
一般電気店様向け

全日本でんき屋ネットワーク協同組合（通称：Dj-net）及び

延長保証事業のご紹介

注）：電商組様との混同を避けるために、本文中では、Dj-net 組合概要の文中を除き、
Dj-net の組合員を「Dj-net メンバー」と表します。
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Dj-net総会の紹介記事

東海電化新聞 2008/11/28
電波新聞

2008/12/03
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Dj-netメンバーさん紹介記事

「電気店」
2008 年 9 月号

他にも、「技術営業」
や、「ＦＩＴＳ会員
誌」等にも多数取
り上げていただい
ています。
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全日本でんき屋ネットワーク協同組合（略称：Dj-net）の概要

事業所名 全日本でんき屋ネットワーク協同組合
認可 経済産業大臣
設立年月日 2001 年 8 月 30 日
代表者 理事長 横井清信
所在地（事務局）〒 135-0014 東京都江東区石島 13-14
ホームページ http://www.djnet.or.jp/
出資総額 210 万円
組合員数 132 店(2008 年 11 月現在)
地区 全国
特徴 １．全国初の電磁的方法承認(ウェブサイト・電子メールによる運営)組合である

２．全国規模で展開をしていく組合である
３．全国初のでんき事業者の為の事業協同組合である
４．上記とも経済産業大臣認可をうける組合である

入会資格 １．家庭用電化製品の販売および修理又は電気工事業および電気通信工事業を行う事業者であること。
２．組合の地区内に事業所を有すること。
３．インターネットおよびメールができる環境であること。
４．中小企業(小売業：出資金・資本金の総額 5000 万円以内。従業員 50 人以内)

出資について 出資一口の金額１万円。組合員は 1 口以上の出資をしなければならない
取引銀行 三井住友銀行 本店営業部

商工中金 東京支店
ジャパンネット銀行 本店

事業内容 １．組合員の取り扱う家電製品並びに OA 製品の共同購買
２．組合員のためにする共同宣伝
３．組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
４．組合員の福利厚生に関する事業
５．前各号の事業に附帯する事業

役員 理事長 横井 清信 （京都府）
副理事長 堀田 和弥 （愛知県）
副理事長 高原 久雄 （福島県）
専務理事 吉川 昌宏 （滋賀県）
常務理事 佐々木 聡 （東京都）
理事 大野 敏彦 （東京都）

池田 謙一 （東京都）
保坂 和男 （東京都）
吉田 秀 （埼玉県）
下山 一弘 （岡山県）

監事 市村 幹也 （鳥取県）
内藤 誠一郎 （三重県）

室長 相川 稔 （千葉県）
事務局 吉島 大 （東京都）
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Dj-netホームページ
http://www.djnet.or.jp/

こちらのページから Dj-net の各
事業のページへリンクしていま
す。

延長保証事業もスタートしまし
たので、さらにわかりやすいペ
ージになるように大幅リニュー
アル予定です。
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Dj-netメンバー向け共同購買ページ

提携しているメーカーさんや問屋さんへの商品発注を、
このページから行います。

テレビ台がよく売れています。

キヤノンのプリンター・デジカメや、

安価なセキュリティカメラも扱っています。

その他、アンテナ部材やエアコン配管などの
期間限定の特価品キャンペーンもあり、
Dj-net メンバー間での取引も行われています。
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その他の事業

メーリングリスト

Dj-net が発足したのは、「日本全国電気屋メール」というメーリングリストがきっかけでした。
メーリングリストは１名がメールを投稿するとメンバー全員にそれが配信されるものです。
今も、Dj-net のメーリングリストが、全国の Dj-net メンバーさんの間で、仕事を行う上での、質問
や回答、在庫がない商品の融通、仕入先の情報交換などに活用されております。

修理情報データベース(右上画像)

業界誌「技術営業」の株式会社リックと提携し、修理データベースを運用しております。
有料サービスですが、Dj-net メンバーさんは無料で利用できます。
修理結果をＷＥＢで登録して、それを利用者間で共有出来ますので、修理傾向の把握などに役立ち
ます。
自店の修理履歴記録に使用できますし、修理伝票発行機能もあります。

ホスティング（レンタルサーバー）事業

お店のホームページを持つ Dj-net メンバーさんのために、「http://www.****denki.com/」といったオリジナルドメインをご利用いただく場合の
ホスティング事業を行っております。
Dj-net メンバーさんが.com ドメインを使用する場合、ドメイン管理とサーバーの利用料を含め年間１５，６４５円となります。
格安料金を売りにする業者が多いので、料金的には少々割高に感じるかも知れませんが、Dj-net 専務理事が運営・サポートに携わっており
ますので、トラブル発生時なども、迅速な対応が可能です。
また、同じシステムを使っている Dj-net メンバーさんが多数みえますので、情報を共有する事により、ホームページなどのより有効な活用
が出来ます。

勉強会等の開催(右下写真)

各地域毎に不定期ではございますが、勉強会や情報交換会を行っております。
今までには、ホームページ講習、パソコン組立講習、漏電講習、テレビ受信技術講習、エアコンク
リーニング講習、等々、様々な講習会・勉強会が開催され、Dj-net メンバーさん以外の方にもゲス
ト参加していただき、大変喜ばれております。
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延長保証サービス

設立当初よりの悲願であった延長保証サービスを、2008 年 10 月にスタートしました。
（右は、Dj-net メンバーさんが作成した延長保証のチラシです）
他の延長保証サービスと比較して、以下のような特徴があります。
・国内で販売しているほとんどのメーカー（200 社以上）の製品が対象。
・３・５・７年の保証期間を選べる。
・免責金額がない。
・保証期間終了まで修理限度額は変わらない。

(１回の修理限度額は、商品購入価格が上限。修理累積額の制限なし)
・修理上限価格を超える場合は、同等品と交換。

これは、既に大手家電メーカーの延長保証サービスで長年の実績がある、「ＴＷＧワ
ランティーサービス(以下:ＴＷＧ社）」という会社の運営する「プレミアムプラス」と
いうサービスを利用しています。
http://www.p-pls.jp/

2008 年よりスタートしたＴＷＧ社の「プレミアムプラス」は、従来、メーカーや量販
店グループでしか契約できなかった延長保証を、地域店等の小規模事業者でも取り扱
いできるようにするサービスです。
ＴＷＧ社と、個々のお店で直接契約することが出来ますが、契約時の保証金が５０万
円、その後は毎月システム利用料が９８００円、商品ごとの保証料とは別に必要にな
ります。
零細な地域店には、少々負担が大きい額であり、ＴＷＧ社への問い合わせでも、その
金額を聞いて二の足を踏むケースが多いそうです。

Dj-net の延長保証サービスは、「プレミアムプラス」を Dj-net が本部となって契約する
ことにより、保証金５０万、毎月のシステム利用料９８００円は Dj-net が支払い、Dj-net
メンバーさんは、延長保証の契約ごとに発生する保証料の支払いのみで、延長保証を
利用できるようにしました。
直接契約しても Dj-net 経由で契約しても、保証料の額には変わりがありませんので、
月々のシステム手数料のお支払いが不要な分、Dj-net の会費を払っても、Dj-net 経由でご利用いただいた方がお得になっています。
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TWG ワランティーサービス Inc. 日本支社 会社概要
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延長保証を利用するためには

Dj-net の延長保証サービスを利用するためには、Dj-net への加入が必
要ですが、加入時の出資金が３万円、月々の会費も３０００円、と、
ＴＷＧ社と延長保証のみの契約をするより安く、また、別項でもご紹
介しているような、様々な情報交換や事業の利用も出来るようになっ
ております。

延長保証に関してだけ言えば、ある程度の規模を持ったお店であれば、
Dj-net で行っているように、チェーン本部等で、ＴＷＧ社と直接契約
して、メンバー店さんに利用していただくことも可能だと思います。
しかし、延長保証の窓口となるためには、利用者ＩＤの管理や、保証
料の徴収、利用者（組合員さん）からの問い合わせへの対応、ＴＷＧ
社との連絡、等の様々な事務作業が発生しますので、そこまで手が回
らない、というお店が多いのではないでしょうか。

Dj-net は、まだまだ小規模な組合であり、常勤の事務員もおりません
が、インターネットを利用し、全国の Dj-net メンバーで作業を分担で
きるため、上記の様な作業も可能なのです。
また、今後、Dj-net メンバーがある程度以上の数になってこれば、常
勤の事務員を雇用して本格的な事務局を開設し、今まで以上に Dj-net
メンバーさんに有益な事業展開を行っていこうと考えています。

今後、各地で Dj-net とＴＷＧ社共同での説明会も実施を予定しており
ます。
延長保証の導入をお考えでしたら、Dj-net への加入も選択肢としてご
検討いただければ幸いです。

お問い合わせ先

上にも記しましたように、事務員が常駐しているわけではございませんので、常時、電話でのお問い合わせを受け付けることはできません。
Dj-net 全般についてのお問い合わせは、出来るだけ、Dj-net ホームページ http://www.djnet.or.jp/の「問い合わせ」よりお願いいたします。
ＦＡＸでのお問い合わせをご希望の方は、別紙のお問い合わせ用紙をご利用下さい。

問い合わせがございますと、理事会へ直接その内容は伝わるようになっております。
出来る限り早めのご回答を心がけておりますのでよろしくお願いいたします。
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ＦＡＸ番号 ０３（６８９３）７０５８
ＦＡＸ用お問い合わせ用紙

店名

ご担当者様お名前

ご住所

お電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

ご質問内容
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Dj-netの加入申し込み方法

● 入会資格について

(1)家庭用電化製品の販売および修理又は電気工事業および電気通信工事業を行う事業者であること。

(2)組合の地区内に事業所を有すること。

(3)インターネットおよびメールができる環境であること。

● 必要書類

加入申込書へ必要事項をご記入・捺印、写真をお貼りになり、添付書類（店舗写真・住民票・電気工事業

者登録書・印鑑証明のいずれか 1 点）を、下記宛先へ郵送ください。

※法人の場合は、法人の印鑑証明を必ずお願いします。

申込書郵送後 Dj-netホームページのお問い合わせフォームより、事務局へご連絡ください。

● 加入申込書の送付先

〒 135-0014 東京都江東区石島 13-14
全日本でんき屋ネットワーク協同組合事務局

ＦＡＸ番号 ０３（６８９３）７０５８

● 組合費

出資金１口１０,０００円～

延長保証追加出資金２０,０００円

賦課金 ３６,０００円／年間

●加入までの流れ

加入申込書および添付書類を受理したのち 定例理事会にて承認後、出資金および賦課金のご請求をさせて

いただきます。

お振込み確認後、随時、組合員番号、組合員専用ページへのID、パスワードを発行させていただきます。

なお、組合員連絡用メーリングリストへも登録いたしますので、メールアドレスの記入もれ・間違いのな

きようよろしくお願いいたします。

●脱退について

事業年度の終わり（９月末）にて、脱退することができます。

年度中に脱退希望の方は事業年度の末日の 90 日前（６月末）までに、脱退意思を事務局までご一報くださ

い。[定款第１２条参照]

●延長保証について

延長保証の利用を希望する場合は、次頁の「延長保証利用規程」を良くお読みになり、同意の上、遵守い

ただける場合は、加入申込書にその旨ご記入下さい。
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Dj-net延長保証利用規程

（目的）

第１条 この規程は、本組合がＴＷＧ延長保証事業を行うために必要な手続、方法その他の事項について定め、延

長保証事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

（利用申込）

第２条 延長保証事業の利用を希望する組合員は、出資金２万円の増資により利用することができる。

但し、賦課金その他本組合に対する債務がある時は、利用を認めない。

（利用の制限）

第３条 本組合の延長保証は、自店修理又はメーカー修理にのみ対応するものであるので、故障診断等の一次対

応ができない組合員の利用は認めない。

（機密保持義務）

第４条 組合員は、延長保証の保証料率等の機密保持の義務を負う。

機密情報が第三者に漏れた事により、ＴＷＧ社より機密保持義務違反で、本組合及び本組合員が不利益を被った

時は、その責任は損害賠償を含め、機密保持義務違反を犯した組合員が負うものとする。

（限度額）

第５条 延長保証事業の利用限度額は１組合員につき、１０万円迄とする。

（支払期限）

第６条 保証料の支払日は、月末締め、翌月２５日払いとする。

但し、前条の限度額を超えた時は、任意の期間で請求できるものとし、その支払日は、請求書、又は、請求メール到

着後７日以内とする。

（賠償責任の範囲）

第７条 本組合は、本組合の責に帰することができない事由によって、延長保証に生じた損害についてはその責を

負わないものとする。

（手数料）

第８条 本組合は、延長保証利用手数料として、保証料の５％を組合員から徴収する。

（事業利用の停止）

第９条 組合員が以下の各項に該当する時は、本組合は延長保証の利用をさせないことができる。

（１） 保証料の支払いが遅れた時

（２） 修理費用の不正請求があった時

（３） 賦課金及びその他組合に対する支払いが遅れた時

（修理費用の支払い）

第１０条 組合員より修理費用の請求があった時は、月末締め、翌月２５日払いとする。

ただし、修理費用の請求額が、本組合からの保証料の請求額に満たない時は、相殺する事ができる。

（ペナルティー）

第１１条 本組合は保証料の支払いが遅れた組合員に対し、出資金の増資を求める事ができる。

（その他）

第１２条 この規程の改廃は、理事会で決定する。

付則 この規程は、平成２０年１０月７日より施行する。

平成２０年１２月１日一部改定
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管理番号

殿

私儀　今般貴組合に加入したく、定款に定められたる組合規程を

承諾の上、加入を申し込みます。

平成　　　年　　月　　日

〒 担当者の写真

住所

社名、店名

電話番号 FAX番号

代表者名

生年月日　T.S　　年　　月　　日  実印

担当者名  

生年月日　T.S　　年　　月　　日  

メールアドレス

担当者携帯電話番号

延長保証の利用を（希望する・希望しない）

社名、店名 担当者名 住所 メールアドレス

受付年月日 平成　　年　　月　　日 ID PW

添付書類 1.店舗写真 2.電気工事業者登録証 3.法人印鑑証明

加入金 1.済 2.未 組合員番号：

加入決定年月日 平成　　年　　月　　日 出資証券番号：

支払方法確認 1.銀行振込 2.現金郵送 3.直接持参

・・・・・・・・・・・・・・・　以下組合処理欄　・・・・・・・・・・・・・・・

組　合　加　入　申　込　書

　全日本でんき屋ネットワーク協同組合

　理事長　横井清信

紹　介　者　記　入　欄


