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開け方、いろいろ

●カギを持たずにスマホでカギの開閉ができます。
　（手ぶらでもご利用いただけます）

●従来タイプのカギもお使いいただけます※1。
●オートロック機能を使えば、カギの締め忘れの心配もありません。
※1　管理会社にお問い合わせください。
＊お持ちのスマートフォンのBluetooth規格等によってはスマートロックをご利用いただけない場合がございます。

スマホの操作でカギをオープン。もし、スマホを落としても
遠隔操作でカギを無効にできるから安心です。

便 利

スマホの操作で
カギをオープン

共用部の
エントランスも※

暮らしを変えるスマートロック

物件には、ビットキー社のbitlock LITEがついています。
サービスはbitlockアプリからご利用いただけます。

スマホでも 手ぶらでも

カバンの中の
スマホで解錠OK

ビットロック

ビットロック ライト

ビットロック ゲート

※bitlock GATEが設置されている
　物件に限ります。











お手続き方法
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●スマートロックの利用手続き
●電気の申込み
●ガス開栓の立ち会い日予約 
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入居お申込み

管理会社からメールが届いたら、すぐに登録を完了してください！

メールに記載のURLに
アクセスして登録画面へ。

ビットキー
アカウントを作ります。

登録が完了したら次の３つの手続きが完了しています。

メールに記載のURLからアクセスして手続きしてください。

1

2

手続き
完了

登録
方法

+ +
スマートロック
駆けつけサービス
優待・割引サービス

電　気 ガ　ス

※スマモル賃貸プランにお申込みでない方は別途ガスと電気のお申込みが必要です。

入居申込みが受理された後、申込み時に記入いただいた携帯電話番号の
ショートメッセージ、又はメールアドレスに

管理会社からメールが届きます。

メールが届かない場合は、管理会社までご連絡をお願いします。

1

4 5

ご入居予定の物件名に
間違いがないかご確認ください。
2 3

電気の契約、入居予定日
（電気利用開始日・ガス開栓日）、
お客さま情報、お支払方法を
入力してください。

重要事項説明を
ご確認ください。

6 完了です。

@mail.sumamoru.entryservice.jpと@mail.bitkey.cloudからメールが届くようにご設定ください。
携帯キャリアのアドレスの場合、メールが届かないケースがありますのでご注意ください。



ビットロック

ガスの開栓希望日および
電気の利用開始日が変更になる場合は
ご連絡ください。
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bitlockアプリをダウンロードしてください。

ご入居

3

4 ※事前にお申込みいただいたガスの開栓希望日にお立ち会いください。

大阪ガスお客さまセンター 0120-0-94817 
［受付時間］ 月～土 9：00～19：00 / 日・祝 9：00～17：00

※スマモル賃貸物件に入居予定であることを必ずお伝えください。

当
物
件
に
入
居
さ
れ
る
お
客
さ
ま
は
必
ず
手
続
き
が
必
要
で
す
！

便利・安心・お得がセットになった電気料金メニュー。

＜注意事項＞

ダウンロード完了

引越しお祝いクーポンなど特典がご利用いただけます。
入居の準備が完了です！  入居日の前日までにスマートロックの解錠権限が付与されます。

 bitlockアプリ内からお問い合わせください。 
「右下メニューアイコン → サポート → お問い合わせ 」

アプリからのお問い合わせが難しい場合 050-3000-3935

アプリの設定に
関するお問い合わせは

ビットロック   

ビットロック ライト

• スマモル賃貸プランの契約期間は入居日から２年です。2年経過後は、1年毎に自動更新されます。 
• 契約期間中にスマモル賃貸プランを解約された場合は残存契約月数×880円（税込）を解約金として申し受けます。
  （ただし、入居から2年経過後は解約金はかかりません）
　※解約した場合でも入居から2年間は、スマートロック、駆けつけ、クーポンなどのスマモル賃貸サービスは継続してご利用いただけます。 
　※転居に伴う解約の場合は解約金はかかりません。 
• 大阪ガスのガスを解約された場合はガスセット割引（▲300円/月：税込）の適用対象外となります。 
• 契約期間終了後、当メニューを契約されていない場合※、入居者さまへの付帯サービス（スマモル賃貸サービス）は終了いたします。
　※入居時からスマモル賃貸プランを契約されていない場合を含みます。

● スマートロック※1で暮らし便利！
● 24時間365日
    警備員が駆けつける※2ので安心！
● 優待・割引サービスがついて毎日お得！
※1 ビットキー社のbitlock LITEが設置されています。
※2 出動時は年1回まで無償、2回目から別途費用がかかります。
      警備員の駆けつけができないエリアがあります。

OR

［受付時間］ 9：00～18：00

※  　　　　　      をダウンロードしてください。

電　気

スマモル賃貸サービス

サービスがセットになっておトク

安　心 お　得便　利
スマートロック
bitlockを採用

24時間365日
サポート

毎日おトクな
サービスが付帯

前ページ②のお手続き完了後に表示
されるボタンを押して

ダウンロード画面にアクセス！

前ページ②のお手続き完了後に送付
される手続き完了のメールに記載の

URLからアクセス！

  

料金表

ガスセット 300円（月/税込）

単位 料金単価（月/税込）
基 本 料 金

電力量料金

割 引 額

1契約 1,082.40 円

1kWh 24.90 円
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スマモル賃貸プラン　要綱

「電気需給契約」重要事項説明書
ご契約前に「電気需給契約書」の記載内容と合わせてご確認ください。

個人情報の取扱いについて
●契約手続きに際しお伺いしたお客さまの個人情報は、当社のプライバシーポリ
シーに従い取扱うとともに、手続きに必要な範囲で、小売電気事業者、送配電事
業者、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で共同利用いたします。

契約の申込みについて
●当社と電気需給契約を締結することを希望される場合は、当社または当社の指
定店に直接お申込みいただくほか、電話、インターネット等によりお申込みいた
だけます。

●当社は、電気の需給状況、供給設備の状況、料金のお支払い状況（すでに消滅して
いるものを含む当社との他の契約の料金について支払期日を経過してもお支払
いがない場合を含みます。）その他によってやむをえない場合および当社が適当
でないと判断した場合には、当社はお申込みを承諾できないことがあります。

●お客さまが同一の需要場所において電気の購入先を他の小売電気事業者から当
社に変更される場合には、現在ご契約中の小売電気事業者への解約連絡は当社
が代行して行います。お引越しに伴い電気の購入先を変更される場合には、お引
越し前の需要場所の電気の解約手続きはお客さまご自身で行っていただく必要
があります。

契約の成立および契約期間について
●インターネットによるお申込みの場合は、本申込み画面よりお申込みいただき、
受付完了画面が表示されたときに契約が成立いたします。

●契約期間はご契約された料金メニュー・オプション割引に別段の定めがある場合を
除き、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。

契約内容について
●契約内容の詳細は当社の電気供給約款によるものといたします。
●当社は、電気事業法において定める契約締結前及び契約締結後の書面交付につ
いて、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、重要事項説明書

　および電気供給約款のPDFファイルを当社のホームページに掲載する方法により
これを提供いたします。（閲覧には最新のPDF閲覧用ソフトをご利用ください。）

●当社は、電気供給約款を変更することがあります。この場合には，原則として，電
気料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日から，その他の供給条件は変
更を行った日から，変更後の電気供給約款によります。お客さまは、変更後の電
気供給約款に異議がある場合、解約することができます。

●当社は，電気供給約款または需給契約の内容を変更した場合，変更後の電気供給
約款を当社のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した
方法により公表いたします。

●電気供給約款または需給契約の内容を変更する場合において，次に定める場合
を除き，電気事業法第２条の13にもとづく供給条件の説明および書面の交付に
ついては，書面の交付，インターネット上での開示，または電子メールを送信す
る方法その他当社が適当と判断した方法により行い，説明を要する事項のうち
当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたしま
す。また，同法第２条の14にもとづく書面の交付については，書面の交付，イン
ターネット上での開示，または電子メールを送信する方法その他当社が適当と
判断した方法により行い，当社の名称および住所，契約年月日，当該変更をした
事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。

●電気供給約款または需給契約の内容について，法令の制定または改廃に伴い当
然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更
をしようとする場合において，電気事業法第２条の13にもとづく供給条件の説
明については，説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要の
みを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また，同法第
２条の14にもとづく書面の交付については，これを行わないものといたします。

供給開始時期について
●電気需給契約の締結後、現在ご契約中の小売電気事業者との解約や送配電事業
者との託送供給契約の締結等、当社による必要な手続きが完了した時点で、供給
開始予定日を改めてお知らせいたします。ただし、送配電事業者からの要請等に
より、供給開始予定日が遅れる場合があります。他社から切り替えられる場合の
供給開始予定日は、スマートメーターが既に設置されている場合はお申込みから

１．料金の特徴
　スマモル賃貸プランは、「スマートロック」「駆けつけサービス」「優待・割引
サービス」（以下総称して「スマモル賃貸サービス」といいます。）が付帯したプラ
ンです。各種サービスの利用料金は、お支払いいただく電気料金に含まれます。

２．スマモル賃貸プランのお申込みについて
●スマモル賃貸プランのお申込みをご希望の場合、物件の管理等を行う事業者
（以下、「管理会社等」といいます。）がお客さまからお知らせいただいたメール
アドレス宛に、当社がお申込みサイトのURLを送付いたします。

●お客さまは、URLの案内に従い、お申込みに必要な情報を入力いただきます。
●お申込みいただいた内容は、スマモル賃貸プランのお申込みに利用するほか、
スマモル賃貸サービスのご利用に必要な範囲で、管理会社等および当社の業
務委託先等に連携いたします。

●お申込みサイトには、お客さまからあらかじめ管理会社等にお伝えいただい
たご契約内容が表示されます。表示内容が異なる場合は、お申込み内容の入力
前に、必ず管理会社等にお問い合わせください。

３．各種サービスについて
●スマモル賃貸プランには、以下のサービスが付帯します。
① スマートロック

株式会社ビットキーが提供するスマートロック（お客さまの需要場所の入
口等の鍵に取り付けることで、スマートフォンや専用のリモコンキーから
扉の鍵を開閉できる商品等であって、当社が指定するもの）をご利用いた
だけます。

② 駆けつけサービス
暮らしの中のトラブル等に対し、警備員による出張対応等を行うサービス
をご利用いただけます。

③ 優待・割引サービス
トラベル、グルメ、レジャー、エンターテインメントなどの様々なサービス
が市価または定価に比べ割安に利用できるサービスをご利用いただけま
す。

●スマモル賃貸サービスは、一部のサービスを除き、原則としてお客さまのご入
居日からご利用いただけます。

●スマモル賃貸サービスの内容は、それぞれのサービスの要綱または利用規約
等にて定めるものといたします。当社以外の事業者がサービスの内容または
利用規約等を変更したことにより、お客さまに不利益が生じても、当社はその
責任を負いません。

●お客さまの需要場所等により、一部のサービスを提供できない場合がありま
す。お申込みの前に管理会社等にお問い合わせください。

4．契約の更新について
●スマモル賃貸プランの契約期間は、需給開始日以降2年目の日までといたしま
す。

●ご契約期間満了1か月前を目途にご案内を送付します。同内容で契約を継続さ
れる場合、特段のお手続きは不要です。契約種別の変更や解約をご希望の場合
は、お送りするご案内に従って、お手続きください。

●契約を継続される場合は、契約期間満了後も同一条件で１年間更新されるも
のとし、以後同様といたします。

5．契約種別の変更・解約について
●契約期間途中に、お客さまにスマモル賃貸プランの適用がなくなった場合は、
原則として、適用がなくなった日から当初の契約終了日までの残存期間（1か
月未満の端数は切り捨てます。）に応じて、1か月あたり880円（税込）を乗じた
金額を当社にお支払いいただきます。ただし、お引越しによるご解約の場合、
または、更新後の期間中の解約およびプラン変更の場合については、解約金は
いただきません。なお、スマモル賃貸プランの解約後にお引越しされた場合
で、お引越し日が当初の契約終了日までの日であった場合でも、お支払いいた
だいた解約金の精算は行いません。

●スマモル賃貸プランを当初の契約の期間中に解約した場合でも、当該契約が
満了する予定であった日までは、スマモル賃貸サービスを利用することがで
きます。当該契約が満了する予定であった日以降のスマートロックのご利用
には、別途費用が発生する場合があります。詳細は管理会社等にお問い合わせ
ください。

6．お申込みについて
●当社が適当でないと判断した場合、その他やむを得ない事情がある場合には、
申込みを承諾できない場合があります。

7．当社によるプラン変更・廃止について
●スマモル賃貸プランの内容を変更・廃止する場合があります。あらかじめご了
承ください。

8．その他
●現在ご契約の料金メニューによっては、スマモル賃貸プランへの変更により
デメリットが生じる場合があります。

●お引越しされる場合は、当社へ電気の需給契約の廃止のご連絡をしていただ
く必要がございます。

●詳細の運用等については、約款に定める通りといたします。
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　2～3週間後、スマートメーターが現在設置されていない場合はお申込みから2
週間～1ヵ月半後となります。なお、手続きの都合により、供給開始予定日のご案
内が供給開始後となる場合があります。また、お知らせした供給開始予定日は、
手続きの都合により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

●現在スマートメーターが設置されていない場合は、送配電事業者がスマート
メーターを設置いたします。

●供給開始予定日より前にお申込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日
の2営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要があります。

料金メニュー・オプション割引の適用条件について
●料金メニューおよびオプション割引は、お客さまからのお申込みに基づき適用
条件を満たす場合に適用いたします。

●機器の設置を適用条件とする料金メニューをお申込みされる場合は、対象機器
の所有状況の確認のため、当社よりお客さまへご連絡させていただく場合があ
ります。また、今後当社が必要とする場合は対象機器の実際の所有状況の確認に
ご協力いただくことについて承諾していただきます。

●対象機器の撤去や当社と締結するガスの使用契約の解約等で料金メニューまた
はオプション割引の適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかにその旨を
当社へ連絡していただきます。この場合、料金メニューまたはオプション割引の
適用は当社が通知を受けた直後の検針日の前日までといたします。

●料金メニューまたはオプション割引の適用条件を満たさないで電気をご使用の
場合、電気供給約款に基づき本来お支払いいただくべきであった金額とすでに
料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。

料金について
●電気料金には毎月、燃料費調整額（九州エリアに適用される電気料金には、燃料
費調整額と離島ユニバーサルサービス調整額）を加減いたします。また、電気料
金の一部として、電気をご使用のお客さまに電気のご使用量に応じて再生可能
エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。

●燃料費が高い場合およびお客さまの電気の使用状況によっては、これまでの料
金と比べメリットが出ない場合があります。

●料金シミュレーション結果は、お客さまの電気使用実績に基づく推定値となり
ます。ご使用状況や気候の変化等による電気ご使用量の変動、燃料費調整額等の
事由により、料金シミュレーション結果と実際の電気料金は異なります。

料金計算方法

料金算定の方法と料金のお支払いについて
●検針および使用量の算定は、送配電事業者により託送供給等約款に従って行われ
ます。その結果を当社が受け取り当社の電気供給約款の定めに基づき電気料金
を算定いたします。電気料金の計算方法については、こちらをご確認ください。

●料金算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたしま
す。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金算定期
間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅
日の前日までの期間といたします。

●電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合で、料金算定期間が29日以
下または36日以上となった場合や、前月の検針日から当月の検針日の前日まで
の期間が24日以下または36日以上となった場合には、当該料金算定期間の料金
を日割計算により算定いたします。その場合には、所定の計算式に基づき、基本
料金または最低料金は使用日数に応じて日割計算をし、段階制の電力量料金に
ついてはそれぞれの段階の範囲を日割計算によって区分し、算定いたします。た
だし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。

●電気のご使用量および電気料金は、当社の会員専用サイト「マイ大阪ガス」にて
お知らせいたします。当社の電気をご契約されている方は、マイ大阪ガスにご加
入いただきます。マイ大阪ガスのご利用に際しては、「マイ大阪ガスご利用規約」
をご確認ください。

●当社のガスをご契約のお客さまは、電気料金を翌月のガス料金と合わせて、ガス
料金を支払われる場合と同じ方法にてお支払いいただきます。この場合、電気料
金は翌月のガス検針時にお渡しする「ご使用量のお知らせ」でもお知らせいたし
ます。ただし、電気検針日とガス検針日の日程等によっては、「ご使用量のお知ら
せ」にてお知らせできない場合や、翌月のガス料金と合わせてご請求できない場
合があります。また、お客さまのご契約内容によっては、「ご使用量のお知らせ」
にてお知らせできない場合があります。当社のガスをご契約でないお客さまは、
マイ大阪ガスにて料金をお知らせした後に請求いたします。

●電気料金は当社の電気供給約款に定める方法（口座振替、クレジットカード払い
または当社が指定する方法）で、支払期日までに毎月お支払いいただきます。支
払期日は、電気供給約款に定める支払義務発生日の翌日から起算して30日目と
いたします。

●支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合は、電気供給約款の定め
に基づき延滞利息を申し受けます。

●支払期日を経過してもなお料金（当社との他の契約の料金を含みます。）、延滞利
息または電気供給約款に基づき生じたその他の債務についてお支払いがない場
合等当社が電気供給約款で定める一定の事由に該当するときは、当社は15日前
を目安に通知のうえ契約を解約することがあります。電気の解約に先立ち、請求
書をお送りするときは、当社は、そのお客さまに対し、請求書の発行・送付にかか
る事務手数料として330円（税込）を申し受けます。

契約の変更および解約について
●お客さまが同一の需要場所において電気の購入先を当社から他の小売電気事業
者に変更される場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申込みをしてい
ただきます（当社への解約のお申し出は不要です）。

●契約の変更や解約を希望される場合は、大阪ガスグッドライフコールへお申し
付けください。転宅等により解約される場合は、解約を希望される日の前日の
15時までに当社へお申し出いただく必要があります。

●契約期間満了に先だって需給契約の解約または変更がない場合は、契約期間満
了後も同一条件、同一期間で自動更新いたします。更新後の契約期間等は、書面、
電子メール、インターネット上での開示等当社が適当と判断する方法によりお
知らせいたします。

●解約金の定めのある契約については、当社指定期間外での契約変更または解約
に対し、解約金を申し受けます。上記期間の到来は、書面、電子メール、インター
ネット上での開示等当社が適当と判断する方法によりお知らせし、契約満了日
までに変更や解約手続きが完了していない場合は、契約満了日をもって、従前と
同一の内容で契約を更新いたします。詳細はこちらをご確認ください。

●クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合
等で、お客さまが無契約状態となったときには、電気の供給が停止いたしますの
で、他の小売電気事業者へお申込みいただく、または送配電事業者による最終保
障供給をお申込みいただく必要があります。

契約の更新について （解約金の定めのある契約の場合）

❶契約満了の1か月前を目処に、契約満了となる旨を通知いたします。
❷契約を解約、または契約内容を変更される場合は、契約満了日までにお問い合わ
せ先までお電話にてお申し出ください。

　【解約の場合】契約満了日をもって解約となります。
　【契約内容変更の場合】契約満了日以降、最初の定例検針日をもって変更となります。
❸【他社に切替えられる場合】小売電気事業者を変更される場合は、当社へのご連
絡は不要です。

　契約満了日の1か月後（❸の期間内）までに、新しい契約先への切り替えが完了す
れば、解約金は発生いたしません。

※契約満了日までに変更や解約手続きが完了していない場合は、契約満了日を
もって、従前と同一の内容で契約を更新いたします。

その他
●当社の供給電気方式および供給電圧は、電灯契約の場合は交流単相2線式標準電
圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト、動力
契約の場合は交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数60
ヘルツといたします。

●お客さまが新たに電気を使用される場合等で、新たに配電設備や特別供給設備
を施設するときや、新たな電気の使用等にともなわないでお客さまの希望に
よって供給設備を変更する場合は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者
に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。

●送配電事業者の指示や災害の発生等により電気の供給を中止または制限する場
合があります。これら、当社の責めによらずに電気の供給を中止または制限する
場合、当社は損害賠償責任を負わないものといたします。

●ご自宅で人工呼吸器等の医療機器をご使用されている場合等で停電等により損
害を受けるおそれがある場合は、代替電源のご準備等必要な措置をお客さまに
て講じていただきますようお願いいたします。

●当社または送配電事業者が必要と判断した場合には、お客さまの承諾を得て、係
員をお客さまの使用場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由が
ない限り、立ち入ることを承諾していただきます。また、電気供給に必要な設備
の施設や電力品質維持に関して必要な協力、その他託送供給等約款におけるお
客さまが遵守すべき事項について承諾していただきます。

●現在ご契約中の小売電気事業者との契約を解約することで、解約金の発生やポ
イントの失効等、お客さまの不利益となる事項が発生する可能性があります。ま
た、分散型発電システム等の系統連系申請中に小売電気事業者を変更した場合、
系統連系の再申請が必要となる可能性があります。

電気
料金

電力量料金
本体料金 燃料費調整額

オプション
割引※1

± ＋ー＝
基本
料金
最低
料金

＋

再生可能エネルギー
発電促進賦課金※2
再生エネルギー
賦課金単価

××

燃料費
調整単価

ひと月のご使用量
×

電力量
料金単価

ひと月のご使用量

※1  オプション割引のある料金メニューの場合。
※2  最低料金部分については最低料金に適用される燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進

賦課金を申し受けます。
※3  九州エリアに適用される電気料金には、燃料費調整額と離島ユニバーサル調整額を加減いたします。

ひと月のご使用量

※2 ※3

契約期間

①契約満了の通知

1か月1か月 1か月1か月1か月1か月

契約満了日

〈小売電気事業者〉
〈事 業 者 住 所〉
〈お問い合わせ先〉

大阪ガス株式会社 （小売電気事業者登録番号A0048）
大阪市中央区平野町四丁目1番2号
グッドライフコール
  　　0120-000-555（全日  9時～19時）
※非常時等にはやむを得ず受付時間を変更する場合があります。



11

駆けつけサービス契約約款
第１条 （目的）
　この約款は、大阪ガス株式会社（以下、「当社」といいます。）が、「駆けつけサービ
ス」をご契約いただくお客さま（以下、「お客さま」といいます。）に対して、「駆けつ
けサービス」（以下、「本サービス」といいます。）の契約内容（以下、「本契約」といい
ます。）を定めるものです。

第２条 （サービス内容）
　本サービスの内容は、次のとおりです。
●お客さまのご自宅（お客さまがお引越しに際し新たにご契約される物件を指し、
以下、「対象物件」といいます。）の防犯に関してご懸念が生じた時に、お客さまか
らのお電話によるご依頼に基づき、警備員が駆けつけるサービス（以下、「警備員
かけつけ」といいます。なお、本サービスは、犯罪の未然防止を約束するサービス
ではございません。）

●対象物件のスマートロックの解錠に関するトラブルについて、お客さまからの
お電話によるご依頼に基づき、ワンタイムパスワードを用いて対応するサービス
（以下、「スマートロックの解錠サポート」といいます。）

ただし、対象物件の所在地その他の理由により、一部のサービスの提供を行えない
場合があります。

第３条 （お客さま）
　本サービスは、お客さまのみが利用することができます。また、対象物件と異な
る物件では利用することはできません。
２．本サービスを利用する場合、運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書に
よる本人確認が必要となる場合があります。

第４条 （提供期間）
　本サービスの提供期間は、原則として対象物件への入居日から2年間とします。た
だし、お申込みから入居日までの期間が短い場合、入居日からご依頼を受けられない
場合があります。なお、お客さまに当社の電気料金メニュー（「スマモル賃貸プラン」
に限ります。以下、「スマモル賃貸プラン」といいます。）の適用がある場合は、入居日
から2年を経過した以降も、その契約が継続する限り本サービスの提供は継続され
ます。上記にかかわらず、退居に伴う解約の場合、または入居日から2年を経過する前
に退居される場合は、退居日をもってサービスの提供は終了されるものとします。

第５条 （サービス提供の中止）
　お客さまにおいて次の事由が生じた場合、当社はお客さまに何らの通知を要す
ることなく本サービスの提供を中止することができます。
①本サービスの目的に反した使用が繰り返される等、お客さまが正常な方法で
ご使用いただけない場合で、当社からお客さまに改善を申し入れたにもかか
わらず、状況が改善されないとき

②お客さまが、暴力団、暴力団関連企業をはじめとする反社会的勢力またはその
構成員または準構成員に該当することが判明した場合

③お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をし
た場合
●暴力的な要求行為
●法的な責任を超えた不当な要求行為
●取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為　
●風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、また
は当社の業務を妨害する行為

●その他上記に準ずる行為
④本約款の各条項に違反したとき
⑤前各号に掲げる事由の他、当社が本サービスの提供上支障があると判断した
とき

第６条 （業務委託等）
　当社は、本サービスの各種業務等について、業務の一部を委託することがありま
す。
２．当社は、業務を委託する場合に、当社から業務委託先に対し、必要な範囲でお客
さま情報を提供することがあります。この場合、当社は、業務委託先との間でお客
さま情報の取り扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。

第７条 （対象物件への立ち入り等）
　当社または当社の指定する第三者は、本サービスの遂行に必要がある場合には、対
象物件に立ち入ることができるものとし、お客さまは、当該立ち入り、工事に正当な
事由がない限り、立ち入りを承諾するものとする。
２．対象物件を第三者へ貸借している場合で、お客さまが貸主の場合、お客さまは、
対象物件の借主に対して、お客さまの責任にて、当社が本サービスの遂行のため対象
物件に立ち入ることに関して承諾を得るものとします。
３．前項でお客さまが借主の場合、お客さまは、対象物件の貸主に対して、お客さま
の責任にて、当社が本サービスの遂行のため対象物件に立ち入ることに関して承
諾を得るものとします。
４．当社は、お客さまが第2項および第3項に定める承諾を得なかったことにより生
じた損害については一切責任を負いません。

第８条 （サービスの停止）
　当社は、以下の各号に定める場合で本サービスの提供を継続できないと判断し
た場合には、本サービスの提供を停止します。停止期間中、当社は本サービスの提
供についての義務を一切まぬがれるものとし、停止に起因する損害について責め
を負わないものとします。
①天災地変、暴動、通信回線（お客さまが設置された通信機器等を含みます）の障
害、停電、その他不可抗力による損壊等が生じた場合

②本サービス提供に必要なシステムに異常が発生した場合
③お客さま以外の依頼
④スマモル賃貸プランの適用がある場合で、スマモル賃貸プランの料金のお支
払いがない場合

⑤申込内容に変更が生じたにもかかわらず、お客さまが当社への連絡を行わな
かった場合

⑥本サービス対象の不動産自体の瑕疵もしくはお客さまの管理上の瑕疵があっ
た場合

⑦本サービスの継続に通常必要となる作業を行う場合

第９条 （損害賠償）
　当社は、本サービスの提供にあたって、当社の責めに帰すべき事由によりお客さ
まに損害を与えた場合、お客さまに対して以下のとおり、当該損害の賠償をいたし
ます。ただし、警備員かけつけは犯罪の未然防止を約束するサービスではないた
め、犯罪によりお客さまに発生した損害については、当社による損害賠償の対象外
といたします。
２．当社に対して損害の賠償を請求する場合、お客さまは損害の発生の事実を知っ
た後、遅滞なく当社に対して通知し、当社は現場確認や公的機関等から発行された
証明書等により損害を確認したうえで、損害賠償を行います。ただし、その限度額
は、1事故1億円までとします。
３．本条の規定にかかわらず、お客さまが前項の通知を怠った場合は、賠償に関す
る諸手続きが行えない場合があります。

第１０条 （協議事項）
　お客さまと当社は、本契約に定めのない事項については、法令および商慣習に従
うほか、誠意をもって協議いたします。

第１１条 （守秘義務）
　お客さまおよび当社は、本サービスを通じて知り得た秘密情報（技術情報、お客
さま情報等）を善良なる管理者の注意をもって管理し、第三者へ漏らしてはなりま
せん。このことは本サービス終了後も同様とします。

第１２条 （お客さま情報の取り扱い）
　当社はお客さまの個人情報を当社ホームページに記載の「プライバシーポリ
シー」および別添「お客さま情報の利用目的について」に基づき取り扱います。お客
さまの個人情報の利用目的については、「プライバシーポリシー」および「お客さま情
報の利用目的について」をご参照ください。
２．当社が本サービスの提供の一部を委託した場合は、委託先へ必要な範囲で個人
情報を提供、開示する場合があります。この場合、当社は委託先との間で取扱いに
関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
３．当社は、業務品質向上等のため通話録音をさせていただくことがありますが、
お客さま・緊急連絡先からの録音内容の確認のご依頼には対応いたしません。

第１３条 （権利譲渡の禁止）
　お客さまは当社の同意なしに本サービスに関する権利・義務を第三者に譲渡で
きません。

第１４条 （相互協力）
　お客さまおよび当社は互いに協力し、信義を守り誠実に本規定に従うものとし、
本規程に定めのない事項および疑義の生じた事項については、お客さまおよび当
社の協議により誠意をもって解決するものとします。

第１５条 （管轄裁判所）
　本契約または本サービスの提供に関して、訴訟の必要が生じた場合には、大阪地
方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第１６条 （改定）
　当社は、本サービスの約款を予告なく変更させていただくことがあります。な
お、変更後の約款につきましては、当社のホームページ等にお知らせいたします。

第１７条 （効力開始）　
　本約款は、2021年4月1日から有効とします。

 ＜警備員かけつけに関する規程＞

第１８条（警備員の出動）
　当社は、警備員の出動業務を大阪ガスセキュリティサービス株式会社（以下、

「OSS」といいます。）等に委託します。
２．当社は出動業務の委託先に対し、必要な範囲でお客さま情報を提供します。こ
の場合、当社は委託先との間でお客さま情報の取り扱いに関する契約を結ぶ等、適
切な監督を行います。
３．本サービスにおける警備員かけつけの実施日は、お客さまの申込みにより、実
際に駆けつけを実施する日とします。また、一件当たりの所要時間の目安は、5分～
15分程度となります。ただし、案件により前後する場合があります。

第１９条（警備員かけつけ時の措置）
　お客さまの依頼をいただいた場合、監視センターの指令により警備員は対象物
件に出動し、対象物件の建物外周より目視可能な範囲内で異常発生の有無を確認
（以下、「外周点検」といいます。）します。
異常発生が認められた場合には、警察、消防等へ通報するなどお客さまの被る損害
の拡大防止のための必要な措置をとります。
２．外周点検のため、警備員は、お客さまの承諾なく対象物件の敷地内に立ち入る
ことができるものとします。但し、門扉に鍵がかかっているなどの場合は敷地外か
らの点検といたします。
３．異常事態発生の場合、OSSは、お客さまに対して、緊急連絡を行います。
４．天候・交通状況・警備員の出動状況等により現場到着に相応の時間を要する場
合があります。
５．警備員かけつけサービスは、防犯に関するご心配時の警備員かけつけサポート
であり、日常生活の雑用等を警備員に依頼することはできません。
[警備員に依頼できない行為の例]
●人の救急
●人の身辺警備
●ガスの消し忘れ対応
●ポストの郵便物の整理・回収
●植木の水やり
●ペットの餌やり

第２０条（警備員かけつけの報告）
　警備員が外周点検を行った場合、警備員は点検報告書を対象物件へ投函します。
また、監視センターは、必要に応じて警備員が外周点検を行った結果を登録電話番
号に通知します。

第２１条（警備員かけつけ出動の料金）
　本サービスの提供期間中の警備員かけつけについては、年間1回までは無償とさ
せていただきます。年間2回目以降の、警備員かけつけに対しては、出動に要する費
用（１回の出動あたり５，５００円（税込））をお客さまに従量サービス料金として
請求します。なお、入居日から起算して1年を「年間」とし、従量サービス料金の要否
を判断するための年間の出動回数については、第２４条のスマートロックの開錠
サポートのための警備員の出動と合算してカウントするものとします。
２．従量サービス料金は、出動の指示を行った時点で発生するものとし、お客さま
が出動をキャンセル・変更された場合でもお支払いいただきます。

第２２条（出動予約）
　お客さまは、出動を希望される日（以下、「出動日」といいます。）の14日前まで当
社に連絡することにより、出動を予約することができます。
２．出動可能時間は以下の時間帯とし、時間指定はできません。
①６：００～１２：００
②１３：００～１９：００
③１９：００～２４：００

３．出動予約後にキャンセルを希望される場合は、当社に出動日の前日までにご連
絡いただきます。
４．出動日当日のキャンセルにつきましては、第２１条第1項に規定する費用を申
し受けます。

第２３条 （免責）
　警備員のかけつけは、犯罪の早期発見および早期対応による拡大防止を目的と
するものであり、犯罪の未然防止を保証するものではありません。従って、当社は
お客さまが犯罪により被られた損害について、本契約に基づいて賠償する責めを
負いません。これらの損害に対する備えとして、お客さまご自身で盗難保険等に加
入していただきます。
［当社が賠償する責めを負わない損害の例］

①天災地変、暴動、通信回線（お客さまが設置された通信機器等を含みます）の障
害、停電、その他不可抗力による損壊等により当社がお客さまに本サービスの
提供ができなくなったことに起因する損害

②対象物件自体の瑕疵もしくはお客さまの管理上の瑕疵またはお客さまの故意
や重過失により生じた損害

③地震・火災などの災害により、またはこれらの災害に起因する損害
④窃盗または強盗のために生じた火災または爆発等による損害
⑤窃盗・強盗・火災発生等にともなう 、OSS、消防隊、警察隊等による入口扉・窓
等破壊等の損害

⑥警備員かけつけサービスとの因果関係が認められない損害
⑦警備員かけつけサービスが停止されている間に生じた損害
⑧申込内容に変更が生じたにもかかわらず、お客さまが当社への連絡を行わな
かったことに起因する損害

⑨その他客観的に判断して賠償免責に相当する損害
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第１条 （目的）
　この約款は、大阪ガス株式会社（以下、「当社」といいます。）が、「駆けつけサービ
ス」をご契約いただくお客さま（以下、「お客さま」といいます。）に対して、「駆けつ
けサービス」（以下、「本サービス」といいます。）の契約内容（以下、「本契約」といい
ます。）を定めるものです。

第２条 （サービス内容）
　本サービスの内容は、次のとおりです。
●お客さまのご自宅（お客さまがお引越しに際し新たにご契約される物件を指し、
以下、「対象物件」といいます。）の防犯に関してご懸念が生じた時に、お客さまか
らのお電話によるご依頼に基づき、警備員が駆けつけるサービス（以下、「警備員
かけつけ」といいます。なお、本サービスは、犯罪の未然防止を約束するサービス
ではございません。）

●対象物件のスマートロックの解錠に関するトラブルについて、お客さまからの
お電話によるご依頼に基づき、ワンタイムパスワードを用いて対応するサービス
（以下、「スマートロックの解錠サポート」といいます。）

ただし、対象物件の所在地その他の理由により、一部のサービスの提供を行えない
場合があります。

第３条 （お客さま）
　本サービスは、お客さまのみが利用することができます。また、対象物件と異な
る物件では利用することはできません。
２．本サービスを利用する場合、運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書に
よる本人確認が必要となる場合があります。

第４条 （提供期間）
　本サービスの提供期間は、原則として対象物件への入居日から2年間とします。た
だし、お申込みから入居日までの期間が短い場合、入居日からご依頼を受けられない
場合があります。なお、お客さまに当社の電気料金メニュー（「スマモル賃貸プラン」
に限ります。以下、「スマモル賃貸プラン」といいます。）の適用がある場合は、入居日
から2年を経過した以降も、その契約が継続する限り本サービスの提供は継続され
ます。上記にかかわらず、退居に伴う解約の場合、または入居日から2年を経過する前
に退居される場合は、退居日をもってサービスの提供は終了されるものとします。

第５条 （サービス提供の中止）
　お客さまにおいて次の事由が生じた場合、当社はお客さまに何らの通知を要す
ることなく本サービスの提供を中止することができます。
①本サービスの目的に反した使用が繰り返される等、お客さまが正常な方法で
ご使用いただけない場合で、当社からお客さまに改善を申し入れたにもかか
わらず、状況が改善されないとき

②お客さまが、暴力団、暴力団関連企業をはじめとする反社会的勢力またはその
構成員または準構成員に該当することが判明した場合

③お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をし
た場合
●暴力的な要求行為
●法的な責任を超えた不当な要求行為
●取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為　
●風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損　し、ま
たは当社の業務を妨害する行為
●その他上記に準ずる行為

④本約款の各条項に違反したとき
⑤前各号に掲げる事由の他、当社が本サービスの提供上支障があると　判断し
たとき

第６条 （業務委託等）
　当社は、本サービスの各種業務等について、業務の一部を委託することがありま
す。
２．当社は、業務を委託する場合に、当社から業務委託先に対し、必要な範囲でお客
さま情報を提供することがあります。この場合、当社は、業務委託先との間でお客
さま情報の取り扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。

第７条 （対象物件への立ち入り等）
　当社または当社の指定する第三者は、本サービスの遂行に必要がある場合には、対
象物件に立ち入ることができるものとし、お客さまは、当該立ち入り、工事に正当な
事由がない限り、立ち入りを承諾するものとする。
２．対象物件を第三者へ貸借している場合で、お客さまが貸主の場合、お客さまは、
対象物件の借主に対して、お客さまの責任にて、当社が本サービスの遂行のため対象
物件に立ち入ることに関して承諾を得るものとします。
３．前項でお客さまが借主の場合、お客さまは、対象物件の貸主に対して、お客さま
の責任にて、当社が本サービスの遂行のため対象物件に立ち入ることに関して承
諾を得るものとします。
４．当社は、お客さまが第2項および第3項に定める承諾を得なかったことにより生
じた損害については一切責任を負いません。

「OSS」といいます。）等に委託します。
２．当社は出動業務の委託先に対し、必要な範囲でお客さま情報を提供します。こ
の場合、当社は委託先との間でお客さま情報の取り扱いに関する契約を結ぶ等、適
切な監督を行います。
３．本サービスにおける警備員かけつけの実施日は、お客さまの申込みにより、実
際に駆けつけを実施する日とします。また、一件当たりの所要時間の目安は、5分～
15分程度となります。ただし、案件により前後する場合があります。

第１９条（警備員かけつけ時の措置）
　お客さまの依頼をいただいた場合、監視センターの指令により警備員は対象物
件に出動し、対象物件の建物外周より目視可能な範囲内で異常発生の有無を確認
（以下、「外周点検」といいます。）します。
異常発生が認められた場合には、警察、消防等へ通報するなどお客さまの被る損害
の拡大防止のための必要な措置をとります。
２．外周点検のため、警備員は、お客さまの承諾なく対象物件の敷地内に立ち入る
ことができるものとします。但し、門扉に鍵がかかっているなどの場合は敷地外か
らの点検といたします。
３．異常事態発生の場合、OSSは、お客さまに対して、緊急連絡を行います。
４．天候・交通状況・警備員の出動状況等により現場到着に相応の時間を要する場
合があります。
５．警備員かけつけサービスは、防犯に関するご心配時の警備員かけつけサポート
であり、日常生活の雑用等を警備員に依頼することはできません。
[警備員に依頼できない行為の例]
●人の救急
●人の身辺警備
●ガスの消し忘れ対応
●ポストの郵便物の整理・回収
●植木の水やり
●ペットの餌やり

第２０条（警備員かけつけの報告）
　警備員が外周点検を行った場合、警備員は点検報告書を対象物件へ投函します。
また、監視センターは、必要に応じて警備員が外周点検を行った結果を登録電話番
号に通知します。

第２１条（警備員かけつけ出動の料金）
　本サービスの提供期間中の警備員かけつけについては、年間1回までは無償とさ
せていただきます。年間2回目以降の、警備員かけつけに対しては、出動に要する費
用（１回の出動あたり５，５００円（税込））をお客さまに従量サービス料金として
請求します。なお、入居日から起算して1年を「年間」とし、従量サービス料金の要否
を判断するための年間の出動回数については、第２４条のスマートロックの開錠
サポートのための警備員の出動と合算してカウントするものとします。
２．従量サービス料金は、出動の指示を行った時点で発生するものとし、お客さま
が出動をキャンセル・変更された場合でもお支払いいただきます。

第２２条（出動予約）
　お客さまは、出動を希望される日（以下、「出動日」といいます。）の14日前まで当
社に連絡することにより、出動を予約することができます。
２．出動可能時間は以下の時間帯とし、時間指定はできません。
①６：００～１２：００
②１３：００～１９：００
③１９：００～２４：００

３．出動予約後にキャンセルを希望される場合は、当社に出動日の前日までにご連
絡いただきます。
４．出動日当日のキャンセルにつきましては、第２１条第1項に規定する費用を申
し受けます。

第２３条 （免責）
　警備員のかけつけは、犯罪の早期発見および早期対応による拡大防止を目的と
するものであり、犯罪の未然防止を保証するものではありません。従って、当社は
お客さまが犯罪により被られた損害について、本契約に基づいて賠償する責めを
負いません。これらの損害に対する備えとして、お客さまご自身で盗難保険等に加
入していただきます。
［当社が賠償する責めを負わない損害の例］

①天災地変、暴動、通信回線（お客さまが設置された通信機器等を含みます）の障
害、停電、その他不可抗力による損壊等により当社がお客さまに本サービスの
提供ができなくなったことに起因する損害

②対象物件自体の瑕疵もしくはお客さまの管理上の瑕疵またはお客さまの故意
や重過失により生じた損害

③地震・火災などの災害により、またはこれらの災害に起因する損害
④窃盗または強盗のために生じた火災または爆発等による損害
⑤窃盗・強盗・火災発生等にともなう 、OSS、消防隊、警察隊等による入口扉・窓
等破壊等の損害

⑥警備員かけつけサービスとの因果関係が認められない損害
⑦警備員かけつけサービスが停止されている間に生じた損害
⑧申込内容に変更が生じたにもかかわらず、お客さまが当社への連絡を行わな
かったことに起因する損害

⑨その他客観的に判断して賠償免責に相当する損害

２．天候・交通状況・作業員の作業状況等により現場到着に相応の時間を要する場
合があります。

＜スマートロックの解錠サポートに関する規程＞

第２４条（サービス内容）
　当社は、お客さまに対して、スマートロックの解錠サポートを行います。当社は、
本業務をOSS等に委託します。
２．対象となるスマートロックは、株式会社ビットキーが提供するスマートロック
（お客さまの需要場所の入口等の鍵に取り付けることで，スマートフォンや専用の
リモコンキーから扉の鍵を開閉できる商品等であって、当社が指定するもの）に限
ります。
３．お客さまの依頼をいただいた場合、警備員は事前にお客さまよりお預かりした
ワンタイムパスワードを用いて解錠を行います。お客さまが事前にワンタイムパ
スワードをお預けにならない場合、解錠を行うことはできません。

第２5条（スマートロックの解錠サポートの料金）
　本サービスの提供期間中のスマートロックの開錠サポートについては、年間1回
までは無償とさせていただきます。年間2回目以降の、警備員かけつけに対しては、
出動に要する費用（１回の出動あたり５，５００円（税込））をお客さまに従量サー
ビス料金として請求します。なお、入居日から起算して1年を「年間」とし、従量サー
ビス料金の要否を判断するための年間の出動回数については、第１９条の警備員
かけつけのための警備員の出動と合算してカウントするものとします。
２．従量サービス料金は、出動の指示を行った時点で発生するものとし、お客さま
が出動をキャンセル・変更された場合でもお支払いいただきます。

第２6条（免責）
　スマートロックの解錠サポートに関して、以下の事項に該当する場合、本サービ
スの提供をお断りする場合があります。
①お客さま以外の依頼
②災害・天災・暴動等に起因する依頼
③カギの解錠の場合にお客さま本人の立会いがない場合
④運転免許証等の顔写真付公的身分証明書の提示がない場合。また、顔写真付公 
的身分証明書の提示があっても、身分証明書上の住所、氏名が当社に届出のあ
る住所、氏名と異なっていた場合

⑤スマートロックの解錠サポートとは異なるサポート依頼
⑥対象物件以外に関する本サービスの依頼
⑦離島もしくはサービス提供が困難な地域からの依頼

２．天候・交通状況・作業員の作業状況等により現場到着に相応の時間を要する場
合があります。
３．当社及び業務委託先（業務委託先の業務提携先を含む）は、故意または過失がない
限り、スマートロックの解錠サポートに関して、損害賠償等の責任を負わないものと
します。
４．ワンタイムパスワードによる解錠が困難な場合等、OSS等の当社からの委託先で
は対応できない場合は、OSS等は専門業者等を手配することができます。ただし、
当該専門業者による対応に要する費用はお客さまのご負担となる場合があります。

　名　　称　　大阪ガス株式会社
　所 在 地 　〒541-0046　大阪市中央区平野町 4丁目 1番 2号
　　　　　　  [ ご契約に関するお問い合わせ窓口 ]
　　　　　　  TEL 06-6205-3692 （平日9～17時/土・日・祝・年末年始を除く）
　代 表 者 　 代表取締役社長　藤原　正隆

お客さまがご契約される会社

電話番号

※対象物件の住所によっては、駆けつけ対応を大阪ガスセキュリティ
サービス株式会社から綜合警備保障株式会社に委託する場合があります。

警備サービス提供会社

電話番号

出動に関する警備員の情報

人数および担当業務

知識および技能
服装

使用する機器・機材

①契約対象物件からのかけつけ依頼の受付業務
：基地局に常時１名以上配置

②かけつけ依頼時の契約対象物件への派遣要員
：待機所毎に１名以上配置

警備業法に基づく教育、
並びにOSS 独自の教育、訓練を実施
指定の制服を着用
車両、無線機、特殊警戒棒、ヘルメット、
防刃チョッキ、携帯電話、その他

名　　称　　大阪ガスセキュリティサービス株式会社
所 在 地 　〒532-0024　大阪市淀川区十三本町 3-6-35
　　　　　  [ かけつけのご用命 ]
　　　　　　TEL 0120－750－082 （24時間受付/年中無休）　
代 表 者 　 代表取締役社長　遠山　雅夫

名　　称　　綜合警備保障株式会社
所 在 地 　〒107-8511　東京都港区元赤坂 1-6-6
電話番号　　TEL 03-3470-6811（代表）
代 表 者 　 代表取締役　栢木　伊久二



24時間365日受付けます。

［受付時間］9：00～18：00

bitlockアプリ内からお問い合わせください。
「右下メニューアイコン → サポート → お問い合わせ 」
● アプリからのお問い合わせが難しい場合

　 050-3000-3935

お問い合わせ先一覧

0120-0-94817

0120-750-082

スマートロックに関するお問い合わせ（ビットキーカスタマーサポート）

緊急時の駆けつけ（大阪ガスセキュリティサービス）

ガス・電気の名義変更、利用停止など（大阪ガスお客さまセンター）
［受付時間］
月～土曜日 9:00～19:00 
日曜日・祝日 9:00～17:00

ビットロック   

23A




