着工中も、引渡した後も、
業務の効率を高める仕組みのご提供。

LIXIL
コールサービス
導入
サポート付き
なので確実に業務で
ご活用いただけます！

LIXIL現場情報
共有システム

2020.4

クラウドだから社内や業者間の情報共有がラクラク！
新築・リフォームの現場管理の効率が飛躍的に向上します。

LIXIL現場情報共有システム

指定業者だけに

共有

登録

図面
取得が楽！

・図面
・現場情報
駐車場情報
注意事項

社内の
共有も
ラクラク

貴社

お施主様

現場に
行かなくても
進捗確認が
できる！

わかって安心！

自分の家が
できていく様子 が

前後の工程も
わかる

C

協力業者

共有

共有

工程進捗の共有

!

共有

進捗報告
チャットで
確認もできる！

B

協力業者

写真共有

!

現場情報の
共有が簡単

A

協力業者

図面共有

コピーやFAXの手間を
大幅に軽減

共有

移行ボタンを
押すだけ！

蓄積された図面
既存物件情報を
1

貴社名で応対する専用コールセンターで引渡し後の業務を効率
さらに顧客管理システムでストック受注を応援します！

LIXILコール
24時間、365日つながる

専用コールセンター
お施主様向けの24時間365日の窓口を開設！
顧客満足度の向上、業務効率化を実現！
真夜中でも

困ったときに

安心︒

対応 してくれて

修理の手配 もして

くれるんだね︒

修理の手配・確認

受付・進捗状況を
毎日報告

物 件 仕 様・
製品情報

協力業者

貴社名で応対

住宅履歴情報を基に対応

専 用 コ ー ル センタ ー

お施主様

修理依頼・ご相談電話

住宅履
データ

履歴情報
工事
図 面・写 真

結果報告

3

自社で 登録・編集

LIXIL現場情報共有システムに簡単にコピー可能

ができるんだね︒

・写真・情報はLIXILコールサービスへ簡単に移行可能

履歴を登録する

閲覧・登録 ダウンロード

手間が省ける ね︒

やりっ放し

ではなく

から安心︒

報告 もある

貴社

データ登録

率化！

た
ってき
長年培
ションを
ー
ュ
リ
ーソ
ビルダ
！

ルサービス

さらに

ップ
ア
ー
ワ
パ

物件の情報がすべてわかる

履歴管理システム
営業活動や定期点検予定、修理結果などアフター情報を“見える化”！

歴情報
ベース

履歴情報が会社の資産に
データ登録によって履歴情報を“見える化”

営業活動の予実管理もできる
今までの

履歴が

揃っているから

担当者/協力業者
情報

しやすい︒

リフォーム情 報

アフター
フォロー も

施主情報

何をすればいいかがわかる

顧客管理システム
蓄積された

情報から自社の商品の

問題点や
改善点がわかる！

物件情報の

リフォーム見込客

お施主様専用サイト

営業がしやすい︒

履歴情報の“活用”

を絞り込めて︑

履歴情報をさまざまな場面で活用

社 内 共 有 がで き ︑
引 継 ぎ も 簡 単！

履歴情報を次のビジネスに活かします！

いつでも

自分の家の情報

が見られて安心︒

お施主様に安心感を提供

4

生産性向上・働き方改革には

仕組みが必要です

LIXIL
現場情報
共有システム

着工

現場管理を効率化

引 渡し

LIXIL
コールサービス

新たな受注／利益の創出

引渡し後の見えない経費を効率化
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LIXIL現場情報共有システム
協力業者それぞれに
図面を手配するのって

FAX

コピー
電話

メール

面倒なんだよな。

1

そんな貴社に
導入メリット

図面の配布手間や渡しモレを削減
図面や工程を1回投函するだけで指定した関係者全員に共有ができます。
もちろん、自社の社員にも同時に共有できます。
仕様書

図面の共有が簡単！

取りに
行かなくて
いい

アップロード

協力業者A

図面

スマホ
アプリ
でも見れる

案内図

協力業者B

図面に加えて、
駐車場情報や現場の
注意事項も一括共有でき、
伝えモレがありません。

もちろん

共有設定画面【建設会社様限定】

FAXより
きれい
共有状況画面【建設会社様限定】

だれが見たか
見てないか
共有状況がわかる！
指定の業者様だけに共有
できるのでセキュリティも安心

共有状況が把握できる！

新築1棟1ＧＢ、1社50GBまで保管可能
（リフォーム物件は
）
件数無制限
5

協力業者C

業者との
確認の問合せが
格段に減りましたね！

複数の現場を担当していると、
現場に訪問しきれない。

2

そんな貴社に
導入メリット

現場訪問の回数を低減
スマホアプリ
で簡単に
写真を送れる！

各協力業者様が担当工事を写真で進捗報告することで
現場に行かなくても現場状況が把握できます。

登録画像の一覧

協力業者A

協力業者B

現場情報共有
システム
現場にいなくても
状況が確認できて楽！

協力業者C

重い写真も自動圧縮して
容量に負担をかけません。

登録

閲覧

6

複数の現場の進捗を
管理するのは大変！

3

そんな貴社に
導入メリット

進捗の見える化で管理が簡単に
それぞれの現場の進捗が一目でわかり管理が簡単です。
新

築

業者からの
手戻りが少なく
なりました！

工事の進捗管理がしやすい！

工程管理

業者様から写真がアップ
されると半分青く表示

前工程の状況が
わかるので段取り
がしやすい！

監督が確認し、
完了すると全て青く表示

進捗一覧

予定日までに進捗がないと
赤くアラート表示される
監督が作成する物件毎の工程
管理と進捗一覧が連動。業者様
にも自 動 的に共 有されるの で
周知がラク！

リフォーム

協力業社

営業から工事までトータルの進捗管理がしやすい！

進捗状況

進捗状況が
一覧で見られて
わかりやすい！

案件一覧

案 件ごとに予 定と実 績を入 力
すると、案件一覧の進捗状況が
連動。

7

次工程の予定日2日前から
黄色くアラート表示

次工程の予定日までに進捗が
ないと赤くアラート表示

今後の現場、どの業者に
お願いしようかな？

4

そんな貴社に
導入メリット

協力業者別にスケジュール確認が容易に
協力業者別のスケジュールが一覧で確認でき、
今後の工事予定の調整がしやすくなります。
業者別工程は、建設会社様のみが閲覧できます
【新築限定】

協力業者様の担当現場や
工期が確認できます

この業者さん、
スケジュールが空いている。
次の現場もお願いできそうだな。

8

トラブルのときは
すぐに連絡を取りたいのに…

5

そんな貴社に
導入メリット

チャットでリアルタイムに通知・確認
現場で発生した問題、
トラブルの連絡、工事の納まり確認など
リアルタイムに連絡ができるので、手待ち時間がなくなります。
業者さんも
スマホを使いこなして
活用いただいていますよ！

現場から監督さんに
納まりの確認や、
指示をあおぐことが
できる！

事務所の
パソコンだけでなく、
スマホでも、
すぐに連絡対応できるね

協力業社A

すぐにチャットでやりとり
現場監督

協力業社B

協力業社C

「LIXIL現場情報共有システム」アプリ
「LIXIL現場情報共有システム」専用アプリはチャット機
能に対応しています。App Store / Google Playで入
手できます。
（無料）

LIXIL現場情報共有システム

検索

パソコン画面

（iOS9以上／Android5.0以上）
※Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

9

社内他部署から現場情報に
ついての問い合わせが多く、
対応に手間がかかる

6

そんな貴社に
導入メリット

社内でも現場情報を共有できるので業務効率アップ
営業、設計、工務、業務、経理など社内他部署間でも現場情報を共有できるので、
問い合わせや確認が減り、社内の業務効率が向上します。
工程管理表

進捗一覧表

図面

営業
図面情報、工事の進捗など、
最新の現場情報の検索・確認が、
どの部門でも簡単にできる。

経理

社内の
部署間で
情報共有

業務

設計

工務

10

7

導入
メリット

お施主様の満足度を向上
お施主様に契約書類や工事写真を共有することで誤解を防ぎ、
貴社に対する満足度を高めます。

お施主様向けページ
【新築限定】

図面画面

お施主様からの
急なお問い合わせにも
対応しやすい！

8

導入
メリット

写真画面

工事の様子が
見られて安心！

低コストで利用可能
※表示金額はすべて税別です。

月額利用料わずか10,000円〜！低コストでご利用できます。
しかも、利用者数の制限なし！
初期費用（税別）
月額利用料（税別）

30万円
月額１0,000円（新築100物件まで）
新築101物件以上は月額100円／物件
リフォーム物件は件数無制限
●新築1物件あたりの容量上限：1GB／物件
●1社あたりの保存容量：50GB／社
（容量追加50GBあたり：3,000円／月）

9

導入
メリット

物件情報がコールサービスと連動

コールサービスに登録済の物件情報を現場情報共有システムにコピーしたり、
引渡し後はコールサービスへワンボタンで履歴登録ができます。

LIXIL現場情報
共有システム

新築・リフォームの履歴を簡単に移行

移行ボタンを押すだけ!
既存物件情報を簡単にコピー

LIXIL
コールサービス

LIXIL現場情報共有システムとLIXILコールサービスはそれぞれ別契約となります。併せてのご利用をおすすめします。
11

10

導入
メリット

安心の導入サポート付き

準備段階から運用開始後の活用まで徹底サポートしますので、
確実にご活用いただけます。導入サポート委託会社は、日建学院（（株）建築資料研究社）です。
約2カ月

登録担当
決め

マスター
登録

準備説明
マスター入力サポート

社員研修

業者研修

貴社社員様
研修

協力会社様
研修

物件登録

運用開始

導入
サポート

管理サイト開設

貴社

準備段階

施主告知

操作ヘルプデスク

1カ月目

運用開始

貴社

2カ月目

3カ月目

活用段階

検証

運用

導入
サポート

開始1カ月後
フォロー

活用調査
アンケート

運用

改善
改善
打合せ

改善
支援

開始3カ月後
フォロー

検証
活用調査
アンケート

改善
改善
確認

操作ヘルプデスク

【導入サポート】
メニュー
サポート内容

準備サポート

① 準備説明・マスター入力サポート※1
② 貴社社員様研修※2
③ 協力会社様研修※2
④
⑤
⑥
⑦
⑧

開始1カ月後フォロー
活用サポート
開始3カ月後フォロー

活用調査アンケート
改善打合せ
改善支援
活用調査アンケート
改善確認

操作サポートヘルプデスク
（TEL）
※1 マスター入力サポートはマスターの内容説明と貴社・協力会社の社員の登録を一緒に行います。
なお、
マスターの入力に関してはお客様で行っていただきます。
※2 参加者招集、会場段取り・設営
（座席、
プロジェクター・スクリーン、配布資料印刷、
インターネット接続環境と電源確保等）
、参加者様の端末
（PC・スマホ等）
は
貴社にてご準備をお願いします。

お申込後の流れ
ご利用開始

管理サイト開設連絡

管理サイト準備

毎月10日締め切り

Good Living
友の会受付

申込書︵ ︶を

LIXIL担当に

ご提出

P.35

導入サポート
初期費用ご請求

翌月1日

月額利用料
ご請求開始

翌月15日請求締日

翌々月15日請求締日

（翌々月10日引落し）

（翌々々月10日引落し）以降同様

※LIXILコールサービスと同時申込みの場合は、LIXILコールサービスの準備・請求期間（P.27）
に準じます。
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LIXILコールサービス
パソコンで管理？
面倒だし、苦手なんだよな。

1

そんな貴社に
導入メリット

簡単操作&簡単アクセス
整理されたTOP画面から、点検・修理の進捗管理や
お施主様の問い合わせ対応が簡単にできます。
検索で図面や履歴に簡単アクセス

活動・点検・修理の
進捗管理はここから

定期点検の予定や
修理の未完了件数が
一目で分かる！

知りたい内容の件数を
クリックすると
リストが表示される！

新規登録はここから

登録情報の一括編集や図面等の
ファイルをまとめて登録できる
便利な機能が標準装備

各種データ
出力も簡単！

13

物件詳細

物件仕様・製品情報

施主情報

建物の仕様や製品情報の管理ができます。

連絡先、家族構成、趣味や性格、年収など

また、各部位の保証期間などを管理することができます。

詳細な情報を登録し管理することができます。

履歴情報

リフォーム情報

お施主様に対する営業活動や点検・修理などの

その物件に対するリフォーム工事の

アフター活動を予実管理することができます。

履歴を登録・管理することができます。

図面・工事写真

会社・担当者情報

図面・写真・書類を1GB/物件まで

営業・設計・工事など担当社員の情報やコールセンター

保管することができます。

から連絡するご担当者を管理することができます。

建設/販売/管理/設計会社

協力業者情報

提携する建設会社、販売会社、管理会社、設計会社を

発注業者情報とコールセンターからの修理手配業者を

登録・管理することができます。

それぞれ登録・管理することができます。

引渡してからの様々な活動が
一括で管理できるから便利！

14

点検や修理の記録は残るの？
引継ぎに必要なんだけど・
・
・。

2

そんな貴社に
導入メリット

活動の見える化で会社の資産に！
点検修理の予定や結果など、日ごろの活動内容が記録され、お施主様に対する活動が
会社の財産として残ります。また、
リフォーム展開や業務の引継ぎにも活用できます。

活動、点検の予定を登録しておけば
進捗管理ができます。
実施結果が必要項目にそって登録でき、
活動履歴として蓄積されます。

物件ごとの
定期点検・修理の
予定日や実施日が
一目でわかる！
履歴・予定一覧画面

15

引渡し・点検・修理の履歴の把握だけでなく、営業訪問やDMなどの予定も管理できます。
活 動 貴社の活動が記録できます。

点 検 JHS※へ委託した点検はJHSが予定日の登録や報告書のアップロードをします。

ここが
ポイント

※JHS…ジャパンホームシールド（株）

修 理 コールセンターで受付した案件はコールセンターが履歴の登録を行います。

予定日の
お知らせ機能で
モレがない!

ここが
ポイント

活動の具体的な内容が
把握しやすい！

そろそろ
2年点検！
はがきやメールを作成しよう

営業訪問やDMの
時期がすぐわかる！

16

不具合があったときすぐに
対応をお願いできるのかしら？

3

そんな貴社に
導入メリット

24時間365日の安心窓口
お施主様からの修理依頼やご相談に、貴社名で24時間365日対応。
お客様の安心感や満足度が向上し、他社との差別化が図れます。

実物による研修を受けたスタッフが対応いたします
給湯器やトイレなどは給排水の仕組みをスケルトンで学ぶことで、
症状だけではなく、不具合箇所の特定をするため、具体的な聞き取
りができるように研修をしています。
サッシやドアなどはメーカー特定のシールの場所を学んだり、キッ
チンの耐震ラッチの解除方法などを実機で学んでいます。

だから自信を持ったアドバイス、
オペレーションが可能です
自社では
ここまでできないよ!

専用コールセンターで
24時間対応します。

大手同様の体制は
新規のお客様にも
アピールできるね！
貴社

当社のコールサービスが選ばれる理由
多くの住宅メーカーからの採用実績があり、信頼性の高いコールセンターを運営する「㈱エプコ」。
当社はエプコ社と資本提携し、より充実したコールサービスを提供します。
〈国土交通省認定機関だから安心してご利用いただけます〉
（株）
エプコは、多くの住宅メーカーが採用している、国土交通省認定「情報サービス機関」です。そのコールセンターは、
住宅に特化した教育をうけた専門スタッフを備え、100万件以上の顧客管理を行っています。情報セキュリティ対策も
万全で、
「個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者」
としてプライバシーマークと、
さらなる安
心と信頼をご提供するために、
「情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）
適合性評価制度」
の認証を取得しています。
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ISO / IEC 27001

年々増え続ける点検や修理に
対応しきれるか不安

そんな貴社に
導入メリット

4

修理手配を代行し業務を効率化
今ある電話の大半をコールセンターが対応するので業務の効率化が図れます。
また貴社にお戻しする案件も、一旦整理されるので対応が円滑化します。
ウチの○○が故障
したのですが・
・
・。

お施主様からの修理依頼

約 60 ％の依頼は
専用コールセンターが対応！
（手配代行）
※

約 40 ％の依頼は
貴社にフィードバック
※

※統計上の件数比率

貴社指定の協力業者様による修理

●サッシの動きが悪い
●ドアの閉まりが悪くなった
●クロスがはがれてきた

水・カギ・ガラスの緊急トラブル対応

●トイレの水があふれてきた

●現場確認が必要な案件

●カギをなくして家に入れない

●複数の業者手配が必要な案件

等

等
※ジャパンベストレスキューシステム
（株）

メーカーメンテナンス

コールセンター対応

住設機器、空調設備の故障修理

コールセンターのアドバイスで
対応可能な案件

●給湯器

●トイレ詰まり

●エコキュート

除去方法を説明して完了

●シャワートイレ

●住設機器のエラー

●IH調理器
●エアコン

フィードバックの一例

●ガラスが割れて雨が吹き込んでいる

●換気扇がまわらない
●床暖房が作動しない

貴社

緊急対応業者（JBR※等）

指定協力業者様

等

●感情クレーム、苦情等に関する案件（通常手配+電話）※
●建物の構造、住宅の仕様や性能等についてのお問い合わせ
●製品交換・追加工事、
またはリフォームに発展しそうな案件
●お施主様から貴社対応の要望があった案件
●コールセンター手配可能業種以外の手配が必要な案件
●重大な事故、
または事故に発展する可能性がある案件
（通常手配＋電話）※

電源抜き差しで復旧して完了 等

①お施主様からのお電話をできるだけコールセンターに集めましょう

効率化の
コツ

●金額の相談が必要な案件

これなら現場管理や
リフォーム提案に注力できる！

・冷蔵庫等に貼るマグネットシートで電話番号を告知 ▶P.36
・定期的なご案内・・・点検時や年賀状など
②協力業者様の登録をしましょう ▶P.27

※通常手配はFAX・メールで行ないます。緊急対応が必要になった場合は、電話連絡も行います。
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修理を任せたのはいいけど、
きちんと手配してもらえるの？

5

そんな貴社に
導入メリット

「ちゃんと報告」+うっかり失念を防止
貴社には毎日日報で進捗状況の報告をします。
協力業者様にはコールセンターからFAXとメール（携帯推奨）で修理依頼を行います。
依頼後も2日おきに進捗を確認。協力業者様やご担当の「うっかり失念」を撲滅し、
「対応が遅い」等の二次クレームを防ぎます。
日報が届くから
安心だね！

毎日メールで受付内容や
進捗の報告をします。
日報メール
件名：
【日報】8 月 3 日相談件数集計のご報告
本文
株式会社リクシルホーム 御中
お施主様からの相談件数をご報告致します。
1. 受付件数 2 件
2. 完了件数 2 件
3. 未完了総数 24 件
4. 未登録顧客の受付件数

0件

日報に添付される報告書

・不具合の症状
・メーカーや品番の特定
・保証期間内外
・アポイントのタイミング など
精度の高い修理手配を
代行します。

連絡可能日時の明確化
症状に加えて、メーカー・品番を特定
有償対応をご了解済み

アフターメンテナンス依頼書

メール
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FAX

○○邸の修理は
終わりましたか？
協力業者様には
FAXで中2日おきに
進捗確認

図面を見たいとき
毎回書類を探しに行くのが大変。

6

そんな貴社に
導入メリット

データの共有で業務を効率化
図面や資料をコールサービスのデータベースに1物件1GBまで保存可能。
社内全員がPCや携帯端末で、いつでもどこでも閲覧することが可能なため、
業務効率が上がります。もちろんデータのバックアップもされているので安心です。

図面・工事写真の管理画面

1GB/1物件まで
無償登録
図面も

コールサービスに登録しておくと
全社員が物件情報を共有できるから
スムーズに対応できます。

資料も

写真も

サーバーにデータ保管し
バックアップもしているので安心。

サーバーDB

バックアップ

LIXIL現場情報共有システムで蓄積された
図面・写真・情報は全て簡単に移行できます。

一括登録ができて便利！
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不具合の情報を品質改善に
活かしたいけどまとめるのが大変。

7

そんな貴社に
導入メリット

情報の分析で課題がわかる！
修理内容をデータ化するので、例えばどの部位に不具合が多いかなど、
住宅の仕様や工事品質の課題が数字で見えてきます。
また、登録されたお施主様のリフォーム適齢期もつかむことができます。
ご利用状況報告

業者対応先別

相談部位別

相談部位別の数字から
不具合の傾向が浮き彫りに！
業者ひも付率

引渡経過棟数分布

引渡し経過年別の
棟数やリフォーム需要が
一目で分かり、
リフォーム営業の計画が
立てやすい！
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お施主様宅のリフォームを
他社にとられてしまっている。

8

そんな貴社に
導入メリット

的確なリフォーム提案
履歴情報を「引渡し日、住宅仕様、顧客情報」などで検索し、見込み客を
的確に絞り込むことで、受注確率の高いリフォーム提案をすることができます。
■ ライフステージの変化に合わせたご提案の例

施 主 家 族︵ 現 在 の 年 齢 ︶で 検 索

ご家族の成長年齢で検索し、
勉強部屋リフォームのご提案！

お子様が進学されて
間取りを変える必要が
出てきているかも！

■ 設備のグレードアップ提案の例
「築20年以上のお施主様に浴室のリフォームをご提案したい。」

設置日 × 浴室サイズ で検索

■ ライフスタイルに合わせたご提案の例
× カーポート未設置 で検索
「車がご趣味のお施主様にカーポートを提案したい。」趣味（車）

対象のお施主様がリストとして抽出され、ダイレクトメールや電子メールでご提案ができます。
抽出したお施主様リストからラベル印刷をしたり、メールを送ることができます。
はがきや
ラベルの
宛名印刷が
できる

メールも
送れる

季節のごあいさつ等にも使えて便利！

さらに

お施主様へのご案内もスムーズ

オ プ ション の 定 期 点 検
サービスを使えばさらに
リフォーム提案が確実に！

詳細はP.25へ。
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そろそろリフォームしたいけど、
建ててもらったところに
お願いした方が良いのかしら？

9

そんな貴社に
導入メリット

お施主様に安心感を提供

ハウスドクター
宣言

登録情報をもとにお施主様専用サイトが開設されます。
お施主様ご自身で図面・写真・メンテナンス履歴などが確認でき、
「きちんと管理してもらえている」という貴社への信頼感につながります。
お施主様専用のIDとパスワードで閲覧！

点検修理の
履歴も

図面も

工事写真も

我が家の情報がきちんと
保管されているのね！
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サイトからの
問い合わせも

これならお施主様も
安心してくれるね！

メリットが多くても
高額なら使えないよ・
・
・

10

そんな貴社に
導入メリット

破格の低コストを実現！
月額1物件あたりわずか100円のご利用料で運用が可能です。
人件費より圧倒的に安い！

月額利用料

（1年で1,200円、10年で12,000円）

月額ご利用料金の例

サービス名

LIXIL現場情報共有システムと
LIXILコールサービスを併せて
お申し込みの場合
〈条件〉
・建築中の新築現場

30物件

・お引渡し済のお施主様

500物件

数量

月額利用料

備考

LIXILコールサービス
利用料

500物件

50,000円

100円／物件
100物件以下は一律10,000円

LIXILコールサービス
専用回線利用料

1回線

3,000円

30物件

10,000円

LIXIL現場情報共有システム
利用料

合計

ご利用
事例
ご利用条件

物件 (税別)

多くのお客様は、ご利用料をお施主様から
サービス料としていただくことで、品質の向上をしながら

0円で導入しています。

実質コスト

1回線3,000円／月額
100円／物件
（新築）
新築100物件以下は一律10,000円

63,000円／月

（税別）

なるほど、
そういう方法があるのか!
しっかりお客様に
アピールしよう！

※詳細は「運営規約」P.33をご確認ください。

項目

条件

備考

Good Living 友の会に入会していること

Good Living 友の会入会金（入会時のみ）と

登録最低顧客数

100件以上

100件未満の場合は利用料10,000円／月

専用回線利用料

3,000円/月

専用回線設置費用（開設時のみ）が
別途必要です。

未登録顧客対応料

5,000円/件

3回/月を限度とします。未登録顧客から月3回を超える
問い合わせがあったときは、別途見積になります。

顧客データ初回登録

無料。ただし、お申込みから3ヶ月以内に弊社指定の登録表に
取りまとめていただいたテキストデータ 初回ご提出分のみ

共通ID発行（オプション）

3,000円/件

キャンペーン適用期間中のみ。
通常1邸あたり3,000円
別途、共通IDと
住宅履歴情報預かり票を発行

加盟条件

（未加入の場合、同時入会をお願いします）

年会費が必要です。

（税別）
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アウトソーシングは
予実や報告が
共有できるか心配！

忙しくて滞りがちな
定期点検をきちんと実施する
方法があるの？

リフォーム受注を増やす
定期点検サービスが
あるって本当？

そんな貴社に

オプション導入
オプションサービス

定期点検サービス

面倒なアポイントメントから簡易補修までワンストップで代行
引渡し後のスケジュール管理、お客様へのDM発送、アポイント調整から点検業務、
簡易補修作業までワンストップで提供します。定期点検の仕組みの早期立ち上げが可能です。
点検

お引渡し

点検日

2ヶ月前

修理履歴登録

修理実施

履歴登録
結果報告

簡易補修

点検実施

日程調整

点 検のご案 内

ス ケ ジュ ー ル 管 理 代 行

点検計画

物 件のご 登 録

第三者の点検だから品

ス ケ ジュー ル 管 理 、 構造部・設備内装の不

建具のがたつきやク

完了報告に加え、

質や信頼性がアピール

ご案内 DM 発送、日程

具合や劣化、損傷等を

ロスの簡易補修も代

LIXILコールサービス

できます。

調整まで、まるごと代

点検。

行します。

に点検結果が登録

LIXILグループのジャ 行します。
パ ンホ ー ム シ ー ルド

「住宅インスペクショ
ン」も対応可能です。

ドアノブのがたつき クレセントの調整

され、履歴として蓄積
されます。

（株）
（ＪＨＳ）だから安
心。

LIXILコールサービスの履歴管理機能と連動しているので、進捗状況がリアルタイムで共有できます。
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連動

LIXILコールサービス

・点検進捗情報

（アポの状況、予定日、完了日）

・点検報告書

人手不足の今、アウトソーシングはあたりまえ！
■ 定期点検のスケジュールの組み方
定期点検のスケジュールは貴社で設定できます。お客様との関係性構築とコストのバランスを考えた、自社点検と点検代行を
組み合わせて活用するスケジューリングをお薦めします。
短期保証期間
瑕疵担保責任期間

最初の節目は2 年目です。一般
的に2年目で短期保証期間が終
了となるこの時点までを重視し
た対応が求められます。

引渡し直後はお客様の感度
が高まっています。早期の
点検実施をお勧めします。

次の節目は10 年目です。瑕疵
保証期間が終了することをご
理解いただくためにも点検業
務が必要になります。

建築士が専門器具を用いて
計測、および目視にて詳細
な検査を行います。

さらに10年・20年点検にインスペクションを
組込むことで修繕計画をもとにした
効果的なリフォーム提案ができます。

例えば、引渡し直後の点検から
5年点検まで定期点検を代行。

点検業務は定期点検サービスに、修理やメンテナンスはLIXILコールサービスに外部委託することにより、業務を軽減し、
社員様は付加価値の高いリフォーム工事の業務にシフトすることができます。
定期点検
業務

期日のご案内
日程アポイント
現地点検

お問い合わせ
相談・トラブル
緊急対応

要望聞き取り
TEL対応
深夜対応
案件整理
修理手配

定期点検 つ ま り
サービス セットで

LIXIL

使えば

コール
サービス

これまでの人員を
リフォーム工事や新築工事など
収益部に配置転換！
配置転換で3億円 ！

事例

アフター部門からリフォーム部門へ配置転換で
年間3億円の売上貢献！
（M住宅）

■ 料金

表示価格はすべて税別です。

メニュー名

価

1 定期点検サービス※
床下・小屋裏点検

格

14,000円/回
3,000円/回

プラスオプション

※点検口からの目視
延べ面積

2 住宅インスペクション
給排水管路検査

プラスオプション

耐震診断

プラスオプション

雨漏り検査

プラスオプション

165㎡未満

55,000円/回

165㎡以上250㎡未満

250㎡以上500㎡未満

60,000円/回

75,000円/回

5,000円/回
165㎡未満

延べ面積

165㎡以上

85,000円/回

都度見積

250,000円/回〜

※対応可能エリア：東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・大阪府・兵庫県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
事前登録

JHS事業者登録

登録料：無料（Good Living 友の会会員様のみ）
年会費：無料

サービスの詳細は弊社担当までお問い合わせください。
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例えば4月1日に
お申込みいただいた場合

4月1日

❶
❷

〜5月20日

❸

LIXILコールサービス開始までの流れ

❶ ❸ ❹ ❻ に関しては、貴社にて実施いただく内容になります。

巻末の［申込書］
をご提出ください
（Good Living 友の会に未加入の場合はご入会が必要です）

事務局からスケジュール・登録表をメールで送付いたします。

登録表（Excel）の作成

登録表を提出すれば
基本情報の登録は
お願いできるんだね！

登録表に基本情報をご入力いただき、
事務局にご提出いただくことで、
サービス開始後すぐにご利用になれます。

1.システム基本情報

システムの基本設定情報をご記入ください。

2.会社・社員情報

会社・社員様の連絡先、
緊急連絡順位等の情報を
ご記入ください。

3.保証パターン

部位別の保証の有無、
また保証期間など、
保証についてのルールをご記入ください。

4.指定協力業者様名簿
5.緊急対応業者様名簿
6.延長保証業者様名簿

コールセンターより工事手配を行う
協力業者様名および連絡先を
ご記入ください。
27

貴社

7.発注先・手配先パターン
8.製品パターン
9.定期点検パターン
10.コールセンターからの連絡先パターン

パターン登録する情報をご記入ください。

11.顧客情報①②

コールサービスに登録する
顧客情報①（物件情報・施主情報）
と
顧客情報②（製品情報・点検修理履歴）
をご記入ください。

5月20日
〜6月中旬

❹

指定協力業者様への説明をお願いします。
登録される指定業者様には事前に業務内容のご説明をお願いします。
※協力業者様への説明は、❼通信テスト予定日までに実施してください。

1.協力業者様へ登録のご連絡
❸登録表の作成を行う際に、協力業者様へ登録の連絡と、
ご連絡先の確認を行ってください。
各ご担当者様の携帯メールアドレスが必要となります。

2.協力業者会開催のご案内
協力業者会開催のご案内をお送りください。
ご案内状は「Good Living 友の会ネット」からダウンロードできます。
※ログインにはGood Living 友の会ネットのID・パスワードが必要です。

3.協力業者様へご説明
業務内容を協力業者様へご説明ください。
説明用の資料をご用意しています。

次ページ❺に続きます。
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6月中旬

6月中旬
〜下旬

❺
❻

専用コールセンターの電話番号及び
管理サイトのログインID・パスワードのご案内をいたします。

貴社

お施主様への告知をお願いします。
専用コールセンターをご利用いただくために、貴社よりお施主様に「専用コールセンターの電話番
号」
「お施主様サイトURL」
「ログインID・パスワード」をお知らせいただく必要があります。お施主様
データの登録後に、下記ツールをご利用いただきご案内ください。
※お施主様ページを告知されない場合は「
、専用コールセンターの電話番号」のみご案内ください。

専用コールセンター
の電話番号や
お施主様サイトをご連絡！

【告知パンフレット】
（無料）

我が家のサイトが
できたのね！

【住宅履歴管理サービス 登録のご案内】

お施主様に告知をする

管理サイトから印刷ができます。

【専用コールセンターの
電話番号告知マグネット】
（有料）
コールサービスを最大限ご活用いただくた
めにお施主様からのお電話を専用コール
センターに集めることが大切です。
巻末の発注書にて、
お申込みください。

パンフレットです。
「Good Living 友の会
ネット」からダウンロー
ドできます。
「専用コールセンターの電話番号」
「お施主様サイトURL」

「ログインID・パスワード」
のご案内

6月中旬
〜下旬

❼

専用コールセンターから貴社、協力業者様への
通信テスト送信をいたします。

貴社

貴社ならびにご登録の協力業者様へ修理依頼をするうえで、依頼書送
付開始前にFAX・メールをテスト送信しますので、受信後に返信してく
ださい。こちらが確認できなければ登録が完了いたしません。

協力業者様

※ドメイン指定受信をお使いの方は「
、karute.jp」
を受信できるように設定してください。

7月1日

標準でお申込み後
3ヶ月でサービス開始

❽

サービスが開始したら、
新規物件は自分で情報を
サイトに登録するんだね！

サービス開始
新規物件、OB物件の図面、写真情報は貴社にて管理サイトから登録していただきます。
管理サイトは社員様ごとのID、パスワードでログインできます。
※ID、パスワードの管理は貴社管理者様にてお願いいたします。
※操作のご不明点は管理サイトに掲載の操作マニュアルのご参照またはヘルプデスクをご利用ください。
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コールセンター運用ルール（抜粋）
※詳しくは「コールセンター運用マニュアル」
（管理サイトに掲載）
をご確認ください。

コールセンターから
手配可能な業種

一般建具（既製品）
電気設備工事
キッチン

和室建具（造作）

サッシ工事

ガス設備工事
浴

室

空調設備工事
洗

面

クロス工事

給排水設備工事

床暖房設備工事

雨樋・軒工事

トイレ

給湯器（ガス）

給湯器（電気）

上記以外は貴社へフィードバックとなります。
無償修理の範囲については、登録された「保証情報」に基づきます。
保証情報登録が無い、または保証期間が不明な場合、お施主様への有償修理案内はコールセンターではなく、

有償区分
について

手配先のメーカー／修理業者からのご説明となります。

1.メーカー商品は、各メーカー毎の保証範囲と期間に準じます。
「保証情報」を基に判断します。
2.その他の部材や工事は、

「無償修理の範囲」以外は、基本的には有償修理対応を前提に手配をします。
ただし、お客様が有償に難色を示された場合は、貴社に報告し、ご指示を仰いだ上で手配します。

3.修理業者には、お施主様にて有償のご承認をいただいた場合のみ工事を手配します。

修理代金の
請求について

修理代金の請求は、修理業者からお施主様への直接請求（直収）をおすすめします。
指定協力業者については、貴社への請求も可能です。ただし、手配案件単位で直収か貴社への請求かを、変え
ることはできません。

水・カギ・ガラスの夜間・休日の緊急対応は、コールセンターから緊急対応業者を手配します。貴社による緊急対
応が必要な場合は、登録されている緊急連絡先に電話連絡します。

JBR 手配の注意事項

緊急対応
について

①緊急対応は一次対応（応急処置）になります。
② 現 場 の 状 況により対 応できない 場 合があります。
（ 壁・床・天 井 内など見えないところで起きている
トラブルなど）
③概算費用をお施主様にご説明した上で出動します。
④現場調査のみでも費用が発生します。
⑤出動後のキャンセルは、費用が発生します。
⑥地域により対応ができない場合があります。また、遠方料金がかかる場合があります。
⑦状況により到着に時間がかかる、または到着が困難になる場合があります。
※ 保 証 期 間 内 外を問わず有 償となります。保 証 期 間 外 の 場 合は、お施 主 様からそ の 場で お支 払 いただ
きます。保証期間内の場合は、コー ルセンターから貴社に手配先も含めて費用負担のご相談をします。

緊急案件以外は基本的に営業時間内にご連絡いたします。お施主様には営業日、営業時間内でご連絡するよう
にお伝えしていますので、営業開始後速やかにご対応をお願いします。
夜間・休日に当日の対応が必要と判断した緊急案件の場合は、貴社にフィードバックします。

夜間・休日の
対応について

履歴登録
について

（課金対象）

未登録顧客の
対応について

（課金対象）

①クレームに関する案件
例：現地調査の後、連絡がないとご立腹の様子。
②重大な事故、または事故に発展する可能性がある案件
例：瓦が落 ちそうで危ないので見てほしい。
③至急時、コー ルセンターから（指定業者、メーカーへ）直接手配できなかった案件

定期点検や貴社にて直接受付・修理を行った案件（施主サイトからのお問い合わせを含む）は、貴社が自ら履歴
登録をしてください。尚、コールセンターで代行して登録および手配をすることも可能です。
（登録代行料 運営規約参照）
※尚、貴社フィードバック
（コールセンターにて受付けて、貴社にお戻ししたもの）の登録は課金対象にはなりま
せん。コールセンターに完了報告をしてください。

登録のない顧客から問合せがあった場合、貴社に確認の上、登録と修理手配をします。
（未登録顧客対応料

運営規約参照）

管理サイトより削除してしまったお施主様も未登録顧客となります。
（未登録顧客対応料 運営規約参照）
お施主様の情報をコールセンターにご連絡いただければ、管理サイトへ登録します。
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「LIXIL現場情報共有システム」運営規約

株式会社Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
（以下「当社」
といいます）
は、当社が運営するLIXIL現場情報共有システム
（以下「本システ
ム」
といいます）
の利用について、
以下のとおり運営規約(以下「本規約」
といいます)を定めます。

第1条
（目的）
本システムは、
住宅建築業者である利用者
（以下「利用者」
といいます）
が指定する物件および当該物件の施
主
（以下「利用者顧客」
といいます）
ならびに利用者の指定する事業者等
（以下「指定事業者」
といいます）
の情
報を本システムに登録し、建築図面や現場写真等の情報を保管、共有するサービスを提供することを
もって、利用者の業務の効率化および利用者の利用者顧客に対するサービスの向上をはかることを目的とし
ます。
第2条
（適用範囲および変更）
本規約は、
本システムの利用に関し、
当社および利用者に適用されます。利用者は、本システムの利用にあた
り、
本規約を遵守するとともに、
利用者顧客ならびに指定事業者に関する事項を利用者顧客ならびに指定事
業者に遵守させるものとします。
２．
当社は、必要に応じて本規約を追加、変更または削除すること
（以下「変更等」
といいます）
ができるものとしま
す。
この場合において、
当社は変更等の内容を利用者に当社の指定する方法により通知するものとします。
３．
当社が本規約の変更を行った後に利用者が本システムを利用した場合には、
規約の変更を承諾したものとみ
なします。
４．
前項に定める変更後の規約は、本規約の一部を構成するものとします。変更後の規約の内容が本規約の条
項と異なるときは、
異なる部分につき、
変更後の規約の内容が優先して適用されるものとします。
５．当社は、本規約の変更等によって、利用者もしくは指定事業者、利用者顧客その他の第三者
（あわせて以下
「利用者等」
といいます）
が損害、損失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一切の責任を負わないものと
します。
第3条
（本システムの内容）
本システムの内容は、別紙に定めるとおりとします。
なお、当社は本システムの運営業務の全部または一部を
第三者に再委託することができるものとします。
２ ．当社は、
必要に応じて本システムの内容、
実施方法等を変更等することができるものとします。
この場合にお
いて、
当社は、
利用者に対し、
変更等の内容を当社の指定する方法により通知するものとします。
３ ．当社は、
前項の変更等によって、
利用者等に損害、
損失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一切の責任
を負わないものとします。
第4条
（サービスの利用要件）
本システムを利用することができる利用者は、
次の要件をいずれも満たす事業者とします。
(1) Good Living 友の会の会員であること
(2) 本システムに蓄積登録された図面、
写真等のデータを引渡後に履歴管理システムへ連動保管することを
希望する利用者は、
履歴管理システム
「LIXILコールサービス」
を利用していること
（ただし、
連動保管を希望す
る利用者に限る。）
第5条
（サービス利用の申込み）
本システムの利用を希望する者
（以下「利用希望者」
といいます）
は、
本規約を熟読し、
その内容を理解し、
これ
を遵守することを同意するとともに、
申込書面の提出、その他当社の定める手続きに従って本システムの利
用を申し込むものとします。
第6条
（利用者、
利用者顧客および指定事業者の登録)
利用希望者は、
本システムの利用を当社に申し込むときは遅滞なく、
本システムを開始するために必要な情報
を当社の指定する形式で当社に提供するものとします。
２．当社は、利用希望者から本システムの申込を受け、
かつ利用希望者から本システムを利用するために必要な
情報の提供を受けた後、
利用希望者が第 ４ 条の要件を満たすことおよび第 ７ 条に定める事項に該当しな
いことについて、
審査を行うものとします。
３．当社は、
利用希望者が第 ４ 条に定める利用要件を満たすことを確認し、
当該利用希望者に対して本システ
ムの利用を承諾したときは、利用希望者のために本システムの準備を開始するとともに、利用希望者に対し、
利用希望者のＩＤおよびパスワード等の必要な情報を通知するものとします。
４．当社が前項に定める通知を完了したことにより、本システムの利用契約が利用者と当社との間に成立し、利
用者は、
前項の通知を受領した日から本システムを利用できるものとします。
第7条
（利用の拒絶)
当社は、本システムの利用を申し込んだ利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、本システムの
利用を拒否することができます。
(1) すでに本システムを利用しているとき
(2) 過去に本システムを不正もしくは目的の範囲を超えて利用し、
または本規約に違反した等の事情により、
本
システムの利用を停止させられたことがあるとき
(3) 当社の指定する収納代行会社の審査に合格しなかったとき
(4) 登録事項に虚偽があったとき、
または誤記もしくは記入漏れがあり、
当社から是正を催告したにもかかわらず
１４日以内に是正しなかったとき
(5) その他、
本システムを利用させることについて、
当社が不適格であると判断したとき
第8条
（利用者、利用者顧客および指定事業者の登録)
本システムを利用するために必要な利用者、
利用者顧客ならびに指定事業者の情報は利用者自身により本
システムへ登録するものとします。
２．当社または当社委託業者が登録作業等を代行するときは、
利用者は、
別紙に定める代行手数料を支払うもの
とします。
なお、当社は、登録の代行にあたり利用者から提供された情報について登録後廃棄し、利用者に返
還しないものとします。
３．本システムへ登録できる利用希望者、
利用者または指定事業者は、
本システムの利用にあたり、
当社からの連
絡を受領し、
かつ遅滞なく対応できる通信環境をその責任で整備するものとします。
４．登録内容
（ 当社に提供された情報内容を含む。以下「 登録事項 」といいます）
については、
その正確性を含
め、
利用者の責任とし、
登録事項に誤り、
不備等があったことにより利用者等が損害、
損失、
その他の不利益
を被ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条
（登録事項の変更等）
利用者及び利用希望者は、登録事項に変更等が生じたときは遅滞なく、当社に当該変更等にかかる情報を
当社の指定する形式で当社に提供するものとします。当該情報の提供が遅れたことにより利用者等が損害、
損失、
その他の不利益を被ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条
（利用料）
本システムの利用料は、別紙に定めるとおりとします。
なお、利用者が当社に支払った利用料は、理由のいか
んにかかわらず返還されないものとします。
2. 当社が利用者の依頼により本システムに含まれないサービス等を行なったときは、
利用者は、
当社に対し、
第1
項に定める利用料とは別に、
当社が別に定める規定に従った利用料を支払うものとします。
3. 当社は、
経済事情等に著しい変動があったとき、
その他正当な理由のあるときは、
利用者に対し、
1ヵ月前に通
知することによって本条に定める利用料を改定することができるものとします。
第11条
（支払い）
利用者は、
前条の利用料を別紙に定める条件で支払うものとします。
2. 利用者は、利用料の支払いを遅滞したときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済日まで年利14.6%の割
合による遅延損害金を支払うものとします。
3. 当社は、
利用者に対して金銭債務を負担するときは、
当該債務と利用者に対して有する利用料その他本規約
に基づく債権とを、
その弁済期にかかわらず、
いつでも対当額で相殺することができるものとします。
4. 当社が利用者顧客からの依頼により利用者の承諾を得て、直接、利用者顧客に有償のサービス等を行った
場合において、
当社が利用者顧客から当該サービス等の対価を回収することができないときは、
利用者は、
当
該サービス等にかかる代金債権を当社から同額で譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
第12条
（IDおよびパスワード）
利用者は、
本システムを利用するときは、
当社から発行されたIDおよびパスワード
（以下あわせて
「ID等」
といい
ます）
を、
利用するものとします。
2. 利用者は、
自己の責任においてID等を使用および管理するものとします。
3. 利用者は、ID等を有償、無償を問わず第三者に貸与または譲渡しないものとし、方法のいかんにかかわらず、
第三者に使用させないものとします。
4. 利用者は、
ID等を失念した場合、
またはID等が盗用された場合、
その他自己のID等を第三者に使用されている
ことを知った場合は、
直ちに当社に連絡するとともに、
当社の指示に従うものとします。
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5. 利用者は、
利用者顧客に対し、
利用者顧客のID等を自己の責任において連絡し管理するものとします。
6. 利用者は、
指定事業者に対し、
指定事業者のID等を自己の責任において連絡し管理するものとします。
7. 当社は、利用者のID等の管理不十分、使用上の過誤または第三者の利用によって、利用者等が損害、損
失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一切の責任を負わないものとします。
第13条
（情報の提供等）
利用者は、
当社が要求するときはいつでも本システムを利用するために必要な情報を当社が指定する形式で
当社に提供するものとします。
2. 当社は、
利用者から提供された情報を本システムの維持、
改善及び提供等の目的のために利用できるものとし
ます。
3.当社は、
利用者から提供された情報および登録された情報に基づき住宅や商品に関する情報を利用者に発信
することができるものとします。
4. 利用者は、
利用者顧客または指定事業者に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、
遅滞なく当社に連
絡するものとします。
(1)利用者顧客または指定事業者と利用者または当社との間で契約違反、
その他紛争が生じたことを知ったと
き
(2)財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、
または破産、
民事
再生、
会社更生、
特別清算その他法令に基づく清算もしくは再建手続の申し立てがあったとき、
あるいは支払
停止、
支払不能の事由が生じたことを知ったとき
(3)手形、小切手の不渡り、
もしくは銀行取引停止処分を受けたとき、
または財産状態が著しく悪化し、
もしくは
そのおそれがあると認められる相当の事由があることを知ったとき
第14条
（禁止事項）
利用者は、
本システムの利用にあたり、
次の各号に定める行為をしないとともに、
利用者顧客および指定事業
者に次の各号に定める行為をさせないものとします。
(1)本システムを本規約の目的の範囲を超えて、
または不正の目的をもって利用すること
(2)登録されている情報を改ざんすること
(3)利用の申込みまたは登録事項の変更等に際し、
虚偽の情報を提供し、
または登録すること
(4)当社の定める登録事項以外の情報を登録すること
(5)あらかじめ当社の書面による承諾を得ないで、
本規約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、
もしくは
引受けさせ、
または担保に供すること
(6)当社の本システムの提供を妨害すること
(7)当社、他の利用者、利用者顧客、指定事業者その他の第三者の知的財産権、
肖像権、
プライバシー権、
名誉その他の権利または利益を傷つけ、
または業務を妨害すること
(8)公序良俗に反する情報
（猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声等を含みますが、
これらに限られませ
ん）
を本システムに登録すること
(9)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(10)その他、
当社が不適切と判断する行為
第15条
（当社と利用者との関係）
利用者は、
本システムによる情報共有について、
利用者の責任において情報を共有し、
登録事項
（個人情報
を含む。）
の管理について、
責任を負うものとします。
2.本システムは、当社が利用者にその利用を許諾するものであり、本システムを利用する利用者顧客ならびに指
定事業者の管理は、
利用者の責任において実施するものとします。
3.当社は利用者による登録物件の削除、
本システムの利用終了等によるデータの喪失に対して、
一切の責任を
負わないものとします。
4.利用者は、
本システムの利用に関し、
利用者顧客または指定事業者との間で紛争が発生したときは、
直ちに当
社に通知するとともに、
当該紛争を自己の責任と費用負担において誠実にかつ遅滞なくこれを解決するものと
し、
解決後遅滞なく、
当社に報告するものとします。
5.前項にかかわらず、
利用者顧客、
指定事業者その他の第三者が本システムに関し何らかの責任を当社に追及
した場合において、当社が防御費用
（弁護士報酬および訴訟費用を含む）
、損害賠償の支払い、和解金の
支払い、
その他の損害を被り、
または費用の支出をしたときは、利用者は、当社に対し当該損害および費用の
全額を補償するものとします。
第16条
（指定事業者および利用者顧客との関係）
当社は、本システムを利用する利用者顧客ならびに指定事業者が本システムを利用することにより被った損
害についてその理由を問わず、
一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、
利用者顧客ならびに指定事業者が送信した情報が本システムを運営するコンピュータ・システムに到
達すること、
および当該コンピュータ・システムに到着した情報が利用者顧客ならびに指定事業者の送信した
情報と同一内容であることについては、
一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、
次の各号に定める利用者等の損害を賠償しないものとします。
(1)電話、
インターネット等の通信回線の事故、
輻輳または混雑、
その他通信設備の不具合により生じた損害
(2)利用者等の責に帰すべき事由により本システムの利用が終了したことに伴い発生した損害
(3)利用者等の責に帰すべき事由により本システムの提供を受けられなかったために生じた損害
(4)本規約において当社が責任を負わない旨の定めがある損害
(5)前各号のほか、
当社の責に帰すべき事由によらないで発生した損害
4. 本システムに関し、当社の故意または重大な過失により利用者に損害が発生したときは、当社は、当該損害
発生月の利用料を超えない範囲で損害賠償の責任を負うものとします。ただし、当社は、利用者等の営業機
会の喪失等に伴う逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および間接損害を賠
償する責任を負わないものとします。
5.前項の請求は、
利用者がその損害発生の事実を知った日から7日以内に、
書面により当社に通知することを要
するものとします。
第17条
（利用者顧客等に関する情報）
利用者は、
本システムの提供を受けるために必要な範囲で利用者顧客ならびに指定事業者から情報を取得し、
こ
れを当社に提供するものとします。
2.当社は、利用者から提供された利用者顧客の氏名、住所等の情報または本システムの提供に際して知り得た
利用者顧客の本システムの利用履歴もしくは当該利用者の物件の履歴等の情報を、
本システム提供の目的
の範囲を超えて使用し、
または第三者に開示しないものとします。
3.利用者顧客その他の個人情報は、
利用者の責任においてこれを登録及び管理するものとします。
第18条
（秘密保持）
当社および利用者は、
本システムの画面、
その他本システムに関連して知り得た相手方の技術上または営業
上の秘密情報を本システムの提供又は本規約に定める目的にのみに使用し、
本システム利用中のみならず、
本システムの利用の終了
（本システムの提供の終了を含みます）
後も第三者に開示し、漏洩してはならないも
のとします。
ただし、
次の各号に該当する情報は、
この限りではありません。
(1)相手方から開示される前に、
既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、
受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく正当な開示権限を有する第三者から入手した情報
(5)受領当事者が相手方より事前に書面による承諾を得た情報
第19条(営業活動の制限等)
当社は、本システムの提供に際して利用者が本システムに登録したことにより当社へ提供された物件および
利用者顧客に関する情報を利用して利用者の承諾なく、利用者顧客に対して独自に営業活動を行ないませ
ん。
第20条(知的財産権)
利用者は、本システムの利用にあたり、登録する情報に関して、
自らが登録その他送信することについての適
法な権利を有していること、及び登録事項が第三者の権利を侵害していないことを表明及び保証し、
また、利
用者が有する著作権その他一切の権利を、
利用者が登録した情報の範囲内で、
当社が無償で使用すること
を許諾します。
なお、利用者は当該著作権を当社が使用するにあたり、著作者人格権を行使しないものとしま
す。
2. 本システムに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約
に基づく本システムの利用許諾は、本システムに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的
財産権それ自体の利用許諾を意味するものではありません。
第21条
（利用者からの終了の申出）
利用者は、本システムの利用を終了したいときは、1ヵ月間の予告期間をもって、当社所定の方法で当社に利
用の終了を申し入れることができるものとします。
この場合において、
利用の終了を申し出た利用者は、
当社が

当該利用者のためにすでに着手した本システムの利用料または費用を負担するものとします。
2. 利用者は、
本システムの利用の終了を当社に申し入れたときは、
これを撤回することはできないものとし、
本シス
テムを再度、
利用したいときは、
第5条に従ってあらためて利用の申込みをするものとします。
第22条
（利用の終了）
当社は、
利用者に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、
催告、
その他の手続きなしに、
当該利用者に
よる本システムの利用を一時中止させ、
または終了させることができるものとします。
(1)第14条に違反したとき
(2)第4条に定める利用要件を喪失し、
または第7条に定める事項に該当することが判明したとき
(3)本規約に違反し、
または正当な理由なく本規約を履行する見込みがないと認められる場合において、当社
から違反の是正または本規約の履行を催告されたにもかかわらず、
催告後14日間を経過しても違反を是正し、
または本規約を履行しないとき
(4)当社に重大な損害または危害をおよぼしたとき
(5)監督官庁より営業の取消、
停止等の処分を受けたとき
(6)財産について、
仮差押、
仮処分、
差押
（滞納処分によるものを含みます）
、
強制執行または担保権の実行と
しての競売等の申立てがあったとき
(7)破産、
民事再生、
会社更生、
特別清算その他法令に基づく清算または再建手続の申立てがあったとき
(8)支払停止または支払不能の事由が生じたとき
(9)手形もしくは小切手の不渡りまたは銀行取引停止処分を受けたとき
(10)財産状態が著しく悪化し、
またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(11)災害、
その他やむを得ない事由により、
本規約の履行が困難な事態が生じたとき
(12)代表者、
取締役、
支配人、
執行役員その他経営に関与する者が逮捕、
刑事告発、
書類送検もしくは起訴
され、
またはこれらの者が刑に処せられたとき
(13)当社に提供された住所または連絡先に対し、電話、FAX、郵便等の合理的な手段によって連絡しても1
週間以上応答がないとき
(14)解散、
組織変更、
合併、
会社分割、
株式交換、
株式移転または事業譲渡の決議をしたとき
(15)その他、
本システムを利用させることについて、
当社が不適格であると判断したとき
2. 当社は、利用者と関係のある次の各号のいずれかに該当する事業者に前項各号または第23条第1項各号
のいずれかに該当する事由が生じたときも、催告、
その他の手続きなしに、当該利用者の本システムの利用を
一時中止させ、
または終了させることができるものとします。
(1)利用者が出資し、
または出資を引き受ける事業者
(2)利用者が経営者を派遣し、
もしくは派遣を受ける事業者、
または利用者の経営者が経営を兼務する事業者
(3)本店または取引の主たる事業所が同一である、
商号が類似する等、
営業主体が同一であると認められる事
業者
4. 第1項または前項により本システムの利用が終了したときは、
当該利用者は当社に対する一切の債務につい
て、
当然に期限の利益を喪失するものとします。
5. 利用者が第1項各号に掲げる事由に該当した場合
（但し第11号に該当する場合を除く。）
又は利用者の責め
に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、
利用者は当社に生じた一切の損害について賠償する責任
を負うものとする。
第23条
（反社会的勢力排除）
当社は、
利用者
（利用者の取締役、
監査役、
執行役、
執行役員、
顧問、
相談役およびその他実質的に相手方
の経営もしくは運営を支配しまたは利用者の経営もしくは運営に関与している者ならびに本システムの利用に
関し利用者を代理または媒介する者を含みます）
が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、
何らの通
知、
催告を行うことなく、
直ちに当該利用者につき、
本システムの利用を終了させることができるものとします。
(1)暴力団、
暴力団員、
暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、
暴力団関係企業・
団体、
総会屋、
社会運動標ぼうゴロ、
政治活動標ぼうゴロ、
特殊知能暴力集団もしくはその関係者、
その他反
社会的勢力
（以下「暴力団等反社会的勢力」
といいます）
であるとき、
または暴力団等反社会的勢力が利用
者の経営もしくは運営に実質的に関与しているとき
(2)自社、
自己もしくは第三者の不正な利益を図り、
または第三者に損害を与える目的をもって、
暴力団等反社
会的勢力の威力または暴力団等反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき
(3)暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、
または便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の
維持、
運営に協力し、
もしくは関与しているとき
(4)本規約に関連する契約
（以下「本関連契約」
といいます）
の当事者または代理もしくは媒介を行う者が暴力
団等反社会的勢力であることが判明し、
本関連契約の解除その他の必要な措置
（以下「本件措置」
といいま
す）
を講ずるよう求められたにも関わらず、
正当な理由なく直ちに本件措置を実施、
完了しないとき
(5)暴力団等反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにも関わらず、暴力団等反社会的勢力の活動を
助長しもしくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき
(6)暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に関与している企業、
団体または個人であることを知りながら、
これを使用しているとき
(7)当社と利用者との間の取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当
該介入の事実に関する報告を怠ったとき
(8)暴力的、
脅迫的または威圧的な違法行為を行ったとき
(9)偽計または威力を用いて業務を妨害したとき
(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成3年5月15日法律第77号）
および同施行規則
等、
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針
（平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会
申合せ）
ならびに暴力団排除に関する条例のいずれか一つにでも違反したとき
2. 利用者は、
自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、
かつ将来にわたっても当該事由のいずれに
も該当しないことを確約します。
3. 当社が本条第1項に基づき本システムの利用を終了させた場合において、当社に損害が発生したときは、利
用者は、
当社に生じた損害を賠償するものとします。
また、
利用者は当該利用の終了と同時に当社に対して有
するすべての債務についての期限の利益を喪失するものとします。
4. 本条第1項に基づく解除がなされ、
その結果被解除権者が損害を被ったとしても、
解除権者は損害賠償義務
を負わない。
5. 利用者は、
本関連契約の当事者または代理もしくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明
し、本件措置を講ずるよう当社から求められたときは、正当な理由がある場合を除き、直ちに本件措置を実施、
完了するものとします。
6. 利用者は、当社と利用者との間の取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ち
にその旨を当社に報告します。
第24条
（登録の削除）
当社は、本システムに登録した利用者顧客または指定事業者に第22条第1項各号もしくは前条第1項各号
のいずれかに該当する事由が生じたとき、
または利用者から申出があったときは、
当該利用者顧客
（利用者顧
客に関する物件情報を含みます）
または指定事業者の登録を削除することができるものとします。
2. 前項の場合において、利用者顧客または指定事業者との間で紛争が生じたときは、利用者の責任と費用負
担において、
これを解決するものとし、
万が一、
当社が防御費用
（弁護士報酬および訴訟費用を含みます）
、
損
害賠償の支払い、和解金の支払い、
その他の損害を被り、
または費用の支出をしたときは、利用者は、当社に
対し当該損害および費用の全額を補償するものとします。
3. 登録を削除された利用者顧客または指定事業者の取扱いについては、
第27条に準じるものとします。
4. 第10条に定める利用料の算定にあたっては、
登録を削除した日における利用者顧客に関する物件の数を算
入して計算するものとします。
第25条
（本システムの一時停止）
当社は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
利用者に事前に通知することなく本システムの全部または一
部を一時停止することができるものとします。
(1)本システムの提供のための設備またはシステムの保守、
点検、
更新または修理その他の工事を不定期もし
くは緊急に行う場合
(2)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(3)戦争、
テロ、
暴動、
騒乱、
サイバーテロ、
労働争議、
地震、
噴火、
洪水、
津波、
火災、
停電その他の不可抗力
により、
本システムの提供が困難な場合
(4)その他、
運用上または技術上、
当社が本システムの一時停止が必要と判断した場合
(5)当社の責に帰すべき事由によらずに本システムの提供が困難となった場合
2. 当社は、本システムの全部または一部の一時停止について、
あらかじめ利用者に通知できるときは、
その旨を
利用者に通知するものとします。
3. 当社は、本システムの一時停止によって、利用者等が損害、損失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一
切の責任を負わないものとします。

第27条(本システムの利用終了時等の措置)
本システムの利用が終了し、
または本システムが廃止されたときは、
当社は、
利用者顧客に関する個人情報お
よび本システムの提供に関し利用者から提供された秘密情報を利用者に返却しないで、廃棄するものとしま
す。
2. 本システムの利用の終了または廃止後、当社は、前項に定める廃棄以外に、物件および利用者顧客に関す
る情報、
その他の情報に関し、
一切の責任を負わないものとします。
3. 本システムの利用の終了または廃止後といえども、本システム利用中に発生した利用料の支払い、
その他の
債務の履行については、
本規約の定めに従うものとします。
4. 利用者から事業を廃止する旨の申出がされるなど、利用者において本システムの利用を継続しがたい事由が
発生したときであって、
当社が適当と認める場合には、
当社は、
当該利用者による本システムの利用終了後と
いえども、
本条第1項および第2項の規定にかかわらず、
あらかじめ当該利用者顧客の同意を得ることを条件と
して、
当該利用者から提供された利用者顧客に関する情報を廃棄しないことができるものとします。
第28条
（当社から利用者への通知方法）
当社から利用者への通知は、
本規約に別段の定めがある場合を除き、
当社の選択により、
利用者が登録もし
くは提供した住所あての郵便等による書面の送付、
FAX番号あてのFAXの送信もしくは電子メールアドレスあ
ての電子メールの送信、本システムにかかる告知用WEBサイトへの掲載またはその他当社の指定する方法
のいずれかの方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が郵便その他の方法による書面の送付、
FAXの送信、
その他当社の指定する方法により行なわ
れる場合、
当社は、
利用者から提供された住所、
FAX番号、
その他の連絡先に発信するものとし、
利用者が第
8条に基づき登録または提供した住所、FAX番号、
その他の連絡先の変更を怠っていたことによって、
または
当社の責に帰すべき事由によらないで、
当社からの通知が不到達となったとしても、
通常到達すべき時に到達
したものとみなされるものとします。
3. 第1項の通知が電子メールで行われる場合、当社は、利用者の運用または加盟するサーバーあてに電子メー
ルを発信し、当該サーバーに到達したことをもって、利用者への通知が完了したものとみなします。
この場合に
おいて、
利用者が第8条に基づき登録または提供した電子メールアドレスの変更を怠っていたときは、
たとえ当
社からの通知が不到達となったとしても、当社の発信した電子メールが当該サーバーに通常到達すべき時に
到達したものとみなされるものとします。
4. 第1項の通知が本システムにかかる告知用WEBサイトへの掲載により行なわれる場合、当該通知の内容の
掲載された後、
7日経過した時点で利用者への通知が完了したものとみなします。
第29条
（残存条項）
第2条第5項、第3条第3項、8条4項、第10条第1項、第11条、第12条7項、第15条、第16条、第18条、第
20条、第24条、第25条3項、第26条第3項、第27条及び30条の規定は、本システムの利用の終了または
廃止後においてもなお効力を有するものとします。
第30条
（準拠法および合意管轄）
本規約の準拠法は、
日本法とし、
本システムの利用または本規約に関する訴訟については、
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。
以上
1.本システムの内容
（規約第3条）
本システムの内容は、
次の各号のとおりとします。
なお、
各号の詳細は、
運営規約に定めるほか、
マニュアル、
そ
の他当社が発行する書面の内容に従うものとします。
(1)利用者により登録された物件の建築図面等データの保管
(2)上記登録データの利用者等への共有
(3)スマートフォンから投函された写真データの蓄積
(4)上記データの利用者等への共有
(5)現場進捗確認
(6)履歴管理システム
「LIXILコールサービス」
（別途契約）
へのデータ連動
(7)引渡済物件の分析、
情報を利用者に提供
(8)本システムのサーバーの保守管理およびメンテナンス
(9)1棟当たりの保管サーバー容量は1GByteとする
(10)1社当たりの保管サーバー容量は50GByteとする
2.本システムの利用料
（規約第10条）
本システムの利用料
（消費税及び地方消費税は別途加算します）
は、
次のとおりとします。
項目

金額

備考

(1)初期費用
金300,000円
(2)利用料
金100円/棟/月
(3)サーバー容量追加利用料

登録100棟以下の場合は一律
100棟分の料金にて計算します。
利用開始月、利用終了月における
日割計算は行いません。
追加容量50GByte当り

金3,000円/月
(4)データで提供された利用者顧客
ならびに指定事業者に関する
情報の登録代行料

金3,000円/棟、社

(5)紙媒体により提供された利用
者顧客に関する情報の登録代
行料

(4)の登録代行料に加え、
金50円/枚

(6)利用者ならびに指定事業者に
関するマスター情報の登録方
法説明および指定事業者向け
導入説明会

別途規定によります

別途規定によります

都度お見積り

3.支払い
（規約第11条）
利用者は､当社の指定する収納代行会社である株式会社ジェーシービーを通じ､預金口座振替にて毎月の利
用料
（毎月15日締め）
を当社に支払うものとします。
利用者は所定の依頼書を作成して当社に提出するものとし、
当社は口座振替金額を記載した請求明細書を
当月25日前後に利用者に送付し、
翌月10日付けで､収納代行会社により口座振替をするものとします｡なお、
収納代行会社と利用者間で紛争が発生した場合は、利用者と収納代行会社間で解決するものとし、当社は
一切責任を負わないものとします。
ただし、
預金口座振替の準備が完了していないとき、
または利用者、
当社もしくは収納代行会社の事情により
口座振替を実施しないときは､利用者は、
当社が請求書を送付した日の属する月の末日までに、
当該請求書に
基づく利用料を当社の指定する銀行口座に振り込み、
支払うものとします。
なお、
振込手数料は、
利用者の負
担とします。
以上
（2018年11月20日改訂）
（2019年6月1日改訂）

第26条
（本システムの廃止）
当社は、
3ヵ月間の予告期間をもって、
またはやむを得ない事由があるときは直ちに、
利用者に通知することによ
り、
いつでも本システムの提供を終了
（以下「廃止」
といいます）
させることができるものとします。
2. 当社は、前項に基づく本システムの廃止によって、利用者等が損害、損失、
その他いかなる不利益を被ったと
しても一切の責任を負わないものとします。
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「LIXILコールサービス」運営規約

株式会社LIXIL(以下「当社」
といいます）
は、
当社が運営するLIXILコールサービス(以下「本サービス」
といいま
す）
の利用について、
以下のとおり運営規約を定めます。

第1条(目的）
本サービスは、
住宅建築業者である利用者が指定する物件および当該物件の施主(以下「利用者顧客」
とい
います）
ならびに利用者の指定する事業者等(以下「指定事業者」
といいます）
の情報を当社のシステム(以下
「本システム」
といいます）
に登録し、当社が利用者顧客からの問い合わせを利用者または指定事業者に取
り次ぐ等の本運営規約に定めるサービスを提供することをもって、
利用者の業務の効率化および利用者の利
用者顧客に対するサービスの向上をはかることを目的とします。
第2条(適用範囲および変更）
本規約は、
本サービスの利用に関し、
当社および利用者に適用されます。利用者は、
本サービスの利用にあた
り、
本規約を遵守するとともに、
利用者顧客に関する事項に関しては、
利用者顧客に遵守させるものとします。
2. 当社は、必要に応じて本規約を追加、変更または削除すること(以下「変更等」
といいます）
ができるものとしま
す。
この場合において、
当社は、
変更等の内容を利用者に当社の指定する方法により通知するものとします。
3. 前項に定める変更等および別に定めるマニュアルその他書面は、本規約の一部を構成するものとします。変
更等の内容、
マニュアル等が本規約の条項と異なるときは、
異なる部分につき、
変更等の内容、
マニュアル等
が適用されるものとします。
4. 当社は、本規約の変更等によって、利用者もしくは指定事業者、利用者顧客その他の第三者(あわせて以下
「利用者等」
といいます）
が損害、損失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一切の責任を負わないものと
します。
第3条(本サービスの内容）
本サービスの内容は、別紙に定めるとおりとします。
なお、当社は本サービスの全部または一部を第三者に再
委託することができるものとします。
2. 当社は、
必要に応じて本サービスの内容、
実施方法等を変更等することができるものとします。
この場合におい
て、
当社は、
利用者に対し、
変更等の内容を当社の指定する方法により通知するものとします。
3. 当社は、
前項の変更等によって、
利用者等に損害、
損失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一切の責任
を負わないものとします。
第4条(サービスの利用要件）
本サービスを利用することができる利用者は、
次の要件を満たす者とします。
(1)GoodLiving友の会の会員であること
(2)100件(利用者の1年間における住宅建築(販売）
数の5倍が100件を超えるときは当該数）
以上の物件
情報を本システムに登録すること
2. 前項第2号に定める要件は、
同号に定める数の物件情報を登録することに代えて、
同号に定める数の利用料
を支払うことにより、
これを満たしたものとみなすことができるものとします。
第5条(サービス利用の申込み）
利用者は、本規約を熟読し、
その内容を理解し、
これを遵守することを同意するとともに、
申込書面の提出、
そ
の他当社の定める手続きに従って本サービスの利用を申し込むものとします。
第6条(利用者、
利用者顧客および指定事業者の登録)
利用者は、本サービスの利用を当社に申し込んだときは遅滞なく、本サービスを利用するために必要な利用
者、物件、利用者顧客および指定事業者に関する情報を当社の指定する形式で当社に提供するものとしま
す。
2. 前項に定める情報の提供は、
利用者自身により本システムへ登録する方法により行うものとします。
ただし、
利
用者は、
当社の定める形式により物件および利用者顧客に関する情報を提供して、
当社に本システムへの登
録を代行させることができます。
3. 前項ただし書きの定めに従い当社が登録を代行するときは、利用者は、当社に対し、別紙に定める代行登録
料を支払うものとします。
なお、
当社は登録の代行にあたり利用者から提供された物件および利用者顧客に関
する情報を登録後遅滞なく廃棄し、
利用者に返還しないものとします。
4. 本システムへ登録できる利用者または指定事業者は、本サービスの利用にあたり、当社からの連絡を受領し、
かつ遅滞なく対応できる通信環境を有するものとします。
5. 第2項の登録内容(当社が代行して登録した場合は、当社の定める形式により提供された情報内容を含む。
以下「登録事項」
といいます）
については、
その正確性を含め、
利用者の責任とし、
登録事項に誤り、
不備等が
あったことにより利用者等が損害、
損失、
その他の不利益を被ったとしても当社は一切の責任を負わないもの
とします。
第7条(登録事項の変更等）
利用者は、登録事項に変更等が生じたときは遅滞なく、当社に当該変更等にかかる情報を当社の指定する
形式で当社に提供するものとします。
この場合における情報の提供方法等については、
第6条の定めに従うも
のとします。
2. 前項にかかわらず、
利用者は、
第4条に定める利用要件、
その他本サービスを利用するために必要な条件を充
足する限り、物件または利用者顧客が増加したとしても、当該増加した物件または利用者顧客に関する情報
を登録事項に追加しないことができます。
3. 利用者による物件に関する情報の追加があったときは、当社は、当該物件の利用者顧客のID等を発行して
利用者に通知するものとします。
なお、
本サービス(本システムに登録していない利用者顧客が受けられるサー
ビスを除きます）
は、
本システムへの物件の登録日から開始するものとし、
同時に利用物件として算定します。
第8条(本サービスの利用の承諾）
当社は、利用者から本サービスの申込を受け、
かつ利用者から本サービスを利用するために必要な情報の提
供を受けた後、
第4条の要件を満たすことおよび第8条に定める事項に該当しないことについて、
審査を行うも
のとします。
2. 当社は、利用者が第4条に定める利用要件を満たすことを確認し、本サービスの利用を承諾したときは、利用
者のためにコールセンター等の準備を開始するとともに、利用者に対し、利用者および利用者顧客のIDおよ
びパスワード、
フリーダイヤル番号等の必要な情報を通知するものとします。
3. 利用者は、
前項の通知を受領した日から2ヵ月経過した日の属する月の翌月最初の営業日から本サービスを利
用できるものとします。
第9条(利用の拒絶）
当社は、本サービスの利用を申し込んだ利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの利用
を拒否することができます。
(1)すでに本サービスを利用しているとき
(2)過去に本サービスを不正もしくは目的の範囲を超えて利用し、
または本規約に違反した等の事情により、
本
サービスの利用を停止させられたことがあるとき
(3)当社の指定する収納代行会社の審査に合格しなかったとき
4)登録事項に虚偽があったとき、
または誤記もしくは記入漏れがあり、当社から是正を催告したにもかかわらず
14日以内に是正しなかったとき
(5)その他、
本サービスを利用させることについて、
当社が不適格であると判断したとき
第10条(利用料）
本サービスの利用料は、別紙に定めるとおりとします。
なお、利用者が当社に支払った利用料は、理由のいか
んにかかわらず返還されないものとします。
2. 利用者は、本サービスの利用にあたり、専用回線(着信課金電話番号）
を設置することを承諾し、当該専用回
線(着信課金電話番号）
設置にかかる費用および本サービス利用中の専用回線(着信課金電話番号）
利用
料を負担するものとします。
3. 当社が利用者の依頼により本サービスに含まれないサービス等を行なったときは、
利用者は、
当社に対し、
第1
項に定める利用料とは別に、
当社が別に定める規定に従った利用料を支払うものとします。
4. 当社は、
経済事情等に著しい変動があったとき、
その他正当な理由のあるときは、
利用者に対し、
1ヵ月前に通
知することによって本条に定める利用料を改定することができるものとします。
第11条(支払い）
利用者は、
前条の利用料を別紙に定める条件で支払うものとします。
2. 利用者は、利用料の支払いを遅滞したときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済日まで年利14.6%の割
合による遅延損害金を支払うものとします。
3. 当社は、利用者に対し、利用料その他本規約に基づく債権を有するときは、当該債権と利用者に対して負担
する債務とを、
その弁済期にかかわらず、
いつでも対当額で相殺することができるものとします。
4. 当社が利用者顧客からの依頼により利用者の承諾を得て、直接、利用者顧客に有償サービス等を行った場
合において、
当社が利用者顧客から当該サービス等の対価を回収することができないときは、
利用者は、
当該
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サービス等にかかる代金債権を当社から同額で譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
第12条(IDおよびパスワード）
利用者は、
本サービスを利用するときは、
当社から発行されたIDおよびパスワード(以下あわせて
「ID等」
といい
ます）
を、
利用するものとします。
2. 利用者は、
自己の責任においてID等を使用および管理するものとします。
3. 利用者は、ID等を有償、無償を問わず第三者に貸与または譲渡しないものとし、方法のいかんにかかわらず、
第三者に使用させないものとします。
4. 当社は、利用者のID等の管理不十分、使用上の過誤または第三者の利用によって、利用者等が損害、損
失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一切の責任を負わないものとします。
5. 利用者は、
ID等を失念した場合、
またはID等が盗用された場合、
その他自己のID等を第三者に使用されている
ことを知った場合は、直ちに当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
なお、当社はこの場合
において、利用者または利用者顧客に対するID等の通知・再発行等を第3条第1項の定めに従い第三者に
再委託することができるものとします。
6. 利用者は、
利用者顧客に対し、
当社から利用者顧客に発行されたID等の取り扱いについて、
本条を遵守させ
るものとします。
なお、
前項に定める連絡は、
利用者を通じて当社に行うものとします。
第13条(情報の提供等）
利用者は、
当社が要求するときはいつでも、
緊急連絡先、
その他本サービスを利用するために必要な情報を当
社が指定する形式で当社に提供するものとします。
2. 当社は、
利用者から提供された情報を本サービスの目的のために利用できるものとします。
3. 当社は、
利用者から提供された情報および登録された情報に基づき住宅や商品に関する情報を利用者に発
信することができるものとします。
4. 利用者は、
利用者顧客または指定事業者に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、
遅滞なく当社に連
絡するものとします。
(1)利用者顧客または指定事業者と利用者または当社との間で契約違反、
その他紛争が生じたことを知ったと
き
(2)財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、
または破産、
民事
再生、
会社更生、
特別清算その他法令に基づく清算もしくは再建手続の申し立てがあったとき、
あるいは支払
停止、
支払不能の事由が生じたことを知ったとき
(3)手形、小切手の不渡り、
もしくは銀行取引停止処分を受けたとき、
または財産状態が著しく悪化し、
もしくは
そのおそれがあると認められる相当の事由があることを知ったとき
第14条(禁止事項）
利用者は、
本サービスの利用にあたり、
次の各号に定める行為をしないとともに、
利用者および指定業者に次
の各号に定める行為をさせないものとします。
(1)本サービスを本規約の目的の範囲を超えて、
または不正の目的をもって利用すること
(2)登録されている情報を改ざんすること
(3)利用の申込みまたは登録事項の変更等に際し、
虚偽の情報を提供し、
または登録すること
(4)当社の定める登録事項以外の情報を登録すること
(5)当社の著作権、
商標権その他の権利を侵害すること
(6)あらかじめ当社の書面による承諾を得ないで、
本規約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、
もしくは
引受けさせ、
または担保に供すること
(7)当社から取り次ぎを拒否し、
または当社が取り次いだ利用者顧客からの依頼、
その他の問い合わせに対し、
正当な理由なく直ちに誠意をもった対応を行わないこと
(8)当社の本サービスの提供を妨害すること
(9)当社、
他の利用者、
利用者顧客、
指定業者その他の名誉を傷つけ、
または業務を妨害すること
(10)公序良俗に反する情報(猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声等を含みますが、
これらに限られませ
ん）
を本システムに登録すること
第15条(当社と利用者との関係）
利用者は、
当社が本サービスにより取り次ぐ修理、
メンテナンス、
工事等の取引契約(以下単に
「取引契約」
と
いいます）
について、
利用者の責任において、
契約を履行し、
その代金を回収し、
また、
住宅履歴に登録する内
容の正確性(更新を含む）
、
その他個人情報の管理について、
責任を負うものとします。
2. 利用者が利用者顧客との間で成立した取引契約の品質については、
すべて利用者がその責任を負うものとし
ます。
3. 本システムは、当社が利用者にその利用を許諾するものであり、利用者顧客に対する運営または管理は、利
用者の責任において実施するものとします。
4. 利用者は、
本サービスの利用または取引契約に関し、
利用者顧客または指定事業者との間で紛争が発生した
ときは、
直ちに当社に通知するとともに、
当該紛争を自己の責任と費用負担において誠実にかつ遅滞なくこれ
を解決するものとし、
解決後遅滞なく、
当社に報告するものとします。
5. 前項にかかわらず、
利用者顧客、
指定事業者その他の第三者が本サービスに関し何らかの責任を当社に追及
した場合において、
当社が防御費用(弁護士報酬および訴訟費用を含む）
、
損害賠償の支払い、
和解金の支
払い、
その他の損害を被り、
または費用の支出をしたときは、利用者は、当社に対し当該損害および費用の全
額を補償するものとします。
第16条(指定事業者および利用者顧客との関係）
当社は、
本サービスの範囲において、
利用者と指定事業者または利用者顧客との間の取次ぎの連絡を行うこ
と以外に、
利用者、
指定事業者および利用者顧客との間の修理、
メンテナンス、
工事等の取引契約の成否な
らびに当該取引にかかる役務提供の内容および代金回収等の履行について、
一切の責任を負わないものと
します。2.当社は、
利用者顧客が送信した申込情報が本システムを運営するコンピュータ・システムに到達する
かどうか、
および当該コンピュータ・システムに到着した申込情報が利用者顧客の送信した申込情報と同一内
容であるかについては、
一切の責任を負わないものとします。
3. 当社が利用者または指定事業者に取次ぎの連絡をした場合において、
利用者または指定事業者が電話に出
ない、
その他の当社の責に帰すべき事由以外の理由により利用者または指定業者に取り次げなかったとして
も、
当社は、
利用者等に対し、
一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、
次の各号に定める利用者等の損害を賠償しないものとします。
(1)電話、
インターネット等の通信回線の事故、
輻輳または混雑、
その他通信設備不具合により生じた損害
(2)利用者等の責に帰すべき事由により本サービスの利用が終了されたことに伴い発生した損害
(3)利用者等の責に帰すべき事由により本サービスの提供を受けられなかったために生じた損害
(4)本規約において当社が責任を負わない旨の定めがある損害
(5)前各号のほか、
当社の責に帰すべき事由によらないで発生した損害
5. 本サービスに関し、当社の故意または重大な過失により利用者に損害が発生したときは、当社は、当該損害
発生月の利用料を超えない範囲で損害賠償の責任を負うものとします。ただし、当社は、利用者等の営業機
会の喪失等に伴う逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および間接損害を賠
償する責任を負わないものとします。
6. 前項の請求は、利用者がその損害発生の事実を知った日から7日以内に、書面により当社に通知することを
要するものとします。
第17条(利用者顧客等に関する情報）
利用者は、
本サービスの提供を受けるために必要な範囲で利用者顧客から情報を取得し、
これを当社に提供
するものとします。
2. 当社は、
利用者から提供された利用者顧客の氏名、
住所等の情報または本サービスの提供に際して知り得た
利用者顧客の本サービスの利用履歴もしくは当該利用者の物件の修理履歴等の情報を、
本サービス提供の
目的の範囲を超えて使用し、
または第三者に開示しないものとします。
3. 利用者顧客その他の個人情報は、
利用者の責任においてこれを管理するものとします。
第18条(秘密保持）
当社および利用者は、本システムの画面、
その他本サービスに関連して知り得た相手方の技術上または営業上
の秘密情報を本サービス利用中のみならず、
本サービスの利用の終了(本サービスの提供の終了を含みます）
後も第三者に開示し、
漏洩してはならないものとします。
ただし、
次の各号に該当する情報は、
この限りではあり
ません。
(1)相手方から開示される前に、
既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、
受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく正当な開示権限を有する第三者から入手した情報
(5)受領当事者が相手方より事前に書面による承諾を得た情報
第19条(営業活動の制限等)
当社は、
本サービスの提供に際して利用者から提供された物件および利用者顧客に関する情報を利用して独
自に営業活動を行ないません。
2. 本サービスに関連して利用者顧客から新たなサービスまたは商品の提供依頼があったときは、
利用者との間で

別に定める取引を除き、
原則として利用者に取り次ぐものとします。
第20条(知的財産権)
利用者は、本サービスの利用にあたり提供する修理、
メンテナンス、工事等の取引契約にかかるデータおよび
施工事例に関して利用者が有する著作権その他一切の権利を、利用者が登録した利用者顧客に開示する
目的の範囲内で、当社が無償で使用することを許諾します。
なお、利用者は当該著作権を当社が使用するに
あたり、
著作者人格権を行使しないものとします。
2. 当社が本サービスに基づき作成する著作物にかかる権利は、
当社に帰属するものとします。
第21条(利用者からの終了の申出）
利用者は、
本サービスの利用を終了したいときは、
1ヵ月間の予告期間をもって、
当社に利用の終了を申し入れ
ることができるものとします。
この場合において、利用の終了を申し出た利用者は、当社が当該利用者のため
にすでに着手した本サービスの利用料または費用を負担するものとします。
2. 利用者は、
本サービスの利用の終了を当社に申し入れたときは、
これを撤回することはできないものとし、
本サー
ビスを再度、
利用したいときは、
第5条に従って利用の申込みをするものとします。
第22条(利用の終了）
当社は、
利用者に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、
催告、
その他の手続きなしに、
当該利用者に
よる本サービスの利用を一時中止させ、
または終了させることができるものとします。
(1)第14条または法令に違反したとき
(2)第4条に定める利用要件を喪失し、
または第8条に定める事項に該当することが判明したとき
3)本規約に違反し、
または正当な理由なく本規約を履行する見込みがないと認められる場合において、
当社か
ら違反の是正または本規約の履行を催告されたにもかかわらず、
催告後14日間を経過しても違反を是正し、
ま
たは本規約を履行しないとき
(4)当社に重大な損害または危害をおよぼしたとき
(5)監督官庁より営業の取消、
停止等の処分を受けたとき
(6)財産について、
仮差押、
仮処分、
差押(滞納処分によるものを含みます）
、
強制執行または担保権の実行と
しての競売等の申立てがあったとき
(7)破産、
民事再生、
会社更生、
特別清算その他法令に基づく清算または再建手続の申立てがあったとき
(8)支払停止または支払不能の事由が生じたとき
(9)手形もしくは小切手の不渡りまたは銀行取引停止処分を受けたとき
(10)財産状態が著しく悪化し、
またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(11)災害、
その他やむを得ない事由により、
本規約の履行が困難な事態が生じたとき
(12)代表者、
取締役、
支配人、
執行役員その他経営に関与する者が逮捕、
刑事告発、
書類送検もしくは起訴
され、
またはこれらの者が刑に処せられたとき
(13)当社に提供された住所または連絡先に対し、電話、FAX、郵便等の合理的な手段によって連絡しても1
週間以上応答がないとき
(14)解散、
組織変更、
合併、
会社分割、
株式交換、
株式移転または事業譲渡の決議をしたとき
(15)その他、
本サービスを利用させることについて、
当社が不適格であると判断したとき
2. 当社は、利用者と関係のある次の各号のいずれかに該当する事業者に前項各号または第23条第1項各号
のいずれかに該当する事由が生じたときも、催告、
その他の手続きなしに、当該利用者の本サービスの利用を
一時中止させ、
または終了させることができるものとします。
(1)利用者が出資し、
または出資を引き受ける事業者
(2)利用者が経営者を派遣し、
もしくは派遣を受ける事業者、
または利用者の経営者が経営を兼務する事業者
(3)本店または取引の主たる事業所が同一である、
商号が類似する等、
営業主体が同一であると認められる事
業者
3. 第1項または前項により本サービスの利用が終了したときは、
当該利用者は当社に対する一切の債務につい
て、
当然に期限の利益を喪失するものとします。
第23条(反社会的勢力排除）
当社は、
利用者(利用者の取締役、
監査役、
執行役、
執行役員、
顧問、
相談役およびその他実質的に相手方
の経営もしくは運営を支配しまたは利用者の経営もしくは運営に関与している者ならびに本サービスの利用に
関し利用者を代理または媒介する者を含みます）
が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、
何らの通
知、
催告を行うことなく、
直ちに当該利用者につき、
本サービスの利用を終了させることができるものとします。
(1)暴力団、
暴力団員、
暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、
暴力団関係企業・
団体、
総会屋、
社会運動標ぼうゴロ、
政治活動標ぼうゴロ、
特殊知能暴力集団もしくはその関係者、
その他反
社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」
といいます）
であるとき、
または暴力団等反社会的勢力が利用者
の経営もしくは運営に実質的に関与しているとき
(2)自社、
自己もしくは第三者の不正な利益を図り、
または第三者に損害を与える目的をもって、
暴力団等反社
会的勢力の威力または暴力団等反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき
(3)暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、
または便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の
維持、
運営に協力し、
もしくは関与しているとき
(4)本規約に関連する契約(以下「本関連契約」
といいます）
の当事者または代理もしくは媒介を行う者が暴力
団等反社会的勢力であることが判明し、
本関連契約の解除その他の必要な措置(以下「本件措置」
といいま
す）
を講ずるよう求められたにも関わらず、
正当な理由なく直ちに本件措置を実施、
完了しないとき
(5)暴力団等反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにも関わらず、暴力団等反社会的勢力の活動を
助長しもしくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき
(6)暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に関与している企業、
団体または個人であることを知りながら、
これを使用しているとき
(7)当社と利用者との間の取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当
該介入の事実に関する報告を怠ったとき
(8)暴力的、
脅迫的または威圧的な違法行為を行ったとき
(9)偽計または威力を用いて業務を妨害したとき
(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号）
および同施行規則
等、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会
申合せ）
ならびに暴力団排除に関する条例のいずれか一つにでも違反したとき
2. 利用者は、
自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、
かつ将来にわたっても当該事由のいずれに
も該当しないことを確約します。
3. 当社が本条第1項に基づき本サービスの利用を終了させた場合において、当社に損害が発生したときは、利
用者は、
当社に生じた損害を賠償するものとします。
また、
利用者は当該利用の終了と同時に当社に対して有
するすべての債務についての期限の利益を喪失するものとします。
4. 利用者は、
本関連契約の当事者または代理もしくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明
し、本件措置を講ずるよう当社から求められたときは、正当な理由がある場合を除き、直ちに本件措置を実施、
完了するものとします。
5. 利用者は、当社と利用者との間の取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ち
にその旨を当社に報告します。
第24条(登録の削除）
当社は、本システムに登録した利用者顧客または指定事業者に第22条第1項各号もしくは前条第1項各号
のいずれかに該当する事由が生じたとき、
または利用者から申出があったときは、当該利用者顧客(利用者顧
客に関する物件情報を含みます）
または指定事業者の登録を削除することができるものとします。
2. 前項の場合において、利用者顧客または指定事業者との間で紛争が生じたときは、利用者の責任と費用負
担において、
これを解決するものとし、
万が一、
当社が防御費用(弁護士報酬および訴訟費用を含みます）
、
損
害賠償の支払い、和解金の支払い、
その他の損害を被り、
または費用の支出をしたときは、利用者は、当社に
対し当該損害および費用の全額を補償するものとします。
3. 登録を削除された利用者顧客または指定事業者の取扱いについては、
第27条に準じるものとします。
4 .第10条に定める利用料の算定にあたっては、削除した日の属する月まで、当該削除された利用者顧客に関
する物件を物件の数に算入するものとします。
第25条(本サービスの一時停止）
当社は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
利用者に事前に通知することなく本サービスの全部または一
部を一時停止することができるものとします。
(1)本サービスの提供のための設備またはシステムの保守、
点検、
更新または修理その他の工事を不定期もし
くは緊急に行う場合
(2)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(3)戦争、
テロ、
暴動、
騒乱、
サイバーテロ、
労働争議、
地震、
噴火、
洪水、
津波、
火災、
停電その他の不可抗力
により、
本サービスの提供が困難な場合
(4)その他、
運用上または技術上、
当社が本サービスの一時停止が必要と判断した場合
(5)当社の責に帰すべき事由によらずに本サービスの提供が困難となった場合
2. 当社は、本サービスの全部または一部の一時停止について、
あらかじめ利用者に通知できるときは、
その旨を
利用者に通知するものとします。
3. 当社は、本サービスの一時停止によって、利用者等が損害、損失、
その他いかなる不利益を被ったとしても一

切の責任を負わないものとします。
第26条(本サービスの廃止）
当社は、
3ヵ月間の予告期間をもって、
またはやむを得ない事由があるときは直ちに、
利用者に通知することによ
り、
いつでも本サービスの提供を終了(以下「廃止」
といいます）
させることができるものとします。
2. 当社は、前項に基づく本サービスの廃止によって、利用者等が損害、損失、
その他いかなる不利益を被ったと
しても一切の責任を負わないものとします。
第27条(本サービスの利用終了時等の措置)
本サービスの利用が終了し、
または本サービスが廃止されたときは、
当社は、
利用者顧客に関する個人情報お
よび本サービスの提供に関し利用者から提供された秘密情報を利用者に返却しないで、廃棄するものとしま
す。
2. 本サービスの利用の終了または廃止後、当社は、前項に定める廃棄以外に、物件および利用者顧客に関す
る情報、
その他の情報に関し、
一切の責任を負わないものとします。
3. 本サービスの利用の終了または廃止後といえども、本サービス利用中に発生した利用料の支払い、
その他の
債務の履行については、
本規約の定めに従うものとします。
4. 利用者から事業を廃止する旨の申出がされ、
または利用者が第22条第1項各号のいずれかに該当するなど、
利用者において本サービスの利用を継続しがたい事由が発生したときは、
当社は、
当該利用者による本サービ
スの利用終了後といえども、
本条第1項および第2項の規定にかかわらず、
あらかじめ当該利用者顧客の同意
を得ることを条件として、
当該利用者から提供された利用者顧客に関する情報を廃棄しないことができるものと
します。
第28条(当社から利用者への通知方法）
当社から利用者への通知は、
本規約に別段の定めがある場合を除き、
当社の選択により、
利用者が登録もし
くは提供した住所あての郵便等による書面の送付、
FAX番号あてのFAXもしくは電子メールアドレスあての電
子メール、
本サービスにかかる告知用WEBサイトへの掲載またはその他当社の指定する方法のいずれかの方
法により行われるものとします。
2. 前項の通知が郵便その他の方法による書面の送付、FAX、
その他当社の指定する方法により行なわれる場
合、
当社は、
利用者から提供された住所、
FAX番号、
その他の連絡先に発信するものとし、
利用者が第7条に
基づく登録または提供した住所、FAX番号、
その他の連絡先の変更を怠っていたことによって、
または当社の
責に帰すべき事由によらないで、当社からの通知が不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したも
のとみなされるものとします。
3. 第1項の通知が電子メールで行われる場合、当社は、利用者の運用または加盟するサーバーあてに電子メー
ルを発信し、当該サーバーに到達したことをもって、利用者への通知が完了したものとみなします。
この場合に
おいて、利用者が第7条に基づく登録または提供した電子メールアドレスの変更を怠っていたときは、
たとえ当
社からの通知が不到達となったとしても、当社の発信した電子メールが当該サーバーに通常到達すべき時に
到達したものとみなされるものとします。
4. 第1項の通知が本サービスにかかる告知用WEBサイトへの掲載により行なわれる場合、当該通知の内容の
掲載された後、
7日経過した時点で利用者への通知が完了したものとみなします。
第29条(残存条項）
第15条、第16条、第18条、第20条、第26条第2項および第27条の規定は、本サービスの利用の終了また
は廃止後においてもなお効力を有するものとする。
第30条(準拠法および合意管轄）
本規約の準拠法は、
日本法とし、
本サービスの利用または本規約に関する訴訟については、
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。
以上
1.本サービスの内容(規約第3条）
本サービスの内容は、
次の各号のとおりとします。
なお、
各号の詳細は、
運営規約に定めるほか、
マニュアル、
そ
の他当社が発行する書面の内容に従うものとします。
(1)利用者顧客からの電話、
FAX、
電子メール、
インターネット等による問い合わせに対する受付の代行(コール
センター業務）
(2)前号の問い合わせが修理、
メンテナンス、
工事その他の依頼であった場合における、
指定事業者への取次
ぎの代行
(3)第1号に定める受付の代行および第2号に定める取次ぎの代行をした場合における、
当該代行に関する情
報の本システムへの登録の代行
(4)本システムの利用
(5)利用者から依頼があった場合における次の情報の登録の代行
①利用者に関する情報等
②利用者から提供された物件及び当該物件にかかる利用者顧客に関する情報等
③利用者から提供された指定事業者関する情報等
(6)当該利用者の顧客にかかる住宅履歴情報の分析および分析結果の提供
(7)利用者から依頼があった場合における当該利用者の利用者顧客に対するダイレクトメール、電子メール等
の通信手段による情報発信の代行
(8)本システムのサーバーの保守管理およびメンテナンス

2.本サービスの利用料(規約第10条）
本サービスの利用料(消費税及び地方消費税は別途加算します）
は、
次のとおりとします。

項目

金額

備考
-

(1)利用料

金100円/物件/月

(2)専用回線利用料

金3,000円/月

-

(3)専用回線設置費用

別途

開設時のみ

(4)未登録顧客対応料
（本システムに登録されていない
金5,000円/件
顧客（以下「未登録顧客」
といい
ます）
からコールセンターへ問合せ
があった場合）
(5)物件および利用者顧客に関す
金3,000円/物件
る情報の登録代行料
（データ）
(6)紙媒体により提供された物件
(5)の登録代行料に加え、
および利用者顧客に関する情報
金50円/枚
の登録代行料

3回/月を限度とします。
未登録顧客から月3回を超える問
い合わせがあったときは、別途見
積によります。
別途規定によります
別途規定によります

3.支払い(規約第11条）
利用者は､当社の指定する収納代行会社である株式会社ジェーシービーを通じ､預金口座振替にて毎月の利
用料(毎月15日締め）
を当社に支払うものとします。
利用者は所定の依頼書を作成して当社に提出するものとし、
当社は口座振替金額を記載した請求明細書を
当月25日前後に利用者に送付し、
翌月10日付けで､収納代行会社により口座振替をするものとします｡なお、
収納代行会社と利用者間で紛争が発生した場合は、利用者と収納代行会社間で解決するものとし、当社は
一切責任を負わないものとします。
ただし、
預金口座振替の準備が完了していないとき、
または利用者、
当社もしくは収納代行会社の事情により
口座振替を実施しないときは､利用者は、
当社が請求書を送付した日の属する月の末日までに、
当該請求書に
基づく利用料を当社の指定する銀行口座に振り込み、
支払うものとします。
なお、
振込手数料は、
利用者の負
担とします。
以上
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サービス申込書
ご利用サービスをご選択、貴社記入欄を漏れなくご記入の上、弊社営業担当にご提出ください。

「LIXIL現場情報共有システム」
・
「LIXILコールサービス」利用申込書
申込サービス名

該当に○印

LIXIL現場情報共有システム

別 紙 規 約に同意して、 申し込みます ／ 申し込みません

LIXILコールサービス

別 紙 規 約に同意して、 申し込みます ／ 申し込みません

※個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご確認下さい。 https://www.lixil.co.jp/privacy/

■貴社記入欄

年

申込日

月

日

フリガナ

会社名
フリガナ

代表者印

代表者名
フリガナ

所在地

〒

−

T EL

（

）

−

FAX

（

）

−

システム
ご担当者

フリガナ
支店・営業所：

部署：

氏名

＠

E-ma il
T EL

（

）

−

携帯

（

）

−

※今後のご連絡はシステムご担当者あてにいたします。

開始希望日

年

月

1

日

以下、LIXILコールサービス申込の場合にご記入願います。

件

登 録既存物件数
定期点検
サービス申込

有

・

無

（該当に○印）

※別途JHS社へお申込みが必要です
※対応可能エリア
（P.26）
をご確認ください

■LIXIL担当者記入欄
LIXIL担当者名
電話番号
Cycleコード
（必須）
Good Living 友の会
入会の有無

入会済 ・ 未入会 （該当に〇印）

会員No.

LIXIL担当者は、
必要事項を記入の上、スキャナーでPDF化し、lcs@lixil.comへメール送信してください。
※原紙を事務局に送付してください
（宅急便等送付履歴が残る方法にて）
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マグネットシート発注書

名入れマグネットシート専用発注書
【 名入れ原稿の確認方法 】

■会員様記入欄

Good Living 友の会 事務局での受注後、
３営業日前後で委託
業者より
「名入れ原稿（版下）」
をＦＡＸにてお送りさせていただき
ます。
内容に間違いがないかをご確認の上、
ご返信願います。

フリガナ

会 社名
ご住所

〒

TEL・FAX
ご担当者名

−

ご希望納品日と□に

TEL（

）

−

FAX（

）

−

※

携帯（

）

大島工務店

表示社名

大島工務店

（・
I 明朝体 ）

−

表示フリーコール番号

（Ｌ・角ゴシック体）

−
※上記ご社名以外にご希望がございましたらこちらにご記入ください。

上記と同じ

表示するメッセージ マグネットシート ｢ 住まいのご相談はお気軽にどうぞ！ ｣
表示するURL
（任意）

月
日
□ 迄に納品
□ 必着

※最短納期 ： 名入れ原稿承認後１０営業日
※ご注文数が500枚以上の場合は納期がさらにかかる場合が
ございますので予めご了承ください。

※ご担当者あてに納品いたしますので必ずご記入ください。

書体

年

納品希望日

−

様 会員 No.

※どちらかに○をお付けください

をご記入ください。

※左記メッセージ以外にご希望がございましたらこちらにご記入ください。

※会社URLの表示が必要な場合にご記入ください。（注）
アドレスの文字数によって表示が複数行になる場合がございます。

ご希望のデザインおよびご希望の注文数の□に

をお付けください。100枚単位でお申込みが可能です。

※オリジナルデザインをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※2020年3月時点の価格です。予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

【 名刺タイプ 】
（ツールコード：TM2321）

□ デザインA

申込注文数
□ 100枚
□ 200枚
□ 300枚
□ 400枚
□ 500枚

送料は価格に含まれています。

送料は価格に含まれています。

□ デザインB

1枚単価（税別）
147円
119円
91円
77円
64円

【 横長タイプ 】
（ツールコード：TM2322）

申込注文数
□ 100枚
□ 200枚
□ 300枚
□ 400枚
□ 500枚

サイズ 91 55mm ／ 重さ 12g

合計金額（税別）
14,700円
23,800円
27,300円
30,800円
32,000円

□ デザインE

申込注文数
□ 600枚
□ 700枚
□ 800枚
□ 900枚
□ 1000枚

1枚単価（税別）
58円
53円
47円
43円
41円

申込注文数
□ 600枚
□ 700枚
□ 800枚
□ 900枚
□ 1000枚

1枚単価（税別）
52円
47円
43円
41円
40円

□ デザインF

合計金額（税別）
34,800円
37,100円
37,600円
38,700円
41,000円

サイズ 130 35mm ／ 重さ 9g

□ デザインC

1枚単価（税別）
137円
110円
86円
73円
60円

合計金額（税別）
13,700円
22,000円
25,800円
29,200円
30,000円

□ デザインD

事務局記入欄(こちらには記入しないでください。）

合計金額（税別）
31,200円
32,900円
34,400円
36,900円
40,000円

受注№

ご発注はGood Living 友の会事務局へ
必要事項を記入の上、
スキャナーでPDF化し、glt@lixil.comへメール送信してください。
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**

*XY0700
*XY0700

【LIXIL現場情報共有システム／LIXILコールサービス 推奨環境】
※推奨ブラウザ：Google Chrome最新版／Firefox最新版／Microsoft Edge／Safari最新版（iPhone／iPad）
（Internet Explorer環境はサポートしておりません）
※iPhone・iPadアプリ：iOS9以上
※Androidアプリ：Android5.0以上

■内容・仕様・価格などは予告なしに変更する場合があります。

LIXILコールサービス事務局
メールアドレス：lcs@lixil.com

業務用

XY0700
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