
                                              　ろとサービスご利用規約サービスご利用規約ご利用規約利用規約

    この利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す利用規約（以下本利用規約とサービスご利用規約言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すいます）は、ろとサービスご利用規約サービスご利用規約が提供する介護保険外サービス（これらに関す提供する介護保険外サービス（これらに関すする介護保険外サービス（これらに関す介護保険外サービス（これらに関すサービスご利用規約（これらに関す関すす
る介護保険外サービス（これらに関すオプションを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおみます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおして「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお本サービスご利用規約」とサービスご利用規約言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すいます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお）を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおお客様が利用するに当たり、適用されるお客様が利用するに当たり、適用されるおが提供する介護保険外サービス（これらに関す利用する介護保険外サービス（これらに関すに関す当たり、適用されるおたり、適用される介護保険外サービス（これらに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお
客様が利用するに当たり、適用されるおとサービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はり決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はめです。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお本サービスご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおご利用規約利用する介護保険外サービス（これらに関すに関すあたり、本規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおご利用規約理解・ご承諾いただき、お客様はご利用規約承諾いただき、お客様はいただき、お客様が利用するに当たり、適用されるお客様が利用するに当たり、適用されるおは
本規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す条項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合する介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおなお客様が利用するに当たり、適用されるお、本サービスご利用規約に関す関すし、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合が提供する介護保険外サービス（これらに関す特約その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他個別規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお設けている場合けている介護保険外サービス（これらに関す場合
に関すは、当たり、適用されるお該個別規約も本規約とサービスご利用規約一体となって適用されるものとします。とサービスご利用規約なって適用される介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

＊運営・ご承諾いただき、お客様は管理

　本サービスご利用規約は、ろとサービスご利用規約サービスご利用規約（以下当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合とサービスご利用規約言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すいます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお所在地：鳥取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は県西伯郡大山町門前１０５８番地）が提供する介護保険外サービス（これらに関す運営・ご承諾いただき、お客様は
　管理を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお行います。います。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

＊第一条

　1.本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す利用を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお希望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 する介護保険外サービス（これらに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合に関す本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す利用を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお申し込むものとします。 し込むものとします。 むもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　2.当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合は、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約希望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお伺って、本サービスを提供する日時（以下「本サービス予定日時」といいます。）って、本サービスご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお提供する介護保険外サービス（これらに関すする介護保険外サービス（これらに関す日時（以下「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお本サービスご利用規約予定日時」とサービスご利用規約いいます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお）

を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はめます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおただし、状況により、ご希望の日時に本サービスを実施できない場合があります。 　　　　　に関すより、ご利用規約希望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す日時に関す本サービスご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお実施できない場合があります。 　　　　　できない場合が提供する介護保険外サービス（これらに関すあります。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 　　　　　

　3.当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す説明終了後、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは本規約お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 説明内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はに関す同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す上、本サービスご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおお客様が利用するに当たり、適用されるお申し込むものとします。 込むものとします。 みいただけます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

＊第二条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は）
　
　1.本サービスご利用規約は、本規約（個別規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおみます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお以下同様が利用するに当たり、適用されるおとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお）お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 契約書記載の内容ならびに予めの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はならび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 に関す予め
お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまとサービスご利用規約当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合で相談の上決定した作業内容にしたがって実施します。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す上決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は定した作業内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はに関すしたが提供する介護保険外サービス（これらに関すって実施できない場合があります。 　　　　　します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 
　
　2.スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 は、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまに関すご利用規約相談の上決定した作業内容にしたがって実施します。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す上、作業内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお変更させていただく場合があります。 させていただく場合があります。 場合が提供する介護保険外サービス（これらに関すあります。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 
　
　3.本サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　に関すあたり、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合はお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約要望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 に関す沿うよう努力いたしますが、以下のご要望には応じかうよう努力いたしますが、以下のご要望には応じかいたしますが提供する介護保険外サービス（これらに関す、以下の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約要望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 に関すは応じかじか
ねます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

（１） 専門資格の必要な作業 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す必要な作業 
（２）スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 が提供する介護保険外サービス（これらに関す実施できない場合があります。 　　　　　困難と判断した作業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とサービスご利用規約判断した作業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した作業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　4.本サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　に関すより発生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。したゴミ・ご承諾いただき、お客様は廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。はお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまに関すて処分していただきます。していただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお
　

＊第三条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す利用料金）
　
　1.本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す利用料金は、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合が提供する介護保険外サービス（これらに関す別途定める介護保険外サービス（これらに関す料金表記載の内容ならびに予めの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す料金とサービスご利用規約なります（以下「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおサービスご利用規約利用料金」とサービスご利用規約
いいます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお）。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

　2.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約希望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 に関すより、本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す所定の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す時間を超える場合、を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお超える場合、える介護保険外サービス（これらに関す場合、30分していただきます。単位での延長とし、延長料金をおでの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す延長とし、延長料金をおとサービスご利用規約し、延長とし、延長料金をお料金を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおお客様が利用するに当たり、適用されるお

支払いいただきます（いいただきます（30分していただきます。以内の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す延長とし、延長料金をおの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す場合、30分していただきます。相当たり、適用されるおの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す延長とし、延長料金をお料金を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおお客様が利用するに当たり、適用されるお支払いいただきます（いいただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお）。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおなお客様が利用するに当たり、適用されるお、スご利用規約タッ
フは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す当たり、適用されるお日の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すスご利用規約ケジュール等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。等はお客さまにて処分していただきます。に関すより、延長とし、延長料金をおの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約要望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお応じかえできない場合が提供する介護保険外サービス（これらに関すあります。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお
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　３.契約期間を超える場合、であっても、法令の制定、改廃、経済状況の変動、租税公課の増減等により、当社は利用料金をの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す制定、改廃、経済状況により、ご希望の日時に本サービスを実施できない場合があります。 　　　　　の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す変動、租税公課の増減等により、当社は利用料金をの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す増減等はお客さまにて処分していただきます。に関すより、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合は利用料金を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお
改定できる介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお　　　　

　４.訪問車両の駐車スペースが確保できない場合は、当該車両の駐車に要した費用はお客さまにご負担いたの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す駐車スご利用規約ペースご利用規約が提供する介護保険外サービス（これらに関す確保できない場合は、当たり、適用されるお該車両の駐車スペースが確保できない場合は、当該車両の駐車に要した費用はお客さまにご負担いたの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す駐車に関す要した費用はお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまに関すご利用規約負担いたいた
だく場合があります。 ことサービスご利用規約に関すなりますの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すでご利用規約了承を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおお客様が利用するに当たり、適用されるお願いします。　　　　　　いします。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお　　　　　　

＊第四条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す予定日時の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す変更させていただく場合があります。 ・ご承諾いただき、お客様はキャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。等はお客さまにて処分していただきます。）

　１．本サービスご利用規約予定日時の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す変更させていただく場合があります。 に関すついては、本サービスご利用規約予定日時の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す 2営業日前 18時までに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまから当たり、適用されるお
社が特約その他個別規約を設けている場合に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお申し込むものとします。 し出いただくことによって、無償で変更することができます。　いただく場合があります。 ことサービスご利用規約に関すよって、無償で変更することができます。　で変更させていただく場合があります。 する介護保険外サービス（これらに関すことサービスご利用規約が提供する介護保険外サービス（これらに関すできます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお　
　
　2.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約都合に関すよる介護保険外サービス（これらに関すキャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。に関すつきましては、作業実施できない場合があります。 　　　　　の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す 2日前（日・ご承諾いただき、お客様は祝日・ご承諾いただき、お客様は年末年始を除く）までにを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお除く）までにく場合があります。 ）までに関す
ご利用規約連絡いただければキャンセル料はいただきません。前日、当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャンいただければキャンセル料はいただきません。前日、当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャンキャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。料はいただきません。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお前日、当たり、適用されるお日の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すキャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。に関す関すしましては、下記の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す通りキャンりキャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお
セル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。料を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお申し込むものとします。 し受けます。　けます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　キャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約連絡いただければキャンセル料はいただきません。前日、当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャン 　　　　　　　　キャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。料

　　　　　　　２日前１８時まで　 　　　　　　　　　　なし

　　　　　　　前日１８時まで 　　　　　　　　　　３０％

　　　　　　　　　当たり、適用されるお日 　　　　　　　　　　５０％

※本サービスご利用規約予定日時に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約自宅にご不在であった場合、スタッフをに関すご利用規約不在であった場合、スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 10分していただきます。間を超える場合、待機させ、待機開始からさせ、待機させ、待機開始から開始を除く）までにから

分していただきます。 10以内に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまとサービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約連絡いただければキャンセル料はいただきません。前日、当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャンが提供する介護保険外サービス（これらに関す取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はれない場合に関すキャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。とサービスご利用規約させていただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお見守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合り巡回サービスに関サービスご利用規約に関す関す
しては、サービスご利用規約対象者様が利用するに当たり、適用されるおが提供する介護保険外サービス（これらに関すご利用規約不在の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す場合でもキャンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおセル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。とサービスご利用規約なりません。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお　　　　　　　　　　

＊第五条（本サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　に関す伴う確認事項）う確認事項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合）

　1.本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す実施できない場合があります。 　　　　　に関すあたり、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さま宅にご不在であった場合、スタッフをの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す水道・ご承諾いただき、お客様は電気・ご承諾いただき、お客様はガスご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお使用させていただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおその利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す使用料はお客様が利用するに当たり、適用されるお客さ

ま負担いたとサービスご利用規約させていただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　２.インを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 ル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。エンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおザ等の感染症にかかられた場合またはその疑いがある場合は事前にお知らせください。  等はお客さまにて処分していただきます。の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す感染症にかかられた場合またはその疑いがある場合は事前にお知らせください。  に関すかかられた場合またはその利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す疑いがある場合は事前にお知らせください。  いが提供する介護保険外サービス（これらに関すある介護保険外サービス（これらに関す場合は事前に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお知らせください。  らせく場合があります。 ださい。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお  

　３.清掃サービスの実施にあたり、スタッフは、原則としてお客さま宅の洗剤、掃除用具等を使用させていただサービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す実施できない場合があります。 　　　　　に関すあたり、スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 は、原則としてお客さま宅の洗剤、掃除用具等を使用させていただとサービスご利用規約してお客様が利用するに当たり、適用されるお客さま宅にご不在であった場合、スタッフをの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す洗剤、掃サービスの実施にあたり、スタッフは、原則としてお客さま宅の洗剤、掃除用具等を使用させていただ除く）までに用具等はお客さまにて処分していただきます。を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお使用させていただ

きます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおその利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す使用に関すよる介護保険外サービス（これらに関す道具等はお客さまにて処分していただきます。の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す消耗等はお客さまにて処分していただきます。に関す伴う確認事項）う費用は、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さま負担いたとサービスご利用規約させていただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　４.本サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　時までに関す、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは貴重品（例：現金・ご承諾いただき、お客様は有価証券・ご承諾いただき、お客様は各種金券・ご承諾いただき、お客様は預金通りキャン帳・ご承諾いただき、お客様はキャッシュカード・ご承諾いただき、お客様は

貴金属・ご承諾いただき、お客様は健康保険証・ご承諾いただき、お客様は運転免許証・ご承諾いただき、お客様はパスご利用規約ポート・ご承諾いただき、お客様は領収書・ご承諾いただき、お客様は印鑑・ご承諾いただき、お客様は美術品・ご承諾いただき、お客様は高価品・ご承諾いただき、お客様は希少価値のあるもの等）を鍵のの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すある介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す等はお客さまにて処分していただきます。）を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお鍵のの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す
かかる介護保険外サービス（これらに関す場所またはスご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 が提供する介護保険外サービス（これらに関す立ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 保管し、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまに関すて厳重に関す管理していただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　５.以下各号に定めるもの、やむを得ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するに関す定める介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す、やむを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお得ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要する前項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す保管が提供する介護保険外サービス（これらに関す出いただくことによって、無償で変更することができます。　来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するない貴重品、お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は扱いに注意を要するいに関す注意の上、本サービスをお申込みいただけます。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお要する介護保険外サービス（これらに関す

物に関すついては、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは事前に関すスご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 通りキャン知らせください。  を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお行います。うことサービスご利用規約とサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

(1)骨董品、絵画、置物、美術品等はお客さまにて処分していただきます。 

(2)破損・ご承諾いただき、お客様は故障のおそれのある物またはすでに破損・故障している物 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すお客様が利用するに当たり、適用されるおそれの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すある介護保険外サービス（これらに関す物またはすでに関す破損・ご承諾いただき、お客様は故障のおそれのある物またはすでに破損・故障している物 している介護保険外サービス（これらに関す物 

(3)接触に注意を要する物（例：稼働中の電化製品） に関す注意の上、本サービスをお申込みいただけます。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお要する介護保険外サービス（これらに関す物（例：稼働中の電化製品） の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す電化製品） 

(4)その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はり扱いに注意を要するいに関す注意の上、本サービスをお申込みいただけます。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお要する介護保険外サービス（これらに関す物 

    ６．掃サービスの実施にあたり、スタッフは、原則としてお客さま宅の洗剤、掃除用具等を使用させていただ除く）までにの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す際、掃サービスの実施にあたり、スタッフは、原則としてお客さま宅の洗剤、掃除用具等を使用させていただ除く）までに箇所の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す素材に不可避的に小さな傷が付いてしまう事があります。   に関す不可避的に小さな傷が付いてしまう事があります。   に関す小さな傷が付いてしまう事があります。   さな傷が付いてしまう事があります。   が提供する介護保険外サービス（これらに関す付いてしまう事があります。   いてしまう事が提供する介護保険外サービス（これらに関すあります。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお   
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＊第六条（禁止事項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合）

     本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す実施できない場合があります。 　　　　　に関すあたり、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す以下の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す行います。為を禁止します。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお禁止します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

1. スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す暴力いたしますが、以下のご要望には応じか、脅迫、恫喝、威嚇その他スタッフの身体等を傷つける言動 その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す身体となって適用されるものとします。等はお客さまにて処分していただきます。を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお傷が付いてしまう事があります。   つける介護保険外サービス（これらに関す言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す動 

2. スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す身体となって適用されるものとします。に関す接触に注意を要する物（例：稼働中の電化製品） する介護保険外サービス（これらに関す行います。為を禁止します。 、セクシャル等により、延長のご要望にお応えできない場合があります。ハラスご利用規約メンを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおトその利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他わいせつな言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す動 

3. スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す誹謗中の電化製品） 傷が付いてしまう事があります。   お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他名誉を傷つける言動 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお傷が付いてしまう事があります。   つける介護保険外サービス（これらに関す言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す動 

4. 法令の制定、改廃、経済状況の変動、租税公課の増減等により、当社は利用料金を、公序良俗に反する行為、その他当社が不適切と判断した行為 に関す反する行為、その他当社が不適切と判断した行為 する介護保険外サービス（これらに関す行います。為を禁止します。 、その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合が提供する介護保険外サービス（これらに関す不適切と判断した行為 とサービスご利用規約判断した作業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した行います。為を禁止します。  

＊第七条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す料金支払いいただきます（い方法）

　1.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは、当たり、適用されるお月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社にに関すご利用規約利用いただいたサービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す利用料金等はお客さまにて処分していただきます。を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合が提供する介護保険外サービス（これらに関す予め定める介護保険外サービス（これらに関す支払いいただきます（い方法に関すて当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合に関す
お客様が利用するに当たり、適用されるお支払いいただきます（いいただく場合があります。 もの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

(1)本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すサービスご利用規約利用料金、オプションを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお料金、延長とし、延長料金をお料金お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 割増料金は、作業毎に回収させに関す回サービスに関収させ

ていただきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお現金支払いいただきます（い、クレジットカード決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は済または当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す指定する介護保険外サービス（これらに関す金融機させ、待機開始から関すに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお振込むものとします。 
いただく場合があります。 もの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお
 

＊第八条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す結果確認）

　1.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関す在宅にご不在であった場合、スタッフをで本サービスご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおご利用規約利用の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す場合、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは、本サービスご利用規約提供する介護保険外サービス（これらに関すの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は等はお客さまにて処分していただきます。に関すついて以下の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す各号に定めるもの、やむを得ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要する

に関すしたが提供する介護保険外サービス（これらに関すって確認等はお客さまにて処分していただきます。を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおする介護保険外サービス（これらに関すことサービスご利用規約とサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

(1)本サービスご利用規約終了後、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは、直ちに、本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 に関す、本サービスご利用規約箇所の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す状況により、ご希望の日時に本サービスを実施できない場合があります。 　　　　　の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す確認お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 本サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　結果

の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す確認を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお必ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要する行います。うもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

(2)前号に定めるもの、やむを得ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまに関すよる介護保険外サービス（これらに関す本サービスご利用規約箇所お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 本サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　結果の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す確認後、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは、スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 が提供する介護保険外サービス（これらに関す

作成する「ろとサービス指示書（受領書）」をご確認の上、所定の欄に署名を行うものとします。なお、本する介護保険外サービス（これらに関す「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおろとサービスご利用規約サービスご利用規約指示書（受けます。　領書）」を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおご利用規約確認の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す上、所定の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す欄に署名を行うものとします。なお、本に関す署名を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお行います。うもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおなお客様が利用するに当たり、適用されるお、本
サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　前に関す確認した内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はとサービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す相違や不備があった場合、お客さまはスタッフへその旨を指摘またや不備があった場合、お客さまはスタッフへその旨を指摘またが提供する介護保険外サービス（これらに関すあった場合、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまはスご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す旨を指摘またを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお指摘またまた
はサービスご利用規約終了後に関す当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 連絡いただければキャンセル料はいただきません。前日、当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャンする介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

(3)お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは、スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す勤務態度およ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お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 サービスご利用規約内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はに関す疑いがある場合は事前にお知らせください。  義が生じた際は、直ちに当社へ連絡するもが提供する介護保険外サービス（これらに関す生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。じた際は、直ちに、本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 に関す当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 連絡いただければキャンセル料はいただきません。前日、当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャンする介護保険外サービス（これらに関すも

の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

＊第九条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す契約変更させていただく場合があります。 ）

　1.本サービスご利用規約契約時に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお伺って、本サービスを提供する日時（以下「本サービス予定日時」といいます。）いしたお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す氏名、住所、電話番号に定めるもの、やむを得ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要する等はお客さまにて処分していただきます。に関す変更させていただく場合があります。 が提供する介護保険外サービス（これらに関す生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。じた場合は、直ちに、本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 に関す当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 

通りキャン知らせください。  する介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおまた、本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す一部または全部の変更を希望される場合は、当月末日までに当社へまたは全部または全部の変更を希望される場合は、当月末日までに当社への利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す変更させていただく場合があります。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお希望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 される介護保険外サービス（これらに関す場合は、当たり、適用されるお月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に末日までに関す当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 

お客様が利用するに当たり、適用されるお申し込むものとします。 し出いただくことによって、無償で変更することができます。　く場合があります。 ださい。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお翌々月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に 1日を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおもって本契約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお変更させていただく場合があります。 する介護保険外サービス（これらに関すことサービスご利用規約が提供する介護保険外サービス（これらに関すできます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

＊第十条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す中の電化製品） 止または解除く）までに）

　1.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関す以下の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す各号に定めるもの、やむを得ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すいず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するれかに関す該当たり、適用されるおした場合は、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合は、何らの催告を要することなく直ちに本サービらの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す催告を要することなく直ちに本サービを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお要する介護保険外サービス（これらに関すことサービスご利用規約なく場合があります。 直ちに、本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 に関す本サービ

スご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお中の電化製品） 止または解除く）までにできる介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

（１）本規約に関す違や不備があった場合、お客さまはスタッフへその旨を指摘また反する行為、その他当社が不適切と判断した行為 した場合 
（２）反する行為、その他当社が不適切と判断した行為 社が特約その他個別規約を設けている場合会的に小さな傷が付いてしまう事があります。   勢力いたしますが、以下のご要望には応じかに関す属する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約判明した場合 
（３） サービスご利用規約利用料金を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお所定の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す期日までに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお支払いいただきます（いいただけない場合 
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（４） 本サービスご利用規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお継続しがたい重大な事由が発生した場合、その他当社が、本サービスの提しが提供する介護保険外サービス（これらに関すたい重大な事由が発生した場合、その他当社が、本サービスの提が提供する介護保険外サービス（これらに関す発生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。した場合、その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合が提供する介護保険外サービス（これらに関す、本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す提
供する介護保険外サービス（これらに関すが提供する介護保険外サービス（これらに関す不可能または不適切と判断した場合 または不適切と判断した行為 とサービスご利用規約判断した作業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した場合 

　2.前項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合に関すよる介護保険外サービス（これらに関す解除く）までには、当たり、適用されるお該解除く）までにの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す原因となったお客さまに対する損害賠償請求を妨げないものとします。とサービスご利用規約なったお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまに関す対する介護保険外サービス（これらに関す損害賠償で変更することができます。　請求を妨げないものとします。を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお妨げないものとします。げないもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

＊第十一条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す休止）
　

　1.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関す本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す休止を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおご利用規約希望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 する介護保険外サービス（これらに関す場合、当たり、適用されるお月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に末日までに関す当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお申し込むものとします。 し出いただくことによって、無償で変更することができます。　いただく場合があります。 ことサービスご利用規約に関すより、翌々

月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に 1日を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおもって本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す休止が提供する介護保険外サービス（これらに関すできる介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおなお客様が利用するに当たり、適用されるお、月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に途中の電化製品） での利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す休止はできかねます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

＊第十二条（本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す中の電化製品） 途解約）

　1.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関す本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す解約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおご利用規約希望するお客さまは、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。 する介護保険外サービス（これらに関す場合、当たり、適用されるお月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に末日までに関す当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合に関すお客様が利用するに当たり、適用されるお申し込むものとします。 し出いただくことによって、無償で変更することができます。　いただく場合があります。 ことサービスご利用規約に関すより、翌月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に

末日を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおもって本契約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお解約する介護保険外サービス（これらに関すことサービスご利用規約が提供する介護保険外サービス（これらに関すできる介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおなお客様が利用するに当たり、適用されるお、月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に途中の電化製品） での利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す解約はできかねます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　2.前項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合に関すかかわらず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要する、解約申し込むものとします。 し出いただくことによって、無償で変更することができます。　月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社にお客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 翌月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に分していただきます。の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すサービスご利用規約利用料金お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 オプションを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお料金を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおお客様が利用するに当たり、適用されるお支払いいただきます（いいた

だく場合があります。 ことサービスご利用規約に関すより、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは直ちに、本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 に関す本契約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお解約する介護保険外サービス（これらに関すことサービスご利用規約が提供する介護保険外サービス（これらに関すできる介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

＊第十三条（本サービスご利用規約に関す関すわる介護保険外サービス（これらに関す損害賠償で変更することができます。　）

　1.当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合は、本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す範囲以外サービス（これらに関すの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す事柄に関しては、一切の責任を負わないものとします。 に関す関すしては、一切と判断した行為 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す責任を負わないものとします。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお負わないもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　

　2.当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合またはスご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す責めに関す帰すべき事由によって、お客さまが損害を被った場合、当社は、当社が加入すすべき事由が発生した場合、その他当社が、本サービスの提に関すよって、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関す損害を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお被った場合、当社は、当社が加入すった場合、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合は、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合が提供する介護保険外サービス（これらに関す加入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 す

る介護保険外サービス（これらに関す賠償で変更することができます。　責任を負わないものとします。 保険に関す基づいて保険会社から受け取った保険金額を上限としてその損害を賠償します。 づいて保険会社が特約その他個別規約を設けている場合から受けます。　け取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はった保険金額を上限としてその損害を賠償します。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお上限としてその損害を賠償します。 とサービスご利用規約してその利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す損害を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお賠償で変更することができます。　します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 
　

　3.前項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合に関すお客様が利用するに当たり、適用されるおいて当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合が提供する介護保険外サービス（これらに関す損害賠償で変更することができます。　の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す義が生じた際は、直ちに当社へ連絡するも務を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお負担いたする介護保険外サービス（これらに関す範囲は、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関す申し込むものとします。 し込むものとします。 まれた本サービスご利用規約内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はまたは

本サービスご利用規約実施できない場合があります。 　　　　　時間を超える場合、内に関すスご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 が提供する介護保険外サービス（これらに関す行います。った行います。為を禁止します。 に関す起因となったお客さまに対する損害賠償請求を妨げないものとします。する介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すに関す限としてその損害を賠償します。 定する介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 
　

　4.補償で変更することができます。　する介護保険外サービス（これらに関す物品は、掃サービスの実施にあたり、スタッフは、原則としてお客さま宅の洗剤、掃除用具等を使用させていただ除く）までに機させ、待機開始から・ご承諾いただき、お客様はモップ類・ご承諾いただき、お客様は洗濯バサミなどの家事で使用する消耗品を除きます。 バサミなどの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す家事で使用する介護保険外サービス（これらに関す消耗品を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお除く）までにきます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　

　5.天災地変、法令の制定、改廃、経済状況の変動、租税公課の増減等により、当社は利用料金をの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す制定改廃、公権力いたしますが、以下のご要望には応じかの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す行います。使、交通りキャン機させ、待機開始から関すの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す事故、通りキャン信の途絶、第三者の行為、その他やむをの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す途絶、第三者の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す行います。為を禁止します。 、その利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す他やむを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

得ず前項の保管が出来ない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するない事情等はお客さまにて処分していただきます。、スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す責めに関す帰すべき事由によって、お客さまが損害を被った場合、当社は、当社が加入すさない事由が発生した場合、その他当社が、本サービスの提からお客様が利用するに当たり、適用されるお客さまが提供する介護保険外サービス（これらに関す被った場合、当社は、当社が加入すった損害またはお客様が利用するに当たり、適用されるお客様が利用するに当たり、適用されるお自身の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す故意の上、本サービスをお申込みいただけます。 もしく場合があります。 は過
失から生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。 から生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。じた損害に関すついては、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合は一切と判断した行為 責任を負わないものとします。 を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお負わないもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

＊第十四条（協議事項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合）

　1.本契約に関す定めの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すない事項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合お客様が利用するに当たり、適用されるおよび説明内容に同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 本規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す条項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すうち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 疑いがある場合は事前にお知らせください。  義が生じた際は、直ちに当社へ連絡するもが提供する介護保険外サービス（これらに関す生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。じた事項を遵守するものとします。なお、本サービスに関し、当社が特約その他個別規約を設けている場合に関すついては、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまとサービスご利用規約当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合とサービスご利用規約が提供する介護保険外サービス（これらに関す協

議して取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はり決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はめる介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

＊第十五条（個人情報の取り扱い）の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はり扱いに注意を要するい）

　1.当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合は、当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合ウェブページで公開する介護保険外サービス（これらに関す個人情報の取り扱い）保護ポリシーに関す従って、お客さまの個人情報を適切に取りって、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す個人情報の取り扱い）を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお適切と判断した行為 に関す取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はり

扱いに注意を要するうもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 
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　2.お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまは、本サービスご利用規約の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す提供する介護保険外サービス（これらに関すを含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお受けます。　ける介護保険外サービス（これらに関すために関す必要な範囲で、お客様が利用するに当たり、適用されるお客さまの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す登録情報の取り扱い）が提供する介護保険外サービス（これらに関す当たり、適用されるお社が特約その他個別規約を設けている場合に関すよって使用さ

れる介護保険外サービス（これらに関すことサービスご利用規約に関す同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 する介護保険外サービス（これらに関すもの利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関すとサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

＊第十六条（合意の上、本サービスをお申込みいただけます。 管轄裁判所）

　1.本サービスご利用規約に関す係わる紛争が生じ、訴訟を提起する必要が生じた場合は、鳥取地方裁判所を第一審の専属わる介護保険外サービス（これらに関す紛争が生じ、訴訟を提起する必要が生じた場合は、鳥取地方裁判所を第一審の専属が提供する介護保険外サービス（これらに関す生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。じ、訴訟を提起する必要が生じた場合は、鳥取地方裁判所を第一審の専属を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお提起する介護保険外サービス（これらに関す必要が提供する介護保険外サービス（これらに関す生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。じた場合は、鳥取り決めです。本サービスをご利用するにあたり、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は地方裁判所を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお第一審の専属の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す専属

的に小さな傷が付いてしまう事があります。   合意の上、本サービスをお申込みいただけます。 管轄裁判所とサービスご利用規約します。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

＜買い物代行サービスに関する特約＞い物代行います。サービスご利用規約に関す関すする介護保険外サービス（これらに関す特約＞

1.購入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 費用は、別途実費（現金）とサービスご利用規約なります。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおサービスご利用規約開始を除く）までに時刻にスタッフがお客さま宅にお伺いし、購に関すスご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 が提供する介護保険外サービス（これらに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお客さま宅にご不在であった場合、スタッフをに関すお客様が利用するに当たり、適用されるお伺って、本サービスを提供する日時（以下「本サービス予定日時」といいます。）いし、購

入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 費用を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおお客様が利用するに当たり、適用されるお預かりします。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

2.発生したゴミ・廃棄物等はお客さまにて処分していただきます。した費用や釣銭につきましては、レシートまたは領収書と相違がないかご確認いただき、サービに関すつきましては、レシートまたは領収書とサービスご利用規約相違や不備があった場合、お客さまはスタッフへその旨を指摘またが提供する介護保険外サービス（これらに関すないかご利用規約確認いただき、サービ

スご利用規約当たり、適用されるお日に関すご利用規約精算ください。 く場合があります。 ださい。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

3.スご利用規約タッフは、お客さまにご相談の上、作業内容を変更させていただく場合があります。 に関すよる介護保険外サービス（これらに関す購入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 費用の利用規約（以下本利用規約と言います）は、ろとサービスが提供する介護保険外サービス（これらに関す立ち入らない場所へ保管し、お客さまにて厳重に管理していただきます。 替はできかねます。 はできかねます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０年 10月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に 17日現在　　

　　　　    　　　

上記規約を含みます。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるおよく場合があります。 読み、内容に同意しました。み、内容をご理解・ご承諾いただき、お客様はに関す同意の上、本サービスをお申込みいただけます。 しました。以下総称して「本サービス」と言います。）をお客様が利用するに当たり、適用されるお

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　年　　　　月にご利用いただいたサービスの利用料金等を、当社が予め定める支払い方法にて当社に　　　日　　　　　署名　　　　　　　　　　　　　　捺印　　　　　
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