第９条（規約の追加・変更）

第１条（適用関係）
1. この会員規約は、株式会社シジン（以下「当社」といいます。）が運営す
るシジンサポート 24（以下「本サービス」といいます。）の個人会員への提供
及びその利用に関して適用されます。
2. 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意
等の諸規定（以下「諸規定」といいます）を設けることがあります。それらの

サービスの運営上、目的の遂行に必要な場合またはその他必要に応じて、

第１８条（内容）
会員は、対象物件内（ベランダは除く）において侵入盗難被害に遭い、警察へ
被害届を提出し受理され、発生より 14 日以内に当社専用ダイヤルに連絡し、
1. 当社は、本サービスの運営に関して、会員が当社に支払った会費（直近１年
当該盗難被害より 3 ヶ月以内に他の物件に転居することを条件とし、盗難転居
分の範囲に限る。）の範囲を超えた損害賠償義務を負わないものとします。た
支援サポートサービスを 1 期間中につき 1 回受ける事が出来ることとします。
だし、当社に故意または重大な過失がある場合にはこの限りではありません。
（1）転居見舞金 として 100,000 円を給付
2. 当社は、会員がその有効期間中に本サービスを利用できなかったことによる
第１９条（除外事項）
諸規定はこの会員規約の一部を構成するものとします。
次の場合は盗難転居支援サービスの対象外とします。
不利益の発生等に関する当社の責任についても、前項と同様とします。
3. 会員規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
（1）対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
第２条（定義）
3. 当社は、その状況等を鑑みて、やむを得ない理由により本サービスの提供を
（2）警察への被害届が受理されていない場合
1.「会員」とは、この会員規約に同意のうえ当社所定の加入申込手続を行い、
拒否する場合があります。
（3）会員または同居人以外の依頼の場合
当社がこれを承諾した方をいいます。会員希望者は当社の会員となった時点で
（4）会員及び会員の同居人、親族、その他対象物件に出入りする事が可能な者
会員規約に承諾したものとみなします。
第１１条（内容）
による被害の場合
2.「サービス対象者」とは、申込者会員本人とその同居人をいいます。
1. 会員は、対象物件における「現場急行サービス」対象トラブル発生時に、
（5）不在中に施錠していなかった等、利用者の故意や重過失による場合
3.「同居人」とは、会員が加入申込時に登録した居住物件（以下「対象物件」
当社専用ダイヤルに連絡し、次の各号のサービスを受けることができる。
（6）当社所定の手続き方法にて申請がなされなかった場合
といいます）に同居している方をいいます。
（1）対象物件における目に見える範囲の上水・下水トラブルの応急処置サービス。 （7）その他当社が不適切と判断した場合
4.「対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住居として入会申込時
（2）対象物件玄関（共用部を除く）の鍵紛失による開錠作業サービス
に指定した住居を指します。対象物件は、集合住宅、戸建住宅、賃貸、分譲、
（3）対象物件外側に面するガラス破損もしくは交換作業サービス
（但し、いずれの形態においても専有部室内に限ります。）を問いません。
（4）対象物件における電気設備の応急処置サービス
第２０条（内容）
第３条（本サービスの利用）
2. 前項のトラブルが生じたときの対応言語は、原則日本語とします。但し、
会員がストーカー被害に遭い、警察へ被害届を提出し受理され、発生より 14
1. 会員は、この会員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
状況によりパンフレット記載の言語での対応も可能なことがあります。
日以内に当社専用ダイヤルにて連絡を行い、当該ストーカー被害より 3 ヶ月
できます。
2. 会員の同居人も会員と同様に本サービスを利用することができます。ただし、 3. 会員は現場急行サービスを無料で受ける事ができます。但し次の各号の場合、 以内に他の物件に転居することを条件とし、ストーカー対策支援サービスを
1 期間中につき 1 回受ける事が出来ることとします。
この会員規約または諸規定に別段の定めがある場合はこの限りではありません。 別途、実費及び料金を負担することとなります。
（1）60 分を超過した作業の料金（超過が見込まれた時点で再度お見積りを提
（1）転居見舞金として 100,000 円を給付
3. 会員は、同居人による本サービスの利用に際して、同居人にこの会員規約
示いたします。）。
第２１条（除外事項）
及び諸規定の定めを遵守させる義務を負うものとします。
（2）現場駆付け対応に部品交換や特殊作業が必要になった場合の実費及び作
次の場合はストーカー対策支援サービスの対象外とします。
4. 会員の同居人がサービス利用した場合は、会員がサービス利用したものとし
業料金。
（1）対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
てみなし、回数制限等の適用もこれに準じて行うものとします。
（3）会員の責に帰すべき事由により、現場急行サービス作業員到着後にキャン
（2）警察への被害届が受理されていない場合
第４条（会費）
セルになった場合のキャンセル料。
（3）会員または同居人以外の依頼の場合
1. 会員は新規申込みの際、本サービスの利用にかかる不動産会社所定の金額を
第１２条（利用料金）
（4）会員及び会員の同居人、親族、その他対象物件に出入りする事が可能な
会費として、不動産会社を通じ、当社に支払うものとします。
1. 会員は現場急行サービスを、有効期限内において 24 時間 365 日、当社専用
者による被害の場合。
2. 会員が前項の支払いを滞っている期間は、本サービスは受けられないものと
ダイヤルで無料にて利用出来るものとします。但し、前条第 2 項⑴から⑶まで
（5）当社所定の手続き方法にて申請がなされなかった場合
します。
に記載する、時間超過料金、部品交換費や特殊作業が必要になった場合の実費
（6）その他当社が不適切と判断した場合
3. 会員は、会員資格の更新を希望する場合、対象物件の管理会社 ( または仲介
及び作業料金等の負担金については、別途、会員が負担することとします。
会社 ) もしくは当社があらかじめ行う更新の案内により、更新会費を支払うも
2.
会員が法人の場合、当社は、一次的に、前項の負担金の請求を、入居者
のとします。
第２２条（内容）
（個人）又はサービス対象者に対して行います。但し、入居者又はサービス対
第５条（有効期間及び更新）
対象物件室内で水漏れ事故が発生し、会員が所有する家財に付保している火災
象者が支払いを拒絶したり、支払いが出来ない状況にある場合、当社は、その
1.2 年契約又は 1 年契約の会員は、本サービスの有効期間は入居日から起算し、
保険や加害者が付保している賠償責任保険等より、50 万円以上の保険金が支払
請求を会員である法人に対して行い、会員はこれを支払います。
2 年もしくは 1 年とします。
われる場合で、当該水漏れ事故が発生した日より 14 日以内に当社専用ダイヤル
3. 現場急行サービスを受けた後に、二次的な対応が必要となった場合、会員は
2. 会員が住居を引越し、住所変更の手続きが行われなかった場合、居住してい
にて連絡するとともに、当該水漏れ事故が発生した日より 3 ヶ月以内に他の物
賃貸人又は賃貸代理人（管理会社）の了承を得た上で、別途有料で当社に対応
る住居がサービス対象物件でなくなった日をもって、本サービス有効期間は
件に転居することを条件とし、次の「水漏れ被害時転居費用サポートサービス」
を依頼する事ができます。
終了します。
を 1 期間中につき 1 回受ける事が出来ることとします。
4. 当社は、利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託する事があ
3.2 年契約及び 1 年契約のサービス会員は、対象物件の管理会社 ( または仲介
（1）転居見舞金として 100,000 円を給付
会社 ) もしくは当社が有効期間満了のおおむね 2 ヶ月前に行う更新案内により、 り、会員はこれを承諸するものとします。
第２３条（除外事項）
第１３条（除外事項）
更新会費を支払うものとします。
次の場合は水漏れ被害時転居費用サポートの対象外とします。
次の場合は現場急行サービスの対象外とします。
4. 更新会費の入金が確認できた時点で更新手続きは完了したものとします。
（1）対象物件以外の場所における水漏れ事故によるもの
（1）対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
第６条（登録情報の変更）
（2）家財の損害に対して支払われる保険金の額が 50 万円未満の場合
（2）会員または同居人以外の依頼の場合
1. 会員は、当社に届け出た連絡先、住所、同居人の氏名等の情報（以下「登録
（3）会員または同居人以外が居住していた場合
（3）午後 9 時〜午前 9 時までの時間帯における破錠による開錠の場合
情報」といいます。）に変更があった場合、当社指定の手続き方法により速や
（4）当社所定の手続き方法にて申請がなされなかった場合
（4）原状回復に関するトラブルの場合
かに変更手続きをとるものとします。
（5）その他当社が不適切と判断した場合
（5）入居当初からの故障・破損に関するトラブルの場合
2. 登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延などにより会員が不利益を被った
（6）利用者が所有する家電製品等に関するトラブルの場合
としても、当社はいかなる責任も負いません。
（7）サービス提供時に本人確認ができない場合
第２４条（内容）
第７条（退会・会員資格の取消）
（8）災害、天災、暴動等に起因するトラブルの場合
1. 会員は、対象物件内における 60 分以内で実施可能な管球交換作業を、年 2
1. 会員の都合により退会を希望する場合には、当社にその旨を退会希望日の
（9）その他当社が不適切と判断した場合
回を上限に無料で受けることができます。ただし、60 分を超過した作業の代金
14 日前までに届け出るものとします。
（超過が見込まれた時点でお見積りを提示します。）については、会員が別途負
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
担するものとします。
消すことができるものとします。
第１４条（内容）
2. 作業時の新しい管球は会員が事前に用意することとなります。会員が事前に
（1）加入申込時に虚偽の申告をした場合
会員は、対象物件におけるガスのトラブル発生時に、当社専用ダイヤルにて
管球を用意していなかった場合、現場急行サービス作業員が管球を用意し（管
（2）本規約または諸規定の定めに違反した場合
連絡し、以下のサービスを受けることができます。但し、当社の対応は会員
球代金は会員の実費負担とします。）日程調整の上、再訪問して取り付け作業を
（3）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 に対する電話サポートに留まり、当社が直接、ガス事業者又はガス設備提供
行います。その場合、再訪問に掛かる出張費用は会員の負担とします。
（4）指定の期日までに入会金および会費の支払いをしなかった場合
者等との間でトラブル解決を図るものではありません。
第２５条（禁止事項）
（5）その他、会員として不適切な事由が生じた場合
（1）対象室内に所在するガス設備のトラブルの電話によるサポートを実施
次の場合は管球交換サービスの対象外とします。
第８条（個人情報）
第１５条（除外事項）
（1）対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
1. 当社は、本サービスの申込または利用等を通じて当社が知り得た会員の個人
次の場合はサービスの対象外とします。
（2）会員または同居人以外の依頼の場合
情報（以下「個人情報」といいます）について、「個人情報の保護に関する法律」 （1）対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
（3）当社所定の手続き方法にて申請がなされなかった場合
その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
（2）会員または同居人以外の依頼の場合
（4）サービス提供時に本人確認ができない場合
2. 会員は、会員の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに
（3）サービス提供時に本人確認ができない場合
（5）入居当初からの故障・破損に関するトラブル
同意するものとします。
（4）入居当初からの故障・破損に関するトラブル
（6）その他当社が不適切と判断した場合
（1）会員またはその同居人より依頼を受けた各種サービスを当該会員または同
（5）災害、天災、暴動等に起因するトラブルの場合
居人に対して提供するため
（6）その他当社が不適切と判断した場合
（2）本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため

（3）本サービスその他当社の商品等の改善等に役立てるため
（4）本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発する
ため
（5）当社又はグループ会社の関連サービスや商品の情報を提供するため
3. 当社は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。
この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員の個人情報を取り
扱わせることがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
4. 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は会員
の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
（1）個人または公共の安全を守るために緊急の必要があるとき
（2）裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示
が必要とされる場合
（3）当社の権利または財産を保護するために必要不可欠である場合
（4）本サービスの運営維持のため必要不可欠な事由が生じたとき

会員の承諾または会員への事前通知なく、会員規約を変更することがあります。
第１０条（免責）

第１６条（内容）
会員は、鍵の紛失又は故障等のトラブルにより対象物件の開錠ができず、
入室できなかった場合、当社専用ダイヤルにて連絡し、次の各号の対応サー
ビスを会員 1 期間中に 1 回受けることができます。
（1）トラブル当日 1 泊分の宿泊費実費の支給、および宿泊先に向かうため
に利用した交通費実費を上限 10,000 円まで補助金として給付
第１７条（除外事項）
次の場合は鍵紛失補助サービスの対象外とします。
（1）対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
（2）会員または同居人以外の依頼の場合
（3）当社所定の手続き方法にて申請がなされなかった場合
（4）その他当社が不適切と判断した場合
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