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データ復旧サービス依頼書にご記入ください
データ復旧
サービス
依頼書

2

データ SOS サービス基本約款をご確認の上、お客様の情報、ご依頼いただく機器・障
害の状態など、ご依頼いただくにあたり基本的な情報をご記入下さい。復旧したいデー
タ等もお書き添え下さい。ご不明な箇所は空白で結構です。

お申込書と復旧したいメディアを宅配便でお送りください
〒101-0027

アズマ

東京都千代田区神田平河町１番地 第３東ビル８Ｆ
オーインクメディアサービス株式会社
データＳＯＳ係

宛

TEL. 03-5833-1105
○破損防止のため、梱包は厳重にお願いします。当社では配送時の紛失・事故等は責任を負いかねます。
○運賃はお客様ご負担でお願いします。 着払いは受け取りできません。

データ復旧までの流れ
■当社到着次第「無料診断」を実施します。

無料診断
お見積

復旧作業開始

データ書き込み
データ内容ご確認

お支払い
納品

・無料診断では復旧の見込みと復旧料金、復旧期間をお伝えします。
・経験豊かなエンジニアが診断いたします。
・無料診断ではハードディスクの開封等、物理的処置は一切行いませんのでご安心ください。
・復旧期間やお見積にご納得いただけない場合のキャンセルは無料です。
（宅急便の着払いで返送します）
・当社では契約を急がせたり強引な営業は一切行いませんのでご安心ください。

■復旧方針と料金のご了解をいただきましたら、直ちに復旧作業に入ります。

■復旧に成功したデータは別のハードディクに書き込みます。

・データが入っていないものをお客様にご用意いただくか、当社で別途ご用意（新品）する
ことも可能です。
・なお、データ状態が当社の成功基準に達しない場合、ファイルリストをお送りいたします。

お支払い方法
【店頭にてお受取りの場合】
・現金またはクレジットカード（VISA・Master・JCB・AMEX・Diners）
・銀行振込（振込ご確認後の納品とさせて頂きます。）
【ご配送にてお受取りの場合】
・オンラインでのクレジット決済
・銀行振込（振込ご確認後の納品とさせて頂きます。）
・宅急便代金引換（手数料はお客様ご負担とさせて頂きます）
※ご配送の場合、送料が別途かかります。
※官公庁・教育機関のお客様はご指定条件にてお取り扱い可能です。

データ復旧サービス依頼書
【太枠項目のご記入をお願いします】

記入日

2020 年

月

日

JOB

B2 K

■お客様についてご記入ください
ふりがな
お名前
（会社の場合）ご担当
〒
ご住所
お電話

メール

ご連絡方法

□お電話 □メール □その他連絡先（

）

■ご依頼内容についてご記入ください（おわかりになる限りで結構です）
機種・型番

メーカー
□Windows □Mac □スマホ □その他 □不明

使用OS
他預かり品

媒体容量

□電源アダプタ □納品用媒体
障害の状況や経緯をご記入ください

症状・経緯

原則として復旧可能なデータはすべて復旧しますが、特に重要なデータがありましたら、ご記入ください。成功報酬制の場合、成功基準となります。

重要な復旧
希望データ

必要なアカウント名（

）

□デスクトップ □マイドキュメント □写真 □動画 □メール（種類

）

■納品、返却方法についてご記入ください

※ご記入がない場合は★を選択されたものとしてお取り扱いします

□当社で用意する（実費）★
□お客様が用意する
□未定（診断後打ち合わせ）

復旧したデータを納品するための媒体です。
お客様で準備する場合、データが入っていないものをご用意ください

□配送（宅急便着払い）★
□ご来店引き取り
□当社にて処分する

復旧不可能、またはご予算に見合わない等で返却する場合のご希望を選択ください

■ご確認事項
・私はデータSOSサービス基本約款、プライバシーポリシーに同意の上申し込みます。
・私はこの障害媒体の正当な所有者またはその正当な代理人です
・障害媒体および障害媒体が内蔵されている機器の原状回復を求めません
・メーカー・販売店の保証を受けられなくなる可能性があります
・当社からの連絡に1か月以上応答がない場合、預り日から6か月を経て預かり品を処分します
・納品用媒体にデータが存在する場合、その消失は保証されません
・診断実施により障害媒体の状態が変化することがあります
・障害媒体にはマイナンバー、児童ポルノは含まれていません
・私は暴力団、暴力団員、反社会的勢力に該当しません

□確認しました

※弊社記入欄
対応状況

□復旧可能 □復旧不可（□対応不可）

イメージ

□作成

□消去済

オーダー

□復旧依頼 □診断終了

サーバ

□作成

□消去済

処分媒体

□存在

□消去済

返却日

年

返却方法

月

日

□店頭渡し □配送 □処分依頼

※店頭お引渡し用

□私は貴社へ預託した物品の返還を受けました

確認ご署名

□私は貴社へ預託した物品を貴社に譲渡します

日付

年

月

日

ࢹ࣮ࢱ㹑㹍㹑ࢧ࣮ࣅࢫᇶᮏ⣙Ḱ

⏝ࢆಖドࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
3. ౫㢗⪅ࡀࢹ࣮ࢱ⣡ရ⏝፹యࢆ⏝ពࡍࡿሙྜࠊཎ๎ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾ
࣮࢜ࣥࢡ࣓ࢹࢧ࣮ࣅࢫᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕᙜ♫ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊࢹ࣮
ࡋ࡞࠸ึᮇࡉࢀࡓ≧ែࡢࡶࡢࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡋࠊ᪤タࡢࢹ࣮ࢱࡀ
ࢱ SOS ࢧ࣮ࣅࢫᇶᮏ⣙Ḱ㸦௨ୗࠕᮏ⣙Ḱࠖ࠸࠺㸧ࢆᐃࡵࠊࡇࢀࡼ
Ꮡᅾࡍࡿሙྜࠊࡑࡢᾘኻ➼ࡣಖドࡉࢀࡲࡏࢇࠋ
ࡾࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࢹ࣮ࢱᪧ㛵ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ㸦㏻⛠ࠕࢹ࣮ࢱ SOS ࢧ
յ࢟ࣕࣥࢭࣝࡘ࠸࡚
࣮ࣅࢫࠖ௨ୗࠊࠕᮏࢧ࣮ࣅࢫࠖ࠸࠺㸧ࢆ౫㢗⪅ᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ
1. ึᮇデ᩿⤖ᯝཬࡧぢ✚㔠㢠ྠពࡋࠊࢹ࣮ࢱᪧసᴗࢆ౫㢗ࡋࡓሙྜࠊ
౫㢗ࢆ࢟ࣕࣥࢭࣝࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
➨㸯᮲㸦ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡢ┠ⓗ㸧
ն⛎ᐦಖᣢࡘ࠸࡚
ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᨾ㞀➼ࡼࡾṇᖖືసࡏࡎࠊಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ
1. ᙜ♫ࡣᪧࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆᶵᐦሗࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠊෆᐜࢆ₃ὤࠊཱྀእ
㏻ᖖࡢᡭẁ࡛ࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࢹ࣮ࢱグ㘓፹యࡸ㟁
ࡍࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓෆᐜࡣ㛵▱ࡋࡲࡏࢇࠋ
Ꮚᶵჾ➼㸦௨ୗࠕ㞀ᐖ፹యࠖ࠸࠺㸧ࡽࢹ࣮ࢱࢆᪧࡍࡿࡇࠊ㞀ᐖ
2. ᪧࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣရ㉁☜ㄆࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢཧ↷ࢆࡍࡿࡇ
፹యࡽᾘኻ࣭๐㝖ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆᪧࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ౫㢗⪅
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡀࢹ࣮ࢱᪧࢆ౫㢗ࡋࠊᙜ♫ࡀࡇࢀᛂࡌ࡚ጤクసᴗࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
շච㈐㡯
➨㸰᮲㸦☜ㄆ࣭☜⣙㡯㸧
1. ᙜ♫ࡣࠊᮏࢧ࣮ࣅࢫసᴗ㐣⛬࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ㞀ᐖ፹య➼ࡢ◚ᦆࠊࢹ࣮ࢱᾘ
౫㢗⪅ࡣࠊᮏࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ㡯ࢆ☜ㄆ࣭☜⣙ࡋࡲࡍࠋ
ኻࠊὶฟ➼ࡼࡿ౫㢗⪅ࡢᦆᐖࡘࡁࠊᙜ♫ࡢᨾព࠶ࡿ࠸ࡣ㔜㐣ኻ
ձࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ㛵ࡍࡿ㡯
ࡼࡿሙྜࢆ㝖ࡁཎ≧ᅇࢆྵࡴ୍ษࡢ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋ㞀ᐖ፹యࡢ
1. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣ㞀ᐖ፹యࢆ㞀ᐖⓎ⏕௨๓ࡢ≧ែᪧࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ
㍺㏦୰Ⓨ⏕ࡋࡓᨾࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝࡋࡲࡍࠋ
࡞ࡃࠊ㏻ᖖࡢᡭẁ࡛ࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࢹ࣮ࢱࠊ࠶ࡿ
➨㸱᮲㸦ᮏࢧ࣮ࣅࢫጤクዎ⣙ࡢᡂ❧㸧
࠸ࡣᾘኻ࣭๐㝖ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆᙜ♫ࡀᣢࡘᑓ㛛ᢏ⾡ࡼࡾྍ⬟࡞㝈ࡾ
1. ౫㢗⪅ࡣࠊᮏ⣙Ḱࠊ౫㢗᭩グ㍕ࡢㅖ᮲௳ࢆࡶࡗ࡚ࠊᮏࢧ࣮ࣅࢫࢆᙜ♫
ᪧࡉࡏࠊᪧ፹యࡣูࡢࢹ࣮ࢱグ㘓፹యಖᏑࡋ࡚⣡ရࡍࡿࡶࡢ࡛
ጤクࡋࠊᙜ♫ࡣጤクࢆཷࡅࡓෆᐜࡘ࠸࡚ᮏ⣙Ḱཬࡧ๓グࡢㅖ᮲௳
ࡍࠋ
ᇶ࡙ࡁࡇࢀࢆᐇࡋࡲࡍࠋ
2. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣ◚ᦆࡋࡓᶵჾࠊ㞀ᐖ፹య⮬యࡢಟ⌮ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ
2. ᮏࢧ࣮ࣅࢫጤクዎ⣙ࡣࠊ౫㢗⪅ࡀ౫㢗᭩⨫ྡࠊᡤᐃ㡯ࢆグධࡋࠊ
ࡲࡏࢇࠋ
ᙜ♫ࡀࡇࢀࢆཷ㡿ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ౫㢗⪅ࡀ㞀
3. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣ㞀ᐖཎᅉࡢゎᯒࠊศᯒࡣ⾜࠸ࡲࡏࢇࠋ
ᐖ፹యࢆ㏦ࡋ࡚ࠊᙜ♫ࡀࡑࢀࢆཷ㡿ࡋࡓሙྜࡣ౫㢗᭩ࡢ᭷↓㛵
4. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣ☜ᐇࢹ࣮ࢱࡀᪧ࡛ࡁࡿࡇࢆ⣙᮰ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶
ࢃࡽࡎᡂ❧ࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋ
ࡾࡲࡏࢇࠋ
➨㸲᮲㸦ึᮇデ᩿㸧
5. సᴗࡢ⤖ᯝࠊࢹ࣮ࢱᪧࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲ
1. ᙜ♫ࡣࠊ㞀ᐖ፹యࢆ౫㢗⪅ࡽཷ㡿ࡋࡓᚋࠊ౫㢗⪅ࡀグ㍕ࡋࡓ౫㢗᭩
ࡍࠋ
ᇶ࡙ࡁࠊ㞀ᐖ፹యࡽࢹ࣮ࢱᪧࢆ⾜࠼ࡿྍ⬟ᛶࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚⡆
6. ᪧࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢṇᖖᛶࠊ⏝ᛶࡣಖドࡉࢀࡲࡏࢇࠋ
᫆ⓗ࡞デ᩿ࢆ⾜࠺ࡶࠊᪧࡿసᴗᮇ㛫ࠊ㐺⏝ࡍࡿሗ㓘ไ
7. 㞀ᐖࡢᙳ㡪ࡼࡾࣇࣝྡࠊࣇ࢛ࣝࢲྡࡀᾘኻࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡾ
ᗘࡢỴᐃࠊᩱ㔠ࡢᴫ⟬ぢ✚ࢆ⾜࠸ࡲࡍ㸦௨ୗࠕึᮇデ᩿ࠖ࠸࠺㸧
ࠋ
ࡲࡍࠋ
2. ᙜ♫ࡣࠊ๓㡯ࡢ⤖ᯝࢆ౫㢗⪅㏻▱ࡋࠊ౫㢗⪅ࡣࠊᙜ♫ࡀ㏻▱ࡋࡓᚋ
8. ึᮇデ᩿ࡣᮏࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚↓ᩱ࡛ᐇࡉ
㸯㸮᪥௨ෆࠊᙜ♫ᑐࡋࠊࢹ࣮ࢱᪧసᴗࡢ౫㢗ࢆࡍࡿྰࢆᅇ
ࢀࡲࡍࡀࠊᮏࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡘࡶࡾࡀ࡞࠸ࡶ㛵ࢃࡽࡎࢹ࣮ࢱࡀ
⟅ࡋࡲࡍࠋ
ᪧྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢹ࣮ࢱࡀᪧྍ⬟࡛࠶ࡿ
3. ౫㢗⪅ࡀࢹ࣮ࢱᪧࢆ౫㢗ࡋ࡞࠸᪨ࡢᅇ⟅ࠊࡲࡓࡣ๓㡯ࡢᮇ㝈ෆᅇ
ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿ➼ࠊࡲࡓࡣࢹ࣮ࢱᪧࢆࡍࡿᚲせࡀᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀
⟅ࡀ↓࠸ሙྜࠊᮏࢧ࣮ࣅࢫጤクዎ⣙ࡣ⤊ࡋࡲࡍࠋ౫㢗⪅ࡣ㞀ᐖ፹య
ᐖ፹యෆ㒊ࡢࢹ࣮ࢱෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿ➼ࡢ┠ⓗእ࡛ࡢ⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ
➼㡸クရ୍ᘧࢆ㏿ࡸᘬࡁྲྀࡾࡲࡍࠋ
ࡿሙྜࡣసᴗせࡋࡓ㈝⏝ࢆㄳồࡋࡲࡍࠋ
4. ึᮇデ᩿ࡢᩱ㔠ࡣࠊᮏࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆ┠ⓗࡋ࡚౫㢗ࡋࡓሙྜࠊ㸯
ղ౫㢗⪅ࡘ࠸࡚
ಶࡢ㞀ᐖ፹యࡘࡁ㸯ᅇ㝈ࡾ↓ᩱࡋࡲࡍࠋణࡋࠊ㞀ᐖ፹యࡢ㍺㏦
1. ౫㢗⪅ࡣ㞀ᐖ፹య࠾ࡼࡧࡑࡢෆ㒊ࢹ࣮ࢱࡢṇᙜ࡞ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
㈝➼ࡣ⏝⪅ࡢ㈇ᢸࡋࡲࡍࠋ
ࡇࠊࡲࡓࡣࡑࡢᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ௦⌮ே࡛࠶ࡿࡇࢆ☜⣙ࡋࡲࡍࠋ
5. ึᮇデ᩿ࡢᐇ㝿ࡋࠊࢳࢵࣉࡢྲྀࡾእࡋ➼እ㒊ࡢᑓ㛛ᴗ⪅ࡼࡿຍ
2. ౫㢗⪅ࡣᭀຊᅋࠊᭀຊᅋဨ➼ࡢ♫ⓗໃຊヱᙜࡋ࡞࠸ࡇࢆ☜⣙
ᕤࢆᚲせࡍࡿሙྜࠊࡑࡢ㈝⏝ࡣ⏝⪅ࡢ㈇ᢸࡋࡲࡍࠋణࡋࠊ๓
ࡋࡲࡍࠋ
⏝⪅ࡢᢎㅙࢆᚓࡿࡇࡋࡲࡍࠋ
3. 㞀ᐖ፹యࡣඣ❺࣏ࣝࣀ➼ἲ௧ࡼࡾᡤᣢࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ
6. ึᮇデ᩿ࡣ⡆᫆ⓗ࡞デ᩿ࡼࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢᪧ⤖ᯝ␗࡞
࠾ࡼࡧ࣐ࢼࣥࣂ࣮ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆ☜⣙ࡋࡲࡍࠋ
ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ճ㞀ᐖ፹యࡘ࠸࡚
7. ึᮇデ᩿ᐇࡼࡾ㞀ᐖ፹యࡢ≧ែࡀኚࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
1. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣࢹ࣮ࢱᪧࢆ┠ⓗࡋࠊ㞀ᐖ፹యࡀෆⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿᶵჾࠊ
8. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡘࡶࡾࡀ࡞࠸ࡶ㛵ࢃࡽࡎࢹ࣮ࢱࡀᪧྍ⬟
㞀ᐖ፹య⮬యࡢ㛤ᑒ➼ࢆྵࡴຍᕤࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡾࠊ౫㢗⪅ࡣཎ≧ᅇ
࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢹ࣮ࢱࡀᪧྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ☜
ࢆồࡵࡲࡏࢇࠋ
ㄆࡍࡿ➼ࠊࡲࡓࡣࢹ࣮ࢱᪧࢆࡍࡿᚲせࡀᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀ᐖ፹యෆ
2. ᮏࢧ࣮ࣅࢫᐇࡼࡾ㞀ᐖ፹యࡢ〇㐀⪅ࠊ㈍⪅ࡢಖドࡀ↓ຠ࡞ࡿ
㒊ࡢࢹ࣮ࢱෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿ➼ࡢ┠ⓗእ࡛ࡢ⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣ
ሙྜࡀ࠶ࡿࡇࢆᢎࡋࡲࡍࠋ
సᴗせࡋࡓ㈝⏝ࢆ⏝⪅ㄳồࡋࡲࡍࠋ
3. ᮏࢧ࣮ࣅࢫᐇࡼࡾࠊᙜ♫ࡢᢏ⾡ⓗᶵᐦࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ㞀ᐖ፹యୖṧ
➨㸳᮲㸦ሗ㓘ไᗘ㸧
ࡿሙྜࠊᙜ♫ࡣ౫㢗⪅ᑐࡍࡿᙜヱ㞀ᐖ፹యࡢ㏉༷⩏ົࢆචࢀࡿሙྜ
ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣḟࡢ࠸ࡎࢀࡢሗ㓘ไᗘࢆ㐺⏝ࡍࡿࡶࡢࡋࠊ㐺⏝ࡍࡿไ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᗘࡣึᮇデ᩿ࡢ⤖ᯝࡼࡾᙜ♫ࡀỴᐃࡋࡲࡍࠋ
4. ᙜ♫ࡽ౫㢗⪅ࡢ㐃⤡ᑐࡋࠊ㸯᭶௨ୖᛂ⟅ࡀ࡞࠸ሙྜࡣ㞀ᐖ፹
ձᡂຌሗ㓘ไ
యࢆ㡸ࡗࡓ᪥ࡽ㸴᭶㛫ࡢಖ⟶ᮇ㛫ࡢ⤒㐣ࢆࡶࡗ࡚ࠊ㞀ᐖ፹య࠾
1. ࢹ࣮ࢱᪧసᴗࡢ⤖ᯝࡀู㏵ᐃࡵࡿᇶ‽㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ౫㢗
ࡼࡧ㡸クရ୍ᘧࡢᡤ᭷ᶒࡣᙜ♫⛣㌿ࡋฎศࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㏉㏦
⪅༠㆟ࡢୖタࡅࡓᇶ‽㸦௨ୗࠕᡂຌᇶ‽ࠖ࠸࠺㸧ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜ
ࡋࡓ㞀ᐖ፹య➼ࡀཷ㡿ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡶྠᵝࡋࡲࡍࠋฎศ㈝⏝ࡀⓎ
ሗ㓘ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍࠋᡂຌᇶ‽ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ሙྜࡣᪧྍ⬟ุ᩿
⏕ࡋࡓሙྜࡣㄳồࡋࡲࡍࠋ
ࡋࠊሗ㓘ࡣⓎ⏕ࡋࡲࡏࢇࠋ
մࢹ࣮ࢱ⣡ရ⏝፹యࡘ࠸࡚
2. ᡂຌᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᙜ♫ุ࡛᩿ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡣࠊᪧࡋࡓࢹ࣮
1. ᪧࢹ࣮ࢱࡣཎ๎ࡋ࡚ᙜ♫࡛⏝ពࡍࡿࢹ࣮ࢱ⣡ရ⏝፹యಖᏑࡋ
ࢱࢆᗑ㢌➼࡛☜ㄆࡍࡿࡇࡼࡾ౫㢗⪅ࡀุ᩿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶ
࡚⣡ရࡋࡲࡍࠋ
ࡢࡋࡲࡍࠋ
2. ࢹ࣮ࢱ⣡ရ⏝፹యࡣᪧࢹ࣮ࢱࡢཷࡅΏࡋࢆ၏୍ࡢ┠ⓗࡋࠊ௨ᚋࡢ
3. ౫㢗⪅ࡢせᮃࡼࡾᡂຌᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛ࡶᪧࢹ࣮ࢱ
1

ࢆ⣡ရࡍࡿሙྜࡣሗ㓘ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍࠋ
4. ణࡋࠊሗ㓘ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶᪧసᴗせࡋࡓ㒊ᮦ㈝ࠊእὀຍᕤ
㈝ࠊ㐠㈤ࢆ౫㢗⪅ㄳồ࡛ࡁࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ղసᴗሗ㓘ไ
1. ࢹ࣮ࢱᪧసᴗࡢ⤖ᯝ㛵ࢃࡽࡎࠊᐇࡋࡓసᴗᑐࡋሗ㓘ࡀⓎ⏕ࡋ
ࡲࡍࠋ
2. సᴗሗ㓘ไࡼࡾᮏࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡍࡿሙྜࠊᙜ♫ࡣ౫㢗ᇶᮏᩱ
㔠┦ᙜ㢠࠾ࡼࡧᾘ㈝⛯ࢆ㡸ࡾࡲࡍࠋ
➨㸴᮲㸦ࢹ࣮ࢱᪧ㸧
1. ᙜ♫ࡣ౫㢗⪅ࡽࢹ࣮ࢱᪧࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡓሙྜࠊᪧసᴗࢆ㛤ጞࡋ
ࡲࡍࠋణࡋࠊᪧᶵᮦࠊ㈨ᮦࡢ≧ἣࡼࡾ┤ࡕ㛤ጞ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
2. ᙜ♫ࡣࢹ࣮ࢱᪧసᴗࡢ⤖ᯝࠊᪧࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢရ㉁☜ㄆ࠾ࡼࡧ౫
㢗᭩グ㍕ࡉࢀࡓᚲせࢹ࣮ࢱࡀᪧ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᚲ
せ᭱ప㝈ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
3. ᡂຌሗ㓘ไࡢሙྜࠊ౫㢗᭩グ㍕ࡢᚲせࢹ࣮ࢱࡀᪧ࡛ࡁࡓሙྜࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣู㏵ᐃࡵࡓᡂຌᇶ‽㐩ࡋ࡚࠸ࡿᙜ♫ࡀุ᩿ࡋࠊ౫㢗⪅ࡀྠ
ពࡋࡓሙྜࡣࢹ࣮ࢱᪧᡂຌࡋࡓࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
4. ᪧࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࢹ࣮ࢱ⣡ရ⏝፹య᭩ࡁ㎸ࡳࡲࡍࠋ
5. ࢹ࣮ࢱᪧࡀྍ⬟ࡔࡗࡓሙྜࠊࡑࡢ᪨ࢆ㏻▱ࡋࡲࡍࠋ
➨㸵᮲㸦ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡢ㸧
1. ➨㸴᮲ᇶ࡙ࡃࢹ࣮ࢱࡢᪧᚋࠊ㈝⏝ࡢᨭᡶ࠸ᘬࡁ࠼ᙜ♫ࡣ
ᪧࢹ࣮ࢱࢆ⣡ရࡋࠊྠཷ㡿☜ㄆ᭩ࢆࡋࡲࡍࠋ
2. ౫㢗⪅ࡣࠊᙜ♫ᑐࡋࠊ➨㸯㡯ࡢཷ㡿☜ㄆ᭩ࢆ⣡ရࡽ㸯㸮᪥௨ෆ
㏉㏦ࡋࡲࡍࠋ
3. ౫㢗⪅ࡀᙜ♫ᑐࡋ๓㡯ཷ㡿☜ㄆ᭩ࢆ㏉ಙࡍࡿཷ㡿☜ㄆ᭩ࡢ㏉㏦
ࡀ࡞࠸ࡲࡲ⣡ရࡽ㸯㸮᪥ࡀ⤒㐣ࡋࡓሙྜࠊᙜ♫ࡣࠊᪧࡋࡓࢹ࣮ࢱ
ཬࡧᪧసᴗ୰Ⓨ⏕ࡋࡓ୰㛫⏕ᡂࢹ࣮ࢱࢆྵࡴࢹ࣮ࢱࢆᾘཤࡋ
ࡲࡍࠋ
➨㸶᮲㸦సᴗሙᡤ࠾ࡼࡧᥦᦠᴗ⪅ࡢጤクࡢᢎㅙ㸧
1. ᙜ♫ࡼࡿࢹ࣮ࢱᪧసᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ፹యࡢ✀㢮࣭≧ἣࡼࡾᙜ♫
ࡢタ࠾ࡼࡧᙜ♫ᥦᦠࡍࡿᅜෆእタ࠾࠸࡚⾜࠺ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
2. ౫㢗⪅ࡣࠊᙜ♫ࡀࢹ࣮ࢱᪧ➼ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ᥦᦠᴗ⪅ࡢጤク
ࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࡇࢆணࡵᢎㅙࡋࡲࡍࠋ
➨㸷᮲㸦ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝ㸧
1. ౫㢗⪅ࡣࠊ➨㸵᮲㸯㡯ࡢ⣡ရᚋ┤ࡕཷ㡿☜ㄆ᭩ᇶ࡙ࡁ᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊ
㐣ㄗࡑࡢࡢ⍗⑅ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊ⣡ရࡽ㸯㸮᪥௨ෆᙜ♫㏻▱
ࡋࡲࡍࠋ
2. ๓㡯ࡢᮇ㛫୰౫㢗⪅ࡽࡢ㏻▱ࡀ࡞࠸ࡁࡣࠊᮏࢧ࣮ࣅࢫࡣᮏ᮲➨
㸯㡯ᡤᐃࡢ᳨ᰝྜ᱁ࡋࡓࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
3. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸᳨࡚ᰝྜ᱁ࡋࡓሙྜࡣࠊ౫㢗⪅ࡣᙜ♫ᑐࡋ࡚ࠊ
ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿఱࡽࡢ␗㆟ࡶ㏙ࡲࡏࢇࠋ
➨㸯㸮᮲㸦ࢹ࣮ࢱᪧ㈝⏝➼ࡢᨭᡶ㸧
ձࢹ࣮ࢱᪧ㈝⏝➼ࡢᨭᡶ࠸᪉ἲࡣ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡋࡲࡍࠋ
1. 㖟⾜㎸
2. ⌧㔠
3. ᙜ♫ࡢྲྀࡾᢅ࠺ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ
4. ᙜ♫ࡢྲྀࡾᢅ࠺㐠㏦♫ࡢ௦㔠ᘬ౽
ղᨭᡶ࠸ࡿᡭᩘᩱࡣ⏝⪅ࡢ㈇ᢸࡋࡲࡍࠋ
ճᙜ♫ࡣࠊ౫㢗⪅ࡽࡢࢹ࣮ࢱᪧ㈝⏝➼ࡢᨭᡶࡀ↓࠸ሙྜࠊ㡸ࡗࡓ
㞀ᐖ፹య➼࠾ࡼࡧᪧࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆᘬࡁΏࡉ࡞࠸ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
➨㸯㸯᮲㸦ᪧࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸㸧
1. ᙜ♫ࡣࠊᪧࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣᶵᐦሗࡋ࡚ཝ㔜ྲྀᢅ࠸ࠊෆᐜࢆ₃ὤࠊ
ཱྀእࡍࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࡑࡢෆᐜࡣ㛵▱ࡋࡲࡏࢇࠋ
2. ᪧࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣရ㉁☜ㄆࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢཧ↷ࢆࡍࡿࡇ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
3. ᪧࡋࡓࢹ࣮ࢱࡀྵࡲࢀࡿ୰㛫⏕ᡂ≀ࡣࢹ࣮ࢱᪧྍ⬟࡞≧ែ
ᾘཤฎ⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
➨㸯㸰᮲ 㸦ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㸧
1. ᙜ♫ࡣࠊಶேሗࡣཝ㔜ྲྀᢅ࠸ࠊᪧసᴗ➼ࡢ┠ⓗ㐩ᡂᚲせ࡞⠊
ᅖෆ࡛⏝ࡋࡲࡍ
2. ᙜ♫ࡣࠊᪧసᴗ➼ࡀ⤊ࡋࡓሙྜࡣࠊ౫㢗⪅ࡢ㐃⤡࣭㓄㏦➼ࡢ
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㍺㏦࣭ලྜⓎ⏕ࡢᑐᛂ➼ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㛵ࢃࡿ┠ⓗࡸࠊࢧ࣮ࣅࢫ
ᥦ౪ᚋࡢ⟶⌮┠ⓗࠊ࠾ࡼࡧᙜ♫ࡽࡢሗᥦ౪௨እࡢ┠ⓗ࡛ࡣ౫㢗⪅
ࡢಶேሗࢆ⏝ࡋࡲࡏࢇࠋ
3. ๓㸰㡯ࡢࠊಶேሗ㛵ࡍࡿᙜ♫ࡢᑐᛂࡣࠊᙜ♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ᥖ㍕ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᇶ࡙࠸࡚⾜࠺ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
➨㸯㸱᮲㸦ゎ㝖㸧
ձ౫㢗⪅ཪࡣᙜ♫ࡣࠊ┦ᡭ᪉ḟࡢྛྕᥭࡆࡿ⏤ࡢ୍ࡘࡀ⏕ࡌࡓ
ࡁࡣࠊఱࡽࡢദ࿌࡞ࡃ┤ࡕᮏዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
1. ᨭᡶ⬟㝗ࡗࡓࡁ
2. ᙉไᇳ⾜ࠊ௬ᕪᢲ࠼ࠊࡶࡋࡃࡣ௬ฎศࡀࡌࡽࢀࡓࡁࠊࡲࡓࡣ⣡
ฎศࢆཷࡅࡓࡁ
3. ◚⏘ᡭ⥆ࠊẸ⏕ᡭ⥆ࠊ♫ᩚ⌮ࠊ♫᭦⏕ᡭ⥆➼ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ
ࡁ
4. ゎᩓࡢỴ㆟ࡲࡓࡣࡢ♫ྜేࡋࡓሙྜ
5. ⮬ࡽࡾฟࡋࡶࡋࡃࡣᘬࡁཷࡅࡓᡭᙧࡲࡓࡣᑠษᡭࡀΏࡾ࡞ࡗ
ࡓࡁ
6. ┘╩⾜ᨻᗇࡼࡾႠᴗࡢṆࡲࡓࡣྲྀᾘࢆཷࡅࡓࡁ
7. ᭀຊᅋࠊᭀຊᅋဨ➼ࡢ♫ⓗໃຊ࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࡁࠋ
ղ౫㢗⪅ཪࡣᙜ♫ࡣࠊ┦ᡭ᪉ࡀᮏዎ⣙᭩ᐃࡵࡿ⣙ᐃ㐪ࡋ┦ᙜࡢᮇ
㛫ࢆᐃࡵ࡚ദ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊᒚ⾜ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᮏዎ
⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
➨㸯㸲᮲㸦ྜពゎ⣙㸧
౫㢗⪅ཪࡣᙜ♫ࡣࠊዎ⣙ᮇ㛫୰࠸࠼ࡶ᪉ࡢྜពࡀ᭷ࡿሙྜࡣࠊ
ᮏዎ⣙ࢆྜពゎ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
➨㸯㸳᮲㸦ᦆᐖ㈺ൾ㸧
1. ᙜ♫ࡣᮏࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࠾࠸࡚⏕ࡌࡓࠊ⏝⪅ࡢ┤᥋ⓗᦆᐖࡘࡁࠊ
ᙜ♫ࡢᨾព࠶ࡿ࠸ࡣ㔜㐣ኻࡼࡿሙྜ㝈ࡾᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶ
ࡢࡋࡲࡍࠋ
2. ᮏࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࠾࠸࡚ᙜ♫ࡀᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ሙྜࠊ⏝⪅ࡀ
ᑐ౯ࡋ࡚ᨭᡶࡗࡓ⥲㢠ࢆ㝈ᗘ㢠ࡋࡲࡍࠋ
➨㸯㸴᮲㸦♫ⓗໃຊࡢ㝖㸧
ձᙜ♫ࡣࠊ౫㢗⪅ࡀḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓሙྜࠊ
ఱࡽࡢദ࿌࡞ࡃ┤ࡕᮏዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
1. ᭀຊᅋࡲࡓࡣᭀຊᅋဨ
2. ᭀຊᅋဨ࡛࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡽ 5 ᖺࢆ⤒㐣ࡋ࡞࠸⪅
3. ᭀຊᅋࡲࡓࡣᭀຊᅋဨࡀ⤒Ⴀࢆᨭ㓄ࡋࠊࡲࡓࡣ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵ࡋ
࡚࠸ࡿ⪅
4. ᭀຊᅋࡲࡓࡣᭀຊᅋဨᐦ᥋࡞㛵ಀ㸦㈨㔠ᥦ౪ࠊ┈౪ཬࡧᐦ᥋
㝿ࢆྵࡴ㸧ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
5. ⥲ᒇ➼ࠊ♫㐠ື࣭ᨻάື➼ᶆࡰ࠺ࢦࣟ
6. ≉Ṧ▱⬟ᭀຊ㞟ᅋ
ղᙜ♫ࡣࠊ౫㢗⪅⮬ࡽཪࡣ➨୕⪅ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ௨ୗྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱ
ᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊఱࡽࡢദ࿌࡞ࡃ┤ࡕᮏዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
1. ᭀຊⓗ࡞せồ⾜Ⅽ㸦ᭀຊᅋᑐ⟇ἲ➨ 9 ᮲ྛྕᐃࡵࡿ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ࠋ
㸧
2. ᭀ⾜࣭⬣㏕࣭ᙉせ࣭ᴗົጉᐖ⾜Ⅽࠊཬࡧࡑࡢࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ
3. ๓ྕࡢࠊᙜ࡞せồ⾜Ⅽ
ճ๓ྛ㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁᮏዎ⣙ࢆゎ㝖ࡋࡓᙜ⪅ࡣࠊᙜヱゎ㝖ࡼࡾ⏕
ࡎࡿᦆᐖࡘ࠸࡚ࠊ┦ᡭ᪉ᙜ⪅ᑐࡋ㈺ൾࡢ㈐ࡵࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋ
➨㸯㸵᮲㸦༠㆟㸧
ᮏዎ⣙ᐃࡵࡀ࡞࠸㡯ཪࡣᮏዎ⣙㛵ࡋ࡚⩏ࡀ⏕ࡌࡓࡁࡣࠊ౫㢗
⪅ཬࡧᙜ♫᪉ಙ⩏ㄔᐇࡢཎ๎ᚑ࠸༠㆟ࡋゎỴࡋࡲࡍࠋ
➨㸯㸶᮲㸦ྜព⟶㎄ุᡤ㸧
ᮏዎ⣙㛵ࡋッゴࡢᚲせࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊᮾிᆅ᪉ุᡤࢆ➨୍ᑂࡢᑓ
ᒓྜព⟶㎄ุᡤࡋࡲࡍࠋ
㸰㸮㸮㸲ᖺ㸲᭶㸯᪥ సᡂ
㸰㸮㸰㸮ᖺ㸱᭶㸯᪥ ᨵᐃ

