
お申込になる前に必ずお読みください 
 

下記の利用契約条項（以下「本契約」といいます）は、クオリティ株式会社（本社所

在地：東京都千代田区麹町 3-3-4 KDX 麹町ビル、以下「クオリティ」といいます）が

開発したクラウド型 IT 資産管理サービス ISM CloudOne（以下「本サービス」といいま

す。）を、お客様がご利用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客様がクラ

ウド型 IT 資産管理サービス ISM CloudOne 申込書（以下「申込書」といいます）に必要

事項を記入のうえ、署名、捺印をなし、この申込書をオリックス・レンテック株式会社

（以下「レンテック」といいます）に交付（郵送、ＦＡＸ、電子ファイルとして送信す

る方法等その交付方法を問わない）したときに、お客様は本契約のすべての条件に同意

したうえで、本契約の申込みをされたことになります。 

 

クラウド型 IT資産管理サービス ISM CloudOne利用契約条項 
 

第 1 条（定義） 

本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによるものとします。 

①「お客様」とは、本契約をレンテックと締結し、本サービスを利用する法人をいい

ます。 

②「WEB サイト」とは、本サービスの提供のためにレンテックがクオリティに開設さ

せるインターネット上のお客様専用の WEB サイトをいいます。 

③「対象ＰＣ」とは、お客様が本サービスを利用してセキュリティ対策、資産管理を

行う対象とするパーソナルコンピュータ等をいいます。なお、対象ＰＣの仕様によ

る本サービスの動作条件は、マニュアル等に記載のとおりとします。 

④「モバイル端末」とは、お客様が本サービスを利用してセキュリティ対策、資産管

理を行う対象とするスマートフォン、タブレット端末等をいいます。なお、動作検

証済み対応機種は、マニュアル等に記載のとおりとします。 

⑤「プリンタ装置」とは、お客様が本サービスを利用してセキュリティ対策、資産管

理を行う対象とするＰＣやモバイル端末に接続された印刷装置等をいいます。な

お、動作検証済み対応機種は、マニュアル等に記載のとおりとします。 

⑥「対象ＩＴ機器」とは、対象ＰＣ、モバイル端末、プリンタ装置の総称をいいます。 

⑦「エージェント」とは、レンテックが WEB サイトから提供し、お客様が対象ＩＴ機

器にインストールすることにより、対象ＩＴ機器のインベントリ情報等の収集が

可能となるソフトウェアプログラム（その更新版を含む）をいいます。 

⑧「マニュアル等」とは、レンテックが WEB サイトから提供するクオリティ所定の

ISM Web コンソール管理者ガイド（その更新版を含む）をいいます。 

⑨「管理者」とは、お客様のうち本サービスの利用に係るすべての事項を管理する責

任者として、お客様が申込書に記載し、レンテックに登録された者をいいます。 

⑩「管理ＩＴ機器」とは、管理者がＩD・パスワードを入力し WEB サイトにログイン

することにより、本サービスの利用が可能となるパーソナルコンピュータ等をい

います。 

⑪「ID・パスワード」とは、本サービスを利用する者を識別するために、また、本サ

ービスを利用する者が利用の際に管理ＩＴ機器に入力する、レンテックがお客様

に付与する固有の文字列、符号等をいいます。 

⑫「インベントリサーバ」とは、対象ＩＴ機器のインベントリ情報等の収集、管理の

ためにクオリティに設置するサーバをいいます。 

⑬「Web サーバ」とは、WEB サイト運用のためにクオリティに設置するサーバをいい

ます。 

第２条 （利用契約成立手続き） 

１．お客様は、予めレンテック所定の手続きを行い、本契約の条項に従うことにより、

１ヶ月間に限り（以下「トライアル期間」といいます）本サービスの内容について一

時的に体験することができます。お客様は、トライアル期間の満了日までに本サービ

スの利用を申し込むか、否かを任意に選択できるものとします。 

２．お客様は、本サービスの利用を申し込むことを選択しまたは本契約の締結を希望す

る場合、レンテック所定の申込書に必要事項を記載のうえ、レンテックに対し申込書

を交付するものとします。 

３．レンテックが前項によりお客様からの申込書を受領し、承諾書欄に捺印のうえ、電

子メールにその電子ファイル（以下「承諾ファイル」といいます）を添付し、送信す

る方法によりお客様の本契約の申込に対する承諾をしたときに、お客様とレンテッ

クとの間で本契約が成立します。なお、お客様による申込がなされた場合であっても、

レンテックは承諾の義務を負うものではありません。レンテックは、お客様からの申

込を応諾するか否かを任意に決定することができるものとします。 

４．お客様は、当初申し込まれた対象ＩＴ機器数にさらに追加してエージェントをイン

ストールすることを希望する場合には、第２項および第３項の手続きを準用するも

のとします。 

第３条（ID・パスワードの付与およびエージェントの提供） 

１．レンテックは、前条第１項のトライアル期間の満了日または、承諾ファイルに定め

たサービス開始日までに、ID・パスワードをお客様が指定するメールアドレス宛て送

信するものとします。なおレンテックは、お客様に特別な事情が無い限り、一度発行

された ID・パスワードに追加発行することまたは再発行することはいたしません。 

２．お客様は、お客様の管理ＩＴ機器から ID・パスワードを入力することにより WEB サ

イトにログインし、WEB サイトから提供されるマニュアル等に従い、インベントリ情

報等を収集する対象ＩＴ機器に対し、レンテックが承諾した数量までのエージェン

トをインストールしたときから、次条記載の条件で本サービスを利用することがで

きます。 

３．お客様がエージェントをインストールした対象ＩＴ機器数は、お客様が申込書に記

載する対象ＩＴ機器数を超えてはならないものとします。お客様が当初申し込まれ

た対象ＩＴ機器数から対象ＩＴ機器を追加することを希望し、エージェントのイン

ストールをされる場合は、その都度所定の申込書をレンテックに交付し、前条に定め

る手続きを要するものとします。なお、この場合、新たに ID・パスワードは発行され

ません。 

４．お客様は、ID・パスワードを、それぞれ管理者以外の第三者へ貸与、または譲渡す

ることはできないものとします。 

５．お客様は、ID・パスワード、エージェントを紛失した場合、または第三者に知られ

た場合はすみやかにレンテックに届け出るものとします。 

６．ID・パスワードおよびエージェントに関する事項を含め本サービスの利用に関する

お客様の窓口は管理者とします。 

７．お客様が対象ＩＴ機器をレンテックからレンタルされる場合、レンテックが別途定

める料金をお支払いいただくことにより、対象ＩＴ機器へのエージェントのインス

トール作業を予め依頼することができるものとします。 

８．前条第１項のトライアル期間が満了し、お客様が本契約の締結を希望しない場合、

または本契約が理由の如何を問わず終了したときは、お客様は、直ちにエージェント

を全ての対象ＩＴ機器からアンインストールし、ID・パスワードを消去するものとし

ます。 

第４条 （本サービスの提供） 

１．レンテックは、クオリティから本サービスに関する一切の提供をうけ、承諾ファイ

ル記載の開始日から第５条に定める利用期間の間、本契約に定める条件にてお客様

に対し下記内容の本サービスを提供します。なお、お客様が利用できる本サービスの

内容の概要、詳細はマニュアル等に記載されます。 

〔本サービス内容〕 

対象 PC 管理機能につい

て 

モバイル端末管理機能に

ついて 

プリンタ装置管理機

能について 

①セキュリティレベル診

断 

②IT 資産管理 

③Windows Update 自動更

新対策 

④利用禁止ソフトウェア

の検出及び起動制御 

⑤ウイルス対策ソフト診

断 

⑥各種レポート・台帳作

成 

⑦セキュリティアラート 

⑧MS Office 製品、Adobe

製品のライセンス管理・

診断 

⑨リース・レンタル資産

管理 

⑩リモートコントロール 

⑪ソフトウェア自動一括

配布・バージョン管理 

①端末の利用ポリシー一

括設定 

②海外端末管理 

③端末情報の収集・台帳化 

④端末の脆弱性検出及び

レポート作成 

⑤端末の紛失または盗難

時の情報漏えい対策 

⑥アプリケーションの起

動制御 

⑦ネットワークの統制制

御 

⑧マルチキャリア・マルチ

デバイス対応 ※対応機

種に限る 

⑨前各号の他レンテック

が追加するサービス 

①MIB 情報の取得 

②プリンタードライ

バーの設定状況収集 

③プリンタードライ

バーの遠隔設定 

 ※レンテックは、上記サービスの内容を任意で変更できるものとします。 

２．お客様は、本契約の有効期間中、原則としていつでも WEB サイトにアクセスし、本

サービスを利用できるものとします。ただし、インベントリサーバ、Web サーバ等の

機器の定期保守や復帰作業、その他やむを得ない事態により、お客様に事前の通知無

しに本サービスの提供を一時停止する場合があることをお客様は承認します。 

３．レンテックは、お客様の WEB サイトでの正規の利用方法ではない操作やアクセスお

よびエージェントのインストール数を監視するために、お客様の本サービスの利用

履歴を管理・調査・閲覧出来るものとします。またその利用履歴の記録は保管期間に

ついての制限を設けないものとします。ただしそのアクセスの記録には、個人を特定

することの出来る情報は含まれません。 

第５条（利用期間） 

１．本サービスの利用期間は、3 ヶ月以上で１ヶ月単位とし、承諾ファイルに記載され

た期間とします。 

２．お客様は、本契約に違反しないことを条件として、レンテックに対して利用期間満

了日の１ヶ月以上前の書面による申込みにより、本契約と同条件で本契約の一部ま

たは全部の利用期間を延長できるものとし、以後利用期間満了毎に同様とします。 

第６条（利用料金）  

１．本サービスの利用料金（以下「利用料」といいます）は利用期間 1 暦月あたりの月

額とし、承諾ファイル記載の金額とします。なお利用期間開始日および終了日の暦月

に１ヶ月未満の日が生じた場合は、それぞれの期間は１ヶ月と見なし、月額に相当す

る利用料とし、それぞれ日割計算はしません。 

２．お客様が申込時に記載された対象ＩＴ機器の数量を越えて、エージェントをインス

トールされた場合、超えた数量分の対象ＩＴ機器にかかる利用料は、第１項の利用料

に加算されるものとし、お客様は、レンテックの請求に従い支払うものとします。 

３．お客様が本サービスの利用に要したインターネット等の通信料金および管理ＩＴ

機器、対象ＩＴ機器その他機器に関連して発生する費用は、お客様が負担するものと

します。 

第７条（オプションサービス） 

１．お客様は、本契約の有効期間中にレンテック所定の手続きによる申込を行うことに

より、本サービスに付帯して以下のサービス（以下「オプションサービス」といいま

す）を利用することができるものとします。なお、オプションサービスの提供には、

レンテック所定の期間を要します。 

 〔オプションサービス内容〕 

オプションサービスの

種別 

サービス概要 

① 外部デバイス制御 USB メモリやスマートデバイスなどの外部デバイス利

用を制御 

② 操作ログ取得 クライアント PC の操作をログとして管理し、不正操作

を抑止 

③ ディスク暗号化 ハードディスクをまるごと暗号化し、盗難や紛失時の情

報漏えいを防御 

④ URフィルタリング 不審なサイトの閲覧やストレージサービスなどへのア

クセスを制御 

⑤ リモートコントロ

ール 

インターネット経由のリモート操作で、業務の効率化を

実現 

２．前項のオプションサービスの対価は、利用料には含まれておりません。オプション

サービスを申し込まれた場合お客様は、都度レンテックからの請求によりオプショ

ンサービスの対価を支払うものとします。 

第８条（サポートサービス） 

１．お客様は、レンテックに対して本契約の有効期間中、または、トライアル期間中、

本契約に関する各種申し込み、解約、料金などの事項および本サービスに関する各種

操作、障害などの事項について、管理者をして承諾ファイル記載のレンテックの営業

担当に電話、E-mail にて問い合わせることができます。 

２．サポートサービスに関する事項を含め本サービスの利用に関するお客様の窓口は

管理者とし、本サービスの利用条件に関するレンテックからお客様への通知等につ

いて、レンテックは、管理者に対して行えば足りるものとします。 

３．お客様が本サービスの利用に関しレンテックに対して質問、相談等の問合せができ

る時間は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで（ただし年末年始、祝祭日

を除く）とします。 

４．お客様は、サポートサービスの提供に関するレンテックの義務は、第 1 項記載の内

容に関する合理的な努力を行うことに限られることに同意します。 

５．次に定める事項はサポートサービスの対象外となります。 

  ①マニュアル等に記載されている基準、範囲を超えての利用に関する問合せ 

  ②エージェントの初期設定以外の各種ソフトウェア、ハードウェアの設定および

導入作業およびそれらに関する問合せ 

  ③エージェントに起因しない対象ＩＴ機器の不具合についてのお問い合わせ 

  ④その他技術員をお客様の指定する場所に派遣しての対応、定期点検、予防処置等 

第９条（著作権等） 

１．本サービス（エージェントを含む）およびマニュアル等に関する著作権その他のす



べての知的財産権（以下「知的財産権等」と総称します）は、レンテックに帰属する

ものを除きクオリティへ独占的に帰属します。 

２．お客様は、レンテックの書面による事前の承諾を得ることなく、エージェント、マ

ニュアル等および ID・パスワードを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できない

ものとし、かつ、本サービスを利用する権利に担保権を設定することはできないもの

とします。加えて、お客様は、レンテックの書面による事前の承諾を得ることなく、

お客様の顧客サービス（有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして

第三者へ提供されるサービス）の一環として本サービスを利用することはできない

ものとします。 

３．お客様は、エージェントにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは

逆アセンブルすることはできないものとします。またお客様のエージェントの改変

等に起因して本サービスに何らかの障害が生じた場合、レンテックおよびクオリテ

ィは当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。 

第 10 条（禁止行為） 

お客様は、本サービスを利用するにあたり、お客様自らまたは第三者をして以下の

各号に定める行為またはこれらに類する行為を行ってはならないものとします。 

①Web サーバ、インベントリサーバにアクセスしそれらに記録された情報等を改竄、

削除、破壊することまたは本サービスの提供を阻害、妨害する行為または恐れのあ

る行為。 

②WEB サイトにログインしてマニュアル等に定めのない操作、設定、登録等を行うこ

とまたは ID・パスワードを不正に利用し、または使用させる行為。またコンピュ

ータウィルス等有害なプログラムおよび不適切なデータを送信、入力する行為。 

③エージェントの第三者への提供・販売・再配布・レンタル・リースその他同等とレ

ンテックが認める行為 

④公序良俗に反する本サービスの利用行為 

⑤本サービスの信用を毀損または毀損するおそれのある行為 

⑥他人を誹謗・中傷し、プライバシーを侵し、名誉を毀損する行為 

⑦特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に反して迷惑メールやそれに準ず

るものを送信する行為 

⑧本サービスにかかる機能を利用して、インターネット上にあるサイトへレンテッ

クまたはお客様の情報その他一切の不特定な情報を登録する行為  

⑨上記以外でレンテックが不適切と認める行為 

第 11 条 (免責等)  

１．レンテックは、本サービス（サポートサービス、オプションサービスを含む、以下

本条において同じ）の利用およびマニュアル等の内容またはエージェントの機能等

がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本サービスおよび

マニュアル等の誤用、ID・パスワード、エージェント等の物理的な紛失、盗難、事故

等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。 

２．申込書記載のお客様の記載事項に不備がある場合、その内容の変更の届出がなされ

ない場合、本サービスの提供、レンテックからお客様への通知およびその他のコンタ

クトの不到達により生じる不利益および損害またはその他の第三者に生じた間接的

損害、付随的損害および逸失利益に関してレンテックは一切の責任を負いません。 

３．レンテックは、システムの不具合（通信機器、回線、コンピュータ等の障害および

外部からの不正アクセスによって生じたそれら障害を含む）または、天災地変、テロ、

戦争等不可抗力によって本サービスを利用できなかった場合の積極的損害および消

極的損害を含め、一切賠償請求の責めを負いません。 

４．ID・パスワードを用いてお客様が WEB サイト上にて行われた電子的処理による行為

は、理由のいかんにかかわらず、すべてお客様の行為としてお客様はその責任を負う

ものとします。 

５．レンテックは、エージェントより収集される情報の内容その他について保証しない

ものとします。 

６．お客様は、対象ＩＴ機器にエージェントをインストールする際、エージェントの仕

様についてあらかじめ了承したものとします。また、レンテックは、エージェントの

インストールによりお客様の対象ＩＴ機器に発生した事象について、一切の責任を

負わないものとします。 

７．レンテックは、お客様が本サービスを使用した際に、故意または過失の如何を問わ

ず、電子メールの送信誤り等によって情報が第三者に漏洩した場合について、一切の

責任を負わないものとします。 

８．レンテックは、お客様のシステムに起因して本サービスを提供することが出来ない

場合、一切の責任を負わないものとします。 

９．レンテックは、お客様が本サービスを利用して得た情報・データその他についてそ

の正確性・完全性・有用性を保証しないものとします。 

10．レンテックは、お客様からの問合せに対して最善の努力をもって回答を行いますが、

回答の結果に関してお客様または第三者に直接的または間接的に損害が発生した場

合であっても、一切の補償を行いません。 

11．第９条第１項の知的財産権等は、本サービスの提供に伴いお客様へ移転するもので

はありません。 

12．本サービスは、お客様の所有する機密情報や個人情報の保護、情報漏えいやその他

全ての情報セキュリティに関する事件、事故について防止し、保証するものではあり

ません。 

第 12 条（利用条件等の変更） 

レンテックは、本契約が終了するまで、本サービスの提供条件、その他本サービス

の内容、機能等を諸般の事情により変更できるものとし、お客様は、これを予め承認

します。なお、この場合、変更された利用条件については、WEB サイト、電子メール

等の方法によりお客様に通知されるものとし、お客様は、変更後の利用条件をもっ

て、その他は本契約の内容が有効に適用されることを確認します。 

第 13 条（守秘義務） 

１．お客様およびレンテックは、(a)申込書記載の内容、および、(b)本契約に関連して

知り得た情報（ID・パスワード、サポートサービスに関連する FAX 番号、電子メール、

WEB サイトの URL、更新エージェント、本サービスの一環として収集した対象ＩＴ機

器のインベントリ情報等、インベントリサーバ、Web サーバに記録された情報内容を

含む）につき、相手方の承諾を得ることなくクオリティ以外の第三者に開示または漏

洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合

を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等

正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には相

手方当事者に対して速やかに通知を行うものとします。 

２．前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものと

します。 

①開示を受けた時に既に公知である情報 

②開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報 

③開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報 

④第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報 

⑤機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報 

３．前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したと

きであっても３年間はなおその効力を有するものとします。 

第 14 条（本契約の解除および解約） 

１．お客様がつぎの各号の一にでも違反した場合、レンテックは何らの事前の催告を要

することなく、通知のみにより本契約の全部または一部を即時に解除することがで

きます。この場合、お客様は、本サービスの利用期間にかかる利用料の総額から既に

支払済みの利用料を控除した額およびその他本契約に基づく未払いの金銭債務の一

切を、直ちにレンテックに対して支払うものとし、お客様は、解除後直ちに、本サー

ビスにかかるエージェント、マニュアル等、ID・パスワードおよびそれらすべての複

製物をレンテックへ返却するかまたは破棄するものとします。 

①本契約の各条項の一にでも違反したとき。 

②本契約に基づく取引以外のお客様、レンテック間の取引の一にでも違反したとき。 

③営業を休、廃止し、または解散したとき。 

④強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再

生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。 

⑤支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告があったとき。 

⑥営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事由に基づき

判断されるとき。 

２．お客様は、レンテックに対して１ヶ月以上前の書面による通知により、本契約の一

部または全部を解約し終了させることができます。ただし、利用期間の開始日から３

ヶ月を経過していない場合は、解約できません。理由の如何を問わず、レンテックが

クオリティから本サービス提供のために必要な権利の設定を受けられないこととな

った場合には、レンテックは本契約の一部又は全部を無条件で解約することができ

るものとします。本契約が解約により終了した場合、お客様は、レンテックの指示に

従い、本サービスにかかるエージェント、マニュアル等、ID・パスワードおよびそれ

らの複製物を破棄するものとします。 

３．前項の解約の場合、お客様は直ちに未払いの利用料、その他本契約に基づく未払い

の金銭債務の一切を支払うものとします。なお、解約日に属する月の利用料金は、当

月利用日数にかかわらず、月額利用料相当額とし、日割り計算はしません。またレン

テックは、解約日までに本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いた

しません。 

４．レンテックは、本契約の解除または解約による終了によってもインベントリ情報等

お客様に関する全ての情報についての返却の義務は負わないものとします。ただし

レンテックは、本サービス、オプションサービス等本契約に関する全てのお客様の固

有のデータ（Web サーバ、インベントリサーバに記録されたデータの一切およびそれ

らの複製物を含む）を、全て速やかに消去するものとします。 

第 15 条（輸出） 

１．お客様は、原則本サービス（オプションサービスを含む）を日本国内でのみ利用す

るものとします。 

２．お客様は、エージェントを(a)直接的、間接的を問わず、日本国、米国およびその

他の国のすべての法律、規制（以下輸出関連法規という）に違反して輸出しないこと、

また(b)核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散防止に関する規定を含む輸出関連法規に

よって禁じられている用途で使用しないことを保証するとともに、それらの諸規制

等を遵守しなくてはなりません。また、日本国外に輸出する場合には、事前に書面に

てレンテックに通知のうえ、書面によるレンテックの承諾を得るものとします。 

第 16 条（一般条項） 

１．本契約は、本サービスの利用に関し、本契約の締結以前にお客様が同意されたすべ

ての取り決めに優先して適用されます。なお、お客様は、レンテックが民法 548 条の

4 の規定に基づき、本契約の内容を変更できることに同意します。この場合、レンテ

ックは、当該変更の効力発生時期までに相当な予告期間をおいて、当該変更を行う旨、

当該変更後の本契約の内容および当該変更の効力発生時期を、レンテックが適切と

判断する方法（web サイト上での表示、お客様に対する電子メールでの通知等の方法

を含む）でお客様に事前に周知します。 

２．お客様は、第６条第１項に基づく利用料、第７条第２項に基づくオプションサービ

スの対価、第 14 条第 1 項による金員には税法所定の消費税額、地方消費税額を付加

し、レンテックが発行する請求書記載の条件にてレンテックが指定する銀行口座へ

振り込む方法により支払うものとします。 

３．お客様は、本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、レンテックに対し支払

期日の翌日より完済に至るまで年 14.6％の割合（1 年を 365 日とする日割計算）によ

る遅延損害金を支払うものとします。 

第 17 条（信義則） 

お客様およびレンテックは、本契約の各条項に疑義が生じたとき、または本契約に

定めのない事項については、信義に基づき誠実に協議して解決するものとします。 

第 18 条（裁判管轄） 

本契約に関するすべての紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所

を第一審の専属管轄裁判所とすることに、お客様は合意します。 

第 19 条 レンテックの個人情報の取り扱いについて 

［レンテックが定める個人情報に関する条項］ 

１．個人のお客様（以下当事者という）が申込書に署名する場合、以下の条項が適用さ

れます。 

〔個人情報の利用目的〕 

レンテックは、当事者の個人情報すべてを以下の目的（以下｢利用目的｣という）

で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、当事者はこれに同意し

ます｡ 

〔利用目的〕 

① 機器等のレンタル、販売、各種サービスの提供などのレンテックの事業につき、

当事者からの申込、当事者へのレンテックからの提案など当事者との商談に当た

り、適切な対応を行うため。 

② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うた

め、ならびに当事者の本人確認に当たり、適切な対応を行うため。 

③ 当事者との契約につき、レンテックにおいてその契約の管理を適切に行うため。

また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適

切に行うため。 

④ レンテックから、レンテックおよびオリックスグループ各社ならびにその他の

会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等

によりご案内するため。 

⑤ 当事者によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる当事者の満足の

ためのマーケティング分析に利用するため。 

⑥ オリックスグループ各社との共同利用のため。(共同利用については ORIX のホ

ームページ（http：//www.orix.co.jp）にてプライバシーポリシーにしたがう。) 

２．この契約にかかる取引につきレンテックが保有する当事者の個人情報を、クオリテ

ィに、その取引関係上必要な範囲においてレンテックが提供することに、当事者は同

意します。 

３．申込書に当事者以外の個人（以下「第三者」といいます）の個人情報が含まれてい

る場合、当事者はかかる個人情報のレンテックおよびクオリティへの開示、および第

１項の当事者を当該第三者に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該第三

者の同意を得るものとします。なお、クオリティの個人情報保護方針は、クオリティ

のホームページ（http://www.quality.co.jp/privacy.html）にて確認することがで

きます。 

http://www.quality.co.jp/privacy.html

