
「イオンワイド保 証 」規程

第1章 一般条項

【保証内容】
第1条
1販売店 (イオン各社をいいます。以 ド、「弊社」といいます。)は、イオンワイド保証(以下「本保証Jといいます。)に加入された
お買 L品 (以下「保証商品Jと いいます。)についてド記の規社 (以 ド「本規程Jと いいます。)の とおり保証いたします。
①故障

本保証期間中に日本国内で、保証商品の取扱説明書 本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、

保証商品に電気 |1機械的故障が発生した場合、保証商品のメーカー保証書記載内容及び本規群に基づいて保証

修理いたします。

②火災落雷
本保証期間中に日本国内で、保証商品が火災 落雷の事故にあわれた場合、本規程に基づいて保証修理いたします。

O液晶破損【1回 のみ保証】(テレゆ ソヾコン注1)

本保証期間中に日本匡内で仰1然な事故により、該当商品のllt品 部分に生じた破損損害について、

本規程に基づいて保証修理いたします。ただし 保証回数は1回 に限ります。

(注 1)

テレビ:置き型、壁■トナ型のテレビをいい、ポータブルテレビワンセグテレビなどを除きます。
パソコン:デスクトップパソコンノートパソコンを対象とし、タブレット端末、スマートフオンなどの携帯情報機器は除きます。
※保証商品の故障等が、破損水濡れ等 巨記0故障②火災蓄雷0液品破損以外の原因による場合には本保証の
対象外となります。
※初期設定(リカバリー)、 ソフトウェア更新、フイルターの詰まり、異物除去、収llけ 、設置、その他の同様な作業費用に
ついては保証対象タトとなります。

2前項における各保証商品の保証沢度額は、く表1>のとおりとします.

ただし、見籠十1、 出7Jrrl、 修理キャンセ,レ 利等はお客さまのこ負担となります.

X保証対象価格は、本体価格に消費税率
を乗じた/1額 となりま丸 なお、小数点以下
が発生した場合切 り捨てた金位 なります>                                が発生した場合切 り捨てた

保証期間

3年 間保証 5年 間保証 10年 間保証

パソコン タブレット端末
プリンター 携帯音楽プレイヤー

オーデイオ機器 デツタルカメラ
カーナビ ドライブレコーダー

電子辞書 携帯情報機器
家庭用グーム機等

エアコン扇風機 冷蔵庫
石nt/ガ ス/電気暖房機

l曜機 マッサージ機 ドライヤー

加湿器 空気清浄機
電子レンジ 炊飯器 掃除機
テレビ録画再生機器 等

エアコン 冷

"脚

昨

保証限度額 保証限度額

お買上日から3年間以内 保証商品のお買L金額(税込)の 1(Ю% 臨正商品のお買上金額(税Jの 100% 保証.1品のお買上金額帆込)の 100,

3年超から5年間以内 喘 L II品 のお買上金額(税迦 の100% 保証商Rのお買上金額帆込)の Ю鰤

5年超から10年間以内 保証商Fのお買上金額(税込)の 40%

1保証の対象となる商品およびその範囲】

第3条
1本保証の対象となる商品は以下の条件に合致するものに限るものとし、詳細については弊社店頭でご案内いたします。

①メーカー等による保証対象であること。

②日本国内で修理が可能であること。

0本体ft格 6、 950円 以卜であること。

①商
『

1付属
『

1については、商品購入時付帯のものであること。

2本保証の対象範囲は、保証商品のメーカー保証対象範囲に準拠し、かつ本規定に定める範囲によるものとします。

3出張修理対象保証商品は、「メーカー保証普に【出張修理対象】と記載のあるものJとし、それ以外の商品で出張修理を

希望される場合、出FI・ 費は月1途お客さまにてご負担いただきます。

【保証の請求権者】
第4条
本保証の請求権者は、保証商品の加入者とします。

【本保証が受けられない場合】
第5条
以下の各号に該当する場合は、本保証は受けられません。

①ワイド保証書(カード)に 記載されていないお買上品 ⑫日本国外で生じた事故による損害

の損害 0いわゆる「かし」によって生じた損害

第3章 個人情報の取扱いに関する重要事項

【個人情報の収集・保有・利用提供および登録に関する同意】

紫襟な のご加入に際しては、お客さまの個人情報 伽 入時l.L入若区 は離 等の悧 の収集 保有 fll」 第二者への

1署輯鉤轟郡穆 曜畿i孟鰊軒和騰層友び中告頂いた事風
②本保証申込日など加入内容に関する事項。
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【個人情報の利用目的】

蒻 顆 絣 欄 輻 祠 儡 警餞 貶 飩舘
利用します。その他の目的にTl用 することはありません。

1個人情報の第三者へ提供及び利用】

簾懇:籠 携会社熟 こ加入者の個人情報観 供し提携会社等が自らの事業活動の営業のご案内割 こTl■lできるものとします。

【個人情報開示・訂正消J除】

η 塩 勘 1人 のお客さまは弊社及調 t批 会社等に対して、本偽 正勘 何人のお客さま自身の個人情報を開示するよう請求

2高余澤課学憑庚挽 内鶴 こ詢 等がある事が ll lし た場御 コ耕 社が登録した情報に限って、速や洲 こ訂正または削除
に応じるものとします。

【キャンセルの場合の個人情報の利用l

讐積款 本保証加入申込のキヤンセル等によい 成立となった場合でふ本保証の中込をした事熟耕 2条に基づま本保証
契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用」されますが、それ以タトに利用されることはありません。

【本章に不同意等の申出】

紫筆:鉗i財郷帯齢;縦解 毀t静■1鳴弊醍界誰幣:t曝鑢υ£蝸蹴荘ぶ
本保証契約をお断りすることはありません。

【利用・提供中止の申出l

余操肇鍬鵬摯よ紺動ξ鳥総 紺誕刷全lお爺ネ8M、 場識篠あ昇II慾負摯鵜
Tl用 提供を中止する措置をとるものとします。

【宣伝印刷物の送付等営業案内の中止申出】

栄積笏 1人のお客コ よ弊社及 c llL概 会社躙 こ宣伝剛 物の削 等営業案内の性 の中出をする事ができます。

第4章 事務取扱条項
【本保証の申込方法および料金のお支払い方法】

管 繋鵜 :にご加入を希望されるお客さまは、野|レ 定め制 定の商ポ|のお買 L」 にお申込いただき、売買契約として契約

2鎌紡糟曇?糞暴蕎常:す繕螢↑牲辮島耐:い鴇籠濡腸ミ喘仁部としてぉ客コこご負担いただきます。
3本保証料に対して所定の消費税をお客さまにご魚押1いただきます.

【加人登録および保証カードの発行】

IIIri畜子1更暑鶴亀牟£ミ鴛馨1ま留れ 錫鮪悧 婢 鼎翫{響!H"場
御ま子社き終了の時と初ます♪

宥傑 編 |こ ご加入のお客さまは、本保uE ll師、融 なる‖川′け ■をい てワ相 獅 h卜 0-● 線 管しなければ
なりません。

2ワイド保証書 (カ ード)は再発行いたしません。

【禁止事項】

懲 飢 騨 動 鍔 響灘 峨 駅 識黎鰍 し毬待」鷺朧 檀彊嘩 場蓉8績夕亀嚇 ら
・
●受人が本保証を継承してご利用いただけるものとします。

【保証期間の終了】

蝙 曾募諾騨 器゙ 縫蒻 嘲 昇楡館 を鯉壇R婚顔 徹 襦 臨 ほ
一度でも本保証により修理等が1■供されている場合は、保証f4は 返還いたしません。

く表4>

お買 ヒ日から1年以内 お買上日から2年以内 お買上日から3年以内 お買上日から3年以降

お支払いいただいた

保証料の50%
お支払いいただいた

保証料の10% なし

2保証商品が、本保証対象事山により全損扱いとなり代替品のlL供 がなされた場合も、本保.IEは 自動的に終了と

な電肇場者もうε豪発輩ど婁褥瀑裕をきう;tちとし、弊社は保証料についても返還いたしません。

②本保証IV111を経過した後に生じた事故による損害  llメ ーカー保証の総付がなされるべき損害(メ
ーカー保証期間内の

0弊社の了解なく他社で修理された場合      故障、リコール等)

×同一商171を 司時購入の場合、力1入できる保証期間も同一となりま「
3弊社は、本条第1項00により、保証商品に以ドの場合が生じたとき、保証商品を全損として取扱い、保証商品お買●
金額(税込)の 80%(6～ 10年 目は30%)を 限度に代林

『
l(同 機種または同等機種)を提供し、本保証の保証lll間満了を

またず保証は終了いたしますJヽ 替品(同機種または同等機種)がお買上金額の80%(6～ 10年回は30%)を超える場合、
超えた金額はお客さまのご負泄とさせていただきます.

①保証 .・llFIが物理百1に 滅失した場合
②保証商品の経済的価値が減失した場合
0保証 L・l品の故障の修TJ費が前項に定める保証限度額を_L恒 る場合

4前項の全損の保証限度額は、本条第2項によらず くよ2>のとおりとします。ただし、見積‖、出張r、 修理キャンセル11

等はお客さまのご負担となります。

く表2>

【保証期間】
第2条
1保証商品の本保 IEtt l.lは 、本保証珈1入中込時 (お買上時)か ら保証商品別にく表3>のとおりとします。

く表3>

⑮戦争(宣戦の有無を問いません)、 変乱、暴動によって生じたli害

⑩差事|え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
によって生じた損害

0核燃料物質、放射線によって生じた損害
⑮保証商品を勝手に力‖工・改造することによって生じた損害

Oキズ、自然の消耗、変質、さび、カビ、変色等による損害⑩修理を伴わない、いわゆる点検、清lll、 及び調整にかかる費用
l101地震、噴火、津波、大規模水害などの天災による損害L/0虫 食いねずみ食い等によるIll害

llコ ンピュータープログラム、インプットデータ等ソフト0業務による使用1に基づき生したIF害

に関する損害

【メーカー保証との ll」係】

第6条
本保証は、メーカー保証とは単独lll別 に適用されます。ただし、メーカー保証の給付がなされるべき場合 (メ ーカー保証期間内の

故障、リコール等)は 、一切適用されません。

【保証請求方法】

第7条
]本保証期間中の保証商品に不保証対象の故 llま たは|「 故(火 災 落‖による保証商1■への損害)力流 生した場合、

本保証ご力]人のお客さまは速やかにりr社 に11■ しな|リ オ●まなりません

正当な理由がなく報告力氾 延した場合は、第1条によづく本保証を請求することができなくなる場合がごドいますので、裁 意の

rお順い申し上げます。

2第 1条に基づく本保証の請求には、保証商品の保証カードとともに、以 卜の書類を外社にご提出いただきます。なお、そのイ山

必要な書類がある場合については、保証請求時にご案内いたします。

①イオンワイド保証請求書(全損の場合)

②消防署の構災証明書(火災事故の場合)

【代位】

第8条
弊社が第1条の保証を行う場合において、お買_■ 品に生じた損害が第二者に請求できる事由によって生じ、かつ弊社がその

損害に対して保証を行ったときは、弊社は損害額に相当する金額を限度として、お買_ヒ品に関する一切の権利をお客さまより

取得します。ただし、全損の場合におけるリサイクル費用等はお客さまのご負担となります。

【準拠】

第9条
1本保証規程に定めのない事態が生じた場合は、弊社が信義に基づき誠実に取扱いを決定します。

2本保証は、日本国の法令の定めるところに従います。

第2章 付則事項

【重複する保険契約等がある場合の取扱い】

第10条

お買ヒ品に生じた損害に対して保険金等を支払うべき他の保険契約 (保証を含む。)がある場合は、他の保険契 l」

“

| ||レ

払われる保険金等の額と実損害性 の差額を限度として本保証をご提供いたします。尚、この場合規■1に ,Lめ る1,t‖ rRtt n l

超えないものとします.

OIIX意 重過失による損害
0盗 lllによる損害
0紛失、置き忘れによるlit害

0第二者の加害行為による損害
(8D許 欺載領による損害

※・ l―商品を可時購人の場合、力1人できる保証期間も同一となります。

×保証期間の終期を始 ,明 のlL答 日の午後 12時とします。始期日が月末日の場合は終期も末日となります
なお、該当する日がない場合は、その翌日の午後 12時までとします。

※エアコン冷蔵庫はJl入されたプランにより保証 ll間が異なります。

2保証商品及び保証対象外商 1腎 1の詳細は、弊社店頭にてご案内いたします。

保証期間

3年 間ll証 5年 |.l保証 10年 間保証

パソコン タブレット端末

プリンター 携帯音楽プレイヤー

オーディオ機器 デジタルカメラ

カーナビ ドライブレコーダー

電子辞書 携i制■報機器
家庭用ゲーム機等

エアコン 扇風機 冷蔵庫

石油/ガス/電気1班房機

先濯機 マッサージ機 ドライヤー

カ1湿器 空気清浄機

電子レンツ 炊飯器 lil祭機

テレビ 録画i再生機器 等

エアコン 冷蔵庫

保証限度額 保証限度額 保証限度額

お買_L日 から3年間以内 保証商品のお買上金額(税逃)のm% 保証簡謂のお買上金額(■込)の 80% 保証商謂のお買上金額(税込)の

“

%

3年超から5年間以内 保証簡月のお買L金額(3ι 込)の 80% 保証脇1のお買L金額{税込)の

“

%

5年超から10年 間以内 保証商品のお買上金額(悦込)の ∞%

入の場合、加人できる保証期間も司―となります

エアコン扇lJl機 冷蔵庫
石油/ガス/電気暖房機

洗湛機 マッサージ機 ドライヤー

カn湿器 空気清浄機
電子レンジ 炊飯器 掃除機
テレビ 録辿画生機器 等

パソコン タブレット端末
プリンター 携帯音楽プレイヤー

オーディオ機器 デジタルカメラ
カーナビ ドライブレコーダー

電子辞書 携帯情報機器
家庭用ダーム機等

お買上 日か ら10年間 お買上 日から5年 間 お買上 日か ら3年 間


