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棟梁ドットコム延長保証サービス規程 

 

１． 棟梁ドットコム延長保証サービスの対象となる機器 

棟梁ドットコム延長保証サービス（以下、「本サービス」といいます。）が対象とする機器は、以下の（１）～（６）までの全ての条件を満たす機器とします。 

（１） 住宅設備機器を販売する、工務店・リフォーム会社（以下、「当社」といいます。）が指定する対象機器。※１ 

（２） 当社が発行した住設アフター・サポート加入者証（以下、「加入者証」といいます。）に記載されたお客様（以下、「加入者」といいます。）が購入された、

加入者証記載のサービス対象機器。※２ 

（３） 新品で購入された機器を対象とし、中古品は除きます。 

（４） 一般家庭で使用される場合を対象とし、業務用での使用や、車両、船舶等へ取り付けられたものは除きます。 

（５） 機器の本体部分を対象とし、給排水管等の部材や部品は対象外となります。 

（６） 特注品または特殊な加工、取付工事がなされている場合は、本サービスの対象外となる場合があります。 
※１  別表参照 
※２ 加入お申し込み後に、お申込み機器が指定対象外であると判明した場合、当社は加入者に対して本サービスのご提供を拒否することが出来ます。 

２．本サービスの内容 

（１）本サービスの対象期間（以下、「対象期間」といいます。）内において、対象機器の取扱説明書等に則した正常な維持管理、使用状態において発生した対象

機器の故障（自然故障）で、かつ対象機器の製造メーカー（以下、「メーカー」といいます。）の保証規定で保証対象となっている場合、以下の場合を除い

て当社が修理の提供を行います。 

① 対象機器のメーカーの倒産、事業撤退、修理部品の供給停止等、メーカーの事情により当社が対象機器の修理部品の供給を受けられなくなる等、対象機

器の修理を行えない状況になった場合。 

② 加入者が対象機器を他の者に譲渡した場合。 

③ 以下の「６．免責事項」に記載の場合。 

※対象機器の使用に関わる間接損害（事業利益の喪失、事業の中断、事業情報の損失）、特別損害、付随的損害、他の機器及び部品に対するデータの損失

または損傷、弟三者からの賠償請求に基づく損害、身体損害ならびに他の財物に生じた損害に関して一切の責任を負うものではありません。 

（２）（１）に記載の故障が発生した場合には、速やかに修理受付窓口にご連絡を頂き、加入者証に記載の内容を確認させて頂きました上で、修理を受け付けさ

せて頂きます。当社指定先以外で修理を依頼された場合には、本サービスの対象とはなりません。 

（３）本サービスは、日本国内においてのみ提供されます。 

（４）当社は、修理期間中の代用品の提供は行いません。 

３．対象期間 

（１） 本サービスの対象期間は、当社が、加入者からのお申込みを受け付け、加入者証を発行した日から始まり、加入者証記載のサービス終了日までとします。 

（２） 本サービスの更新は出来ません。対象期間満了後、修理が必要な場合には有償で修理を承ります。 

（３） メーカー保証期間内に初期不良、リコール等によって新品の交換品が提供された場合であっても、対象期間の変更は行いません。 

４．修理の回数及び修理費用の上限 

 対象期間内であれば、修理の回数に上限はありません。但し、修理見積費用が１回の修理の上限金額（以下、「上限額」といいます。）を超過する場合には、修

理を行わず、以下「代替品」の規定に基づき対応させて頂きます。上限額は、本サービス対象機器の購入金額とします。 

５．代替品の提供 

（１）1 度の修理にかかる修理見積費用が上限額を超過する場合は、修理をおこなわず、上限額の範囲内にて同機種または同等品を提供することで、修理に代え

させて頂きます。 

（２）代替品の提供につきましては、代替品が上限額を超過する場合、上限額を超過する部分は加入者での負担とし、当社は負担しませんので、あらかじめご了

承ください。 

（３）代替品が提供された場合でも、本サービス有効期間は当初の有効期間まで継続します。 

６．免責事項 

  対象期間内であっても、以下に該当する場合には、当サービスの対象外となります。 

（１） 保証対象 

① 本サービスの対象となる機器以外の機器。 

② 乾電池、バッテリー、電球、浄水器用カートリッジ、フィルター、ゴムパッキン等の消耗品、グリル皿、風呂フタ等の部品の交換（但し、減圧弁と安全

弁については、使用者が自ら交換を行うことが困難なため、当社の修理の対象とします）。 

③ メーカー指定外の消耗品の使用に起因する故障。 

④ 経年劣化、通常の使用に伴う損傷、摩耗、キズ、色あせ、錆、カビ、虫食い、木製品の反り、割れ、樹脂部品の変質等。 

⑤ 対象機器の付属部品、周辺機器（本体付属を含む）、アクセサリー、ソフトウェア等対象機器以外の機器の故障、破損、また、そうした機器の故障及び

損傷等不具合に起因する対象機器の故障及び損傷等不具合。 

⑥ ハードディスクの不良を原因とするデータの破壊、損傷等不具合。 

⑦ 対象機器の製造メーカーの責めに起因する故障及び損傷等不具合。 

⑧ 対象機器の製造メーカーがリコール宣言を行った場合、リコールの原因に関連して生じた故障及び損傷等不具合。 

⑨ 加入者の依頼による対象機器の検査・点検。 

⑩ 対象機器を国外に持ち出された場合の国外からの修理依頼。 

⑪ 対象機器の故障及び損傷等不具合が原因で発生した、対象機器以外の不具合。 

（２） 取付工事 

① 機器の設置及び工事に起因する不具合。 

② 配線、配管等の工事に起因する不具合。 

（３） 使用状況 

① 対象機器の取扱説明書等に従った正常な使用を行わなかった（不注意、過失を含む）ことに起因する故障及び損傷等不具合。 

② 水道水以外を使用したことに起因する故障及び損傷等不具合。 

③ 指定規格以外の電気・ガス・燃料等を使用したことに起因する故障及び損傷等不具合。 

④ 対象機器の取付場所の移動、あるいは輸送時の落下、振動、衝撃等、取扱い上の問題によって生じた故障及び破損等不具合。 

⑤ 対象機器あるいは他のものの落下、破損、衝撃、水濡れ、電池液漏れ等を原因とする対象機器の故障及び損傷等不具合。 

⑥ 使用上の誤り、想定外の使用及び使用の限度を超える過酷な使用（取扱説明書記載の使用目的・方法、使用限度以外の使用をいいます。）に起因する故

障及び損傷等不具合。 

（４） 維持管理 

① ハウスクリーニング業者によるものを含めた掃除、維持管理方法の不備に起因する故障及び損傷等不具合。 

② 洗剤、薬剤等に起因する故障及び損傷等不具合。 

③ 給排水管の錆、砂やゴミ等異物の配管内流入、水アカ固着または排水管が詰まることによって生じた故障及び損傷等不具合。 

（５） 修理・分解 

① 当社指定先以外で修理を行った場合。 

② 改造、分解、増設、付加等を行った場合。 

（６） 外部環境等 

① 火災・落雷・爆発または外部からの衝撃・地震・津波・洪水・高潮・土砂崩れ・噴火・地殻変動・地盤沈下・塩害・ガス害・異常電圧に起因する故障及

び損傷等不具合。 
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② 戦争・内乱・暴動・紛争・テロその他これらに類する争乱による故障及び損傷等不具合。 

③ 核燃料物質、放射性物質もしくはそれに汚染されたものの放射性・爆発性その他有害な特性に起因する故障及び損傷等不具合。 

④ 動物（犬、猫等ペット動物、ねずみ、昆虫等）の行為または、植物の害に起因する不具合。 

⑤ ガス・電気・給水等の供給利用に関して、指定された以外の環境条件（ガス圧、電源・電圧・周波数、電磁波、水圧・水質、音、振動等）で使用したこ

とに起因する故障及び損傷等不具合。 

⑥ 建設躯体の変形等対象機器以外に起因する故障及び損傷等不具合。 

⑦ 海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の高い空気環境及び公害環境（塩害、砂塵、各種ガス、煤煙等）に起因する故障及び損傷等不具合。 

⑧ 自然環境や住環境に起因する結露・カビなどの現象に起因する故障及び損傷等不具合。 

（７） 契約内容 

① 加入者証に記載された情報（加入者名、連絡先、対象機器、設置場所）と実際のご利用状況に相違がある場合。 

② 加入者証に改ざん、虚偽の申告等がある場合。 

（８） その他 

その他上記各号に準ずる場合。 

 ７．有料での修理ご提供となる場合 

（１） 対象機器の製造メーカーが、メーカー保証の内容として出張修理の対象商品としている場合においては、当社の費用負担で修理を行いますが、メーカーが

遠隔地としている離島その他への出張費用につきましては、加入者の負担とさせて頂きます。 

（２） 高所・難所の作業の場合等、特殊な場所のための作業車等機材を使用した場合に要する実費は加入者の負担とさせて頂きます。 

（３） 対象機器の製造メーカーが、メーカー保証の内容として出張修理の対象商品外としている場合においては、対象機器の着脱にかかわる費用及び当社指定の

リペアセンターに送付す 

る送料については修理の範囲外として、加入者負担とさせて頂きます。修理を終えた対象機器の返送にかかる送料につきましては、当社の負担とさせて頂

きます。 

（４） 加入者の不具合の申し出により出張するも、不具合の状況が再現できず、不具合が誤解によるものであった場合等における出張にかかる費用。 

 ８．加入者証記載情報の変更 

     対象期間中にお客様が住所、電話番号等を変更された場合は、修理受付窓口へご連絡ください。 

９． 解約 

（１） 加入者は、本サービス契約を解約することが出来ます。解約のお申し出は、当社の担当窓口にご連絡を頂き、解約届の提出を行って頂くことで解約となり

ます。以下の返金率を乗じて計算した本サービスご利用料金の一部を返金致します。返金に際しての振込手数料は、加入者負担とさせて頂きます。解約の

時期により、返金されない場合があります。設置完了後 8 日以内の解約につきましては、振込手数料を除き全額返金させて頂きます。 
5 年保証 (1 年目)80% (2 年目)60% (3 年目)40% (4 年目)20% (5 年目)0% 

8 年保証 (1 年目)90% (2 年目)80% (3 年目)60% (4 年目)50% (5 年目)40% (6 年目)30% (7 年目)10% (8 年目)0% 

10 年保証 (1 年目)90% (2 年目)80% (3年目)70% (4 年目)60% (5 年目)50% (6 年目)40% (7 年目)30% (8 年目)20% (9 年目)10% (10 年目)0% 

（２） 解約のお申し出の際に、既に修理を行っている、または、修理のお申込みを頂いている対象機器につきましては、サービス料金の返金は致しません。 

（３） 以下に該当する場合は、当社は本サービス契約を解除することがあります。本サービスの提供に対して、加入者が脅迫的な言動、暴力行為、名誉・信用を

毀損する行為、偽計または、威力による業務妨害行為、及び不当要求行為を行った場合。 

 １０．規定の変更 

（１） 当社は、本規定を変更する場合があります。その場合には、変更後の規定による条件が適用されます。 

（２） 規定の変更に際しましては、事前に当社のホームページに変更内容を記載致します。 

 １１．個人情報の取り扱い 

（１） 当社は、加入者から取得した個人情報を以下の目的の範囲内で利用させて頂きます。 

① 本サービス契約の締結、維持管理、各種手続きの実行。 

② 修理の履行に関わる手続き（修理依頼品の回収、修理並びに納品）。 

③ 加入者ご本人の本サービス内容についてのお問い合わせの対応。 

④ その他商品案内及びアフターサービス等、本サービスの提供に付随する業務。 

⑤ 新商品ならびに新たなサービスのご案内。 

（２） 当社は、加入者の個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を修理業務運営会社に委託するものとします。 

１２．その他 

（１） 修理にお伺いした際に、加入者証の内容と現状が異なる場合には、本サービスの対象外となる場合があります。 

（２） 部品、部材は代替品となることがあります。 

（３） 本サービスに基づき修理の際に取り外した旧部品の返却は致しかねます。 

１３．本サービスの委託 

当社は、本サービスの運営に関わる一切の業務を保証サービス代行会社、株式会社アシュレッジへ委託します。 

別表：本サービスの対象となる機器 

給湯設備 ガス給湯器 

電気温水器 

石油給湯器 

エコキュート 

水回り設備 システムキッチン 

浄水器 

システムバス 

温水洗浄便座 

洗面化粧台 

キッチン換気設備 レンジフード 

キッチン用換気扇 

キッチン加熱調理機 ガスコンロ 

IH クッキングヒーター 

オーブンレンジ 

キッチン食器洗い乾燥機 食器洗い乾燥機 

空調・換気設備 ルームエアコン 

浴室乾燥機 

換気扇 

24 時間換気システム 

ドアホン ドアホン 

ヒーター 床暖房システム 

 

修理受付窓口： 【修理受付コールセンター電話番号】 フリーダイヤル 0120-90-5125 

 【コールセンター対応時間】  24 時間 365 日 


