
 利用規約 

この規約（以下「本利用規約」といいます）は、株式会社わかばケアセンター（以下「当社」といいます）が運営する家事代行サ

ービス チェルートが提供する家事代行・料理代行等（これらに関するオプションを含みます。以下総称して「本サービス」といい

ます）の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用する全ての方に適用されます。本サービスを利用する前に、本

利用規約をよくお読みください。 

 

第１条 総則 

 本利用規約は、お客様が遵守すべき事項及びお客様と当社との権利義務関係を定めるものです。 

２． お客様は、本利用規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サー

ビスを利用した場合には、お客様は本利用規約を遵守することに同意したものとみなします。 

３． 本規約と個別規約が異なる場合は、個別規約を優先するものとします。 

４． 本利用規約は、弊社の判断により事前の予告なく変更・追加・削除できるものとします。変更後の利用規約は本サービスの WEB

サイトに開示し、メール、LINE、電話又は郵送によりお客様に通知を行うものとし、開示及び通知後にお客様が本サービスを

利用した場合は、変更後の利用規約に同意したものとみなします。 

 

第２条 サービスの提供範囲 

本サービスは、本利用規約（個人規約を含みます。以下同様とします。）及び、申込書記載の内容並びに予めお客様と当社で相

談の上決定した作業内容に従って実施します。 

２．本サービスは、日常的な家事の代行を目的としたサービスです。料理は基本的な家庭料理の提供、掃除は日々の汚れを落とす

ものです。全ての汚れを完全に落としきることを保証するものではありません。 

３．以下の作業は、本サービスでは提供できません。 

(ア) 高所での作業や重量物の運搬など、危険を伴う作業 

(イ) 専門的な知識や専門資格が必要な作業（例：高級衣料の洗濯、貴金属の手入れ、車両整備、造園、ペットのトリミング） 

(ウ) 車両の運転（場合により、自転車を除く） 

(エ) 医療行為 

(オ) 身体介助（シニアプランをご利用のお客様を除く） 

(カ) エアコンや換気扇等の分解清掃や、洗剤を使用しての浴室の天井清掃、バスタブのエプロン内清掃等の専門清掃 

(キ) セキュリティ上の安全確保が出来ない鍵の受け渡し（例：鍵のかからないポストでの受け渡し） 

(ク) その他、当社及びスタッフが実施困難と判断した作業 

 

第３条 本サービス実施に伴う確認事項 

本サービス実施にあたり、お客様宅の水道、電気及びガスを使用いたします。その使用料はお客様負担となります。 

２．本サービスの実施にあたり、お客様宅の洗剤、掃除用具、調理道具、食材、調味料等を使用いたします。それによる道具等の

消耗に伴う費用は、お客様負担となります。 

３．本サービスの実施により発生したゴミ、及び廃棄物等はお客様にて処分していただきます。 

４．当社は、お客様への連絡又は通知の必要がある場合には、登録されたメールアドレス、LINE ID、電話番号又は住所へ、メー

ル、LINE、電話又は郵送により連絡や通知を行います。 



５．お客様はメール、LINE、電話又は当サイトのお問い合わせフォームより、当社へ連絡を行うものとします。 

６．本サービス実施時に、サービスの品質の向上やコーディネートの為、当社社員が同行させて頂く場合があります。 

７．スタッフへの作業指示やスタッフ間での確実な引継ぎ、お客様への作業報告の為、お客様宅の一部を撮影させていただくこと

があります。 

８．ご同居されている方を含め、インフルエンザ等の感染症にかかられた場合又はその疑いがある場合は事前にお知らせください。

状況により、本サービスの提供を控えさせていただきます。 

９．やむを得ない事情により、指名スタッフが本サービスを提供する予定の日時（以下「本サービス予定日時」といいます）に伺

えない場合、代理手配又は日程変更をさせていただきます。 

１０．本サービス実施時までにお客様は、貴重品（例：現金・有価証券・各種金券・年金手帳・預金通帳・キャッシュカード・印

鑑・貴金属・健康保険証・運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・領収証・美術品・高価品・希少価値のある物等）

を鍵のかかる場所又はスタッフが立ち入らない場所へ保管し、お客様にて厳重に管理していただきます。 

１１．以下の各号に定める物及びやむを得ず前項の保管が出来ない貴重品並びにその他取扱いに注意を要する物については、お客

様はスタッフへ事前に通知することとします。事前の通知なく当該品が破損又は故障した場合は、スタッフに故意又は重大

な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 

⑴ 骨董品、絵画、置物、美術品等 

⑵ 破損・故障の恐れがある物又は既に破損・故障している物 

⑶ 接触に注意を要する物（例：稼働中の電化製品） 

⑷ その他取扱いに注意を要する物 

 

第４条 本サービスの申し込み 

本サービスの利用を希望するお客様は、当社指定の申し込み用紙にて本サービスの利用を申し込むものとします。 

２．本サービス予定日時は、お客様のご要望を伺った上で当社が決定するものとします。 

３．お客様は申込時において、非継続的な単発の家事代行サービス（スポット利用）と、１週間の決まった曜日かつ日時で繰り返

し行う家事代行サービス（定期利用）を選択することが出来ます。定期利用が申し込まれた場合には、キャンセルがされない

限り次の申し込みがされるものとして、当社で自動的に申し込みを追加します。 

４．在宅での本サービス実施の場合、スタッフはお客様にご相談の上、作業内容を変更させて頂く場合があります。 

５．不在宅でのサービス実施時で、変則的な依頼がある場合にはお客様は、「サービス実施報告書」にその旨を記載して通知する

ものとします。尚、その内容によってはご要望に添えない場合があります。 

６．本サービス開始後に事前に想定した状況と異なることが発生又は発覚した場合、予定していたサービスを変更又は中止する場

合があります。 

 

第５条 契約期間及び更新 

本サービスの契約期間は、サービスお申込日から１年を経過した日の属する月の末日までとします。 

２．契約期間満了の１か月前までにお客様又は当社のいずれからも書面による本契約解除の申し出がない場合、本サービスの契約

期間は自動的に１年延長されるものとし、以後も同様とします。 

 

第６条 利用料金及び支払方法 

本サービスの利用料金及び最低利用時間については、当サイトで定めるとおりとします。 

２．当社が料金表に定める各種オプションサービスを申し込まれたお客様は、本サービスの利用料金に加えて各オプション料金を



支払うものとします。 

３．お客様は本サービスの利用１回につき、当社が料金表に定めるスタッフの交通費を当社に支払うものとします。ただし、スタッ

フの移動能力により公共交通機関を利用した方が合理的であると当社が判断した場合は、スタッフが移動の際に利用した公共

交通機関利用料金の実費をお客様にお支払いいただきます。その際の公共交通機関の使用ルートは、当社が最も合理的であると

判断したルートとします。 

４．外出同行等で別途交通費や入場料等が発生する場合は、スタッフの分もお客様負担とし、その場でお支払いいただきます。 

５．本サービス実施中にお客様がサービス提供時間の延長をご希望された場合、スタッフとお客様で協議の上、延長の可否を決定す

るものとします。その際の延長時間は３０分単位での延長とし、お客様は延長料金を支払うものとします。尚、３０分以内の延

長の場合にも３０分相当の延長料金を支払うものとします。 

６．契約期間中であっても、当社はサービス利用料金、延長料金、交通費及びオプション料金（以下「サービス利用料金等」といい

ます）を改定できるものとします。価格を変更する場合、当社はお客様に対し、変更後の価格を適用する月の前月の１日までに

これを通知するものとし、お客様が書面による契約解除の手続きを行わない場合、お客様は当該変更後の価格に同意したものと

みなします。 

７．お客様は、ご利用いただいたサービス利用料金等を当社が以下に定める方法で当社に支払うものとします。 

⑴ スポットサービスをご利用のお客様は、ご利用の都度クレジットカード又は「NP 後払い air」にてサービス利用料金等を

支払うものとします。 

⑵ 前号で「NP 後払い air」を選択した場合は、サービス提供後に株式会社ネットプロダクションズから郵送される請求書に

て、発行から１４日以内にコンビニエンスストア、郵便局又は銀行から支払うものとします。尚、その際当社は株式会社

ネットプロダクションズへ決済に必要な氏名・住所等のお客様の情報を提供します。 

⑶ 定期利用のお客様は、末日締め１か月単位での支払いとし、クレジットカード自動振替又は口座自動振替にて支払うもの

とします。クレジットカード自動振替をご利用の場合、お客様がご利用のクレジットカード会社により振替日が異なりま

す。口座自動振替の場合、振替日は締め日翌月の 26 日とし、残高不足等により振替ができない場合には、当社は、支払期

日以降の任意の日においてその一部又は全部につき再度口座振替を行うことが出来るものとします。但し、当社から別途

指示があったときは、お客様は、その指示する日時、場所及び方法で支払うものとします。 

⑷ お客様がサービス利用料金等の支払いを遅滞した場合、年 14.6％の遅延損害金が加算されます。 

 

第７条 本サービス予定日時の変更及びキャンセル料 

お客様は、本サービス予定日時の前営業日 17：00 までに当社にお申し出いただくことにより、無償で本サービス予定日時の変

更及びキャンセルを行うことが可能です。但し、定期利用のお客様はサービス予定日時の振替を原則とします。 

２．以下の項目に該当する場合、当該回のサービスはお客様都合の当日キャンセルとして扱い、お客様は以下に定めるキャンセル料

金及び延長料金を支払うものとします。尚、その場合のサービスの振替はできません。 

⑴ 前項に定める変更可能締切日時を経過した以降に、変更又はキャンセルのお申し出をした場合、お客様は当該回のサービ

ス利用料金等の全額を支払うものとします。 

⑵ 本サービス予定日時にスタッフがお客様宅を訪問し、お客様がお出にならなかった場合 

イ) スタッフは３０分間待機し、待機開始から３０分以内にお客様と連絡を取り且つ作業開始できない場合は当日キャン

セルとし、お客様は当該回のサービス利用料金等の全額を支払うものとします。 

ロ) 当初のサービス開始予定時刻を過ぎて作業を開始した場合、お客様は当初のサービス開始予定時刻からのサービス利

用料金等を支払うものとし、当初のサービス終了予定時刻をもって当該サービスは終了とします。 

ハ) 当初のサービス終了予定時刻を延長して作業を希望する場合お客様は、本規約第６条第５項に定める通りとします。 

ホ) サービス時間が短縮された場合でも、短縮分の作業時間の振替及び返金はできません。 

⑶ 不在時対応でのサービス実施の場合には、前号の適用はありません。 



⑷ 引っ越し等、お客様からの事前の連絡が無かった為に、当日サービスを提供できなかった場合、お客様は当該回のサービ

ス利用料金等の全額を支払うものとします。 

⑸ お客様やご同居人が感染症にかかっている等、スタッフの訪問後にサービスを提供できない状況であると当社が判断し

た場合は、お客様は当該回のサービス利用料金等の全額を支払うものとします。 

 

第８条 本サービスの結果確認 

サービス時間の延長がされない限り、当該サービスの終了予定時刻をもって本サービスは完了したものとします。 

２．お客様が在宅で本サービスをご利用の場合、お客様は本サービス実施の内容等について以下の号に従って確認等を行うことと

します。 

⑴ 本サービス終了後、お客様は直ちに本サービス実施箇所の状況及び本サービス実施結果の確認を必ず行うこととします。 

⑵ 本サービス実施前に確認した内容との相違や不備等があった場合、お客様はその場でスタッフへその旨を指摘または当

社へ連絡するものとします。 

⑶ 万が一、本サービス実施前に確認したサービス内容が実施されていないことが認められる、又は不備が明らかな場合は、

不備のサービス範囲に応じた返金又は不備のサービス範囲の作業のやり直しのいずれか妥当であると当社が判断し、行

うものとします。但し、前号に定める実施結果の確認時の申し出に限ります。 

３．お客様が不在で本サービスをご利用の場合、お客様は本サービスの実施の内容等について以下の号に従って確認等を行うこと

とします。 

⑴ お客様は帰宅後直ちに本サービス実施箇所の状況及び本サービス実施結果の確認を必ず行い、スタッフが作成し所定の

場所に備え置きした「サービス実施報告書」を確認の上、所定の欄に署名又は捺印を行うものとします。 

⑵ 本サービス実施前に確認した内容との相違や不備等があった場合、お客様は「サービス実施報告書」にその旨を記入し、

スタッフが次回訪問時に対応するものとします。また、緊急の場合、お客様は当社まで連絡するものとします。 

⑶ 万が一、本サービス実施前に確認したサービス内容が実施されていないことが認められる、又は不備が明らかな場合は、

不備のサービス範囲に応じた返金又は不備のサービス範囲の作業のやり直しのいずれか妥当であると当社が判断し、行

うものとします。但し、前号に定める実施結果の確認時の申し出に限ります。 

４．お客様は、スタッフの勤務態度及びサービス内容に疑義が生じた際は、直ちに当社へ連絡するものとします。 

 

第９条 契約変更 

本サービス契約時にお伺いしたお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレス及び LINE ID 等に変更が生じた場合、お客様

は直ちに当社へ通知するものとします。 

２．本契約の一部又は全部の変更を希望される場合は、当月１５日までに当社所定の手続きを行うことにより、翌月１日をもって本

契約の内容を変更することが出来ます。 

３．前項の内容をお客様が当社へ通知しなかったことによりお客様が被った何らかの損害について、当社は一切の責任を負わない

ものとします。 

 

第１０条 本サービスの休止 

お客様が本サービスの休止を希望する場合、当月 15 日までに当社にお申し出頂くことにより、翌月１日をもって本サービスを

休止できるものとします。尚、月途中での休止はできません。 

 

第１１条 本サービスの解約 



お客様が本サービスの解約を希望する場合、当月 15 日までに当社にお申し出頂くことにより、当月末日をもって本サービスを

解約できるものとします。尚、月途中での解約はできません。 

２．前項にかかわらず、解約申し出月に実施が予定されているサービス利用料金等を全額お支払いいただくことにより、お客様は

直ちに本契約を解約できるものとします。 

 

第１２条 禁止事項 

本サービスの実施にあたり、お客様が以下に定める行為を行うことを禁止します。 

⑴ 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又

はその恐れのある行為 

⑵ 当社、スタッフ、他のお客様及び第三者の著作権、肖像権、知的所有権又はその他の権利を侵害する行為 

⑶ 当社、スタッフ、他のお客様及び第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為 

⑷ 当社、スタッフ、他のお客様及び第三者に対する詐欺又は脅迫行為 

⑸ 当社、スタッフ、他のお客様及び第三者を誹謗中傷する行為 

⑹ 当社、スタッフ、他のお客様及び第三者への暴力、脅迫、恫喝、威嚇その他精神や身体を傷つける行為 

⑺ 当社、スタッフ、他のお客様及び第三者へのセクシャルハラスメントその他わいせつな行為 

⑻ その他法令等に違反する行為又はその恐れのある行為 

⑼ 公序良俗に反する行為又は反社会的活動に関する行為 

⑽ 他サービス等への勧誘又は募集行為 

⑾ 当社を通じて入手した情報を複製、販売、その他私的利用の範囲を超えて使用する行為 

⑿ 他のお客様の情報の収集を目的とする行為 

⒀ 当社、スタッフ、他のお客様に損害を与える行為 

⒁ 本利用規約及び本サービスの趣旨及び目的に反する行為 

⒂ 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為 

⒃ その他当社が不適切と判断する行為 

 

第１３条 反社会的勢力の排除等 

お客様は、次の各号のいずれかに該当しないこと及び将来にわたっても該当しないことを表明及び保証し、確約するものとし

ます。 

⑴ 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集

団、その他これらに準ずる者）に該当する又は該当していた場合 

⑵ 自己又は第三者の利益を図る目的をもって反社会的勢力を不当に利用した場合 

⑶ 資金又は便宜を提供するなど反社会的勢力に利益を供与した場合 

⑷ 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合 

⑸ 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者、又はこの

者と関わり若しくは繋がりのある者である場合 

⑹ 自ら又は第三者を利用して、当社又はスタッフに対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合 

⑺ 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し偽計又は威力を用いて、当社又はスタッフの名誉や信用等を毀損し又は毀損す

る恐れのある行為をした場合 

⑻ 前各号に準ずる場合及び前各号に準ずる行為をした場合 

２．お客様が前項の表明内容ないし確約に違反した場合、当社は事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することが出来る



ものとします。 

３．当社が前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合において、当該解除によりお客様に損害が生じても、当社は一切

責任を負いません。また、本条の違反により当社に損害が生じたときは、お客様はその一切の損害を賠償しなければなりません。 

 

第１４条 本サービスの停止又は契約解除 

当社は、お客様が以下各号に該当し又は該当する恐れがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、何らの通知も行

うことなく、お客様に対し本サービスの利用の一時停止、本契約の解除等の措置(以下「サービス停止等」といいます)を講じ

ることが出来るものとします。 

⑴ 本利用規約のいずれかの条項に違反した場合 

⑵ 当社に提供された情報の全部または一部につき虚偽の事実があることが判明した場合 

⑶ 死亡した場合 

⑷ 後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 

⑸ 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、補佐人又は補助人の同意等

を得ていなかった場合 

⑹ 当社からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して３０日間以上応答がない場合 

⑺ 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは関与する等、反社会的勢力

との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合 

⑻ サービス利用料金等を所定の期日までに支払わない場合 

⑼ その他当社が本サービスの運営、管理上必要又は本サービスの提供が不可能あるいは不適切であると当社が判断した場合 

⑽ その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合 

２．お客様は、サービス停止等の後も当社に対する本契約上の一切の義務及び債務（損害賠償を含みますが、これに限りません）を

免れるものではありません。 

３．当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた不利益や損害について一切の責任を負わず、本契約の解除の措置

を行った後も、お客様が当社に提供した情報を保有及び利用が出来るものとします。 

４．当社は、お客様が第１項各号に該当し、又は該当する恐れがあると当社が判断した場合、その他当社が必要と認める場合には、

お客様に対し違反行為の中止等を求めることがあり、お客様は直ちに当該要求に応じるものとします。 

 

第１５条 直接契約の禁止 

お客様及びその同居人は、本契約期間中又は契約終了後１年以内に、当社スタッフ及びその紹介により知り得た者に対し、当社

を介さず本サービスその他これに類する内容の役務の提供を内容とする契約を申し込み、若しくは承諾し又は締結し、あるいは

紹介してはならないものとします。 

２．お客様及びその同居人が前項に違反した場合、当社は第１４条に規定するサービス停止等の措置をとることが出来るものとし

且つお客様は、違約金として１００万円を当社に支払うものとします。 

 

第１６条 秘密保持 

お客様は、本契約に関連して当社から開示を受けた当社の技術上又は運営上その他一切の業務上の情報及びスタッフなど第三

者の個人情報(以下「秘密情報」といいます)を厳重に保管及び管理するものとします。 

２．お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。 

３．お客様は、当社から求められた場合には遅滞なく当社の指示に従い、秘密情報及び秘密情報を記載又は包含した書面その他の



記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は破棄しなければなりません。 

 

第１７条 個人情報の取扱い 

  当社は、当サイトで公開する個人情報保護方針に従って、本契約に関してお客様から収集した個人情報を適切に取り扱うもの

とします。 

 

第１８条 本サービスに関する知的財産権 

本サービスにおいて、当社が作成及び提供する情報（画像、動画、音声、イメージ、テキスト、ソフトウェア、プログラムコ

ードその他のデータを含みますが、これらに限りません。以下「コンテンツ」といいます）に関する著作権等の一切の知的財

産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。 

２．当社は本サービスウェブサイト及び本サービスを通じて当社が提供する全てのコンテンツについて、お客様に対し自由に使用、

収益、処分し得る所有権類似の権利を譲渡し、又は当該権利を認めるものではありません。 

３．本サービス上、商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下、総称して「商標等」といいます）が表示される場合がありますが、

当社はお客様その他第三者に対し、商標等を譲渡し又はその使用を許諾するものではありません。 

 

第１９条 損害賠償 

お客様による本利用規約違反行為その他本サービスの利用に関連して、当社に直接又は間接の損害が生じた場合（当該行為が

原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます）、お客様は当社に対し、その全ての損害（弁護

士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます）を賠償するものとします。 

２．本契約が消費者契約法上の消費者契約に該当する場合であって、当社が債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負う

場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は、お客様に発生した直接且つ通常の損害に限り、当社が加入

する賠償責任保険に基づいて保険会社から支払われた保険金額を上限としてこれを賠償する責任を負うものとし、特別な事情

から生じた損害については責任を負わないものとします。 

３．当社スタッフの故意又は過失によって、お客様が申し込まれた本サービス内容に基づいて、サービス実施時間内にスタッフが

行った行為に起因してお客様に損害が生じた場合、当社が当該損害を賠償するものとします。但し、損害に対する賠償額は当

社が適当と判断し且つ当社が加入する賠償責任保険に基づいて保険会社から支払われた保険金額を上限として賠償するものと

します。 

４．当社が補償する物品は、掃除機、モップ、ハタキ、スポンジ又は洗濯ばさみなどの家事で使用する消耗品を除きます。 

５．天災地変、法令の制定改廃、公権力の行使、交通機関の事故、通信の途絶、第三者の行為、その他やむを得ない事情等、当社

及びスタッフの責めに帰さない事由からお客様が被った損害若しくはお客様自身の故意又は過失から生じた損害については、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第２０条 権利義務の譲渡の禁止 

  お客様は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は本契約上の地位について、

第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。 

 

第２１条 事業譲渡等の場合の取扱い 



  当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は合併若しくは会社分割等により本サービスに係る事業を継承させた

ときは、当社は当該譲渡等に伴い本契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の会員情報を当該譲渡等の譲受人等に承

継させることが出来るものとします。お客様は、かかる譲渡等につき本条において予めこれに同意したものとみなします。 

 

第２２条 分離可能性 

本利用規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及

ぼさず、本利用規約の他の部分は引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及びお客様は、当該無効若しくは執行

不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これの同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本利用規約に拘

束されることに同意するものとします。 

２．本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、あるお客様との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のお

客様との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。 

 

第２３条 協議事項 

  本利用規約に定めのない事項及び本利用規約の条項のうち疑義が生じた事項については、当社とお客様とが協議して取り決め

るものとします。 

 

第２４条 合意管轄裁判所 

  本サービスに係る紛争が生じ、訴訟を提起する必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま

す。 

 

株式会社わかばケアセンター 家事代行事業部 

家事代行サービス チェルート 

電話番号 0120-900-399 

E-mail：info@cheeroot.net 

制定・施行：２０１８年 4 月 16 日 

 

 

 

 

【オプション：鍵のお預かりに関する特約】 

お客様が不在で本サービスをご利用の場合、ご希望によりお客様宅の鍵を当社がお預かりします。 

２．お客様は、お預かりした鍵の管理費として別途毎月７００円を当社に支払うものとします。 

３．鍵をお預かりする際、当社はお客様に鍵の「預かり証」を発行し、当社が管理責任をもって鍵を保管し、使用致します。 

４．当社は鍵の複製はいたしません。 

５．万が一、お預かりした鍵を当社又はスタッフが紛失した際には、お客様と当社が誠実に協議し、解決を図るものとします。協

議の結果、当社の負担により紛失した鍵と同水準の鍵との交換で解決する場合は、当社が鍵交換の費用を負担することによ

り一切の解決とし、鍵紛失によるその他の責任を負わないものとします。 

６．お客様から求められた場合又は本契約が終了した場合、当社はお客様からお預かりしていた全ての鍵を遅滞なく返却致しま

す。 

mailto:info@cheeroot.net


【買い物代行サービスに関する特約】 

  購入費用は別途実費（現金のみ）となります。本サービス開始予定時刻にスタッフがお客様宅に伺い、購入費用をお預かりし

ます。 

２．お客様は、スタッフが買い物を終えて戻った際又はお客様が帰宅した際に直ちに、発生した購入費用や釣銭に関してレシート

や領収書と相違がないか確認し、サービス当日に清算するものとします。 

３．当社及びスタッフによる購入費用の建て替えはできません。 

４．購入品に関してお客様は、当社所定の「買い物リスト」に希望購入品及びスタッフに預ける金額を記入するものとします。

「買い物リスト」をスタッフが代筆する場合は、お客様はその内容を確認し、「買い物リスト」の所定の欄に署名又は捺印する

ものとします。 

５．購入品の量は、スタッフの配送能力に応じて配送可能な量を限度とし、全ての購入依頼品を購入できない場合もあります。 

６．お客様が希望した品とスタッフが実際に購入した品に相違があった場合でも当社及びスタッフは返金致しません。 

７．「つくりおきプラン」をご利用の場合買い物代行サービスはオプションサービスとなり、お客様は、料金表記載のオプション

料金を当社に支払うものとします。 

 

 

【ペットに関する特約】 

ペットをお預けになる場合お客様は、各種保険に加入するものとし、未加入の場合はペットをお預かりできません。又、事

故等発生時にお客様が保険未加入であることが判明した場合又は、保険期間が過ぎている等、補償外であった場合、当社又

はスタッフに故意又は重大な過失があった場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 

２．お預かりできるペットの種類は小型犬、中型犬、猫、ハムスターやうさぎ等の小型の哺乳類を原則とし、ペットの種類又は犬

種等によりお預かりできない場合があります。 

３．戸外で一度にお預かりできるペットの頭数は、スタッフ１名につき小型犬２頭、中型犬１頭までを原則とします。 

 

 

【調理サービスに関する特約】 

スタッフは、お客様の指示のもと、お客様又はスタッフが購入した食材を調理しますが、賞味期限の切れた食材及び調味料

は使用致しません。 

２．生肉又は生魚を未加熱のまま提供することはできません。 

３．調理後のお料理は、当日中にお召し上がり頂くか、冷凍保存をしてください。 


