
「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 
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◆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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EFGHIJK EFLMNOPQRSTOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 EFLMN?@CEF\&]^?@

_0QJK STOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 `a?@Rbc'?@d

efg heiCjeklmM'noRp]qc?@ \8,000 XYZ[ \0 hei?@Rjekl?@

EFGHIJK EFLMNOPQRSTOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 EFLMN?@CEF\&]^?@

rsJK LctcuMvwx%MyzR{\|M}~� \16,000 XYZ[ \0 {\nÄRLc'Å]uM?@

ÇÉGÑÖ vÜcáàRLc'Å]uM~� \8,000 XYZ[ \0 vÜc?@RLc'Å]uM?@

EFGHIJK EFLMNOPQRSTOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 EFLMN?@CEF\&]^?@

âGäãJK LctcuMvwx%MyzR{\|M}~� \16,000 XYZ[ \0 {\nÄRLc'Å]uM?@

ÇÉGÑÖ vÜcáàRLc'Å]uM~� \12,000 XYZ[ \0 vÜc?@RLc'Å]uM?@

åGçéJK uMèê]'xyzRëMíMyz \16,000 XYZ[ \0 uMèê]'x?@RëMíM?@

{\ìK L]}6îyzRï|\ñ]'RSióò \16,000 XYZ[ \0 L]}?@RëMíM?@

ô_öåQJK STOPQRp&õ]úëMíMyz \8,000 XYZ[ \0 &ïí&%M?@Rp&ú]úëMíM?@

åGçéJK uMèê]'xyzRëMíMyz \16,000 XYZ[ \0 uMèê]'x?@RëMíM?@

{\ìK L]}6îyzRï|\ñ]'RSióò \16,000 XYZ[ \0 L]}?@RëMíM?@

åGçéJK uMèê]'xyzRëMíMyz \16,000 XYZ[ \0 uMèê]'x?@RëMíM?@

{\ìK L]}6îyzRï|\ñ]'RSióò \16,000 XYZ[ \0 L]}?@RëMíM?@

ùûÇü †cuMyzR°M%MyzRùá$HgPQ \12,000 XYZ[ \0 †cuM?@Rùá$?@R`a?@

¢fg £¢ëx§óò•Ryz \8,000 XYZ[ \0 £¢ëx§?@

åGçéJK uMèê]'xyzRëMíMyz \16,000 XYZ[ \0 uMèê]'x?@RëMíM?@

eG<JK ê¶cáà \8,000 XYZ[ \0 ê¶c?@

efg heimM'noRßjeióò•Rp]qc?@ \8,000 XYZ[ \0 hei?@Rjekl?@

ùûÇü †cuMyzR°M%MyzRùá$HgPQ \8,000 XYZ[ \0 †cuM?@Rùá$?@R`a?@

®©#™´ STOPQ \8,000 XYZ[ \0 ®©#?@RèM%M?@

EFGHIJK EFLMNOPQRSTOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 EFLMN?@CEF\&]^?@R`a?@

ùûÇü †cuMyzR°M%MyzRùá$HgPQ \8,000 XYZ[ \0 †cuM?@Rùá$?@R`a?@

¨%cG≠ÆJK 6îno \12,000 XYZ[ \0 Ø0p∞x?@

EFGHIJK EFLMNOPQRSTOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 EFLMN?@CEF\&]^?@R`a?@

ùûÇü †cuMyzR°M%MyzRùá$HgPQ \8,000 XYZ[ \0 †cuM?@Rùá$?@R`a?@

¨%cG≠ÆJK 6îno \12,000 XYZ[ \0 Ø0p∞x?@

åGçéJK uMèê]'xyzRëMíMyz \16,000 XYZ[ \0 uMèê]'x?@RëMíM?@

{\ìK L]}6îyzRï|\ñ]'RSióò \16,000 XYZ[ \0 L]}?@RëMíM?@

EFGHIJK EFLMNOPQRSTOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 EFLMN?@CEF\&]^?@

ù±IJK STOPQR°M%Myz \8,000 XYZ[ \0 °M%M?@

EFGHIJK EFLMNOPQRSTOPQR/UVW \8,000 XYZ[ \0 EFLMN?@CEF\&]^?@R`a?@

ù±IJK STOPQR°M%Myz \8,000 XYZ[ \0 °M%M?@
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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。
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