
 

 

KDDI IoT クラウド～トイレ節水管理～節水型自動洗浄装置レンタル規約 

 

 

ＫＤＤＩ株式会社（以下「当社」といいます。）は、この「KDDI IoT クラウド～トイレ

節水管理～節水型自動洗浄装置レンタル規約」（以下「本規約」といいます。）及び「ＫＤＤ

Ｉソリューションサービス基本要綱」（以下「本要綱」といいます。）に基づき、お客様に節

水型自動洗浄装置及びその関連する製品（以下総称して「本物件」といいます。）をレンタ

ルします。 

 

第１条（目的） 

本規約は、当社が本物件をお客様にレンタルし、お客様がこれを借り受ける場合の条件を

定めることを目的とします。 

 

第２条（レンタル料等） 

当社が本物件をお客様にレンタルする際の以下に定める内容については、本規約の別紙

に定めることとします。 

 

第３条（個別契約） 

１．本規約に基づく個別の契約（以下「個別契約」といいます。）は、本要綱第２条に定

める内容に基づき、成立するものとします。 

 ２．本規約の規定と本要綱の規定が矛盾又は抵触する場合には、本規約の規定が優先して

適用されるものとし、第１項に定める個別契約において本規約及び本要綱と異なる

定めをした場合には、個別契約の内容が本規約及び本要綱の規定に優先するものと

します。 

 

第４条（本物件の導入効果の試算） 

１．当社は、本物件をレンタルする前に、お客様より申告頂いた在館人数、男女比率、 

トイレ台数等（各項目の詳細については、当社が別途指定する「設備診断カルテ（ヒ

ヤリングシート）」に基づき申告頂きます。）を前提に、当社が想定した水量等に基 

づき本物件をレンタルした場合の導入効果を試算することができます。 

２．当社は、当該導入効果を試算した結果を記載した「導入効果試算確認書」（以下「確 

認書」といいます。）をお客様に交付します。お客様は、本確認書の内容に対する確 

認の証として、本確認書に署名及び捺印することとします。 

３．本確認書の内容は，お客様の申告情報と当社が想定する水量等に基づき算出された 

ものであり、本確認書と同等の効果が本物件レンタル開始後も得られることを保証 

するものではありません。 



 

 

４．当社は、本確認書の交付後、当社がお客様より水量等の設定変更の依頼を受け、当該

変更を実施した場合も、当該変更後の効果を保証しないこととします。 

 

第５条（保証の範囲） 

１．当社は、本契約及び個別契約等に別段の定めがある場合を除き、納品時において本 

物件が正常に稼働することを保証します。 

２．当社は、本物件を設置されたトイレにおける便器又は水道管等の器物の破損、当該 

トイレの利用目的以外の利用、通常利用される量を超えたトイレットペーパー及び 

本来トイレに流されるものではない異物等の便器への投入により発生した便器の詰 

まり、水漏れや当該トイレ周辺への汚れ等について、一切責任を負わないこととし 

ます。  

    

第６条（本物件の据付と引渡し等） 

１．当社は、当社が別途指定した工事会社（株式会社木村技研又は同社に代わる工事会 

社をいい、以下、総称して「工事会社」といいます。）に、お客様指定の場所におい

て本物件を据付させるものとします。また、当該作業時に使用された水道に係る費用

はお客様の負担とします。なお、本物件の電源確保のために電源設備の工事が必要と

なった場合には、原則として、お客様が自らの負担において工事を行うものとします。 

 ２．お客様は、前項に定める工事会社による本物件の据付工事が完了した後、速やかに検

査を行うものとし、当該検査に合格したときをもって本物件の引渡し（以下「引渡し」

といいます。）とします。 

３．本物件の据付前に設置されていた部材に関しては、お客様において保管することとし、

当社は当該部材の再据付には応じないこととします。また、当社が当社の故意又は重

過失による場合を除き、当該部材の再据付の作業を行った場合であっても、当該部材

の正常な稼働及び品質について当社は一切責任を負わないこととします。 

 

第７条（本物件の使用・維持） 

１．本物件の使用・維持にあたり、お客様は善良な管理者の注意義務を払い、かつ官公庁

等の規則、指示を遵守します。 

２．本物件の保守業務は当社が行うものとし、これに係る費用は当社が負担するものとし

ます。ただし、故障等の原因が本物件を使用したお客様又はお客様により本物件の利

用を許された利用者等の故意又は過失によるとき等、当社の責に帰すべき理由によ

るものでないことが明らかな場合は、お客様がその費用を負担します。なお、通常の

使用における損耗はこの限りではありません。 

３．お客様は、当社又は当社が許諾した会社（以下「当社等」といいます。）が、本物件 

をレンタルする目的の範囲において点検員又は通信によりトイレ利用状況のデータ 



 

 

（トイレの利用人数、利用回数、水量、長期滞在者数等に関する情報を含むものと 

し、以下「本データ」といいます。）を収集することに同意し、当社は本データを、

本サービスの提供目的の範囲内で活用するものとします。 

４．当社は、当社等の点検員または通信により、流水量等、お客様の経済効果に影響の 

ある設定を変更するときは、予めお客様の了解を得るものとします。但し、お客様 

の営業時間外である時、緊急修繕を迫られている時、その他やむを得ない場合は、 

事後速やかに、設定変更したことを文書にてお客様に報告するものとします。 

５．当社は、お客様が本物件のレンタルを開始して以降、初回の５年間のレンタルが終 

了する時点で、さらに５年間レンタル期間が更新される場合には、初回の５年間の 

レンタル終了時点において、当社の費用負担で、設置済みのレンタル品一式につい 

て、予防保全のための既設レンタル品一式の取り外しと部品交換、再取付工事（オ 

ーバーホール）を行います。但し、オーバーホールを実施するタイミングについて 

はお客様と当社の間で協議の上、決定するものとします。 

６．前項の場合を除き、当社は、お客様が本物件のレンタルを開始して以降、更新され 

た期間も含めて１０年を経過する場合には、１０年を経過するまでの時点において、 

当社の費用負担で新品に交換するものとします。但し、新品への交換を実施するタ 

イミングについてはお客様と当社の間で協議の上、決定するものとします。 

 

第８条（本物件の所有権侵害の禁止等） 

本物件及び本データは、当社等の所有物であり、理由の如何を問わずお客様は本物件 

を当社等の同意なく移転，改造、加工、分解、転貸及び第三者への譲渡、担保に差入れ 

る等、当社等の所有権を侵害するような行為を一切しないものとします。 

 

第９条（通知事項） 

お客様は次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により当社に通 

知します。 

１ 名称又は商号を変更したとき。 

２ 住所を移転したとき。 

３ 代表者を変更したとき。 

４ 事業の内容に重要な変更があったとき。 

 

第１０条（契約解除） 

１．当社は、お客様が次の各号の一つにでも該当するときは、通知催告等何等の手続を要

することなく直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができます。 

①本規約又は本要綱に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告された

にもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき。 



 

 

②差押、仮差押若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立を受け

たとき。 

③公租公課の滞納処分を受けたとき。 

④支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは

特別清算開始の申立があったとき。 

⑤自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったと

き。 

⑥合併によらず解散したとき、又は営業を廃止したとき。 

⑦本契約の履行にあたり不正な行為があったとき。 

⑧当社の名誉、信用を失墜させ、若しくは当社に重大な損害を与えたとき、又は

そのおそれがあるとき。 

⑨お客様の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。 

⑩お客様又はお客様を代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力であることが

判明したとき。 

⑪第１７条第２項に規定する行為を行ったとき。 

２． 前項各号のいずれか一つに該当した場合、お客様は、個別契約の解除の有無にかか

わらず、当社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 

 

第１１条（本物件の取り外しと返還等） 

 １．期間満了により個別契約が終了する場合には、工事会社が本物件を取り外し、当社は

本物件の返却を受けるものとします。この場合の原状回復は、原則としてお客様の負

担において、お客様が実施するものとします。 

２．据付場所の変更により本物件を取り外し、新たな場所に本物件を据付する場合、本物

件の取り外し及び据付は工事会社において実施することとします。ただし、原則とし

て、当該取り外し及び据付の工事費用はお客様が負担することとし、当該取り外し後

の原状回復は、お客様の負担において、お客様が実施するものとします。 

３．本契約がお客様の責めに帰すべき事由により解除又は解約等により終了した場合、工

事会社において本物件を取り外し、当社は本物件の返却を受けるものとします。ただ

し、この場合において、お客様は違約金として、別紙に定めるとおり、個別契約にて

約定したレンタル期間の残月数に月間レンタル料（税込）及び台数を乗じた金額を当

社に支払うものとします。 

 

第１２条（レンタル契約の終了） 

１．当社は、やむを得ない事由により、本物件に係るレンタルを終了することができま 

す。また、当社は、当社が本物件のレンタルを終了する場合、その終了予定日から 

３ヶ月前までにお客様に事前に通知を行うものとします。なお、この場合、当社は、 



 

 

お客様が本物件に係るレンタルと同等のサービス提供を受けられるよう努めるもの

とします。 

２．お客様は、レンタル契約が終了したときは、速やかに本物件を当社に返却するもの 

とします。万一、返却が遅滞したときは、お客様は当社に対し、レンタル終了日の 

翌日から、従前のレンタル料及び消費税額と同額を損害金として支払うものとしま 

す。なお、当社又は当社が指定する工事会社の都合により本物件の返却を受けるこ 

とが遅滞した期間については、この損害金の支払義務は生じないものとします。 

 

第１３条（滅失又は紛失の際の賠償責任） 

１．お客様は、本物件の故障、紛失があった場合には、直ちに乙に通知しなければならな 

いものとします。 

２．お客様の責に帰すべき事由よりお客様が本物件を滅失又は紛失した場合、レンタル料 

金とは別に、お客様は当社に対し違約金として、１台（１対）当り５０万円を支払う 

ものとします。 

３．前項の定めに基づきお客様から違約金が支払われたことを確認したうえで、当社がお 

客様に対して代替品を提供するときは、代替品の代金は当社負担とし、据付工事及び 

本物件の水量調整にかかる費用はお客様の負担とします。 

４．本物件の該当製品の廃版等によって、代替品の供給が不能である場合は、当社は代替 

品を据え付ける義務を負わないものとし、代替品を設置できない箇所に限り、個別契 

約は終了するものとします。本物件の滅失又は紛失がお客様の責に帰すべき事由によ 

ることが明らかな場合には、お客様は第２項に定める違約金（１台（１対）当り５０ 

万円）の支払義務を負うほかは、別紙④（５）に定める途中終了の違約金の支払は要 

しないものとします。なお、当社は、個別契約の期間中（但し、個別契約が当初レン 

タル期間満了後に自動的に延長された期間を除く。）については、廃版になった本物件 

の該当製品と同等以上の機能を有する製品を代替品として供給できるよう努めるもの 

とします。 

 

第１４条（遅延損害金） 

１．本物件のレンタル料の支払条件は、個別契約に定めるものとします。 

２．お客様は、個別契約に定める支払を怠ったときは、支払期日の翌日から起算して年１ 

４．６％の割合（年３６５日の日割計算）による遅延損害金を当社に支払うこととし 

ます。 

 

第１５条（損害賠償） 

１．お客様は、当社から本物件を借り受けるに際し当社の責めに帰すべき事由により直接 

の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に当該損害の賠償を請求すること 



 

 

ができます。但し、本物件に係る設計上、製造上の過誤及び本物件の使用上の過誤、 

使用結果、逸失利益並びにお客様の指示・指定に基づいて生じた損害等、当社の責め 

に帰すべからざる事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、その責任を一切 

負わないものとします。 

２．前項により当社が賠償するお客様の損害は、損害発生の直接の原因となったレンタル 

契約に係るレンタル料の３ヶ月分に相当する額を上限とします。但し、当社の故意又 

は重大な過失によりお客様が損害を被った場合は、この限りではないものとします。 

３．当社は、本物件のレンタルに際しては、本規約及び本要綱に定める責任以外如何なる 

責任も負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合はこの

限りではありません。 

４．お客様は、本物件の利用にあたり、お客様の責めに帰すべき事由により当社又は第三 

者に損害が発生した場合、お客様の責任と費用負担で解決するものとします。 

 

第１６条（合意管轄） 

 この規約に関する紛争についての訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第一 

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１７条（反社会的勢力の排除） 

１．お客様は、お客様（これらの役員及び従業員を含みます。以下本条において同じ。）

が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号、

以下「暴対法」といいます。）第２条第２号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。）、

暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。）、暴力

団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と詐術的手法を駆使して経済的利

益を追及する集団又は個人（以下「反社会的勢力」といいます。）ではないことを誓

約し、かつ、この契約の存続期間中、反社会的勢力に属さないことを確約します。 

２．お客様は、当社に対し、次の各号に該当する事項を行わないことを確約します。 

   ① 自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどする

こと。 

   ② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は、関係団体もしくは関係

者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。  

   ③ 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するお

それのある行為をすること。 

   ④ 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、又は、妨害するおそれのあ

る行為をすること。 

 

第１８条（その他） 



 

 

１． 本規約に記載のない事項に関しては、お客様及び当社は誠意をもって協議すること 

とします。 

２． 当社は、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。この場合、本サー 

ビスの提供条件は変更後の本規約によります。なお、当社は、変更後の本規約及びそ

の効力発生時期を、所定の Web サイトその他相当の方法で周知するものとし、変更

後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

以 上 

改訂履歴 

2017年 6月 1日  制定（初版発行） 

2020年 3月 31日 改訂（第 2版） 

 



 

 

別紙 

本物件のレンタル提供に係る内容（第２条関連） 

 

本物件のレンタル提供に係る内容は、次表のとおりとします。 

 

項目 内容 

① 本物件の内

容 

本物件を構成する節水型自動洗浄装置機器等及びそれに係る保守等は

以下のとおりになります。 

① スーパーフラッシュバルブⅡ型 

② 赤外線コントローラ 

③ ゲートウェイ機器（ＬＴＥ通信モジュール付） 

④ ①及び②に係るＡＣアダプタ 

⑤ ①及び②に係る配線モール 

⑥ 洗浄管（スパッド（※）は含まない） 

⑦ その他①から⑥に関連する機器等 

（※）「スパッド」とは、便器と給水管の接続に使用する継手及び給水

金具で、便器の給水口に組込み取付けられる接合部分のこと 

 

【保守等】 

① 節水型自動洗浄装置機器等の故障に関する 24 時間 365 日電話受付 

② 通信及びクラウドを利用した遠隔監視、遠隔保守及び現地オンサイ

ト保守 

③ 節水効果レポート（３ヶ月毎） 

④ その他①から③に付随する業務等 

②レンタル期間 ５年、７年又は 9 年のうち、個別契約によって定めることとします。 

③レンタル料 個別契約によって定めることとします。 

④その他 （１）本物件のレンタル開始日について 

   本要綱に定める「検査合格書」に記載された検収日（以下「検収 

日」といいます。）を含む月の翌月１日を本物件のレンタル開始 

日（以下「レンタル開始日」といいます。）とします。但し検収 

日が 1 日の場合に限りその当月をレンタル開始日とします。 

また、レンタル開始日を以てレンタル料の課金開始日とします。 

  

（２）検収日からレンタル開始日の前日までの取扱いについて 

   お客様は、検収日からレンタル開始日の前日までの間、当該物件

を利用することができるものとします。この場合においては、本



 

 

規約の条項が準用されることとします。 

 

（３）レンタル期間の更新 

レンタル期間満了日より３ヶ月前までに、双方より特段の意思 

表示がない場合、レンタル期間満了日の翌日（以下「更新日」と 

いいます。）より当該個別契約と同条件にて自動的に延長される 

ものとします。以後同様とします。 

 

（４）レンタルの終了 

   お客様はレンタル期間満了の３ヶ月前までに当社に通知するこ 

とにより、本物件のレンタルを終了することができることとし 

ます。 

 

（５）違約金について 

お客様は、レンタル開始日以降、個別契約にて合意したレンタル 

期間の途中に当該個別契約を終了する場合、下記の計算式によ 

って定める違約金を当社に支払うものとします。ただし、お客様 

は、当該個別契約の終了が当社の責めに帰すべき事由による場 

合、当該支払いを要しません。 

 

【違約金の計算式】 

違約金＝（当初約定したレンタル期間－個別契約終了日を含む月

までの経過月数（ただし、レンタル期間の更新があった

場合は、更新日を含む月から個別契約終了日を含む月

までの経過月数とします。））×レンタル料（月額・税込）

×台数 

 

以 上 


