株式 会社 Ｃ Ｉ東 海

現金取得者向け新築対象住宅証明 業務約款
平成 26 年２月 ２４日 制定
証明申請者（以下「 甲 」という 。）及び 株式会 社ＣＩ東海（以下「 乙 」という 。）
は、この約款 及び 現金 取得者向け新 築対象住 宅証明書 発行 業務要領 （以下「業
務要領」という 。）に 定 められた事項 を内容と する契約（以下「 契約 」という。）
を履行する。
（甲 の責 務 ）
第１条

甲は 、業務 要 領第１５条に 規定する 証明手数料を 、この契 約が締結さ

れた日までに 支払わな ければならな い。ただ し、 乙と別途 協議によ り合意し
た場合には、 他の 支払 期日を取り決 めること ができる。
２

甲は、乙 の 請求 が あるとき は、 乙の 適合 審査の業務に 必要な範 囲内におい
て、その対象 住宅の計 画及び施工方 法その他 必要な情報を 遅滞なく 、かつ正
確に乙に提供 しなけれ ばならない。

３

甲は、乙 の適合 審 査の業務にお いて、 証 明対象住宅の 計画に関 し乙がなし
た審査基準に 適合させ るための指摘 に対し、 速やかに補正 又は追加 説明書の
提出、その他 必要な措 置を とらなけ ればなら ない。

（乙 の責 務 ）
第２条

乙は 、善良な 管理者の注意 をもって 、 適合審査の 業務を、 次条に規定

する業務期日 までに行 わなければな らない 。
２

乙は、甲 から乙の 業務の方法に ついて説 明を求められ たときは 、速やかに
これに応じな ければな らない。

（業 務期 日 ）
第３条
２

適合 審査の 業 務期日は、 契 約日から ２１日を経過 する日ま でとする。

乙は、甲 が第１条 の責務を怠っ たとき、 その他不可抗 力により 、業務期日
までに業務を 完了する ことができな い場合に は、甲に対し その理由 を明示の
うえ、業務期 日の延期 を請求するこ とができ る。

３

甲が、乙 にその理 由を明示し書 面でもっ て業務期日の 延期を申 し出た場合
で、乙がその 理由が正 当であると認 める場合 には、乙の業 務期日を 延長する
ことができる 。

４

第２項及 び前項の 場合において 、必要と 認められる業 務期日の 延期その他
の必要事項に ついては 甲及び乙は協 議して定 める。
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（証 明手 数 料の 収納 方 法）
第４条

甲は 、第１条 第 １項に定め られた 証 明手数料を、 契約日ま でに現金に

より納入する 。ただし 、銀行振り込 みにより 納入したこと が確認で きる場合
は、この限り でない。
２

前項の規 定に関わ らず、甲は、 乙との協 議により合意 した場合 には、別の
支払い方法を とること ができる。

（甲 の解 除 権）
第5条

甲 は、次のい ずれかに該当 する場合 は、乙に書面 をもって 通知してこ

の契約を解除 すること ができる
(1)

乙が、 正当な理 由な く、適合 審査の業 務を引受承諾 書に記載 の業務期

日までに終了 せず、又 はその見込が ない場合
(2)

乙が、この 契約 に違反したこ とにつき 、甲が相当期間 を定め て催告して

もなお是正さ れないと き
２

前項に規 定する場 合のほか、甲 は、乙の 業務が完了す るまでの 間、いつで
も乙に書面を もって 現 金取得者向け 新築対象 住宅証明審査 申請 取下 届を提出
することがで き、この 場合は契約を 解除した ものとする。

３

第 1 項 の契約解 除の場合、甲 は、その 証明手数料が すでに支 払われている
ときは、これ の返還を 乙に請求する ことがで きる。又、そ の契約解 除によっ
て乙が生じた 損害につ いて、甲は、 その賠償 の責めに任じ ないもの とする。

４

第 1 項 の契約解 除の場合、前 条の定め によるほ か、 甲は、損 害を受けて
いるときは、 その賠償 を乙に請求す ることが できる。

５

第２項の 契約解除 の場合、乙は 、 証明手 数料がすでに 支払われ ているとき
は、この証明 手数料の ２分の１以内 を申請者 に 返還するこ とができ る 。又、
当該証明手数 料が支払 われていない ときは、 これの支払い を甲に請 求するこ
とができる。

６

第２項の 契約解除 の場合、 前条 の定めに よるほか、乙 は、損害 を受けてい
るときは、そ の賠償を 甲に請求する ことがで きる。

(乙の 解 除権 )
第6条

乙 は、次の いずれかに該 当する場 合は、甲に書 面をもっ て通知してこ

の契約を解除 すること ができる 。
(1)

甲が、正当な 理由なく 、第１条第１ 項の 証明 手数料を支払 わない場 合

(2)

甲が、この契 約に違反 したことにつ き、乙が 相当期間を定 めて催告 し

てもなお是正 されない とき
２

前項の契 約解除の うち、乙は、 証明手数 料 がすでに支 払われて いると き
は、これを甲 に返還せ ず、当該 証明 手数料が 未だ支払われ ないとき は、これ
の支払いを甲 に請求す ることができ る。又、 乙は、その契 約解除に よって甲
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に生じた損害 について 、その賠償の 責めに任 じないものと する。
３

第１項の 規約解除 の場合、前項 の規定に よるほか、乙 は、損害 を受けてい
るときは、そ の賠償を 甲に請求する ことがで きる。

（乙 の免 責 ）
第7条

乙 は、適合 審査の業務を 実施する ことにより、甲の 申請 に係る証明対

象住宅が住宅 の品質確 保の促進等に 関する法 律並びにこれ らに基づ く命令及
び条例の規定 に適合す ることを保証 するもの でないこと 。
２

乙は、適 合審査 の 業務を実施す ることに より、甲の 申 請に係る 証明対象住
宅に瑕疵がな いことを 保証 するもの でないこ と 。

３

乙は、甲 が提出し た申請図書に 虚偽があ ることその他 の事由に より、適切
な適合審査 の業務を 行 うことがで きなかっ た 場合は、 適 合審査 の 業 務の結果
に責任を負う ものでな いこと。

（国 土交 通 大臣 等へ の 説明 ）
第８条

乙が 行う適合 審査の業務は 、 関係法 令等 により行 うもので あることか

ら、国土交通 大臣等か ら説明を求め られた場 合には、適合 審査の業 務 の内容
について、国 土交通大 臣等に説明す ることが できるものと する。
（秘 密保 持 ）
第9条

乙 は、この 契約に定める 業務に関 して知り得た 秘密を漏 らし、又は

盗用してはな らない。
２

前項の規 定は 、次 の各号に掲げ るいずれ かに該当する ものには 適用しない 。
(1)

すでに 公知の情 報である場合

(2)

甲が、 秘密情報 でない旨書面 で確認し た場合

(3)

国土交 通大臣等 から求められ た場合

（別 途協 議 ）
第 10 条

この契約に 定めのない事 項及びこ の契約の解釈 につき 疑 義を生じた

事項について は、甲乙 は信義誠実の 原則に則 り協議のうえ 、定める ものとす
る。
（附則）
この約款は、 平成 26 年２月２４日 より施行 する
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