
「定額レスキュー」サービス利用規約 

 
この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、グッドレスキュー24 株式会社（以下「当社」といい

ます。）が提供する、店舗におけるトラブルに対する所定の緊急駆けつけ（応急処置、一次対応）サービ

スを含む「定額レスキュー」（以下「本サービス」といいます。）に関して適用されます。 
 

第１章 総則 
 
第１条（目的） 
本サービスは、本規約に従い、会員の安心で快適な店舗運営に役立つサービスの提供を目的としています。 

 
第２条（本サービスの内容） 
本規約に定めるほか、会員に提供される本サービスの詳細は、パンフレットなどに別に定めます。 

 
第３条（会員） 
1. 会員とは、本規約に同意の上、当社所定の申込手続きを行い当社がこれを承認した者をいいます。会

員には申込者および「サービス対象店舗」の責任者を含みます。 
2. 「サービス対象店舗」とは、会員が本サービスの提供を受ける店舗として入会申込時に指定した店舗

をいいます。 
 
第４条（サービス提供条件） 
会員は、本規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。 

 
第５条（利用方法・時間） 
1. 会員は、本規約およびパンフレットなどに記載された内容に従って自らの責任と負担によりサービ

スを利用するものとします。 
2. 本サービスの受付は別途当社が提供する専用アプリを利用して 24 時間 365 日可能です。受付から緊

急駆けつけサービスが提供されるまでの時間は、対応内容によって異なります。 
 
第６条（内容の変更等） 
1, 本サービスは、内容、利用条件が変更され、またはサービスの一部あるいは全部の提供が中止される

場合があります。 
2. 当社は、以下の場合は、本サービスの提供を中断することができるものとします。 
① 震災・火災・洪水・津波・戦争・騒乱・労働争議 
② システム障害・停電 
③ 本サービスに係わるシステムの定期的または緊急に行う保守・点検 
④ その他予測できない非常事態、不可抗力 



第７条（料金） 
会員は、本サービスを利用するにあたり、所定の料金（月途中の場合も日割計算なし）を支払うもの

とします。なお、支払われた料金は、当社が申込を承諾しなかった場合を除き、解約・取消し・解除そ

の他如何を問わず返還しないものとします。また会費の支払いに、振込手数料等が発生する場合は会員

の負担とします。 
 
第８条（利用期間、免責期間） 
 本サービスの利用期間は、当社が入会を承諾した日から 1 年間とします。ただし、承諾した日を含め

て 14 日間は本サービスの免責期間とし、免責期間満了日までに発生済み、発生したトラブルについて緊

急駆けつけサービスを受けることはできません。 
 
第９条（更新） 
1. 利用期間満了の１ヶ月前までに、会員が所定の方法で退会をしない場合、または当社が終了の通知を

しない場合は、本サービスの利用期間は１年間更新されるものとし、以後も同様とします。 
2.  更新後の料金は、利用期間満了日の２ヶ月前を基準とした過去１年間における緊急駆けつけサービ

スの利用回数に応じた次の金額となります。 
  基準料金：入会時の所定の料金。但し、当社が利用期間満了の４５日前までに料金の変更を通知した

場合には当該変更後の料金 
  ０回：基準料金      １回：基準料金の１５０％ 

２回：基準料金の２００％ ３回以上：基準料金の２５０％ 
3. 会員が料金その他の本サービスに関する金銭債務を支払わない場合、当社は、会員に対し、当該金銭

債務とは別に、支払期限の翌日より完済日まで年１４．６％の割合による遅延損害金、および未払金

を回収するために要した合理的な弁護士費用を含むすべての費用を請求することができるものとし

ます。 
 
第１０条（会員の変更） 
会員は、当社に届け出た申込情報に変更があった場合は、所定の方法により速やかに変更の手続きを行

うものとします。 
 
第１１条（終了・会員資格の取り消し） 
1. 会員が本サービスの利用終了を希望する場合には、利用終了希望日の１ヶ月前までに、所定の方法で

これを申し出るものとします。なお、利用期間が 1 年に満たない場合は、残月数分の料金を支払う

ものとします。 
2. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員の承諾なく会員資格を取り消すことができるもの

とします。 
（１） 入会申込み時、申込情報変更時等に虚偽の申告がなされた場合 
（２） 本規約または諸規定の定めに違反した場合 
（３） 不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの提供に支障をきたした場合 



（４） その他、当社が会員として不適切とみなした場合 
 
 
第１２条（禁止行為） 
会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。 
1. 本サービスを利用資格のない第三者に受けさせる行為。 
2. 本サービスの内容を超えるサービス提供を求める行為または本規約を逸脱する行為およびそれに類

する行為 
3. 本サービスに係わる個人・法人・団体を誹謗中傷する行為 
4. 本サービスに係わる個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、ま

たは侵害する恐れがある行為 
5. 本サービスに係わる個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為または与える恐れのある行為 
6. 政治・選挙・宗教活動および個人の思想による活動の一切とそれに類する行為 
7. 犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれに関連する行為 
8. 法律に違反する行為または違反の恐れのある行為 
9. その他、本サービス利用の一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し不適切と判断される行為 
 
第１3 条（免責） 
1. 当社は、会員が本サービスの利用によって当社の責による事無く生じた会員の損害（第三者との間で

生じたトラブル等に起因する損害等を含む）等について、一切の責任を負いません。 
2. 当社は、会員が利用期間中に本サービスを利用できなかったことによる不利益の発生等について、当

社に重過失のない限り責任を負わず、料金の免除、返還も致しません。 
3. 当社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サービスの提供を拒否する場合がありま

す。 
 
第１4 条（個人情報の取り扱い） 
1. 当社は、会員の個人情報について「個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）」その他

の法令を遵守し、必要な保護処置を講じたうえで、以下のとおり取り扱うものとします。 
2. 当社は、会員が本サービスの提供を受けるために自ら告知する以下の個人情報等を取得します。 
（１） 店舗名称、延床面積、責任者氏名、郵便番号、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス等 
（２） 利用内容、申込み内容等 
3. 前項で取得した個人情報を以下の目的のために利用します。 
（１） 本サービスの目的達成 
（２） 本サービスの提供 
（３） 利用実績の集計 
（４） 本サービスの向上 
 
第１5 条（規約の変更） 



本規約は、変更される場合があります。この場合、当社は、変更の内容、変更日を予め会員に通知しま

す。 
 
第１6 条（譲渡禁止） 
会員は、本サービスに関する契約上の地位または権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担

保に供してはなりません。 
 
第１7 条（管轄裁判所） 
本サービスに関して訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。 
 

 
 
 
 

第２章 定額レスキュー(緊急駆けつけサービス) 
 
第１8 条（サービスの内容） 
1. 会員は、自己の店舗において次の各号のトラブルが生じたとき、専用アプリを利用し 24 時間 365 日

トラブル解消のための緊急駆けつけサービスを受けることができます。 
（１）給排水設備のトラブル 
（２）鍵のトラブル 
（３）内装・ガラスのトラブル 
（４）空調のトラブル 
（５）電気設備のトラブル 
（6）厨房設備のトラブル 
 
2. 本サービスを会員が受ける場合、次の提示が必要となる場合があります。 
（１）グッドレスキュー24 アプリ会員証 
 
第 19 条（サービスの範囲） 
1. 会員は別紙に定める緊急駆けつけサービスを、利用期間毎に、３回まで無料で受けることができま

す。但し、部品交換を行った場合の部品代等については、会員において負担が必要となります。 
2. 会員は、高所作業、特殊作業を必要とする場合等、本サービスの対象に含まれない一次対応について

も、当社との協議の上別途有料でサービスを受けられる場合があります。 
3. 緊急駆けつけサービス対応後、部品の手配を要する等の理由により二次対応工事（後日作業）が必要

な場合、会員は別途有料でサービスを依頼することができます。 
4. 緊急駆けつけサービスにより店舗等を訪問した場合には、トラブルを確認できなかった場合、トラブ



ルを解消出来ないと判断した場合、依頼内容外のトラブルに対応できなかった場合、その他理由の如

何を問わず、１回の利用として扱われます。 
 
第 20 条（適用除外） 
次の各号のいずれかに該当するトラブルは定額レスキューの対象となりません。 
1. 入会当初からの故障・破損のトラブル 
2. 免責期間中の故障・破損のトラブル 
3. 建物共用部分に関わるトラブル 
※ ベランダ・エントランス・エレベーター・共用廊下等 

4. 立会いができない場合のトラブル 
5. 会員以外からの要請 
6. 緊急駆けつけサービス後の二次対応工事 
7. 申込書に記載の無い物件でのトラブル 
8. 転居等の理由での原状回復のための要請 
9. グッドレスキュー24 アプリを利用しない場合 
10. 凍結対応等の水まわりのトラブル 
11. 自然災害・異常気象等の天変地異、テロ、火災、停電、断水等によるトラブル 
12. メーカーの保証期間内の場合 
13. メーカーの定める使用方法以外の使用等、会員の故意過失によるトラブル 
14. 経年劣化による腐食などの場合 
15. 海外製など特殊製品の厨房機器が対象の場合 
16. 業務用でない、家庭用機器や家電トラブルの場合 
17. 部品交換、二次対応などの有償作業が必要な場合 
18. その他当社が不適切と判断した場合 
 
本規約更新 
2021年 6 月 17 日 グッドレスキュー24 株式会社 
 
 
 
 



 

定額レスキュー　対応内容

⼀般会員様(有料) 定額会員様(無料)  定額会員様 ⼀般会員様・定額会員様(有料)  別途お⾒積り

!" #$%& #$'& #$() *+,-./0 12 345 12 6789:;+,-0

<= >=-?@ABCDEFGHI67BJKLMKNOA \8,000 PQRS \0 TKUVFW:XYZL[:=\8]:^_67`

abc defHNghabcijBklUKmKnD \16,000 PQRS \0 o=pqdrsBo=p8967BtunD

vw -?OxB8967 \12,000 PQRS \0 =\8]:^_67`

<= yzEFGH67BJKLMKN67 \8,000 PQRS \0 =\8]:^_67`

vw -?OxB8967 \16,000 PQRS \0 =\8]:^_67`

<= -?>=OxBEFGHI67 \8,000 PQRS \0 {o=8]67BEFGHI67B|}J~�FU8]Ä^_67

=>bÅÇ
-?>=OxBÉKÑHÖÜ8967BCDEFGHI
67

\16,000 PQRS \0 ÉKÑHÖÜ8967

=áàâä ÉKÑHÖÜ8967B8]ãàåç \16,000 PQRS \0 ÉKÑHÖÜ8967

abc defHNghabcijBklUKmKnD \12,000 PQRS \0 éão=pqdrsBo=p8967BtunD

vw -?OxB8967 \16,000 PQRS \0 èê89:^_67`

⼀般会員様(有料) 定額会員様(無料)  定額会員様 ⼀般会員様・定額会員様 別途お⾒積り

!" #$%& #$'& #$() *+,-./0 12 345 12 6789:;+,-0

.ëíâä ìîï@B[�KTKVñFUBóÜòóãòôöõú \16,000 PQRS \0 ôö67Bùûü67B†~K°67`

¢mK£§ ¢mKÜ•åçB-?Ox \16,000 PQRS \0 ñH¶K67BV�K67`

ß®©3âä ™´VKÖåç¨ \16,000 PQRS \0 ™´ï≠ByHN�F¶K67

=<à Æ�HEHØàij∞± \20,000 PQRS \0 o=Æ�H67

≤≥âä:.ëíâä ¥µH∂LU∑∏BπHEKåç∑∏ \20,000 PQRS \0 ¥µH∂LU67B8]67

∫ª©ºΩ -?OxBæKÑKåç \16,000 PQRS \0 JÉFy¥µH67

⼀般会員様(有料) 定額会員様(無料)  定額会員様 ⼀般会員様・定額会員様 別途お⾒積り

!" #$%& #$'& #$() *+,-./0 12 345 12 6789:;+,-0

ø¿ ¡FGH¬:¶√ÑKHƒí≈ø¿./ \16,000 PQRS \0 ∆«.»

TKÆGKø¿ … ÀÃghø¿ \24,000 PQRS \0

v¿ ø¿ÕŒœhv¿./ \16,000 PQRS \0 JVHπK67

TKÆGKv¿ ø¿ÕŒœhv¿./ \16,000 PQRS \0

JVHπKabc abcij–—“à«:∫”â‘’B∞± \8,000 PQRS \0 JVHπK67

Æ÷™KÆ◊bc Æ÷™KÆãí \0

ÿ¿ÕŸ ⁄8∑∏:∞±:¤‹u›fi \16,000 PQRS \0 «:JVHπK:¿fl8967

⼀般会員様(有料) 定額会員様(無料)  定額会員様 ⼀般会員様・定額会員様 別途お⾒積り

!" #$%& #$'& #$() *+,-./0 12 345 12 6789:;+,-0

†‡B·à vw‚&„‰Bvw”Âj \0 ™m´67

vw vw‚&„‰Bvw”Âj \0 ™m´67

ÊÁ:Ë:È©à vw‚&„‰Bvw”Âj \0 4Y:›Í:67

vw vw‚&„‰Bvw”Âj \0 4Y:›Í:67

Îë ë.ÕŸ ÏÌÓÔâ./–ÒÚÛÙÜ’ \0 8]67:∑∏

ıë ë.ÕŸ ÏÌÓÔâ./–ÒÚÛÙÜ’ \0 8]67:∑∏

⼀般会員様(有料) 定額会員様(無料)  定額会員様 ⼀般会員様・定額会員様 別途お⾒積り

!" #$%& #$'& #$() *+,-./0 12 345 12 6789:;+,-0

Õõˆ ´˜F¯67B˘˙Õø˚BM´Ñ:[�KTKåç \16,000 PQRS \0 S¸êÃ67Bìî67B´˜F¯67

¯m˝˛ ¬ÉK:ˇ!ê:S¸êÃ67:˘˙ÕŸø˚ \24,000 PQRS \0 S¸êÃ67Bìî67B´˜F¯67

´˜F¯ ë.ÕŸ ´˜F¯67 \16,000 PQRS \0 ´˜F¯67

yHñHU ë.ÕŸ "#åçByHñHU67 \12,000 PQRS \0 yHñHU67

*8$# [�KTKåçB%#á:&'(!B<#ƒ)Xc*í \16,000 PQRS \0 ìîÀ+B#,-.8967

/ó$#
[�KTKåçB%#á:&'(!B<#ƒ)Xc*
íB#e01åç

\16,000 PQRS \0 ìîÀ+B#,-.8967

∫ª ∞±B∫ª'&…!BæKÑKåç \24,000 PQRS \0 7,2:æKÑK8:8967

ë.ÕŸ ∞±BæKÑKåçB"#åçB´˜F¯67 \24,000 PQRS \0 7,2:æKÑK8:´˜F¯:8967

ıëÆ÷ ıëÆ÷ ë.ÕŸ ÏÌÓÔâ./ \20,000 PQRS \0 8]67

34-. ˜HÑK¥}H ë.ÕŸ "#åçB˘˙ÕŸåç \12,000 PQRS \0 ìî:8967B^_67

⼀般会員様利⽤⾦⽬安

⽔回り

Îrê

{o=

56–7=\’

U˜� {o=

⼀般会員様利⽤⾦⽬安

空調 厨房・店内・室
内

エアコン

ダクト

⼀般会員様利⽤⾦⽬安

鍵・扉 869 ¿fl

都度⾒積

⼀般会員様利⽤⾦⽬安

内装
・ガラス

内装・ガラス

ガラス

都度⾒積ÜÍ

J:FÑK

⼀般会員様利⽤⾦⽬安

電気設備

S¸ S¸êÃ

´˜F¯

$# $#

7,-. 7,2

◆⼀次対応の場合でも、部材代、便器脱着等の特殊作業、脚⽴、⾜場など⾼所作業の場合は追加費⽤が発⽣いたします。
◆海外製など特殊製品は、対応できません。
◆温⽔洗浄便座（ウォシュレット）、⾷器洗浄機、洗濯機、24時間⾵呂、電気温⽔器、エコキュートなど家電・器具のトラブルは対象外です。
◆寒冷地での⽔道管凍結トラブルの対応は出来ません。
◆新築アフターサービス対象の場合、施主様にご依頼頂く場合があります。

◆⼀次対応の場合でも、部材代、特殊作業、脚⽴、⾜場など⾼所作業の場合は追加費⽤が発⽣いたします。
◆油の固着等汚れ除去ができない可能性は御座います。
◆海外製など特殊製品は、対応できません。

◆解錠・破錠作業前に、⾝分証明書の確認を致します。 確認ができない場合、作業は致しません。
◆防犯性の⾼い特殊な鍵の場合、対応できない場合があります。
◆⼆重鍵（ツーロック）の場合、2つ⽬の解錠・破錠は有償となります。
◆破綻した場合、現状復帰は有償となります。
◆特殊な鍵の交換には、⽇数を頂く場合があります。
◆新築アフターサービス対象の場合、施主様にご依頼頂く場合があります

◆外気に触れたサッシの窓ガラスのみサービス対象となります。
◆⼀次対応の場合でも、脚⽴・⾜場など⾼所作業の場合は追加費⽤が発⽣致します。
◆特殊なガラスの交換には⽇数を頂く場合があります。

◆トラブルの内容によっては、直接電⼒会社、メーカー対応となる場合があります。その場合の費⽤はお客様 負担となります。
◆照明器具等の管球交換は対象外です。
◆テレビ、オーディオ類、エアコン、電⼦レンジ、冷蔵庫 等の家電トラブルは対象外です。
◆エレベーター、給排⽔ポンプ、太陽光発電等の設備ト ラブルは対象外です。
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◆電源不具合箇所が設備側の場合、再⼿配となります。
◆部品交換を伴う修理に関しましては別途御⾒積させて頂きます。
◆作業申請等必要な場合は店舗様にてご対応願います。
◆最短での⼿配を実施いたしますが作業員のスケジュールによって即⽇対応を約束するものではございません。
◆修理業務に必要な範囲において⽔・電気の使⽤許可をお願いします。      ◆夜間作業の場合、従業員様に居残りをお願いする場合がございます。
◆修理不可の場合⼊替⾒積を提出します。◆修理不可、部品調達期間等のいかなる理由においても営業補償は⾏いません。

E¥LcõCIJL
cõ

KL„Ë!M

√\%]vNOÊÁÖ#PoQ013A<R÷ST9

√ABUVÆW D-./8Ë÷R01:;—ABR÷ST3XY.·È9

√Z[Å\q\M¸]0QJK«»R≈^'7ÈéI >_R`a JKÛb÷.·ÈäÑ⁄



 v2106019 申込・契約⽇         年  ⽉           ⽇

フリガナ

フリガナ

フリガナ

代表者名(法⼈名)  担当者名

登録店舗

フリガナ

フリガナ

TEL FAX

税込単価 数量

販売取次店

販売元 ⼯事⾃動承認額(                                   )円
グッドレスキュー24株式会社

〒130-0022 東京都墨⽥区両国3-25-5 JEI両国ビル2F

TEL 03-6659-6591

法⼈契約番号

グッドレスキュー24アプリ利⽤規約

お申込者

お客様名
（法⼈名）

創⽴年⽉⽇

印
年 ⽉ ⽇

ご住所

TEL   FAX

E-MAIL ⽀払⽅法

        複数ある場合は、チェックをして別紙店舗リストをご提出お願いします。 登録店舗数(ID数)「      」店舗

店舗名

ご住所

⼀般会員向けメニュー(緑ボタン) \330 定額レスキュー会員様は無料

システム利⽤メニュー

メニュー 税込⾦額 備考

⼀般会員向けメニュー(⻘ボタン) \330

⼀般会員向けメニュー(発注システム) \100

定額レスキュー(⼀般店舗) \1,100 別途定額レスキュー規約の同意必須

つながる修理サポート(K) \2,728 別途つながる修理サポート(K)
規約の同意必須

定額レスキュー(飲⾷店厨房機器含) \1,650 別途定額レスキュー規約の同意必須

管理画⾯(ユニーク) \16,500

管理画⾯(複数アクセス) \33,000

⾃動コール1回の通信費 \110
本書をもって上記記載事項を全て了承します。

合計税込価格

⾃動コール設定 \11,000 更新は別途5,500円となります。

レポートシステム利⽤料⾦ \1,100

定額レスキュー会員様は無料

印合計⽉額利⽤料⾦(税別)

お申込み  お問い合わせはこちら

お申込 担当者名

グッドレスキュー24 申込書
グッドレスキュー24アプリ利用規約

「グッドレスキュー24アプリ利用規約」（以下、「本規約」とします。）は、ダブルウィンシステム株式会社（以下、「当社」とします。）が提供するグッドレスキュー24アプリ及び管理画面機能（以下、「本アプリ」としま
す。）の利用条件などを定めるものです。本アプリを利用する者（以下、「利用者」とします。）は、本規約に同意し、これを遵守しなければなりません。本規約に同意できない場合、本アプリのダウンロード、インストール及び

使用を中止してください。本アプリをダウンロード、インストール又は使用する場合、利用者は、本規約に同意したものとします。

第1条 本アプリ(グッドレスキュー24)とは

1.本アプリは、利用者(店舗等を運営する法人もしくは個人事業主に限り、一般家庭は対象とはなりません。)の緊急トラブル(水道・電気・空調・厨房機器・害虫・カギ扉・内装ガラス・PC/ネット・人材等のトラブル等)に対する
サポートを受けることができるサービス(以下、「本サービス」とします。) となります。

2.本アプリには、次のレポート閲覧機能が備えられており、新規店舗の一括登録、削除、編集・レポートの検索、編集、削除、印刷、ダウンロード・訪問管理のスケジュール作成等は別途料金表に基づく管理画面機能の申し込みを

された場合に利用できるものとします。「レスキュー作業報告」「食器洗浄メンテナンスレポート」「覆面・満足度調査レポート」「オリジナルレポート」「発注書レポート」
第2条 契約の成立

1.利用者が当社の定める方法に従い、本アプリの利用の申込みをし、当社が利用者に対して当該申込みを承諾する旨の通知を行った時点で、利用者と当社との間に本アプリの利用契約（以下、「本契約」とします。）が成立するも

のとします。
2.利用者は、前項の申込みに際して、当社が要求する情報を虚偽なく正確に提供しなければなりません。当該情報に変更があった場合、最新の情報となるよう変更、修正を速やかに当社に届け出るものとします。

3.本契約が有効に成立し、利用者から第5条第1項及び第2項に定める初回に支払うべき利用料金が支払われたことを当社が確認した場合、当社は、利用者に対し、利用者が申し込んだID数の本アプリのIDを発行します。利用者は、

発行された1 IDにつき1台の機器（現在利用可能な機器はスマートフォンのみです。以下、同じとします。）を設定し、本アプリの利用を開始することができます。

4.本契約の契約期間は、利用者に対しIDが発行された日の属する月（以下、「利用開始月」とします。）から起算して12ヶ月間とし、利用者は、契約期間中の中途解約はできないものとします。また、当社又は利用者から契約期
間最終日の3ヶ月前までに解約の申入れがない場合、本契約は1年間自動更新されるものとし、その後も同様となります。

第3条 利用者の責任と権利

1.利用者は、自己の責任で本アプリを利用するものとし、本規約に基づく義務に違反する行為、本アプリを利用してなされた一切の行為、及びそれらの行為の結果生じた当社又は第三者の損害、損失につき一切の責任を負うことに
同意するものとします。

2.利用者の使用権は非独占的なものであり、第三者への再使用許諾、譲渡又は契約上の地位の承継等を行うことはできません。

3.本アプリを稼働させる機器及びネットワーク等の環境は、利用者の費用と責任で準備するものとします。
第4条 利用料金等

1.本アプリの利用料金は、利用者がお申し込みの際に同意した金額（消費税別途）となります。なお、利用料金は日割計算をしませんので、月途中に利用が開始又は終了した場合でも、1ヶ月分の利用料金をお支払い頂きます。

2.利用者がオプションサービスを利用する場合には、前項の利用料金とは別に、追加料金が発生する場合がございます。この場合、オプションサービスの追加料金の支払期限及び支払方法は、利用料金と同様とします。但し、当該

オプションサービスの追加料金の支払形態が一回払いのものについては、当社が当該オプションサービスを提供した月の翌月又は翌々月（いずれであるかは当社の指定によるものとします）までに、利用者が利用する利用料金の支
払方法と同様の支払方法により支払うものとします。

3.本アプリ内から「トラブルの項目」「トラブルの起きた場所」「故障している箇所」「故障の状態」等を画面に沿って選択することで、予想緊急対応内容と料金目安が表示されます。画面に表示された内容を確認のうえ送信する

ことで、受付窓口より連絡がきますので、緊急対応内容と料金・支払条件等を最終確認のうえ依頼をすることで、当社との間で契約が成立し、緊急サポート(以下、「有料サポート」とします。) を受けることができます。
4.当社または当社の派遣する工事業者（以下、「当社等」とします。）が店舗等を訪問後、緊急対応内容について変更、追加を要すると判断した場合であって、当該変更、追加後の料金が設定された自動承認額の範囲内の場合には、

当社等は、利用者への再提案を省略して工事を進めます。当該変更、追加後の料金が自動承認額を超える場合、または部品の手配を要する場合、当社は、料金・支払条件等を利用者に再提案し、利用者はこれらを再確認のうえ再依

頼するものとします。
5.1回の有料サポートにおける前項の自動承認額の初期設定は、5万円となります。利用者は、この自動承認額を変更する場合、事前に当社に申し出るものとします。

6.有料サポート正式依頼後工事着手までの利用者都合によるキャンセル料は、１万円（税別）と致します。但し、部品の手配を要する有料サポートのキャンセルについては、キャンセル料に加えて当該部品代も要するものとし、当

社は、キャンセル料及び当該部品代の入金確認後、着払いにて利用者に当該部品を送付します。

7.当社等が工事に着手し、緊急トラブルに対するサポートを提供した場合には、トラブルを確認できなかった場合、トラブルを解消出来ないと判断した場合、依頼内容外のトラブルに対応できなかった場合、利用者が当社の再提案
について再依頼をしなかった場合、その他理由の如何を問わず、利用者は、当社に対し、サポート提供に対する料金として、第３項の依頼に基づく料金の支払いを要するものとします。

8.本アプリのダウンロード時及び本アプリ利用中にデータ通信料が発生した場合の当該通信料は、利用者が負担するものとします。

第5条 支払期限と支払方法

1.本アプリの利用料金の支払形態が毎月払いの場合(管理画面機能限定)、利用者は、毎月1日から末日までの月額利用料金を、その前月末日（金融機関等が休業日の場合は、その前営業日。以下、同じとします。）までに支払うも

のとします。但し、利用者は、月の途中からの利用開始を希望する場合、初回の支払いとして、当月分と翌月分の2ヶ月分の料金を当月末日までに支払うものとします。

2.本アプリの利用料金の支払形態が年間一括払いの場合、利用者は、利用開始月から12ヶ月分の年額利用料金を、本契約の成立後、利用開始月の前月末日までに支払うものとします。但し、契約期間が延長される場合、利用者は、
2年目以降の支払いについては更新月の前月末日までに、年額利用料金を支払うものとし、以後も同様とします。

3.利用者は、当社に対し、本アプリの利用料金を、前2項の支払期限までに、次に掲げる支払方法のうち当社が指定した方法により支払うものとします。

(1)銀行等の預貯金口座からの自動引落し (2)クレジットカードによる支払い

4.当社は、当社が利用者から提供を受けた利用者のクレジットカードに関する情報について、クレジットカード会社との間で随時情報交換を行うことができるものとし、当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法
の変更等の措置をとるよう求めることができるものとします。

5.利用者は、当社に対し、有料サポートの料金（変更、追加後を含む）又はキャンセル料を、依頼時の支払条件に従って支払うものとします。

6.利用者が本規約又は本アプリに基づく債務の支払いを延滞した場合、利用者は、当社に対し、延滞金額に加え、延滞金額に対して支払期限の翌日から支払日まで年14.6％の割合による遅延損害金の支払いを要するものとします。
第6条 利用者に係る情報の取得と利用

当社は、本サービスの運営に関連して取得した利用者の個人情報を当社がホームページ上に掲載する等の方法により公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。

当社は、前項のプライバシーポリシーが定める個人情報の他、利用履歴、サービス利用情報（クッキー、ログ、位置情報、機器情報等）を取得し、前項のプライバシーポリシーが定める利用目的の他、本アプリ及び当社が提供する
サービスの改善、経営分析等のための統計数値の作成、マーケティング調査、不正利用の防止、本人確認等の目的に利用する場合がございます。

第7条 知的財産権

本アプリで表示される情報（文書・写真・画像、その他編集された全ての内容）に関する知的財産権（著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等を含みますがこれらに限定されません。）は、当社が保有します。

本規約による利用者の本アプリの使用許諾は、利用者に対してなんらの権利移転を意味するものではありません。
第8条 禁止事項

利用者は、本アプリの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはなりません。また、利用者の違反行為により当社又は第三者に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償する責任を負うものとします。

1)当社の承認した以外の方法により本アプリを利用すること
2)1つのIDを複数の機器で利用すること

3)本アプリを利用して第三者に有料サービスにするなどの営利目的に利用すること

4)本アプリ（又は本アプリが接続するサーバ及びネットワーク）の運営を妨げ又は支障を及ぼす行為を行うこと
5)第三者になりすまして本アプリを利用する行為を行うこと

6)本アプリに使用されている画像、データ、情報等の全てについて、その有償無償や形態の如何を問わず、事前に当社から書面による承諾を得ることなく、複製、転載、再配布等する行為を行うこと

7)当社又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等その他の一切の知的財産権を侵害する行為を行うこと

8)本アプリを逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングによりソースコードの解析を行うこと
9)特典等を取得するために不適切な行為を行うこと

10)その他、法令違反行為、当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為を行うこと

第9条 免責

本アプリは現状有姿で提供されます。当社は、本アプリの完全性、有用性、動作保証、特定の目的への適合性、使用機器への適合性その他一切の事項について保証しません。また、通信障害、システム機器等の瑕疵、障害又は本ア

プリの利用により利用者又は第三者が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

利用者の操作により、本アプリが、他のアプリを呼び出す場合又は他のアプリの機能を利用する場合、当該アプリの仕様、動作及び効果等について、当社は一切の責任を負いません。
第10条 本アプリの変更、中断又は終了

当社は、利用者への事前の通知なく、本アプリの内容、表示、操作方法、運営方法等を変更し、又は本アプリの提供を中断、終了することができます。この場合、当社はかかる変更・中断等に起因して生じる事象について一切責任

を負いません。利用者が本規約に定める事項の一つにでも違反した場合、当社は、なんらの通知を行うことなく本契約を解除し、本契約及び本アプリの利用を終了させることができることとします。

第11条 本規約の変更等

本規約は、利用者の事前の承諾を得ることなく、予告なく変更される場合があります。変更後に本アプリを使用された場合、利用者は当該変更に同意したものとみなします。

本規約を変更した場合、当社は、当社が適切と判断する方法で、利用者に通知又は公表します。

本規約のいずれかの条項又はその一部が、違法又は無効であると判断された場合であっても、本規約のその他の部分は有効に存続するものとします。
第12条 準拠法及び裁判管轄

本規約に関する準拠法は日本法とします。本規約、本サービス又は本アプリに関連して当社と利用者間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

□グッドレスキュー24アプリ利⽤規約に同意しました。
□定額レスキュー利⽤規約に同意しました。
□つながる修理サポート(K)利⽤規約に同意しました。
□本書をもって記載事項全てを了承しました。
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