備品発注サイトご利用規約

ユーザーが本条第２項の検査および確認の結果、納品された商品に明白
な数量不足および瑕疵がなかった場合、本サイトから当社に対して商品

平成

年

月

日

備品発注サイトお申込シート

「備品発注サイトお申込みシート」にてご登録いただきましたお客様

受取の通知をしなければならず、それをもって個別売買契約に基づく引

（以下、「ユーザー」といいます。）は、ストアークルーズ株式会社（以

渡しが終了したものとします。

下、「当社」といいます。）が提供する「備品発注サイト」（以下「本

②メールまたは FAX による注文のときの納品および引渡しについて

サイト」といいます。）の利用にあたっては、本規約が適用されること

ユーザーが本条第２項の検査・確認の結果、納品された商品に明白な数

に同意いたします。

量不足および瑕疵がなかった場合、当社が個別売買契約毎に発行する納
品書に捺印またはサインしなければならず、それをもって個別売買契約

ストアークルーズ株式会社 御中

住所（登記上）

第１条（本規約）

に基づく引渡しが終了したものとします。

当社は、ユーザーに対し、第４条に基づき当社の商品（以下「商品」と

３

いいます。）をユーザーに販売します。

明白な数量不足または瑕疵があった場合、ユーザーは納品日から当社の

本条第２項に基づくそれぞれの検査および確認の結果、当該商品に

５営業日以内(以下「通知期間」という。)に、メールまたはＦＡＸによ

会社名
㊞
代表者名

第２条（適用範囲）

りその旨を当社に通知します。

本規約は、第４条に基づき成立する全個別売買契約に共通して適用され

４

るものとします。

ることが確認できた場合、それがユーザーの責めに帰すべき事由による

２ 個別売買契約の内容が本規約と異なるときは、個別売買契約が優先

場合を除き、速やかに当該数量不足分を追加して納品、瑕疵ある商品の

されます。

交換、または当該数量不足もしくは瑕疵がある商品分の代金の減額をし

当社は、本条第３項の通知を受け、明白な数量不足または瑕疵があ

ます。

下記欄に必要事項記載、および本紙記載の規約を承諾の上、備品発注サイトの利用を申し込みます。
未記載の各項目については、別途指定の書類に記名押印のうえ届け出ます。
■基本情報登録シート（太枠の内側をご記入ください）
電話番号

FAX 番号

メールアドレス
ホームページＵＲＬ
パートナーコード

テナントコード

資本金

年 商

第３条（利用資格）

５

ユーザーが本サイトを利用するにあたっては、あらかじめ本条第２項に

があった場合であっても、当社がユーザーより本条第３項に基づく通知

従い本サイトの利用登録（以下「利用登録」という。）をする必要があ

を受領しなかったときは、通知期間が経過した時点をもって、当社が納

ります。

品した商品の検査確認および当該商品の引渡しが終了したものとみな

２ ユーザーは、利用登録のために備品発注サイトお申込みシートに必

します。

要事項を記載の上届出るものとします。当社は必要事項に漏れがないこ

６

とを確認した後、届出されたメールアドレスにサイト利用に必要な ID、

関する明白な数量不足または瑕疵について当社に何らの請求をするこ

PASS を発送し、これをもって登録完了とします。なお、ID、PASS が届

とはできないものとします。

かない場合は、当社は発送から５営業日以内にユーザーから連絡を受け

７

た場合に限り ID、PASS の再発行を行います。なお、ユーザーから ID、

のとします。

従業員数

取引銀行

銀行

創業期 M T S H

月

しができます。

ユーザーが本サイト、メールまたは FAX を利用して商品の注文の意思表

①午前中に注文した場合

で当社の定める方法に従って受注処理を確定したときをもって、個別売
買契約が成立します。

上記以外

当日の午後０時までは本サイト上で注文取消しができます。
②午後に注文した場合
翌日の午後０時までは本サイト上で注文取消しができます。

２ ユーザー及び当社は、個別売買契約において商品の品名、数量及び

■ご担当者様事業所（太枠の内側をご記入ください）
事業所・部署名

商品届け先

電話番号
担当者様 ご役職

第６条（商品注文の取消し）

第４条（商品の注文と個別売買契約の成立）

示を当社に行い当社が商品の在庫や納品日等の必要事項を確認した上

主要仕入先

ドン・キホーテグループ

本条の定めは、追加納品または交換した商品についても適用するも

ユーザーは本サイト上で商品を注文した後、以下の条件で注文の取り消

出張所

信用金庫

主要取引先

年

口座番号

支店

本店

組合

ユーザーは、個別売買契約に基づく引渡し以降、納品された商品に

PASS の再発行の連絡がないときは ID、PASS がユーザーに届いたものと
みなします。

決算期

本条第２項に基づく検査・確認の結果、明白な数量不足または瑕疵

納品日等を定めます。

第７条（危険負担）

３

本条第１項に定めるユーザーが本サイトを利用して商品の注文を

商品の納品日よりも前に生じた商品の滅失・毀損その他一切の損害はユ

する場合、ユーザーは本サイト上の画面より当社が定める必要事項を入

ーザーの責めに帰すべきものを除き当社の負担とし、商品の納品日以降

力した上で当社に送信をしなければなりません。なお、第３条第２項に

に生じたそれらの損害は、当社の責めに帰すべきものを除きユーザーの

定める ID および PASS を用いて行われた注文については、ユーザーの有

負担とします。ただし、商品がユーザーに対して納品されていない場合

効かつ正当な商品の注文の意思表示があったものとみなします。

はこの限りではない。

４ 当社は、個別売買契約において納品日を定めなかった場合、個別売

FAX 番号
ご氏名

ご利用される端末（パーソナルコンピューター）のグローバルＩＰアドレス
※ご記入いただきました会社情報及び個人情報は、弊社から請求書の発送、商品のご案内、及びお客様基本情報の確認のみに使用し、他の目的には使用いたしません。

買契約の成立日から当社の５営業日経過後の日を第５条第１項に定め

第８条（所有権の移転)

る納品日と定めることができます。

商品の所有権は、特約のない限り、第５条に定める引渡しが終了した時

５ 当社は、本契約または個別売買契約に定める当該納品日までに商品

点で当社からユーザーに移転します。ただし、当社が商品の所有権を取

を納品できない場合、ユーザーに対して改めて納品日を通知することで、

得していない場合はこの限りではない。

第５条第１項に定める納品日を変更することができます。
第９条（運送費）

＜当社使用欄＞
担当者
月

責任者
日

月

日

月

日

月

日

第５条（納品・引渡し）

商品の運送費はユーザーが負担するものとします。

当社は、利用登録がなされた届け先に個別売買契約で定められた日時

ただし、当社が指定する商品の運送費は、当社が負担するものとする。

（以下、「納品日」という。）に商品を運送します。
２ ユーザーは、納品された商品の数量、品質および品名を直ちに以下

第 10 条（代金の支払い）

の方法に従い検査および確認しなければなりません。

ユーザーは、個別売買契約に従い算定される金額を、納品書または本サ

①本サイト経由の注文のときの納品および引渡しについて

イトにて当社が計算する金額を売買代金として毎月末日締め、翌月 25

Ver.3.1.0

暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標

たは一部の履行遅延または履行不能については、当社は責任を負いませ

座へ振り込みにて支払うものとします。なお、支払いに伴う振込手数料

第 16 条（禁止行為）

ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者（以下、こ

ん。この場合、履行不能になった部分については、当該契約は解除され

は、ユーザーの負担とします。

ユーザーは、本サイトを利用するにあたり、以下に該当する行為をして

れらを「反社会的勢力」という）に該当しないこと、および次の各号に

たものとします。

はならないものとします。

該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓

第 11 条（利用限度額）

（１）

利用登録において虚偽の登録をおこなうこと

約します。

第 24 条（契約期間）

ユーザーが商品を購入できる 1 か月間の商品等代金合計の限度額は月

（２）

他人名義もしくは虚偽のログイン ID、パスワードを使用して

（１） 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有する

本規約は、ユーザーが本サイトに利用登録を行っている期間有効である

額 20 万円までとします。

注文を行うこと

こと

ものとします。

２ 本条第 1 項の定めにかかわらず、ユーザーは、当社の承諾を得るこ

（３）

（２） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係

２

とによって第 1 項の限度額を超えて商品を購入することができます。

（４） 本サイトに有害なコンピュータプログラム等を送信することま

を有すること

本規約は当該個別売買契約の履行が完了するまで、当該個別売買契約の

たは書き込むこと

（３） 自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三

履行の目的のために、なお効力を有するものとします。

第 12 条（瑕疵担保）

（５） 本サイトに掲載されている著作物の著作権その他の知的財産権

者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用し

当社が個別売買契約に基づき納品した商品につき第５条に定めるユー

等を侵害すること

ていると認められる関係を有すること

第 25 条（協議事項）

ザーの検査および確認において容易に発見できない瑕疵があった場合、

（６）

（４） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する

本規約、個別売買契約に定めなき事項および解釈上疑義を生じた事項に

当社が、納品後１ヶ月以内にユーザーから当該事項に関する通知をメー

（７） 当社が商品の利用範囲を通知した場合に、その利用範囲を超え

などの関与をしていると認められる関係を有すること

ついては、ユーザーおよび当社はその都度誠意をもって協議し、処理解

ルまたはＦＡＸにて受領したときに限り、交換した商品を納品します。

て商品を利用すること

（５） 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社

決します。

（８）

会的に非難されるべき関係を有すること

日（銀行休業日の場合にはその前銀行休業日）までに当社の指定する口

本サイトの情報を改ざんすること

本サイトに不正な手段で侵入すること

その他、当社が不適切と認めた行為

本規約の終結のときに、すでに成立した個別売買契約があるときは、

２ ユーザーおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該

第 26 条（専属的合意管轄）

ユーザーが本サイトを利用して情報の閲覧やサービスの提供を受ける

第 17 条（著作権等）

当する行為を行わないことを誓約します。

本規約および個別売買契約について紛争が生じたときは、東京地方裁判

にあたっては、本規約を遵守し、法令上の義務に従った上、ユーザーの

本サイトのデザイン、商品の情報を掲載する画面等の著作物の著作権は、

（１）

暴力的な要求行為

所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

自己の責任において行うものとします。なお、実際に本サイトを閲覧し

当社に帰属します。また、本サイトに掲載されている商品の資料技術情

（２）

法的な責任を越えた不当な要求行為

操作する者が本規約または法令違反行為をした場合、ユーザーはその者

報等の著作権およびその他の知的財産権は、当社または掲載を許諾した

（３）

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

と連帯して全ての責任を負うものとします。

メーカー等に帰属しています。

（４） 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相

本規約または個々のサービスにおける規約に別段の定めがある場合を

２ 当社は、本サイトに掲載されている商品・サービスや情報に関して、

２

手方の業務を妨害する行為

除き、本規約を改定した場合は、本サイトに改定内容等を告知し、ユー

その安全性、正確性、確実性、有用性、最新性、パフォーマンス及び結

書面による事前の承諾なく複製、送信、郵送し、または第三者の利用に

（５）

ザーがこれに同意する事により改定後の規約が適用されるものとしま

果、コンピュータウイルスに感染していないこと等のいかなる保証を行

供することはできません。

３

第 13 条（本サイトの利用に関する免責事項）

ユーザーは、本サイトの利用により得られるいかなる情報も当社の

その他前各号に準じる行為

ユーザーおよび当社は、本条（反社会的勢力でないこと等の確認）

第 18 条（価格および仕様等の改定）

直ちに解除することができます。

って発生する派生的、偶発的、間接的、個別的な損害等については、当

本サイト上に記載される商品の価格または仕様等については、予告なく

４

社は何らの責を負わないものとします。また、本サイトのサービスを利

変更され、もしくは取り扱いが中止される場合があることをユーザーは

した場合、解除された側に対する一切の損害賠償責任を負わないことを

用してダウンロード等の方法で入手する全てのものは、ダウンロード等

あらかじめ了承します。

確認します。

本サイト上に掲載されている第三者のソフトウェア等の使用によ

す。
以

に違反した場合、ユーザーと当社との契約を相手方に何らの催告なしに

うものではありません。
３

第 27 条（規約の改定承認）

５

を行うことを含めて、ユーザーの責任で行っていただきます。

ユーザーおよび当社は、本条によりユーザーと当社との契約を解除

ユーザーおよび当社は、本条によりユーザーと当社との契約を解除

４ 当社は、本サイトから他の Web サイトにリンクをしている場合、当

第 19 条(契約の解除)

した場合、解除された側に対して損害賠償請求ができることを確認しま

該 Web サイトに起因して生じた一切の損害について賠償の責を負わな

ユーザーおよび当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合は、何ら

す。

いものとします。

の催告なくして、直ちに本規約に基づく個別売買契約の全部または一部

５ 当社は、ユーザーが個人情報を入力するにあたり、適切なセキュリ

を解除し、かつ、それによって生じた損害賠償を相手方に請求できるも

第 21 条（期限の利益喪失）

ティ対策管理を実施していますが、その場合でも情報の漏えい等の危険

のとし、当該請求を受けた場合、直ちに賠償するものとします。

第 19 条または第 20 条に基づき本規約に基づく契約が解除された場合、

性は否定できないことをユーザーに了承していただきます。

（１） 銀行取引停止処分を受けた場合、またはそれに準ずる状況にあ

当該解除の原因となった者は、相手方に対する期限の利益を喪失し、か

６ 当社は、インターネット上のトラブルによる注文の未着、およびそ

ると容易に推察できる場合

つ相手方に対して負担する一切の債務を直ちに弁済しなければなりま

れにともなう損害等についての責任を負いません。

（２） 本規約および個別売買契約に基づく金銭債務の履行を遅滞する

せん。

７ 本サイトを通常の利用方法以外で使用した結果の、どのような障害

等、本規約または個別売買契約に違反した場合

についても当社は何らの責を負わないものとします。

（３） 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは滞納処分を受けた

第 22 条（機密保持）

とき

ユーザーおよび当社は、本規約および個別売買契約に関して知り得た相

第 14 条（本サイトの利用中断）

（４）

営業の全部または重要な資産の譲渡を行ったとき

手方の、営業上・技術上の秘密を、第三者に開示または漏洩してはなり

当社は、本サイトが以下の事由に該当したときにはユーザーへの事前の

（５）

解散の決議を行い、または解散命令を受けた時

ません。但し、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではな

連絡なしに一時的に本サイトの利用を中断できます。なお、これによっ

（６） 営業を停止または廃止し、若しくは所轄政府機関等により業務

いものとします。

てユーザーが損害を被った場合、当社は何らの賠償の責を負いません。

停止等の処分を受けたとき

（１）

既に自ら所有していたもの。

（１）停電、電気通信事業者の回線障害等によるオンラインシステムの

（７） ユーザーと当社との間の信頼関係が損なわれる事態が生じた場

（２）

既に公知公用であったもの。

中断・機能不全等

合

（３）

相手方の責によらないで公知または公用になったもの。

（２）本サイトの運営・管理上または技術上やむを得ず一時中断もしく

２

は停止する必要が生じたとき

がなくなった場合、ユーザーに対して通知することで、本契約を解除す

当社は、ユーザーが表記のドン・キホーテグループ取引先との取引

（４） 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手し
たもの。

ることができます。なお、当該通知の時点で成立している個別契約は有
第 15 条（登録事項変更）

効に存続するものとし、また個別契約の履行のために必要な本契約の各

第 23 条（不可抗力）

ユーザーは、利用登録で届け出た登録事項に変更があった場合、直ちに

条項も個別契約の履行までは有効に存続するものとします。

天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命
令・処分指導、争議行為、輸送機関または保管中の事故、製造業者・仕

当社所定の方法によって当社に届出を行うものとします。なお、当社は
ユーザーが当該変更届け出を提出しないことにより不利益を被ったと

第 20 条（反社会的勢力でないこと等の確認）

入先等の不可抗力を事由とする債務不履行、通関・入港の遅延、その他

しても一切の補償及び損害賠償をしないものとします。

ユーザーおよび当社は、ユーザーと当社との契約に際し、現在、暴力団・

の当社の責に帰することのできない事由による個別売買契約の全部ま

（以下余白）

上

