【アントレステージサービス利用規約】
第１条 （本規約の適用）
本規約は、株式会社アントレプレナー（以下「当社」といいます）が運営する「アントレス
テージサービス」において会員に対して提供するサービス（以下「本サービス」といいます）
に関し、会員および当社に適用されるものとします。
第２条 （定義）
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし
ます。
一 会員 本規約を承認のうえ当社が定める項目を満たした入会申込をなし、当社がこれに基づ
き入会の審査・手続き等を経た結果本サービスの利用を承諾し、会員登録および会員専用の
ＩＤコード（以下「ＩＤ」といいます）を付与された法人および個人事業主で、以下の各種
会員の総称をいいます。
① 基本会員 本サービスを利用し、エンドユーザー（以下「顧客」といいます）に対して本
条第二号に定める商品のうちＷｅｂ商材を除いた商品の販売を行い、その商品の設置工事
等の発注もしくは設置工事等の受注も可能な法人および個人事業主をいいます。
② メディア会員 本サービスを利用し、顧客に対してＷｅｂ商材の受注・販売が可能な法人
および個人事業主をいいます。
③ 工事会員 別途本規約外において登録制とする法人および個人事業主をいいます。
二 商品 会員が本サービスを利用して当社から買い受け、顧客に対して一契約あたり２０万円
から５００万円程度の価格で販売する以下の物品の総称をいいます。
① 通信機器、デジタル複合機、ネットワーク機器、その他ＯＡ機器全般
② 当社と会員との協議の上、当社が会員に受け渡すことを約する物品
③ Ｗｅｂ商材
④ ①②③に附帯または関連する部品、付属品、消耗品等
三 リース会社 当社が提携するリース会社をいいます。
四 リース等契約 本サービスに基づき、リース会社と顧客との間で締結されるリース契約また
はレンタル契約をいいます。
五 個別売買契約Ａ 会員からの購入申込に対して当社が応諾の意思表示を発したときに成立す
る当社を売主、会員を買主とする売買契約をいい、売買対象となる商品の品名、数量、納期、
納品場所（原則として第８条第１項の会員の事務所とする）その他売買に必要な条件を定め
るものとします。
六 個別売買契約Ｂ 会員が、個別売買契約Ａによって当社から買い受けた商品および会員が独
自に保有する商品につき、会員を売主、当社を買主として会員と当社との間で締結する売買
契約をいいます。ただし、個別売買契約Ｂは、当該商品のリース等契約の成立を目的とする
もので、理由の如何を問わずそのリース等契約が不成立或いは解除された場合には、この個
別売買契約Ｂは契約の効力を失い無効となります。
七 個別売買契約Ｃ 個別売買契約Ｂにより当社が会員より買い受けた商品につき、当社を売主、
リース会社を買主として当社とリース会社との間で締結する売買契約をいいます。
八 物件代金支払明細書 第１５条第七号に基づき、当社が別途定める様式の個別売買契約およ
び個別使用権設定契約の商品代金等に係る明細書をいいます。
九 工事 第二号に定める商品についての以下の派遣工事の総称をいいます。
① 新規顧客の設置工事
② 既存顧客の端末増設、レイアウト変更等の追加工事
③ 既存顧客の障害時修復工事
④ 各工事に関わる必要機器・機材の準備・運搬
第３条 （入会審査）
当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込（以下「入会申込｣といいま
す）を承諾しないことがあります。
① 入会申込者が、本規約上の義務を怠るおそれのあることが明らかと当社が判断した場合
② 入会申込者が、第２７条４項に該当する行為を行ったことがある場合、または行うおそれ
がある場合
③ 入会申込書に虚偽の事実を記載した場合
④ その他前各号に準ずる場合で、当社が入会を不適当と判断した場合
２ 当社は、前項の規定により入会申込を承諾しない場合、当該入会申込者に対し書面によりそ
の旨を通知します。
３ 入会申込者は、前２項についての当社の判断に対して異議を申し出ることはできません。
第４条 （会員情報の取扱の同意）
会員は、当社がＤＭ、刊行物等の郵送手段、電子メールその他の手段により、会員に対して本
サービスに関連した各種情報の通知、連絡、確認などを行うことに同意します。
第５条 （当社から会員への通知方法およびその到達時期）
当社から会員に対する通知は、会員が予め当社に届け出たアドレス宛の電子メール、当社ホ
ームページ上における一般掲示、その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
２ 前項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が会員の加入するサーバー宛に電子メ
ールを発信し、その電子メールが当該サーバーに到着した時点をもって会員への通知が完了
したものとみなします。また、前項の通知が当社ホームページ上の掲示によって行われる場
合、当該通知内容が当社ホームページ上に掲示された当日から起算して１０日間の経過をも
って会員への通知が完了したものとみなします。
第６条 （個別売買契約Ａ−売渡価格等）
個別売買契約Ａにおける各商品の売渡価格は、別途当社が提示または交付する価格表記載の
とおりとします。
第７条 （個別売買契約Ａ−購入計画）
会員および当社は、協議により個別売買契約Ａにおける商品の購入目標（金額）を別途定め
るものとし、会員は、当該購入目標の達成に最善の努力をするものとします。なお、当該購入
目標は、会員と当社双方の特段の合意がある場合を除き、会員に購入義務を課するものではあ
りません。
第８条 （個別売買契約Ａ−納品および納品時期）
個別売買契約Ａにおける商品の納品は、特約のないかぎり、予め会員と当社との間で合意し
た会員の事業所に商品を納品することで足りるものとします。
２ 会員は、当社より納品された商品を直ちに検査するものとし、万一当該商品に数量不足のあ
る場合または当社の責に帰すべき外観上の汚損、破損その他直ちに発見することのできる瑕
疵がある場合には、納品場所へ着荷後１０日以内に文書により当社へ通知しなくてはならず、
この通知がなされない場合は、前記瑕疵等は一切存在しないものとみなします。
３ 天災地変等の不可抗力その他やむを得ない理由により、納品が遅延しまたは不能となった場
合、当社はその責を負いません。
第９条 （個別売買契約Ａ−支払条件）
会員は、特段の合意がないかぎり、個別売買契約Ａの代金およびこれに対する消費税相当額
を、第８条に基づく納品完了後１０営業日以内に当社の指定する方法で支払わなければなりま
せん。ただし、この期間内に当該商品にかかる個別売買契約Ｃおよびリース等契約の何れもが
成立し、これらの代金が確定した場合に限り、個別売買契約Ａの代金の支払いを当該商品にか
かる個別売買契約Ｂの代金と相殺することができるものとします。
２ 前項に従い売買代金が決済されない場合、会員は当社に対して支払日（個別売買契約Ａに基
づく商品の納品日から１０営業日後限り）の翌日から完済に至るまで延滞日数に応じて年利
１４．６パーセントの割合による遅延損害金を附加して支払うものとします。
第１０条 （個別売買契約Ａ−会員の販売地域）
商品の販売地域は、日本国内に限るものとします。
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第１１条 （工事−工事の受委託）
会員は、本規約に基づき別途作成される工事関係書類に従い、当社の工事会員に工事を依頼
することを前提に当社に工事を委託し、当社は当該工事を会員より受託します。
第１２条 （工事−工賃）
工事の工賃は、当社が別途定める「工事単価表」に従い算出した金額を会員と当社とが協議・
確認して決定します。
第１３条 （工事−工事施工日）
工事の施工日は原則として平日（月曜日及至金曜日）とし、土曜日、日曜日、祝日には施工
を行わないものとします。
第１４条 （工事−支払条件）
会員は、特段の合意がないかぎり、会員より当社に委託した工事代金およびこれに対する消
費税相当額を、当該工事の終了後１０営業日以内に当社の指定する方法で支払わなければなり
ません。ただし、この期間内に当該工事対象商品にかかる個別売買契約Ｃおよびリース等契約
の何れもが成立し、これらの代金が確定した場合に限り、この当該工事代金の支払いを当該商
品にかかる個別売買契約Ｂの代金と相殺することができるものとします。
２ 前項に従い工事代金が決済されない場合、会員は当社に対して支払日（当該工事の終了後１
０営業日限り）の翌日から完済に至るまで延滞日数に応じて年利１４．６パーセントの割合
による遅延損害金を附加して支払うものとします。
第１５条 （リース等契約に関する手続き並びに個別売買契約Ｃおよび同Ｂの成立）
リース等契約は、以下の手続きに従うものとします。
一 会員は、顧客が導入しようとする商品の価格、納期、仕様のすべてについて、会員と顧客の
間で協議して決定します。
二 会員は、顧客が前号により決定した商品の導入にリース等契約を利用することを希望すると
きは、顧客に代わり当社に対してリース等契約利用の申し込みをなすものとします。
三 当社は、前号の申し込みを受けた場合、リース会社に対してその顧客の信用調査を依頼し、
リース会社から当社宛に通知されるリース等契約締結の諾否の結果を会員に通知します。
四 会員は、前号により当社からリース等契約締結承諾の通知を受けた場合、個別売買契約Ａを
利用して当社から買い受けた商品を、第一号に基づき会員と顧客との間で別途定められた納
入期限までに指定場所に納入します。
五 会員は、前号により商品の納入完了後直ちに商品の検収を顧客に求め、顧客が瑕疵のない完
全な状態の商品を受け取ったことを確認したうえで、顧客から当社所定の契約書式による当
該商品を目的物件とするリース会社と顧客との間のリース等契約書に顧客が記名（もしくは
署名）捺印したものおよびその他当社所定の必要書類（以下「提出書類」といいます）をす
みやかに当社へ提出します。この手続が完了することによって個別売買契約Ｂが成立します。
六 当社は、前号の提出書類を受領後、これらをすみやかにリース会社へ提出し、リース会社が
当該リース等契約書の内容および商品が納入されたことを顧客に確認後、当該リース等契約
書の契約日欄に前記確認完了日を記入したとき、その記載された契約日をもって当該商品に
係るリース等契約および個別売買契約Ｃが成立し、同時にそれらの契約におけるそれぞれの
商品の引渡しが完了するものとします。
七 第五号により成立した個別売買契約Ｂについて、その成立を証するため、および会員の当社
に対する商品代金請求の内容確認のため、当社は、物件代金支払明細書を会員に交付します。
八 会員は、商品の代金、その他物件代金支払明細書の内容に異議がある場合、同物件代金支払
明細書の受領後ただちに、当社に対し文書により異議を申し出るものとし、会員がこの異議
の申し出をしなかった場合は、物件代金支払明細書記載の内容および当該商品代金額は異議
なく承認されたものとします。
九 当社は、物件代金支払明細書に基づき、物件代金支払明細書記載の支払条件に従い、個別売
買契約Ｂの代金を会員に支払います。ただし、当社は、その発生原因を問わず会員が当社に
対し支払うべき債務がある場合、これを自働債権とし、物件代金支払明細書記載の商品代金
（個別売買契約Ｂの代金）を受働債権としてその対当額において相殺したうえ、残額を会員
に支払うことができるものとします。
第１６条 （リース−個別売買契約Ｂ）
個別売買契約Ｂは、本規約各条および物件代金支払明細書記載内容の他、次の各号に定める
条項が適用されるものとします。
一 会員は、個別売買契約Ｂの対象商品がリース等契約および個別売買契約Ｃの目的物件と同一
であり、顧客の仕様・注文に基づくものであることを確認します。
二 当該商品に関する保守サービス、その他会員の便益の供与、義務の履行については、会員が
顧客に対し、直接その責任を負います。
三 会員に顧客との間で合意した納入条件・保証・保守義務の違反、その他の約定違背があった
ときは、会員は顧客および当社に対し、損害賠償の責を負います（当社がリース会社に対し
損害賠償義務を履行した場合を含みます）。
四 会員に納入条件・保証・保守義務の違反、本条各号違反およびその他の約定違背があり、顧
客または当社が、リース等契約または個別売買契約Ｃの目的を達することができない場合、
当社は、個別売買契約Ｂの全部または一部を解除することができるものとし、会員は、これ
による顧客および当社の全損害を賠償します。
第１７条 （リース−個別売買契約Ｂの取り消し、商品代金の返還）
個別売買契約Ｂの解除が第１５条七号に定める物件代金支払明細書の交付前である場合、当
社は、会員に対し、当該解除に係わる商品を除いた物件代金支払明細書を交付します。
２ 個別売買契約Ｂの解除が第１５条七号に定める物件代金支払明細書の交付後である場合、当
社は、新たな物件代金支払明細書を発行せずに、既に交付した物件代金支払明細書記載の金
額から当該解除に係る商品の代金を控除した金額を第１５条九号に従って支払うことで足り
るものとします。
３ 個別売買契約Ｂの解除が、既に当社が会員に対して当該解除に係る商品の代金を支払った後
になされた場合は、会員はその代金を直ちに振込送金の方法によって当社に返還するものと
します。なお、当社が承認した場合は、第１５条九号但書きの方法により返還することがで
きます。
第１８条 （損害賠償）
当社は、故意または重過失によって本規約に違反して会員に損害を発生させた場合を除き、
会員が本サービスの利用により被った損害について一切の責任を負わないものとします。なお、
当社が損害賠償責任を負う場合における賠償の範囲は、如何なる場合においても、会員が当社
に対して支払う会費の１年間分相当額を上限とし、会員の営業損害、逸失利益、信用損害、風
評損害などは含まれないものとします。
２ 会員は、本サービスの利用によって第三者（顧客を含む）に対して損害を与えた場合、自己
の責任と費用をもって解決して当社に一切の損害を与えないものとし、万一その解決につき
当社が出捐を余儀なくされた場合は、当社に対してその全出捐額およびこれに対する発生日
から支払済みまで年１４．６パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払わなければ
ならないものとします。
３ 会員は、その営業によって顧客がリース会社との間でリース等契約を締結するにあたり、顧
客が有する既存のリース等契約を解約する必要がある場合は、その費用について顧客との間
のみで解決するものとし、万一その解決につき当社が出捐を余儀なくされた場合は、当社に
対してその全出捐額およびこれに対する発生日から支払済みまで年１４．６パーセントの割
合による遅延損害金を付加して支払わなければならないものとします。
４ 会員が本規約に反した行為、不正、違法、不適切な行為によって当社に損害を与えた場合、
当社が出捐を余儀なくされた場合、会員は当社に対してその全損害或いは全出捐額、および
これらに対する発生日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合による遅延損害金を付
加して支払わなければならないものとします。
５ 会員は、その営業によってリース会社とリース等契約を締結した顧客が、リース等契約期間
満了前にそのリース等契約を解約した、もしくは解除された場合、当該リース等契約の解約
または解除にかかる費用の負担につき、顧客との間のみで解決するものとします。

７

会員は、当社が前項の費用を負担することとなった場合、当社に対してその全出捐額および
これに対する発生日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合による遅延損害金を付加
して支払わなければならないものとします。
会員は、本サービスの利用によって顧客が締結したリース等契約にかかる紛争が発生したと
きは、その紛争の発生時点において既に本サービスの退会していた場合といえども、当該紛
争の解決に必要とされる費用を含む一切の責務を負担するものとします。

第１９条 （免責）
当社が会員に対して負う損害賠償責任は、第１８条に規定するもので全てであり、この範囲
を越えて会員が本サービスの利用に関して被った逸失利益、財産的損害、信用損害その他一切
の損害について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
第２０条（権利義務の譲渡等の禁止）
会員は、本規約および各個別契約に基づく権利義務の全部または一部を、当社の事前の書面
による承諾なくして譲渡およびその他一切の処分をすることができないものとします。
第２１条 （期限の利益の喪失）
会員は、次の各号の一に該当するときは、何ら当社からの通知催告なくとも当社に対する債
務にかかる期限の利益を当然に喪失し、当社に対し、直ちに当該債務の全額およびこれに対す
る期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで年１４．６パーセントの割合による遅延損害
金を付加して支払うものとします。
① 商品代金債務、工事代金債務、その他本規約および各個別売買契約により生じた債務の履
行を一回でも遅滞したとき
② 自己の振出、裏書、もしくは引受けた手形または小切手が１回でも不渡りになったとき
③ 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生等の申し立てがあったときまたは自ら申
し立てたとき
④ 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売等の申し立てを受けたときまたは滞納処分を受け
たとき
⑤ その他債務の履行が困難であると当社が判断したとき
⑥ 本規約の各条項に違反したとき
２ 前項の場合、会員は、当社に対する債務の弁済として、その有する在庫商品の所有権を当社
が評価する価格をもって当社に移転するとともに、直ちに当該在庫商品を当社に引き渡すも
のとします。
３ 第１項の場合、会員は、その有する全ての債権（既に発生済および将来発生するもの）の詳
細を当社に明らかにするとともに、これらの債権を全て当社に譲渡し、当該債権の債務者に
対し、当該債権を当社に譲渡した旨の確定日付のある債権譲渡通知を送付しなければなりま
せん。なお、会員は、当社に対し、この確定日付のある債権譲渡通知を発送する権限を予め
付与し、会員は当社が債権譲渡通知を発送することに異議を述べないことを確約します。
第２２条 （届出事項の変更）
会員は、入会申込の際に当社に届け出た事項に変更が生じた場合は、当社に対し、速やかに
書面をもって変更事項を届け出るものとします。
２ 会員は、前項の届出を怠った場合、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきと
きに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
３ 第１項のほか、当社が本規約の履行に影響があると思われる事由が会員に生じたと判断した
場合、会員は当社からの申し出に従い、その営業状態等を当社に報告するものとします。
４ 会員が、前第１項の届出義務を怠ったために当社が損害を受けた場合、当該会員、代表者お
よび連帯保証人は当社に対してその損害の全てを賠償するものとします。
第２３条 （規約違反）
当社は、会員が本規約に違反した場合、または、その信用状態に重大な悪化が生じた場合、
会員に対する全ての本サービスを即時に停止することができ、これにより当社が損害を被った
ときは、その損害の全ての賠償を請求することができます。なお、遅延損害金については、第
１８条２項を準用します。
２ 会員は、当社が本規約に違反した場合、または、その信用状態に重大な悪化が生じた場合、
当社指定の手続を経て退会することができます。
第２４条 （連帯保証）
会員は、当社と取引を開始するにあたり、当社が承認する連帯保証人をたてなくてはなりま
せん。
２ 会員の連帯保証人は、会員が本規約および各個別売買契約に基づいて当社に対して負担する
一切の債務（第１８条２項ないし 7 項に基づく損害賠償債務等を含む）について、会員と連
帯してその完全な履行を保証します。
３ 当社は、一旦承認した連帯保証人が前項の資力を有しない或いは有しなくなるおそれがある
と判断した場合、または、連帯保証人としての義務の完全な履行が困難と当社が判断した場
合、会員に対し新たな連帯保証人をたてるよう要求することができ、会員はこの要求に異議
なく従わなければなりません。
４ 連帯保証人となっている会員の代表取締役等が退任した場合、新たに就任する代表取締役等
は、会員が本規約および各個別売買契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務（第１
８条２項ないし 7 項に基づく損害賠償債務等を含む）につき、会員と連帯してその完全な履
行を保証しなければなりません。
５ 連帯保証人は、当社と連帯保証契約の合意解除の書面を交わした場合に限り、その連帯保証
債務の履行責任から免れることができるものとします。
第２５条 （機密保持）
会員および当社は、本規約および各個別売買契約その他両社間の取引に関連して知り得た相
手方の業務上の機密を第三者に漏洩しないことを相互に確約します。
第２６条 （規約変更）
当社は、会員の承諾なく本規約を変更できるものとし、会員は本規約で別途定める場合を除
き当社から当該本規約の変更の通知を受けた時点で変更された本規約に従うことを同意します。
なお、規約変更を当社から会員に通知する方法は、第５条の記載に順ずるものとします。
第２７条 （会員資格の停止、退会）
会員が退会を希望するときは、当社所定の書式による退会届をもって当社に届出を行うもの
とします。
２ 当社は、前項の退会届を受領後、退会届を受領した日の存する月の末日をもって退会となる
よう手続きを行います。
３ 会員が、第１項の退会届提出時に当社に対する債務を有する場合、会員は当然に当該全債務
の期限の利益を喪失し、直ちにその全額およびこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から
完済に至るまで年１４．６パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払うものとしま
す。
４ 会員が以下の各号の何れかに該当する場合、当社は、会員に何ら事前の通知または催告をす
ることなく、会員資格の停止または退会させることができます。
① 監督官庁より営業停止処分、営業許可取消処分を受けた場合、または営業を停止し、もし
くは変更した場合
② 当社または他の会員への債務の履行を一度でも怠った場合
③ 振出・裏書・引き受けした手形、小切手が一回でも不渡りとなった場合、または、その他
の支払いを停止した場合
④ 差押、仮差押、仮処分等の申し立てを受けた場合、または滞納処分を受けた場合
⑤ 破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申し立てを受けた場合、または自ら
これを申し立てた場合
⑥ 故意・過失を問わず、顧客が虚偽や不適切と受け取るような販売を行った場合
⑦ 会員が本規約に違反した場合、または、その信用状態に重大な悪化が生じた場合
⑧ その他、当社が会員として不適当と判断した場合
５ 会員資格の停止または退会とされた時点で、当該会員が当社に対する債務を有するときは、

会員は当然に全ての債務の期限の利益を喪失し、直ちにその全額を支払うものとします。
会員が以下の各号の保証事項を違反した場合、当社は会員に何ら事前の通知または催告をす
ることなく、会員資格の停止または退会させることができます。
① 暴力団、暴力関連企業、総会屋若しくはその構成員またはこれらに準ずる者（以下「反社
会的勢力」と総称する）ではないこと。
② 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢
力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するのではないこと。
④ 直接・間接を問わず、反社会的勢力との取引若しくは関係を有しないこと。
⑤ 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
（１） 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
（２） 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

６

第２８条 （準拠法）
本規約に関しては、すべて日本国法が適用されるものとします。
第２９条 （裁判管轄）
当社と会員との間で本規約に関して紛争が生じ、訴訟の必要がある場合は、東京簡易裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第３０条 （協議）
本規約の各条項に関する疑義が生じた場合または本規約に定めのない事項については、会員
と当社との間で信義誠実の原則に則り協議して解決するものとします。

【個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項】
申込者および連帯保証人（以下入会成立により会員）は、以下の条項および今回お申込され
る取引の規約等に同意の上、申込みをします。
第１条 （個人情報の収集・保有・利用・預託）
会員（連帯保証人）は、今回のお申込みを含む株式会社アントレプレナー（以下「当社」と
いいます）との各種取引（以下「各取引」といいます）の与信判断および与信後の管理のため、
当社およびリース等契約締結予定会社が、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」と
いいます）を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
（１） 各取引所定の申込書に会員（連帯保証人）が記載した会員（連帯保証人）の氏名、
年齢、生年月日、住所、電話番号、Ｅメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状
況および申込書以外で会員（連帯保証人）が当社に届出た事項
（２） 各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
（３） 各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の支払状況
（４） 各取引に関する申込みおよび支払途上における会員（連帯保証人）の支払能力を
調査するため、会員（連帯保証人）が申告した会員（連帯保証人）の資産、負債、
収入、支出、当社が収集した利用履歴および過去の債務の状況
（５） 各取引に関する申込者確認を行った際に収集した、会員（連帯保証人）の運転免
許証、パスポート、謄本、住民票、印鑑証明書等の情報
（６） 各取引に関する会員（連帯保証人）の支払能力を調査するため、会員（連帯保証
人）の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に
収集した情報
（７） 官報や電話帳等一般に公開されている情報
２ 当社が各取引に関する与信、管理その他の業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委
託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、前１項により収集した個人情報を
当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第２条 （営業活動等の目的における個人情報の利用）
会員（連帯保証人）は、第１条第１項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために
第１条第１項（１）
（２）の個人情報を利用することに同意します。
（８） 当社の「アントレステージサービス」事業（それらに付随して提供するサービス
を含む）並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等
の営業案内、関連するアフターサービス
（９） 当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業
案内
（１０）
当社の「アントレステージサービス」事業（それらに付随して提供するサ
ービスを含む。）並びにその他当社の事業における市場調査および商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社はホームページ（http://www.entre‑preneur.co.jp/）に
常時掲載しております。
２ 会員（連帯保証人）は、前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規
約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物に関するもの
は除きます。
第３条 （個人情報の開示・訂正・削除）
会員（連帯保証人）は、当社に対して、自己に関する会員（連帯保証人）の個人情報の開示
請求ができます。その場合には、第５条記載の窓口にご連絡をいただき、開示請求手続き（受
付方法、必要な書類、手数料等）の詳細をご確認のうえ請求していただくものとします。
２ 万一当社の保有する会員（連帯保証人）の個人情報の内容が事実と相違していることが判明
した場合には、当社は、当該会員の申し出に基づきすみやかに訂正または削除に応じるもの
とします。
第４条 （本同意条項に不同意の場合）
当社は、会員（連帯保証人）が各取引のお申込みに必要な記載事項（各取引の申込書で会員
（連帯保証人）が記載すべき事項）の記載をされない場合および本条項の全部または一部を同
意しない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第２条第１
項に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第５条 （問合せ窓口）
当社の保有する会員（連帯保証人）の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申
出、第２条第２項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記まで
お願いします。
〒１０８−００２３ 東京都港区芝浦三丁目６番５号 オカザキ芝浦ビル５Ｆ
管理部内 ＴＥＬ ０３−６４１４−６５５１
第６条 （各取引の契約が不成立の場合）
各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立
となった事実、および第１条第１項に基づき当社が取得した個人情報は、会員（連帯保証人）
からの新たな各取引のお申込みに際して当社が与信目的で利用しますが、それ以外に利用しま
せん。
第７条 （合意管轄裁判所）
会員（連帯保証人）と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易
裁判所を管轄裁判所といたします。
第８条 （条項の変更）
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

