あ な た の 大 切 な お う ち を 、ず っ と 快 適 に 、ず っ と 安 心 に 。
長く住み続けたい「おうち」だから気になる

FAQ

あんなこと、こんなこと

家価値60 年サポート

よくあるご質問

Q１ ． 保証書や点検の状況はいつでも閲覧できますか？
A１ ． 専用の住宅履歴システムで保証書やメンテナンス履歴、定期点検予定などの情報を管理しています。

あなたのくらしを末永く守る、充実のアフターサポート！
便利で快適な生活ができる安心感がいつまでも続くように、
おうちの体調管理をサポートします。

PC・スマートフォンいずれでも閲覧可能です。
ご自身でご購入された家電製品等の保証書は、
スマートフォンで撮影し、
写真データとして保存していただくと便利です。

Q２ ． 定期点検で補修が必要な箇所があった場合、対応してくれますか？
A２ ． 小修繕からリフォームまで承ります。後日対応になる可能性がありますのでご了承ください。

また、内容次第でサポートデスクへお電話いただくことで対応ができます。
（修繕費用は実費でご負担いただきます）

Q３ ． 夜中の緊急のトラブルなどには対応できるのですか？
A３ ． 家価値60年サポートでは会員専用窓口を設けています。会員証やマグネットに記載されている電話番号で24時間365

日受付、対応しております。補修やリフォーム等のご依頼も受付いたします。(受付後、住宅会社から折り返しのご連絡
をさせていただく場合がございます)

Q４ ． サービスの信憑性は大丈夫ですか？

A４ ． 設備フリーメンテナンスは、大手損害保険会社との間で保険契約を締結するなどにより、安定的な運営を確保してお
ります。
また、定期点検は専門の資格を有した第三者機関の検査員がまいります。

Q５ ． もしも工務店が倒産してしまった場合、サービスは続くのでしょうか？
A５.

安心の

長期サポート

家価値60年サポートのサービス範囲内で、点検および補修、
リフォーム等を実施いたします。

Q６ ． 「水栓からの水漏れ」や「トイレが詰まった」などの緊急対応は有償ですか？
A６.

お客様の実費負担で、有償で専門業者を手配させていただきます。
サポートデスクへお電話頂き、
トラブル内容を
お伝え下さい。
（内容によっては、受付後、住宅会社から折り返しのご連絡をさせて頂く場合がございます）

24時間365日

Q７ ． 天災の被害があった際も設備保証は適応されますか？
A７.

緊急対応

おうちの

相談窓口が
一本化

火災、地震、水害、落雷、
ガス害、塩害およびその他の天災地変による故障は、設備保証対象外です。
■ 企画運営会社
〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目24-9 アイケイビルディング 5階
Tel : 03-5747-9824
Fax : 03-5747-9825

特典満載！！

お得なサービス

豊富な

おうちのお手入れ
メニュー

Special
Edition

家価値 60 年サポート Special Edition サービスメニュー
加入日

築5年

築10年

築15年

ーっと
ずずーっと

あなたの大 切なお 住まいを 、 生 涯
サポートし続けます！
資 産 価 値を守りつつ 、 安心 ・ 快 適な暮らしが 手に入ります 。
築20年

築25年

築30年

築35年

築40年

築45年

築50年

築55年

［大切なおうちを守るために］

長期修繕（メンテナンス）計画作成サービス

おうちの長期修繕（メンテナンス）計画を作成します。

住宅履歴管理・更新

住宅履歴管理・更新

新築時の設計図書や、定期点検報告書、保証書など、
おうち関する情報を一元管理できます。

定期点検・報告

第三者機関による点検・報告を実施する
サービスです。

防蟻点検
おうちの大敵であるシロアリからおうちを守るための防
蟻点検サービスです。

初期訪問・定期点検・診断報告

5年ごとの定期点検・診断報告

※10年以降、5年ごとに無料点検を行います。加えて防蟻保証期間内は、5年間の3年目にも中間床下点検を行います。
ただし、必要な補修工事を行って頂けない場合、点検費用（２．
２万円/回）
をご負担いただく場合がございます。

5年ごとに再防蟻工事のご提案＆保証

※都度実費を頂戴いたします。

［万が一のときのセーフティネット］

住宅会社倒産時のサポート継続サービス
住宅会社が倒産しても第三者期間が住宅会社に
代わりサポートするサービスです。

安心・快適な暮らしがずーっと継続

※万が一住宅会社が倒産しても、引き続きサポートをします。

［万が一のことがあっても安心！］

24時間365日サポートデスク
おうちの不具合などのトラブルや、
リフォームに関する
お問合せなどは、
いつでもこちらへお電話ください。

緊急対応・お手伝いサービス

水漏れなどのトラブル時に緊急で対応してもらえる
サービスです。

コールセンター

24時間365日

緊急対応・お手伝いサービス

※実費を頂戴いたします。
（基本出張費・作業費・部材費）

［特典満載！！お得なサービス］
あなたのおうちを施工した住宅会社が提供する

ポイントサービス

リフォームやメンテナンスなどおうちの様々なことに活
用できるポイントサービスです。

お得な情報配信
お得な特典情報・ 暮らしに役立つ情報をメールでお
届けします。

会員優待サービス

レジャー、
グルメなど国内外20万ヶ所以上で使える会
員限定の優待サービスです。

お得なポイントサービス

お得な特典情報 ・ 暮らしに役立つ情報配信（半年に1回）

暮らしに役立つ優待サービス

築60年

大切なおうちを守るために。

永く快適な暮らしを続けるために、維持・管理がとても大切です。性能の高いおうちであっても、
より永く快適性を保つためには都度メンテナンスをしていくことが必要になります。

長期修繕（メンテナンス）計画作成

第三者機関による定期点検 ＋ アフターメンテナンス

永く快適な暮らしを続けるために、維持・管理計画を立てる必要があります。
おうちの住宅に合わせた、サービス加入日から、築60年に至るまでの長期修繕計画を
作成してお渡しするサービスです。
実際の点検やメンテナンス情報の管理・更新も行います。作成した計画に従って
適切なタイミングで補修をして安心に暮らせる住環境を維持していきましょう。

おうちの状況を確認するために定期的に点検にお伺いします。安心の第三者機関による点検です。

点検結果は点検報告書で詳細をご確認いただけます。

点 検 報 告 書

住宅履歴や長期修繕(メンテナンス)計画も、定期点検報告書も、
全ての情報を専用システムで一元管理。

点 検 内 容

住宅履歴管理・更新

時

期

引渡し10年以降も
5年ごとに
住まいの点 検サービスを
60年間継続します

点 検 部 位

築3年（床下点検）

室内・設備・床下・基 礎外周

築５年（建物簡易点検）

室内・設備・床下・基 礎外周・外 壁・ベランダ

築10年（建物簡易点検）

室内・設備・床下・基 礎外周・外 壁・ベランダ・屋根・小屋裏

※ただし、必要な補修工事をおこなっていただけない場合、点検費用（2.2万円/回）をご負担いただく場合があります。
※定期点検は日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合の検査員が実施します。
※サービス加入時の築年数が、規定の点検実施時期を経過していた場合は、点検は実施されません。
例えば、築3年経過後にサービス加入の場合、築3年点検は実施されません。
※加入初年度に点検を実施する場合もございます。

防蟻点検

おうちの大敵であるシロアリから おうちを守るために点検を行うサービスです。
必要に応じて、実費にて工事と保証も提供します。
日本長期住宅メンテナンスの組合員(防蟻工事会社)が工事を行います。
防蟻工事の再施工をすると5年保証が延長します。5年ごとに点検・防蟻処理をし、建物の安全性を保ちましょう。
あなたの専用ページを作成し、長期修繕（メンテナンス）計画の作成と、定期点検報告書の一元管理を行います。
他にも、
あなたが自ら設計図書や竣工写真、家具・家電設備の保証書など、
おうちに関する情報をシステム上に保存することができます。

保証期間：5年 （ 施 工日から5年 ）

保証限度額：500 万円 （施工日から5 年）

万が一のときのセーフティネット

お手伝いサービス（実費負担）

住宅会社倒産時のサポート継続サービス
万が一、新築住宅を施工した住宅会社が倒産した場合でも、継続して第三者機関が
定期点検とお住いのサポートを実施します。

家具の移動

照明管球交換

受付時間

24時間

受付時間

24時間

対応時間

9：00〜17：00

対応時間

9：00〜17：00

対応内容

対応内容

お部屋の模様替え、家具の移動等の際、作業
スタッフがお伺いします。

お部屋のダウンライトや蛍光灯等、照明管球交換に
作業スタッフがお伺いします。
※管球はお客様ご自身でご用意いただいております。

万が一のことがあっても安心！

【基本出張費】

7:00〜22:00 8,000円（税別）

22:00〜翌7:00 11,000円（税別）

1回の出動は30分程度の作業を目安としております。基本出張費用他、作業費・部材費は別途承ります。

＊トラブルの内容によっては、施工店と相談の上、対応をさせていただく場合がございます。
＊部材代・交換費・作業費などが発生した際は、
お客様のご負担となります。
＊部品交換に伴う、部品の取寄せには、
日数をいただく場合があります。
＊不具合状況により、
メーカーを手配させていただく場合がございます。
＊地域・天候・交通状況・作業内容によって即日対応できない場合や現地到着までに時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
＊作業スタッフ訪問時には、利用者の立会が必要となります。

24 時間 365 日サポートデスク

おうちの不具合などのトラブルや、リフォームに関するお問合せなどは、
いつでもこちらへお電話ください。

緊 急 対 応 ・ お 手 伝 いサ ービ ス

「水が溢れて止まらない！」
「トイレの水が流れない！」など水廻りのトラブルに加えて、
鍵や窓などの破損に関するトラブルにも60年間対応します。サポートデスクにご連絡をいただくことで、
お客様の実費負担にて緊急対応を承ります。

特典満載！！ お得なサービス

緊急対応サービス（実費負担）

水廻りのトラブル
受付時間

24時間

対応時間

窓ガラスのトラブル
24時間

利用事例
・排水つまり ・トイレつまり
・配管からの水漏れ等

受付時間

24時間

対応時間

24時間

利用事例
・ガラスが割れてしまった
・ガラスにひびが入った等

対応内容

対応内容

「水栓からの水漏れ」や
「トイレが詰まった」な
ど、室内での水廻りトラブルの際に、応急処置
を行う作業スタッフを手配致します。
注意事項

過失・不意の事故・空き巣被害により、住居内
の窓ガラスが破損してしまった際、応急処置を
行う作業スタッフを手配致します。

※窓ガラスのトラブルは、事件性がある場合、警察への届け出を出されてから状況に応じ
ての対応となります。
※窓ガラスのトラブル対象は、窓サッシとなり、応急処置とはべニア板等での養生作業を
さします。

玄関鍵のトラブル

電気設備のトラブル

24時間

対応時間

24時間

利用事例
・鍵を忘れてしまった
・鍵を失くしてしまった等
対応内容
鍵を忘れてしまった、失くしてしまったなど、鍵
のトラブルの際に応急処置を行う作業スタッフ
を手配致します。
注意事項

※鍵のトラブルのご利用について、解錠・破錠作業時には運転免許・パスポート等の
本人確認書類が必要となり、お持ちでない場合はご紹介ができませんので予めご
了承ください。
※防犯性が高い特殊な鍵は対応できない場合がございます。
※破壊による開錠の対応時間は9：00〜21：00となります。

国内外20万ヶ所以上の施設で使える会員限定の優待サービスです。グルメやショッピングなど、
日々の暮らしに役立つサービスをはじめ、旅行やレジャー、映画など様々なシーンでご利用いただけます。
ご家族やご友人と、新居後を楽しくお得にお過ごしください！

注意事項

※家電製品（自動洗浄便座・食洗機・洗濯機など）本体の故障は対象外となります。

受付時間

会員優待サービス

受付時間

24時間

対応時間

9：00〜17：00

利用事例
・照明がつかない
・コンセントの不具合

※ご利用の際は、必ずWebサイトに記載の利用方法･サービス内容をご確認下さい。
※サービス内容・料金は変更になる場合がございます。
※当サイトは無料でご利用いただけます。

URL

https://www.club-oﬀ.com/ans/

・漏電ブレーカーが
落ちた等

対応内容
電気スイッチの不具合など電気設備のトラブ
ルの際に点検・調査・応急処置を行います。
注意事項
※家電製品（自動洗浄便座・食洗機・洗濯機など）本体の故障は対象外
となります。
※機器本体の修理・交換、部品取り寄せが必要なトラブルについては即日対応ができな
い場合がございます。予めご了承ください。

ポイントサービス

住宅設備機器の交換や消耗品の交換、
リフォームなど、様々なサービスにご利用いただけます。
住宅履歴保存システム「iekachiBOX」内、
お客様専用ページにて、
ポイント残高を確認できます。

※ポイントは新築時の施工や増改築を行う住宅会社が定めるルールの下、当該住宅会社が管理・付与します。

（ポイントサービスはお客様のおうちを施工した住宅会社が独自に提供するサービスであり、家価値60年サポートとは別のサービスとなります。）

