
ハウスコムの賃貸住宅設備延長保証

ハウスコム株式会社



ハウスコムの賃貸住宅設備延長保証

部屋の古い設備、

日頃から手入れを

しているけど、もし

壊れたら心配だな・・・

早朝や深夜に

部屋の設備のトラブル！

こんな時間に対応

してくれる修理業者は

あるのかな？

修理業者が休みの日に

部屋の設備が壊れて、

入居者さんを困らせ

ちゃったんだよね・・・

10年前に設置した

部屋の設備でも

保証サービスに

入れるのかな？

部屋の設備の

保証サービスって

あるのかな？



設備のトラブルが起きたら・・・

0800-000-3331コールセンター
専用電話番号

備え付けの設備のトラブルの際にお電話いただく番号です。「ほしょうmoコム」のサービスに関す
るお問い合わせは、最寄りのハウスコムの店舗までお問い合わせください。

設備のトラブルが起きた場合は、
コールセンター（24時間365日対応）に
お電話ください。



　後日保証書をお渡しさせて
　頂きます。

当社での賃貸借契約と共に、別途賃貸住宅管理受託契約が必要です。

●サービス提供は、お申込み後に発行する「保証書」の保証期間内となります。 
●賃貸借契約時の退去立会、原状回復は当社にて行います。 
●サービス途中の解約や、ご入居者様退去での返金等はございません。 
●メーカー保証期間中はメーカー保証を優先します。 
●保証内容は、メーカー保証書に記載されている内容および保証規定に基づいて提供する修理サービスとなります。
●サービス開始は、契約開始日から１週間経過後となります。

登録料 サービス提供料金(年額)

￥1,500(税別) ￥24,000(税別)提供価格

※初回のみかかります。



以下は保証の対象外となりますので、ご注意ください！



賃貸住宅設備延長保証 利用規約

第 1 章　総則

第１条 （適用関係） 
1. 本利用規約（以下「本利用規約」といいます。）は、ハウスコム株式会社（以下「当

社」 といいます。） が運営、 提供する 「賃貸住宅設備延長保証」 にかかるサー

ビスの利用等に関して適用されます （以下各号に掲げるサービスの詳細は、 第

２章において定めるものとし、 以下総称して 「本サービス」 といいます。）。 なお、

本サービスの一部は、 本サービスの共同運営会社である当社の業務委託先 （以

下 「業務委託先」 といいます。） を通じて、 提供されるものとします。

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

諸規定は本利用規約の一部を構成するものとし、 本利用規約に定める内容と異

なる場合、 諸規定の内容が優先されます。

第２条 （定義） 
1.「サービス対象物件」とは、当社が本サービスの提供の対象とする住戸をいいます。

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、第２章のサービスに応じ、それぞれ次のとおりとします。 

前条第1項に定義するサービス対象物件の賃貸人(以下｢賃貸人｣といいます。）、

賃借人及び入居者 （以下総称し 「賃借人等」 といいます。） 

2. 賃貸人は賃借人にかかる本サービスの利用に際し、 賃借人等は同居人による本

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定の定めを遵守さ

れる義務を負うものとします。 

第４条 （有効期間） 
1. 本サービスは、 サービス対象物件の 「賃貸住宅設備延長保証」 保証書に記載さ

れた保証開始日から終了日 （以下 「有効期間」 といいます。） まで利用すること

ができます。 

2. 賃借人が入居している住戸がサービス対象物件でなくなった場合には、 当該住戸

がサービス対象物件でなくなった日をもって、 本サービスの有効期間は終了しま

す。

3. 賃借人が賃貸借契約終了等の理由によりサービス対象物件から退去した場合、

賃貸借契約の終了日をもって、 本サービスの有効期間は終了します。

 第５条 （利用者等情報の変更） 
1. 利用者は、連絡先等の情報 （以下 「利用者等情報」 といいます。） に変更があっ

た場合、 当社所定の方法により速やかに変更手続きをとるものとします。

2. 利用者等情報の不備、 変更手続の不履行や遅延等により利用者が不利益を被っ

たとしても当社いかなる責任も負いません。 

3. 利用者は、 賃貸借契約に変更及び終了等の事由が生じた場合、 速やかに当社

に通知するものとします。

第６条 （利用資格の取消） 
1. 利用者が次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本利用規約又は諸規定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、 暴力団体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７条 （個人情報） 
1. 当社は、 本サービスの利用等を通じて知り得た利用者の個人情報 （以下 「利用

者の個人情報」 といいます。） について、 申込書記載の 「個人情報の利用に関

する同意書 （ほしょう mo コム）」 に従って取り扱うとともに、 「個人情報の保護に

関する法律」 その他の法令を遵守し、 善良なる管理者の注意をもって管理する

ものとします。

2. 利用者は、 利用者の氏名、 住所、 メールアドレス、 連絡先電話番号等、 本サー

ビスの提供に必要な利用者の個人情報を業務委託先に提供することにつき、 あ

らかじめこれに同意するものとします。 

3. 利用者は、 利用者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

に同意するものとします。 

①利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に提供するため

②本サービスの運営上必要な事項を利用者に知らせるため

③本サービスその他当社が提供する商品等の改善等に役立てるための各種アン

ケートを実施するため

④本サービスの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発する

ため

⑤関連サービスや商品の情報を提供するため

4. 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利用者の個人情を

取り扱わせることがあり、 利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

5. 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、 当社は利

用者の個人情報を第三者に開示 ・ 提供することがあります。

①個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合

②裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、 又は法令により開示

が必要とされる場合

③当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむ

得ない事由が生じた場合

6. 当社は、 申込書記載の 「個人情報の利用に関する同意書 （ほしょう mo コム）」

に準じて個人情報を取り扱うものとする。

第８条 （免責） 
1. 当社は、 本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、 利用者に

対して損害賠償義務を負わないものとします。

第２章　賃貸住宅設備延長保証サービス

 第９条 （賃貸住宅設備延長保証サービスの内容）
1. 当社は、 サービス対象物件に収容される設備のうち、 本サービスの申込書にお

いて指定する設備であって、 故障・不具合が無と判定された住宅設備を対象に、

「賃貸住宅設備延長保証　保証規定」 に基づく賃貸住宅設備延長保証サービス

を提供します。

附則

第１条
この規約は、 平成２７年１月１日から施行する。

賃貸住宅設備延長保証 保証規定

第１条 （保証提供者による保証） 
1. 本規定は、 「賃貸住宅設備延長保証 保証書」 （以下 「保証書」 といいま す。）

記載の保証提供者が、 保証書に記載されている住宅設備のうち第２条に定める

もの （以下 「対象機器」 といいます。） につき、 第４条に定める保証期間中に

故障が発生した場合、対象機器が設置されている住宅（以下「住宅」といいます。）

の賃貸人 （以下 「賃貸人」 という。）、 賃借人及び入居者 （以下 「賃借人等」

といいます。） の請求により、 メーカー保証書に記載されている内容および以下

の条項に基づいて提供する無料修理サービス（以下「修理サービス」といいます。）

の内容を規定するものです。

2. 前項の故障とは、 対象機器の不具合を指します。

第２条 （保証の対象となる機器および故障） 
「賃貸住宅設備延長保証」 において予め対象として定められている住宅設備のうち、

本サービスの申込書において指定する設備であって、 故障 ・ 不具合が無とした設

備と判定された住宅設備が対象機器となり、 対象機器が保証期間中に取扱説明書

および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態において発生した自然

故障が保証の対象となります。

第３条 （修理の依頼方法） 
保証書記載のコールセンターに保証書番号をご通知の上、 修理をご依頼ください。

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りませ

ん。 

第４条 （保証期間） 
保証期間は、 保証書に記載された保証開始日から終了日までとします。 但し、 対

象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されます。

※保証開始日より７日間は免責期間とします。 

第５条 （保証限度額）
1. 本保障による保証限度額は、 対象機器に応じ、 それぞれ次の各号のとおりとし

ます。

①対象機器に対する保証限度額は、 １事故毎に、 保証書記載の保証限度額を

上限とします。

②１つの対象機器に対する修理サービス費用の合計額が、 保証書記載の保 証

限度額を超える場合は、 当該差額費用は原則として賃貸人の負担となり ます。 

2. 本保証による対象機器の故障発生時に、 対象機器の製造元が倒産、 事業撤退

または部品欠品等の理由により、 対象機器の修理が不可能な場合には、 修理

に代えて、 対象機器と同一型番の製品または同等機能を有する同等製品 （以

下「代替品」といいます。）を代替品の調達と設置に係わる費用の合計額（以下「再

調達額」 といいます） を上限として提供するものとします。 なお、 再調達額が、

対象機器毎に設定されている保証書記載の保証限度額を超える場合は、 当該

差額費用は原則として賃貸人の負担となります。

3. 前項の定めに基づき代替品が提供される場合、 修理が不可能とされた対象機器

の処分にかかる費用 （特定家庭用機器再商品化法に定めるリサイクル料金を含

む。） は、 保証の対象にはなりません。 

第６条 （通知義務） 
1. 次の各号に定める事由が発生した場合、 賃貸人等は、 遅延なくハウスコム株式

会社にご連絡ください。 

(１) 氏名または連絡先 （電話番号 ・ メールアドレス） に変更があった場合

(２) 第三者へ対象機器または住宅を譲渡した場合

(３) 対象機器に対する代替品がメーカーより提供された場合

(４) 賃貸借契約に変更 ・ 終了等の事由が発生した場合

2. 前項に定める連絡がなかった場合は、 保証期間中であっても保証の対象とならな

い場合があります。

第７条 （保証の対象外となる事由 ・ 原因 ・ 費用）
1. 対象機器の故障が、 次の各号に定める事由 ・ 原因 ・ 費用に該当するものにつ

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による事由 

(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

(１０) コールセンター以外で対象機器の修理を依頼された場合

(１１) 対象機器の部品交換を伴わない調整および手直し修理 （清掃、 設定等で

完了する場合） 

(１２) 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） 

(１３) 対象機器のメーカーの責に起因した故障または損傷 

(１４) 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に該当する場合 

(１５) 保証書記載情報と修理依頼機器に相違がある場合

(１６) 対象機器が日本国外へ持ち出された場合の日本国外からの修理依頼

(１７) その他前各号に類似する事由

 2. 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) 対象機器が事前診断実施時の場所から移設されていた場合

(７) 保証書に所定事項の記載がない場合または記載された字句に書き替え、 書

き加えがある場合

(８) 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

3. 次の各号に定める費用は、 保証の対象とならず、 原則として賃貸人又は賃借人

等の負担となります。

(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 ) 高所難所等の特殊な場所における修理作業が必要になった場合に、 保証提

供者が定める標準作業費を超過した費用

(５) 遠隔地や離島等、 対象機器のメーカーが定める地域以外への出張費

(６) 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 

(７) 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 

(８) 賃貸人及び賃借人等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 

(９) 賃貸人及び賃借人等の申告による故障状況および故障原因の特定ができな

かった場合の出張または修理にかかる全ての費用 

(１０) その他前各号に類似する費用

4. 本条第１項及び第２項により、 対象機器が保証の対象外とされた場合であっても、

対象機器の修理にかかる緊急対応を実施するために要した出動料金等の諸費用

は無料となります。 ただし、 保証の対象外とされた対象機器の修理を依頼される

場合は、 別途有料となります。 

第８条 （故障による間接損害）
次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) 対象機器の故障または損傷に起因して生じた対象機器およびその他の財物

の使用の阻害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９条 （保証の終了）
次に定める事由が発生した場合、 保証が終了します。

(１) 対象機器または住宅の譲渡

(２) 対象機器または住宅の廃棄または取り壊し

 第１０条 （見解相違の場合）
故障および損害の認定等について、 保証提供者と賃貸人及び賃借人等との間で

見解の相違が生じた場合、 保証提供者は中立的な第三者の意見を求めることが

できます。

 第１１条 （既定の変更）
保証期間中に保証提供者が本規定の内容を変更した場合は、 変更後の内容が

適用となります。 なお、 重要な変更を行うときは、 事前に賃貸人及び賃借人に

変更を通知いたします。
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「ほしょうmoコム」に関するお問い合わせは、最寄りの店舗まで


