需給契約における会員情報等とあわせて変
更するものとし、会員情報等の変更手続きは中部電力にお申し出ていただ
きます。
第９条（退会）
1.お申し込み時に設定した本サービスの対象期間の満了をもって、本サービ
スは終了いたします。

2.サービス対象会員から退会のお申し出があった場合、お申し出された月の
月末をもって本サービスは退会となります。ただし、退会のお申し出の時期
によっては、退会が翌月末扱いとなる場合があります。

3.サービス対象会員が、サービス対象物件において中部電力との間で結ん
でいるガス需給契約を解約された場合は、ガス需給契約の解約と同時に本
サービスも退会となります。
第１０条（利用資格の取り消し）
1.利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は利用者の承諾なく
利用資格を取り消すことができるものとします。
（1）本利用規約の定めに違反した場合
（2）不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたし

た場合
（3）暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力（以下「反社会的

勢力等」といいます。）または反社会的勢力等と関係を有する場合
（4）その他当社が利用者として不適切とみなした場合
第１１条（個人情報）
1.当社は会員情報等を、個人情報保護法その他の法令の規定に従い、次に定
める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
（1）サービス対象会員等からの問い合わせへの対応、本サービスの利用に

関する手続きの案内または情報提供等の契約者に対する対応業務
（2）本サービス提供における課金計算に係る業務
（3）本サービス提供における料金請求に係る業務
（4）本サービスの保証適用を受けるガス機器の修理業務
（5）市場調査およびその分析
（6）当社または他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
2.当社のほか、中部電力および本サービスの運営業務を当社より委託するｅ-
暮らし株式会社（以下「運営会社」といいます。また、運営会社が他の委託先
に運営委託することのほか、運営委託を受けた事業者がさらに第三者に委
託することも含みます。）、ならびに、本サービスの保証適用を受けるガス
機器修理業務を担うガス機器修理業者またはガス機器メーカーは、会員情
報等を前頂（１）から（６）に定める目的で共同利用するものとし、サービス対
象会員は、あらかじめこれを承諾するものといたします。

３.前項の場合において、当社の情報セキュリティ管理責任者は、共同利用に
係る情報について、責任を有するものとします。

第１２条（規約の追加変更）
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本利用規約を変更する
ことがあります。本利用規約を変更する場合、変更後の規定は、変更前の
利用者に対しても適用されるものといたします。
（1）消費税および地方消費税の税率が変更された場合
（2）前号のほか、関係する法令等が制定され、もしくは改廃された場合
（3）前各号のほか、当社が本サービスの提供のため必要と判断した場合
2.当社は、本利用規約を変更する場合、電磁的方法（インターネット上の当社
ウェブサイトに掲載する方法等をいいます。）その他当社が適切と認める方
法により、あらかじめサービス対象会員に変更の日および変更の内容をお
知らせいたします。

第１３条（免責）
1.当社は、本サービスの運営に関して故意または過失により利用者に対して
損害を与えた場合は、当該損害を賠償するものとします。

2.前項の損害賠償額の上限は、当該損害が当社の故意または重過失による
場合を除き、１０万円（消費税等相当額を含んだ金額となります。）を上限と
します。
第１４条（サービスの概要）
1.本サービスは、サービス対象会員の居住住戸であるサービス対象物件に
おいて、サービス対象会員が所有し、現に使用しているガス機器に不具合
が発生した場合に、サービス対象会員からの修理依頼を２４時間体制で受
付し、係員が当該ガス機器について当社所定の点検・修理作業等を無償で
提供するサービスです。

2.当社は、サービス対象会員との協議のうえ、当社営業時間内でサービス提
供日時（訪問日時）を決定します。ただし、保安上の観点から、サービス対象
会員または当社が緊急を要すると判断した場合は、この限りではありませ
ん。

3.本サービスの１回あたりの利用上限額は１０万円（消費税等相当額を含んだ
金額となります。）とします。上限額は、当社所定の工賃、部品等を交換した
場合の当該部品等の代金等に基づき算定します。上限額を超過した場合
には、その超過分はサービス対象会員から申し受けます。

4.当社は、修理作業に代えて、不具合が発生したガス機器を同機種または同
等の機能を有するガス機器と交換することがあります。この場合、交換する
ガス機器は、利用上限額を超えない範囲内で当社が機器を選定します。
（機器本体および付属品等は当社希望小売価格、取付工賃・工事費等は当

電力との間で結ばれているガス需給契約における会員情報等とあわせて変
更するものとし、会員情報等の変更手続きは中部電力にお申し出ていただ
きます。
第９条（退会）
1.お申し込み時に設定した本サービスの対象期間の満了をもって、本サービ
スは終了いたします。

2.サービス対象会員から退会のお申し出があった場合、お申し出された月の
月末をもって本サービスは退会となります。ただし、退会のお申し出の時期
によっては、退会が翌月末扱いとなる場合があります。

3.サービス対象会員が、サービス対象物件において中部電力との間で結ん
でいるガス需給契約を解約された場合は、ガス需給契約の解約と同時に本
サービスも退会となります。
第１０条（利用資格の取り消し）
1.利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は利用者の承諾なく
利用資格を取り消すことができるものとします。
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第１４条（サービスの概要）
1.本サービスは、サービス対象会員の居住住戸であるサービス対象物件に
おいて、サービス対象会員が所有し、現に使用しているガス機器に不具合
が発生した場合に、サービス対象会員からの修理依頼を２４時間体制で受
付し、係員が当該ガス機器について当社所定の点検・修理作業等を無償で
提供するサービスです。

2.当社は、サービス対象会員との協議のうえ、当社営業時間内でサービス提
供日時（訪問日時）を決定します。ただし、保安上の観点から、サービス対象
会員または当社が緊急を要すると判断した場合は、この限りではありませ
ん。

3.本サービスの１回あたりの利用上限額は１０万円（消費税等相当額を含んだ
金額となります。）とします。上限額は、当社所定の工賃、部品等を交換した
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4.当社は、修理作業に代えて、不具合が発生したガス機器を同機種または同
等の機能を有するガス機器と交換することがあります。この場合、交換する
ガス機器は、利用上限額を超えない範囲内で当社が機器を選定します。
（機器本体および付属品等は当社希望小売価格、取付工賃・工事費等は当

社規定により算定するものとします。）
5.当社は、原則として運営会社またはガス機器メーカーを通じて本サービス
を提供します。

6.本サービスの利用には回数の制限はありません。
7.ガス機器がメーカー保証を有する場合は、メーカー保証が優先します。
第１５条（本サービスによる保証対象）
1.本サービスのサービス対象とするガス機器（以下「対象機器」といいます。）
は、次のとおりとします。
（1）ガス給湯器（ガス給湯暖房機、ガス暖房熱源器、ハイブリット給湯器、床

暖房熱源機を含む。またリモコンなどの付属部品も含む）
（2）ガスコンロ（ビルトインタイプを含む）
（3）ガス小型湯沸器
（4）ガスファンヒーター
（5）ガスストーブ
（6）前各号に掲げるガス機器であって、次の①、②の条件をすべて満たすガ

ス機器であること
①製造年月を起算月として製造からの経過年数が１０年（１２０ヶ月間）以
内のガス機器であること
②ガス機器メーカーによる１年以上の保証期間が設定されているガス
機器であって、保証期間が経過した以降に発生した不具合であること

2.対象機器の故障が、次の各号に定める事由・原因に関するものについては、
保証期間中であっても保証の対象となりません。
（1）配管回りの漏れ、詰まり、破損
（2）地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガ

ス害・塩害・公害
（3）火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは

倒壊等の偶然かつ外来の事由
（4）動植物による対象機器への侵入・誤作動・損傷・変質・変色・その他類似

事由
（5）住宅または住宅関連設備の設計・工事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合
（6）対象機器の物理的な移動・落下によって生じた故障または損傷
（7）対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の不良または対象機器の

据え付け不良
（8）対象機器に追加で取り付けることが可能な部品・装置の故障または損

傷、もしくは当該追加部品・装置に起因した対象機器の故障または損傷
（9）消耗品（電池、フィルター類、パッキン等メーカーの定める消耗品をい

い、消耗する部位や潤滑油等も含みます）の消耗・劣化または純正品以
外の使用に起因する故障

（10）対象機器の機能および使用の際に影響のない損害（外観の瑕疵を含み
ます）

（11）対象機器のメーカーの責に起因する故障または損傷(リコール対象商
品等)

（12）対象機器の通常使用に支障のない部分で経年劣化の範囲内の事象(サ
ビ・汚れなど)

（13）対象機器が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼
（14）その他前各号に類似する事由
3.次の各号に定める使用・管理が行われた場合は、当該使用・管理と対象機器
の故障との因果関係の有無に関わらず、保証の対象となりません。
（1）対象機器に対し、電圧・周波数等メーカーが定める方法以外による電源

を使用した場合
（2）対象機器に対し、水道法に規定された水質基準に適合した水以外の水
（井戸水、温泉水、地下水等）を使用した場合

（3）取扱説明書に禁止または要注意事項として記載された方法で使用した
場合

（4）書面によるメーカーの承諾（取扱説明書の記載中にて承諾されたもの
を含みます）を得ずに、対象機器に対する改造・修理が行われた場合

（5）対象機器が不適当な設置状態に置かれていた場合
（6）法令に基づく点検の際に、不適合と判定された住宅設備について修理

または交換をしなかった場合
（7）前各号の使用・管理が行われたと合理的に推測される場合
4.ガス機器メーカーが設定した保証期間内に不具合が発生したにもかかわら
ず、当該ガス機器メーカーが保証サービスを提供しなかったガス機器は、
保証期間中であっても保証の対象となりません。また、会員がガス機器
メーカーの保証サービスを受けることができたにもかかわらず、故意また
は過失によって当該サービスを受けることができなくなった場合も同様と
します。

5.サービス利用者が廃棄したガス機器は、保証の対象となりません。
6.ガス機器に接続するガス配管、水およびお湯廻りの配管、排気筒に生じた
不具合は、第１項に定めがある場合を除き、本サービスの対象外とします。

7.次の各号に定める費用は、保証の対象とならず、原則として対象機器の所
有者の負担となります。
（1）修理費用の一部または全部が消耗品の交換である場合における当該

消耗品の購入・修理・取り付け・撤去に要する費用

社規定により算定するものとします。）
5.当社は、原則として運営会社またはガス機器メーカーを通じて本サービス
を提供します。

6.本サービスの利用には回数の制限はありません。
7.ガス機器がメーカー保証を有する場合は、メーカー保証が優先します。
第１５条（本サービスによる保証対象）
1.本サービスのサービス対象とするガス機器（以下「対象機器」といいます。）
は、次のとおりとします。
（1）ガス給湯器（ガス給湯暖房機、ガス暖房熱源器、ハイブリット給湯器、床

暖房熱源機を含む。またリモコンなどの付属部品も含む）
（2）ガスコンロ（ビルトインタイプを含む）
（3）ガス小型湯沸器
（4）ガスファンヒーター
（5）ガスストーブ
（6）前各号に掲げるガス機器であって、次の①、②の条件をすべて満たすガ

ス機器であること
①製造年月を起算月として製造からの経過年数が１０年（１２０ヶ月間）以
内のガス機器であること
②ガス機器メーカーによる１年以上の保証期間が設定されているガス
機器であって、保証期間が経過した以降に発生した不具合であること

2.対象機器の故障が、次の各号に定める事由・原因に関するものについては、
保証期間中であっても保証の対象となりません。
（1）配管回りの漏れ、詰まり、破損
（2）地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガ

ス害・塩害・公害
（3）火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは

倒壊等の偶然かつ外来の事由
（4）動植物による対象機器への侵入・誤作動・損傷・変質・変色・その他類似

事由
（5）住宅または住宅関連設備の設計・工事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合
（6）対象機器の物理的な移動・落下によって生じた故障または損傷
（7）対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の不良または対象機器の

据え付け不良
（8）対象機器に追加で取り付けることが可能な部品・装置の故障または損

傷、もしくは当該追加部品・装置に起因した対象機器の故障または損傷
（9）消耗品（電池、フィルター類、パッキン等メーカーの定める消耗品をい

い、消耗する部位や潤滑油等も含みます）の消耗・劣化または純正品以
外の使用に起因する故障

（10）対象機器の機能および使用の際に影響のない損害（外観の瑕疵を含み
ます）

（11）対象機器のメーカーの責に起因する故障または損傷(リコール対象商
品等)

（12）対象機器の通常使用に支障のない部分で経年劣化の範囲内の事象(サ
ビ・汚れなど)

（13）対象機器が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼
（14）その他前各号に類似する事由
3.次の各号に定める使用・管理が行われた場合は、当該使用・管理と対象機器
の故障との因果関係の有無に関わらず、保証の対象となりません。
（1）対象機器に対し、電圧・周波数等メーカーが定める方法以外による電源

を使用した場合
（2）対象機器に対し、水道法に規定された水質基準に適合した水以外の水
（井戸水、温泉水、地下水等）を使用した場合

（3）取扱説明書に禁止または要注意事項として記載された方法で使用した
場合

（4）書面によるメーカーの承諾（取扱説明書の記載中にて承諾されたもの
を含みます）を得ずに、対象機器に対する改造・修理が行われた場合

（5）対象機器が不適当な設置状態に置かれていた場合
（6）法令に基づく点検の際に、不適合と判定された住宅設備について修理

または交換をしなかった場合
（7）前各号の使用・管理が行われたと合理的に推測される場合
4.ガス機器メーカーが設定した保証期間内に不具合が発生したにもかかわら
ず、当該ガス機器メーカーが保証サービスを提供しなかったガス機器は、
保証期間中であっても保証の対象となりません。また、会員がガス機器
メーカーの保証サービスを受けることができたにもかかわらず、故意また
は過失によって当該サービスを受けることができなくなった場合も同様と
します。

5.サービス利用者が廃棄したガス機器は、保証の対象となりません。
6.ガス機器に接続するガス配管、水およびお湯廻りの配管、排気筒に生じた
不具合は、第１項に定めがある場合を除き、本サービスの対象外とします。

7.次の各号に定める費用は、保証の対象とならず、原則として対象機器の所
有者の負担となります。
（1）修理費用の一部または全部が消耗品の交換である場合における当該

消耗品の購入・修理・取り付け・撤去に要する費用

（2）対象機器本体以外の機器・付属品の修理・取り付け・撤去に要する費用
（3）対象機器を修理するにあたり必要となった壁、床、天井または構成材等

の取り壊しと修復にかかる費用
（4）対象機器についてメーカーがリコール宣言を行った後に、リコールの原

因となった部位にかかる購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
（5）火災保険、動産総合保険等、保険契約による保険金により支払われるべ

き費用または既に支払われた費用
（6）サービス対象会員からの修理依頼が虚偽であった場合の出張または修

理にかかる全ての費用
（7）その他前各号に類似する費用 
第１６条（修理のお申し込み）
1.会員は、本サービスによる修理依頼をする場合には、当社が指定するコー
ルセンターに電話連絡のうえ、オペレーターの求めに応じ会員名、住所等
を伝えたうえで、サービスの利用をお申し込みするものとします。なお、
コールセンター以外を通じて修理を依頼された場合は保証の対象となら
ない場合があります。

2.修理申込時に、オペレーターの指示に基づき会員自らが不具合の解消策を
実行した結果、不具合が解消した場合には係員を派遣しないことがありま
す。
第１７条（有料サービス）
1.第１４条第３項に規定する本サービスの利用上限額を超過することが見込
まれる場合は、事前に係員が作業内容、見積額等を説明し、サービス利用
者の事前の承諾を得るものとします。

2.本サービスの対象外であるガス機器について、会員からの申し出がある場
合は、有料サービスとして修理作業を行います。ただし、第１４条第４項の規
定は適用しないものとします。

3.当社または運営会社は、本サービスの利用上限額を超過した場合、または
前項に規定する有料サービスを提供した場合は、別途会員宛てに請求書を
発行します。

4.会員は、請求書受領後、当社または運営会社が指定する方法により当該費
用をお支払いいただくものとします。

第１８条（サービス提供の制限）
1.本サービスにおけるサービス対象物件は、サービス対象会員と中部電力と
のガス需給契約に基づくガス需要場所である個人の居住住戸に限ります。
ガス機器が店舗付住宅の店舗部分、学校、病院、オフィスビル、飲食店等の
店舗において使用されている場合、集合住宅等の附帯設備である場合は
対象外とします。

2.天候、交通状況、係員の作業状況等により係員が到着するまでに時間を要
する場合があります。また翌営業日の訪問となる場合があります。

3.停電時、断水時にはサービスを提供できないことがあります。
4.作業時に騒音・振動等が発生し周辺住民に影響が及ぶ場合には、利用者が
周辺住民への説明などの対応を行うものとします。

5.利用者がサービス対象会員本人またはサービス対象会員の２親等以内の
親族であると認められない場合は、サービスを提供しないことがあります。

6.当社または運営会社がガス機器の不具合の発生原因がサービス利用者の
故意によるものであると判断した場合は、サービスを提供しないことがあ
ります。
第１９条（保証の限度）
1.本サービスは、ガス機器の不具合の再発防止を保証するものではありませ
ん。

2.本サービスは、ガス機器に発生した不具合によってサービス対象会員等が
被った一切の損害を保証するものではありません。

3.本サービスは、サービス対象会員が当社または運営会社以外の第三者に
ガス機器の修理作業等を依頼した場合の当該費用を補てんするものでは
ありません。

4.次の各号の損害等については保証の対象となりません。
（1）対象機器の故障または損傷に起因して他の財物に生じた故障もしくは

損傷等の損害
（2）対象機器が故障または損傷し、対象機器およびその他の財物の使用が

阻害されたことによって生じた損害
（3）対象機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害（障害に起因す

る死亡および経済的または精神的損失を含みます） 
第２０条（製造物責任）
1.当社および運営会社は、会員に対して本サービスに係る業務を請け負う事
業者であり、製造物責任法第３条の責は負わないものとします。

※消費税率は１０％としております。

（2）対象機器本体以外の機器・付属品の修理・取り付け・撤去に要する費用
（3）対象機器を修理するにあたり必要となった壁、床、天井または構成材等

の取り壊しと修復にかかる費用
（4）対象機器についてメーカーがリコール宣言を行った後に、リコールの原

因となった部位にかかる購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
（5）火災保険、動産総合保険等、保険契約による保険金により支払われるべ

き費用または既に支払われた費用
（6）サービス対象会員からの修理依頼が虚偽であった場合の出張または修

理にかかる全ての費用
（7）その他前各号に類似する費用 
第１６条（修理のお申し込み）
1.会員は、本サービスによる修理依頼をする場合には、当社が指定するコー
ルセンターに電話連絡のうえ、オペレーターの求めに応じ会員名、住所等
を伝えたうえで、サービスの利用をお申し込みするものとします。なお、
コールセンター以外を通じて修理を依頼された場合は保証の対象となら
ない場合があります。

2.修理申込時に、オペレーターの指示に基づき会員自らが不具合の解消策を
実行した結果、不具合が解消した場合には係員を派遣しないことがありま
す。
第１７条（有料サービス）
1.第１４条第３項に規定する本サービスの利用上限額を超過することが見込
まれる場合は、事前に係員が作業内容、見積額等を説明し、サービス利用
者の事前の承諾を得るものとします。

2.本サービスの対象外であるガス機器について、会員からの申し出がある場
合は、有料サービスとして修理作業を行います。ただし、第１４条第４項の規
定は適用しないものとします。

3.当社または運営会社は、本サービスの利用上限額を超過した場合、または
前項に規定する有料サービスを提供した場合は、別途会員宛てに請求書を
発行します。

4.会員は、請求書受領後、当社または運営会社が指定する方法により当該費
用をお支払いいただくものとします。

第１８条（サービス提供の制限）
1.本サービスにおけるサービス対象物件は、サービス対象会員と中部電力と
のガス需給契約に基づくガス需要場所である個人の居住住戸に限ります。
ガス機器が店舗付住宅の店舗部分、学校、病院、オフィスビル、飲食店等の
店舗において使用されている場合、集合住宅等の附帯設備である場合は
対象外とします。

2.天候、交通状況、係員の作業状況等により係員が到着するまでに時間を要
する場合があります。また翌営業日の訪問となる場合があります。

3.停電時、断水時にはサービスを提供できないことがあります。
4.作業時に騒音・振動等が発生し周辺住民に影響が及ぶ場合には、利用者が
周辺住民への説明などの対応を行うものとします。

5.利用者がサービス対象会員本人またはサービス対象会員の２親等以内の
親族であると認められない場合は、サービスを提供しないことがあります。

6.当社または運営会社がガス機器の不具合の発生原因がサービス利用者の
故意によるものであると判断した場合は、サービスを提供しないことがあ
ります。
第１９条（保証の限度）
1.本サービスは、ガス機器の不具合の再発防止を保証するものではありませ
ん。

2.本サービスは、ガス機器に発生した不具合によってサービス対象会員等が
被った一切の損害を保証するものではありません。

3.本サービスは、サービス対象会員が当社または運営会社以外の第三者に
ガス機器の修理作業等を依頼した場合の当該費用を補てんするものでは
ありません。

4.次の各号の損害等については保証の対象となりません。
（1）対象機器の故障または損傷に起因して他の財物に生じた故障もしくは

損傷等の損害
（2）対象機器が故障または損傷し、対象機器およびその他の財物の使用が

阻害されたことによって生じた損害
（3）対象機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害（障害に起因す

る死亡および経済的または精神的損失を含みます） 
第２０条（製造物責任）
1.当社および運営会社は、会員に対して本サービスに係る業務を請け負う事
業者であり、製造物責任法第３条の責は負わないものとします。

※消費税率は１０％としております。

【役務提供事業者】
事業者住所 名古屋市中区新栄２丁目１９番６号

グランスクエア新栄

事業者名 中電エナジーサービス株式会社
代表取締役社長  北折 宏規



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


