
スマートハイムでんきクラブ会員規約
改定前と改定後の⽐較

第2条（適⽤関係）
⒈本規約は、本サービスの提供およびその利⽤に関して

適⽤されます。
⒉ 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利⽤

約款や利⽤上の注意等の諸規定（以下あわせて「諸
規定」といいます。）を設けることがあり、それらの諸規定
は本規約の⼀部を構成するものとします。なお、本規約と
諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
また、本規約（諸規定を含みます。）と当社が別途指定
する申込書または申込画⾯（以下あわせて「申込書等」と
いいます。）の定めが異なる場合、申込書等の内容が
優先します。

第2条（適⽤関係）
⒈本規約は、本サービスの提供およびその利⽤に関して

適⽤されます。
⒉ 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利⽤

約款や利⽤上の注意等の諸規定（以下あわせて「諸
規定」といいます。）を設けることがあり、それらの諸規定
は本規約の⼀部を構成するものとします。なお、本規約と
諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
（以下削除）

改定前（2020年4⽉1⽇版） 改定後（2021年4⽉10⽇版）

第3条（定義）
本規約において、次の各号に掲げる⽤語の定義は以下の
とおりとします。
⑴「ご紹介特典」、「スマートハイムでんき Club Off」の2つ

のサービスを総称して、本サービスといいます。
⑵「ご紹介特典」、「スマートハイムでんき Club Off」とは、

第9条に定義された各サービスをいいます。
⑶「会員」とは、本規約およびスマートハイムでんき Club Off

を利⽤するために必要な「Club Off Alliance 会員規約」に
同意のうえ当社所定の加⼊申込⼿続を⾏い、当社がこれ
を承諾した個⼈をいいます。

第3条（定義）
本規約において、次の各号に掲げる⽤語の定義は以下の
とおりとします。
⑴「ご紹介特典」、「スマートハイムでんき Club Off」の2つ

のサービスを個別にまたは総称して、「本サービス」といいます。
⑵「ご紹介特典」、「スマートハイムでんき Club Off」とは、

第8条に定義された各サービスをいいます。（以下削除）

第5条（会員資格）
会員は、会員の居住する専⽤住宅（居住の⽬的だけに建て
られた住宅で、店舗・作業場・事務所等業務に使⽤するため
に設備された部分がない住宅をいいます。）を需要場所とし
て、当社と電⼒使⽤契約（以下「電⼒使⽤契約」といいま
す。）を締結している場合に限り、本サービスの会員になること
ができるものとします。

第5条（会員資格）
当社とスマートハイムでんきの電気の供給に関する契約（以
下「電⼒使⽤契約」といいます。）を締結する個⼈のうち、次
の各号のいずれにも該当し、かつ当社が本サービスの提供およ
びその利⽤を相当と認めた個⼈に対し、当社は本サービスの
利⽤資格（以下「会員資格」といいます。）を付与するもの
とします。
(1)居住する専⽤住宅（居住の⽬的だけに建てられた住宅で、

店舗・作業場・事務所等業務に使⽤するために設備され
た部分がない住宅をいいます。）を需要場所として、電⼒
使⽤契約を締結している場合

(2)電⼒使⽤契約の申込みの際等に本規約に同意している
場合

第6条（申込み）
本サービスの会員となろうとする者は、あらかじめ本規約の内
容を確認し、同意のうえ、当社所定の加⼊申込⼿続を通じて、
申し込むものとします。なお、1つの電⼒使⽤契約につき、本
サービスを1つ申し込むことができるものとします。

第6条（申込み）を（本サービスの提供）に変更
会員は、電⼒使⽤契約の成⽴⽇から、本サービスを利⽤でき
るものとします。ただし、当社が、別途、電⼒使⽤契約の成⽴
前における本サービスの利⽤を認めた場合には、会員は、電⼒
使⽤契約の成⽴前であっても本サービスを利⽤できるものとし
ます。



第7条（本サービスの利⽤契約の成⽴等）
⒈当社は、前条の申込みがあった場合、申込み内容を確認

のうえ、郵送、電⼦メールまたは本サービスのウェブサイト上に
掲載する⽅法その他の当社が適切と判断する⽅法により、
承諾の意思表⽰を⾏います。ただし、当社は、承諾の意思
表⽰をせずに、本サービスの提供を開始する場合があり、
この場合には、当社が本サービスの提供を開始した⽇に
承諾の意思表⽰を⾏ったものとみなします。

⒉当社が承諾の意思表⽰を⾏ったとき、当社と会員の間で
本サービスの利⽤契約が成⽴し、本サービスの会員となろう
とする者は本サービスの会員となります。

⒊当社は、本サービスの会員となろうとする者が第5条の会員
資格を満たす場合であっても、以下の場合には前条の申込
みを承諾しないものといたします。

⑴電⼒使⽤契約に基づく電気料⾦について、申込み時点で
⽀払期⽇を超えても、なお⽀払われていない場合

⑵本サービスの会員資格を失った⽇かつ本サービスの利⽤
契約の解約⽇から6か⽉を経過していない場合

⑶その他当社が不適切と判断した場合
⒋会員は、通常、当社が申込書等を受領した⽇の属する

⽉の翌々⽉1⽇から、本サービスを利⽤できます。

第7条（本サービスの利⽤契約の成⽴等）削除
内容を第5条（会員資格）に記載

第8条（利⽤料⾦）
⒈本サービスの利⽤料⾦は⽉額３００円（消費税等相当

額別）とし、消費税等相当額は、ご請求時点での消費税
率および地⽅消費税率にもとづき反映させていただきます。

⒉利⽤料⾦は、会員が本サービスを利⽤することができること
となった⽇の属する⽉から発⽣します。当社は、原則として、
毎⽉の利⽤料⾦について、電⼒使⽤契約における当該⽉
検針分の電気料⾦と同時に会員に請求するものとし、
会員は当該請求に応じて⽀払うものといたします。

⒊本サービスの利⽤料⾦は、経済環境の著しい変化等合理
的な理由により、変更する場合があります。この場合、当社
は会員に対して変更の60⽇前までに通知するものとします。

第7条（利⽤料⾦）に変更
会員は、電⼒使⽤契約の契約期間中、本サービスを無料で
ご利⽤いただけます。ただし、当社は、経済情勢の変動、関係
法令の変更、または本サービス提供が困難となる事情が発⽣
した場合等には、本サービスの提供を終了させることができるも
のとします。。 この場合、当社は全ての会員に対して本サービス
提供の終了の約60⽇前までに通知いたします。

改定前（2020年4⽉1⽇版） 改定後（2021年4⽉10⽇版）



第9条（サービスの内容）
⒈会員は、コールセンターの求めに応じて、⽒名、住所、

電話番号等の情報を伝達します。
⒉会員は、本規約、諸規定および別途当社から会員に配付

される利⽤案内（以下「利⽤案内」といいます。）に記載
された内容に従って、以下のとおり、本サービスを利⽤できる
ものとします。

⑴ご紹介特典
ご紹介特典は、会員がご家族、その友⼈または知⼈に対して、
スマートハイムでんきを紹介し、紹介された⽅がスマートハイムで
んきに係る電気の供給に関する契約を締結し、かつスマートハ
イムでんきクラブに⼊会した場合に、紹介者である会員および
紹介された⽅に対して、商材がプレゼントされるサービスです。
会員および紹介された⽅は、ご紹介特典の利⽤に際し、紹介
された⽅がスマートハイムでんきクラブの申込書等に紹介者であ
る会員のログインIDと⽒名を記⼊することで、商材をプレゼント
されるものとします。
⑵スマートハイムでんき Club Off
①会員は、スマートハイムでんき Club Off専⽤ホームページに

掲載されている宿泊施設やレジャー施設、グルメ等を優待
価格で利⽤することができるサービス（以下「スマートハイム
でんき Club Off」といいます。）を受けることができます。
スマートハイムでんき Club Off専⽤ホームページへインター
ネット接続ができない⽅は、スマートハイムでんき Club Offを
ご利⽤になれませんのでご注意ください。

②会員は、スマートハイムでんきClub Off の利⽤に際し、
スマートハイムでんきClub Off 専⽤ウェブサイトに掲載された
「Club Off Alliance 会員規約」をよく読み、その内容を
確認し、承諾のうえで利⽤することとします。

第8条（サービスの内容）に変更
⒈会員は、コールセンターの求めに応じて、⽒名、住所、

電話番号等の情報を伝達します。
⒉会員は、本規約、諸規定および別途当社から会員に配付

される利⽤案内（以下「利⽤案内」といいます。）に記載
された内容に従って、以下のとおり、本サービスを利⽤できる
ものとします。

⑴ ご紹介特典
ご紹介特典は、会員がご家族、その友⼈または知⼈に対して、
電⼒使⽤契約を紹介し、紹介された⽅が電⼒使⽤契約を締
結し、かつスマートハイムでんきクラブに⼊会した場合に、紹介
者である会員および紹介された⽅に対して、商材がプレゼント
されるサービスです。会員および紹介された⽅は、ご紹介特典
の利⽤に際し、紹介された⽅がスマートハイムでんきClub Off
のサイト内にある申請フォームに紹介者である会員のログインID
と⽒名を⼊⼒し、送信することで、商材をプレゼントされるもの
とします。
⑵スマートハイムでんき Club Off
①会員は、スマートハイムでんき Club Off専⽤ホームページに

掲載されている宿泊施設やレジャー施設、グルメ等を優待
価格で利⽤することができるサービス（以下「スマートハイム
でんき Club Off」といいます。）を受けることができます。
スマートハイムでんき Club Off専⽤ホームページへインター
ネット接続ができない⽅は、スマートハイムでんき Club Offを
ご利⽤になれませんのでご注意ください。

②会員は、スマートハイムでんきClub Offにおける各種優待
サービスの内容が会員の承諾及び会員への事前通知なく
中⽌または変更されることをあらかじめ承諾するものとします。

③会員は、スマートハイムでんきClub Offを利⽤する場合、
利⽤開始前に、スマートハイムでんきClub Off 専⽤ウェブ
サイトに掲載された「Club Off Alliance 会員規約」に同意
するものとします。

④会員の親族、及び会員同伴による友⼈とのサービス利⽤は
できるものとします。但し、第19条（譲渡禁⽌等）の⾏為
は禁⽌とします。

第10条（解約）
（記載省略）

第10条（解約）を第9条（会員資格の失効等）に変更
⒈会員は、本サービスの利⽤の終了を希望する場合、その旨

を当社のコールセンターに申告することにより、本サービスの
利⽤を終了することができます。この場合、当社における
⼿続き完了⽇が、本サービスの利⽤の終了⽇かつ本サー
ビスの会員資格の失効⽇となります。

⒉会員は、会員と当社との間の電⼒使⽤契約が解約された
場合、⾃動的に本サービスの利⽤が終了となり、かつ本サー
ビスの会員資格を失うことをあらかじめ承諾するものとします。

⒊当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、
会員に対し何らの催告を⾏うことなく、直ちに本サービスの
提供を終了し、かつ本サービスの会員資格を失効させること
ができます。あわせて当社および委託会社は被った損害の
賠償を請求することができるものとし、会員はその請求に
応じるものとします。

改定前（2020年4⽉1⽇版） 改定後（2021年4⽉10⽇版）



⑴第5条各号のいずれかに該当しないことが判明した場合
(2)会員資格を失った⽇から6か⽉を経過していないことが判明

した場合
(3)電⼒使⽤契約に基づく電気料⾦について、⽀払期⽇を

超えても、⽀払わない場合
(4)会員が第10条4項に定める禁⽌⾏為を⾏ったと当社

および委託会社が判断した場合
(5)当社が当該会員の会員資格をはく奪するのが相当と

判断した場合

第11条（本サービスにおける順守事項、禁⽌事項）
（記載省略）

第10条（本サービスにおける順守事項、禁⽌事項）に変更
（記載省略）

第12条（提供の拒否）
当社および委託会社は、以下のいずれかの事由に該当すると
判断した場合、会員に対して、本サービスの提供を拒否するこ
とができるものとします。
⑴会員からの本サービスの利⽤申込みであることを確認でき

ない場合
⑵当社および委託会社が本サービスを提供することが困難

であると判断する場合
⑶本サービスを提供することにより、第三者の所有物の損壊、

第三者の権利もしくは利益の制限または第三者に損害が
⽣じることが想定される場合

⑷前各号のほか、社会通念上、本サービスの提供が困難で
あると判断される場合

第11条（提供の拒否）に変更
当社および委託会社は、以下のいずれかの事由に該当すると
判断した場合、会員に対して、本サービスの提供を拒否するこ
とができるものとします。
⑴当社および委託会社が本サービスを提供することが困難

であると判断する場合
⑵本サービスを提供することにより、第三者の所有物の損壊、

第三者の権利もしくは利益の制限または第三者に損害が
⽣じることが想定される場合

⑶前各号のほか、社会通念上、本サービスの提供が困難で
あると判断される場合（以下削除）

第13条（個⼈情報）
（記載省略）

第12条（個⼈情報）に変更
⒈当社および委託会社は、会員の個⼈情報については、

個⼈情報保護法に従い、必要な保護措置を講じたうえで、
本条のとおり取り扱うものとします。

⑴会員が本サービスを利⽤するために、会員が⾃ら届け出た、
⽒名、郵便番号、住所、性別、電話番号、電⼦メール
アドレス等の個⼈情報を取得します。（以下変更なし）

第14条（本サービスの内容変更・中⽌等）
（記載省略）

第13条（本サービスの内容変更・中⽌等）に変更
(記載省略)

第15条（損害賠償の制限）
（記載省略）

第14条（損害賠償の制限）に変更
（記載省略）

第16条（通知）
(記載省略）

第15条（通知）に変更
(記載省略）

第17条（変更の届出）
(記載省略)

第16条（変更の届出）
(記載省略)

第18条（反社会的勢⼒の排除）
(記載省略)

第17条（反社会的勢⼒の排除）に変更
(記載省略)

第19条（規約の変更）
(記載省略）

第18条（規約の変更）に変更
(記載省略）

改定前（2020年4⽉1⽇版） 改定後（2021年4⽉10⽇版）



第23条（その他）
本規約および諸規定に関する疑義またはこれらに定めのない
事項については、会員および当社の双⽅が誠意をもって協議
し、円満に解決を図るものとします。
本規約は、2020年4⽉1⽇から実施します。

第22条（その他）に変更
本規約および諸規定に関する疑義またはこれらに定めのない
事項については、会員および当社の双⽅が誠意をもって協議
し、円満に解決を図るものとします。
本規約は、2021年4⽉10⽇から実施します。

第20条（譲渡禁⽌等）
(記載省略)

第19条（譲渡禁⽌等）に変更
(記載省略)

第21条（合意管轄）
(記載省略)

第20条（合意管轄）に変更
(記載省略)

第22条（準拠法）
(記載省略)

第21条（準拠法）に変更
(記載省略)

改定前（2020年4⽉1⽇版） 改定後（2021年4⽉10⽇版）




