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あいりぺレンタル規約	

	

第１条（本規約の適用）		

株式会社あいりぺ（以下「当社」といいます。）は、当社と本サービスを利用するお客様

との間の権利関係を定める『あいりぺレンタル規約』（以下「本規約」といいます。）を定

め、これに基づき、スマートフォン、ガラケー等の定額レンタルサービス（以下「本サービ

ス」といいます。）を提供します。		

	

第２条（用語の定義等）		

本規約における用語の意味は次のとおりとします。	

⑴	 「本契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための当社との間の本規約等を

内容とする契約をいう。	

⑵	 「本契約者」とは、当社と本契約を締結した者をいう。	

⑶	 「スマートフォン等」とは、当社が別途定めるスマートフォン、ガラケー及びタブレ

ット機器のことをいう。	

⑷	 「周辺機器」とは、当社が別途指定するスマートフォン等の充電器等のことをいう。	

	 ⑸	 「本機器」とは、「スマートフォン等」及び「周辺機器」のことをいう。	

	

第３条（本サービスの内容）		

１	 当社は、本サービスにより、本契約者に対し、本機器を貸与します。	

２	 当社は、本契約者に対して貸与したスマートフォン等が、本契約者の無過失又は軽過失

により破損した場合には、無償で交換を行います。	

	

第４条（契約申込の方法）		

１	 本契約の申込み及び本サービスの利用は、個人又は法人に限ります。		

２	 本契約の締結を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約を承諾したうえ

で、当社が定める手続きに従って、当社所定の必要書類等を提出・提示のうえ、本契約

の申込みを行うものとします。		

                                                     

第５条（契約の成立）		

１	 当社は、本契約の申込みがあったときは、当社の基準に基づき申込を承諾するか否かを

決定するものとし、当社が所定の方法で承諾した時点で本契約が成立します。		

２	 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期する

ことがあります。		

３	 当社は、前二項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると判断した場合は、その

申込みを承諾しないことがあります。		

	 ⑴	 申込者が、過去に、本サービスの提供を受け、その際に本機器を返還しなかったこと
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があるとき。		

⑵	 申込者が当社の提供するサービス等に係る料金その他の債務の履行を怠ったことが

あり、または怠るおそれがあるとき。		

⑶	 契約申込みの内容に虚偽または不備があるとき。		

⑷	 申込者が日本国内に居住していないとき。		

⑸	 申込者の年齢が満１８歳未満であるとき。		

⑹	 申込者が当社から、本サービスの利用を停止されたことがあるとき。		

⑺	 申込書が、過去に第１４条（契約の解除）に基づき本契約の解除を受けたことがある

とき。		

⑻	 申込者が本規約の規定に違反するおそれがあるとき。		

⑼	 当社が貸し出す本機器が不足しているとき。		

⑽	 当社の業務遂行上支障があるとき等、当社が承諾しない相当な理由があると判断した

とき。		

	

第６条（本機器の引渡し）		

１	 当社は、第５条（契約の成立）に規定する本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者

に本機器を引き渡します。		

２	 当社は、本機器を、当社が別途定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する

者（以下「当社指定業者」といいます。）によって本契約者の契約住所（現住所又は所

在地に限る）に発送し、納入するものとします。本機器は、当社指定業者が本契約者の

契約住所に納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。		

	

第７条（契約者連絡先の変更の届出）		

１	 本契約者は、氏名、名称、住所または居所ならびに電話番号もしくはメールアドレス（以

下、「契約者連絡先」といいます。）に変更があったときは、そのことを速やかに当社

が定める手続きに従って、当社に届け出るものとします。		

２	 当社は、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その変更のあった事実を証明す

る書類の提示を求めることがあり、本契約者は、これに応じるものとします。		

３	 本契約者は、第１項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連

絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達

すべき時に本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意するものとしま

す。		

４	 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に

宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。		

５	 前二項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して本契約者に発生した損害

について、一切の責任を負わないものとします。		

６	 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本契約の規定により

本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、当該規定にかかわらず、その通知
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等を省略できるものとします。		

	

第８条（権利の譲渡）		

本契約者は、本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利その他一切の権利を第三者に

譲渡することができません。		

	

第９条（本機器の使用、保管等）		

１	 本契約者は、本契約の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意を

もって使用、保管するものとします。		

２	 本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。		

３	 本契約者は、本機器について、譲渡、転貸もしくは担保権の設定または分解、損壊、改

造、改変等を行ってはならないものとします。		

４	 本契約者は、本機器に故障、毀損、滅失、紛失、盗難等が生じたときは、２４時間以内

にその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。本契約者が当該通知を怠っ

た場合には、第３条第２項に定めるサービスの提供を受けることができません。	

	

第１０条（本機器の接続等）		

１	 本機器の接続、設定等については、本契約者の費用と責任で行うものとします。		

２	 本契約者の通信設備、コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある

場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。		

	

第１１条（本サービスの料金、デジポッド）		

１	 本サービスの月額料金は、当社所定の料金とします。	

２	 本サービスの月額料金の発生始期は当社から本契約者に対して本機器を発送した日の

２日後とし、本契約者は、発送日に、発送日が属する月の末日分までの料金を当社指定

の方法で支払うものとします。以降は、毎月末日限り、翌月分の料金を支払うものとし

ます。但し、当社と本契約者との間で別段の合意をすることは妨げられません。	

３	 本サービスの月額料金の終期は、当社が本契約者から機器の返還を受けた日とする。契

約終了の該当日が、月の途中であったとしても、該当月１ヶ月分の料金が発生するもの

とし、日割計算は行わないものとします。	

４	 本契約者は、本サービスに基づき本機器を当社から貸与されるにあたり、デジポットと

して、当社所定の金額を支払うものとし、初回の利用料の支払の際に、当社指定の方法

で支払うものとします。	

５	 当社は、本契約者から本機器の返還を受けた後、遅滞なく、デジポット金額全額を無利

息で本契約者に対して、本契約者が指定する本契約名義の銀行預金口座に振込送金の方

法により返還します。振込手数料は本契約者の負担とします。但し、当社が本機器を受

領した際に、利用料の滞納その他本契約及び他の契約により当社が本契約者に対して債

権を有する場合には、当社は、当該債権とデジポット返還債務を相殺することができま
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す。	

		

第１２条（支払方法）		

当社は、本契約者に前条に定める料金、第１３条第７項に定める「違約金」その他の支払

義務が生じた場合は、当該金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を

請求し、本契約者は、これを支払うものとします。		

	

第１３条（本契約の終了、本機器の返還等）		

１	 本契約者は、本機器の返還を希望する場合には、当社に対して、当社指定の方法で通知

しなければなりません。	

２	 本契約者は、前項の通知後、本機器に保存したデータを消去し、初期化した上で、当社

が別途指定する返還方法、返還場所に従い本機器を本契約者の費用負担で送付すること

により返還するものとし、当社が当該機器を受領した時点で、本契約は終了するものと

します。なお、当社が当該機器を受領した日が月の途中であったとしても、該当月１ヶ

月分の料金が発生するものとします。	

３	 本契約者は、本契約が原因の如何を問わず終了した場合、直ちに当社が別途指定する返

還方法、返還場所に従い本契約者の費用負担で送付することにより本機器を返還するも

のとします。		

４	 第１項に定める通知がなされた場合であっても、本契約者の責めに帰すべき事由の有無

にかかわらず本機器が返還されない場合、本契約は終了しないものとし、当社は、本契

約者に対し、本サービスの対価を請求するものとします。		

５	 本契約者が本機器を返還する際に、本契約者の私物（当社が貸与した本機器以外の物。

以下「本契約者私物」といいます。）が本機器と同梱された場合、本契約者が本契約者

私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、本契約者私物を任意に処分できるもの

とします。		

６	 本条に基づき当社に返還された本機器に本契約者が保存したデータが残っている場合、

当社は、本契約者の承諾を得ることなく当該データを消去できるものとし、当該データ

の消去について、当社はいかなる責任も負わないものとします。		

７	 第３項の規定にかかわらず、本契約者が本契約終了後２週間以内に、滅失、紛失、盗難

等その他事由の如何を問わず当社に本機器を返還しなかったときは、当社は、本契約者

に対し、本契約終了後２週間経過した日の時点において当社が別途定める下取り参考価

格の３倍を限度とした違約金を請求することができるものとする。当該請求が行われた

場合は、本契約者は、直ちに、当社に対しその金額を支払うものとします。	

８	 理由の如何に関わらず本契約が終了した場合であっても、第９条（本機器の使用、保管

等）、第１１条（本サービスの料金、デジポッド）第５項、本条（本契約の終了、本機

器の返還等）、第１７条（延滞損害金）、第１９条（免責事項）、第２２条（合意管轄）

の規定は継続して効力を有します。	
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第１４条（契約の解除）		

１	 当社は、本契約者が次の各号に該当する場合は、本契約者に通知することなく、本契約

を解除することができます。		

⑴	 以下の規定に該当し、当社からその是正を求めたにも関わらず、なおその事情を解消

しない場合	

①第４条（契約申込の方法）に基づきなされた契約申込みの内容に虚偽または不備が

あることが判明したとき。		

②第７条（契約者内容の変更の届出）の規定に違反したときまたはその規定により届

け出た内容に虚偽または不備があることが判明したとき。		

③本契約者が、本契約及び当社との他の契約の内容に違反したとき。		

④当社の名誉または信用を毀損したとき。		

⑤当社または第三者に損害を与えたとき。	

⑵	 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生し、又は判明したとき。		

①手形交換所の取引停止処分を受けたとき。		

②差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき。		

③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始及び特別清算手続開始の申立

を受け、または自ら申立をしたとき。		

④財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。		

⑤本契約者及びその役員・株主（以下「関係者」という）が、暴力団、暴力団関係企

業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員であるとき	

２	 本契約者は、前項の規定に関わらず、第１１条に定める料金の支払を一度でも怠った場

合には、何らの当社による何らの通知もなく、本契約が全て自動解約されることを承諾し

ます。	

	

第１５条（本サービス提供の終了）		

１	 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合や当社がサ

ービスの継続を困難であると認めた場合には、本サービスの提供を終了することがあり

ます。		

２	当社は、前項の規定により本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定するホーム

ページ等によりその旨周知を行います。		

	

第１６条（期限の利益喪失）		

１	 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本契約（当社との間

に複数の本契約が存在する場合には全ての契約）に基づく本機器の返還、違約金の支払

いその他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその債

務を弁済しなければならないものとします。		

⑴	 本契約者がその負担すべき債務の全部または一部について不完全履行もしくは履行

遅滞に陥ったとき。		
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⑵	 本契約者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始及び特別清算

手続開始の申立てがあったとき。		

⑶	 本契約者に係る手形または小切手が不渡りとなったとき。		

⑷	 本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき、または仮

差押え、仮処分もしくは租税の滞納処分があったとき。		

⑸	 本契約者の所在が不明であるとき。		

⑹	 本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると当社が認めるとき。		

２	 本契約者は、前項第１号ないし第４号に定める事由のいずれかが発生した場合には、当

社所定の方法によりその事実を速やかに当社に通知するものとします。		

	

第１７条（遅延損害金）		

本契約者は、当社に対する債務について、支払期日を経過してもなお支払をしない場合に

は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年１４．５％の割合で計算し

て得た額を遅延損害金として、支払うものとします。		

	

第１８条（本機器の検査）		

当社は、当社が必要と認めた場合、本契約者の立ち会いの下に、本機器の現状の確認をす

ることがあります。なお、当社は、当社の指定する者に、これを行わせることがあります。		

	

第１９条（免責事項）		

１	 当社は、本契約者に対し、本機器の引渡し時において本機器が正常な性能を備えている

ことのみを保証し、本機器が本契約者の希望する状況下で正常に作動することや本サー

ビス及び本機器が本契約者の使用目的に合致することを保証しません。		

２	 当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担に

より、その修復に努めるものとしますが、完全な修復を保証するものではありません。	

３	 当社は、当社の責に帰すべき事由による本機器の故障、滅失、毀損等から本契約者に生

じた損害（本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の

設備、物品等に生じた損害を含みます。）については、当該損害が生じた月までに本契

約者が支払った金額の合計額を上限として、当該損害を賠償するものとします。ただし、

当社に故意または重大な過失がある場合については、当該上限を適用しないものとしま

す。		

４	 本契約者による本機器の使用または管理に起因して第三者に発生したいかなる損害に

ついても、当社は当該第三者に対して責任を負わず、本契約者がその責任においてこれ

を処理、解決するものとします。		

	

第２０条（利用に係る本契約者の義務）		

１	 本契約者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。		

⑴	 本機器を利用して、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。		
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⑵	 他人の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害

する態様で本サービスを利用しないこと。	

⑶	 本契約者が個人である場合には本機器を第三者に、本契約者が法人である場合には本

機器を役員及び従業員以外の第三者に利用させないこと。		

２	 本契約者は、本契約に関し、当社または第三者に与えた損害について、一切の責任を負

うものとします。		

３	 本契約者は、本機器が第三者から強制執行その他の法律的もしくは事実的な侵害を被ら

ないようにこれを保全するとともに、当該事態が発生した場合は、直ちにこれを当社に

通知し、かつ速やかに、その責任において当該事態を処理、解決するものとします。こ

の場合において、当社が本機器の保全のために必要な措置をとった場合、本契約者は、

その一切の費用を負担するものとします。	

	

第２１条（合意管轄）	

	 当社と本契約者は、本契約に関する紛争について、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。	

	

第２２条（本規約の変更）		

当社は、本契約者の承諾を得ることなく本規約を変更することがあります。当社が、本規

約の変更内容を本契約者に通知又は当社のWEB上で公表した後において、本契約者が本契約

を継続した場合またはWEB上で公表した後3ヶ月間が経過した場合には、本契約者は新しい規

約を承諾したものとします。		

	

附則		

（適用期日）		

本規約は、2018 年 2 月 1 日より適用します。	

	


