＜フルフルソーダマシマシーン

レンタルお申込み確認書＞

この度は株式会社アイブリッジ（以下弊社とします）が製造しますフルフルソーダマシーン（以下商品とします）
のレンタルにお申込み頂きまして誠にありがとうございます。商品のお申込みに際しましては下記の内容を十分に
ご確認頂き、了知の上、当レンタル申込書にご署名・ご捺印下さい。なお、商品のレンタルは国内に限りますので
ご留意ください。
第１条

レンタル料金

（1） レンタル料金、オプション料金は、別紙に記載された金額とします。
（2）

経済事情の変動、原材料の高沸などにメーカー都合によるレンタル料の増額を請求することができるもの
とします。

第２条

毎月のレンタル料金のお支払い

（1） 毎月のレンタル料金の支払いは、原則クレジット決済（当月分を前月 20 日引き落とし）でのお支払いとな
りますが、クレジットカードをお持ちで無い方は口座自動振替（当月分を前月 27 日引き落とし、27 日が土日
の場合は翌営業日）とさせて頂きます。お振込みでのお支払いはお受けしていません。
（2） 契約日初月はレンタル料を商品の契約日から、発送期間、受取期間を概算で７日と弊社で設定させて頂き
まして、契約日から７日間を差し引いた日付で、日割り計算させて頂きまして以下のとおりとさせていただき
ます。
ア 商品発送時点で引き落としの決済処理が完了している場合
翌月のレンタル料金と合わせてご請求させて頂きます。
イ 商品発送時点で引き落とし決済処理が完了していない場合
お申込者様のご希望に従い、
(ア)

初月のレンタル料の日割り分と翌月のレンタル料の合計金額を代引き発送させて頂くか、もしくは

(イ)

お振込み確認後に商品を発送させて頂きます。

（3） 途中追加分の、オプション部品の日割り計算は行いません。お申し込み日の翌月から、通常のレンタル料
金にオプション分の代金を加算させてご請求頂きます。オプション途中追加分の送料は 1,000 円になります。
（4） 弊社では、請求書及び領収書を発行しておりません。お支払い金額は、クレジット決済の場合は明細書、
口座自動振替の場合は通帳にご記帳頂くことでご確認いただきますよう、お願い致します。
第３条

商品の設置・メンテナンス費用

基本的に弊社および代理店は設置・メンテナンスは行いませんので、お申込者自身で動画をご覧頂きまして、設
置・メンテナンスを行って頂きますが、別途代理店による、設置・メンテナンスを希望される場合は代理店の出張
費として、別途お見積りの金額を各代理店にお支払い下さい。
第４条

商品の使用目的

商品の使用目的は、自家製炭酸水および各種炭酸飲料の製造に限ります。
第５条

商品の設置場所の変更

お申込者が商品の設置場所を変更する場合は、事前に商品の引き渡しを受けました各代理店に連絡をお願い致し
ます。
第６条

商品の権利等

このレンタル契約に基づいてお貸し出しする商品、その他キャップ等備品類の所有権は弊社になります。レンタ
ル契約者様は商品の権利または業務の一部または一部を譲渡、担保の設定、貸与、販売、インターネットを含むオ

ークション出品、その他の処分、使用目的以外の使用、炭酸ガスの配送エリア内での弊社指定炭酸ガス以外の使用、
改造・現状変更、無断譲渡、無断転貸を禁止します。
第７条

商品の破損・紛失・滅失

レンタル期間中に、商品が破損及び紛失・滅失した場合は、破損及び紛失・滅失の原因がお申込者様の責めに帰
すべき事由であるか否かを問わず、以下の金額をお引き落としさせて頂きます。
ア レギュレーター１台につき 100,000 円
イ フルフルアルミキャップ 12,000 円
ウ フルフル白キャップ 10,000 円
エ 1.5L 用クッションカバー 3500 円
オ 500ml 用クッションカバー 2500 円
カ 500ml ペットボトル 400 円
キ 1.5L ペットボトル 600 円
ク コック 2,000 円
第８条

商品の保証・修理・交換

（1）

メーカーの使用説明書の記載の通りに使用した場合に発生した故障の場合は、レンタル期間中は送料も含め
無償で修理、交換させて頂きます。ただし、保証・修理・交換は配送可能エリアに関しましては、弊社指定の
炭酸ガスを使用時のみ対象になります。配送可能エリア内にもかかわらず、フルフルソーダマシン専用炭酸ガ
スボンベをご使用になっていない場合は全ての保証は対象外となります。

（2）

レギュレーターに関しましては、故障品が届いた時点で、弊社で調査させて頂きまして、お客様の不注意に
よる外傷、ゴミの混入による故障の場合は修理代金（上限 10,000 円）と、故障品回収と新たなレギュレータ
ーの発送の往復の送料(一律 2000 円)と、合計 12,000 円を翌月のレンタル代金と一緒にお引き落としさせて頂
きます。故障内容に関しては弊社の判断に応じて頂きます。また、希望者には別途有償(3000 円)で故障レポ
ートを作成させて頂く事も可能です。

（3）

キャップに関しましては、故障品が届いた時点で、弊社で調査させて頂きまして、お客様の不注意による外
傷による故障の場合は、修理代金（上限 4,000 円）と、故障品回収と新たなキャップの発送の往復の送料（一
律 1,000 円）と、合計 5,000 円を翌月のレンタル代金と一緒にお引き落としさせて頂きます。故障の内容に関
しては弊社の判断に応じて頂きます。

（4）

それでもなお、修理代金及び、送料をお支払頂けない場合は、商品をただちに回収させて頂きまして、契約
から 1 年以内の場合は残りのレンタル料金を一括で引き落としさせて頂き、解約処理を取らせて頂きます。商
品の回収が出来ない場合は、レギュレーター１台につき 100,000 円と、キャップ 1 個につき 10,000 円をお引
き落としさせて頂きます。

第９条

定期点検・修理・消耗品

メンテナンスはメーカーが提供する動画をご覧頂きまして、お申込者自身でメンテナンスを行って頂きます。ま
たレンタル期間中、お客様は弊社が選定したメンテナンス部品の配送サービスを無償で受けることができます。配
送させていただく部品の一例は以下のとおりです。
（1） １年に１度
1.5L ペットボトル、穴あき白キャップ、500ml ペットボトル、白キャップ、フルフルアルミキャップ用パッ
キン、袋カバー
（2） ２年に１度

ホース
第１０条 本体・部品に関して
レンタル商品で、消耗品の定期発送、無料修理・交換を行っていますので、全ての商品は新品及び、弊社で新品
同様にメンテナンスを行いました中古の商品になります。
第１１条 お取引の解除・解約
解約はお客様（お申込者）からのお申し出により随時受け付ますので、解約は商品を購入された各代理店にお
申し出下さい。但し、ご申告日が解約日ではなく、弊社に商品が届いた日をご解約月とさせて頂き、解約月まで
のレンタル代を引き落とさせて頂きます。ます。レンタル料金の日割り計算は行いません。メーカーまでの送料
もお申込者様のご負担になります。着払いでお送り頂いた場合は実費をお引き落としさせて頂きます。届いた商
品が過度な汚れ、激しい外傷がある場合、その他の付属品商品が場合は別途費用をご請求させて頂きます。
未開封の専用炭酸ガスは未使用の場合でも納品後は返金致しません。解約時の専用炭酸ガスの回収費用と致し
まして１本あたり 1500 円になります。
第１２条 契約期間
契約期間は１年になります。契約満了日から１ヶ月前までに代理店に契約終了のお申し出がない限り、弊社か
らの通知無しで１年間自動更新とさせて頂きます。また、契約満了日から２週間以内にレンタル商品一式をメー
カーにご返却（必着）いただけない場合は、契約は終了せず、月額のレンタル代金を毎月引き落としさせて頂き
ます。
第１３条 違約金
お申込日から１年以内での解約の場合、違約金として 12 ヶ月から契約期間を差し引いた、残りの契約期間
のレンタル費用を引き落とさせて頂きます。
第１４条 強制解約
弊社は、お申込者様が下記のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく直ちにレンタル契約を解除
することがあります。
（1） レンタル料金の支払いが 3 ヶ月分以上滞り、代理店からの督促にもかかわらず支払いが実行されない場合
（2） 弊社および代理店への申告、届出内容に虚偽の記載があった場合
（3） お申込者から届けのあった連絡先に 3 ヶ月以上連絡がとれなくなった場合
（4） 代理店からの督促にもかかわらず指定の炭酸ガスを使用しなかった場合（詳細は下記の「指定の炭酸ガスの利
用」を参照）
（5） その他、上記各号に類する不信用な事実があった場合
第１５条 指定の炭酸ガスの利用
（1） ビールメーカーが提供する炭酸ガスは生ビール専用の為使用出来ませんので、弊社指定の炭酸ガスを使用して
頂きます。※但し配送可能エリアのみ
（2） お申込のレンタルコースに応じて、弊社で専用炭酸ガスの予測消費期間を概算で算出させて頂いて、長期間、
専用炭酸ガスの交換のご注文が無い場合は、専用炭酸ガスを使用されているかの確認の為、代理店からお電話
をさせて頂きます。
（3） ビールメーカーが提供する炭酸ガスの使用が発覚後、代理店からの督促にもかかわらず、ビールメーカーの炭
酸ガスを使用された場合は、弊社はレンタル契約を解除し、全ての商品を回収させて頂きます。お申込から 1

年以内の回収の場合は、違約金として 12 ヶ月から契約期間を差し引いた、残りの契約期間のレンタル費用を引
き落とさせて頂きます。また回収出来ない場合は、全ての消耗品の発送を停止させて頂くのと同時に、商品の
紛失・故意の破損の場合と同様の金額をお引き落としさせて頂きます。
（4） 指定の炭酸ガスが配送エリア外から、配送が可能になった時点で随時、代理店からご連絡をさせて頂きまして、
その時点から専用の炭酸ガスに変更をお願い致します。配送が可能になったエリアにも関わらず、ビール会社
の炭酸ガスを使用される場合は、上記と同じく、全ての商品を回収させて頂きます。回収出来ない場合は、全
ての消耗品の発送を停止させて頂くのと同時に、商品の紛失・故意の破損と同様の金額をお引き落としさせて
頂きます。
第１６条 専用炭酸ガスの価格
指定の専用炭酸ガスは全国一律、送料も含む 4,000 円になります。納品した翌月にレンタル料金と一緒にお引
き落としさせて頂きます。ボンベの保証金は 0 円ですが、誤って酒販店に回収など紛失・盗難された場合は 1 本
あたりボンベ代の実費(20,000 円)をお引き落としさせて頂きます。
第１７条 専用炭酸ガスの発注方法
（1） 酒販店のような翌日配送ではなく、発注いただいてからお届けまでエリアによっては４日かかります。専用炭
酸ガスの残量が少なくなりましたら、こまめに残量のご確認をされお早めの発注をお願い致します。
（2） 専用の炭酸ガスの発注は商品をご購入頂きました各代理店にお願い致します。代理店定休日など受け取りが出
来ない日時の発注・納品を希望されます場合は、原則として同代理店の営業時間内に納品させて頂きます。な
お、納品日時の指定は出来かねますのでご了承ください。
第１８条 店名、ロゴの使用許可
お申込みと同時に、お申込者の店名、ロゴ等を弊社導入実績として広報させて頂くことがお申し込みの条件と
なりますので、ご協力いただきますようお願い致します。
第１９条 契約内容の変更
契約内容は随時変更・更新させて頂く事がございます。
第２０条 合意管轄
弊社及びお申込者は、本契約及び個別契約に関する紛争が生じたときは、福岡地方裁判所を第一審の専属的管
轄裁判所とすることに合意します
※ 金額は全て税別の表記になりますので、別途消費税がかかります。

＜別紙

レンタル料金・オプション料金 価格表＞

■セット番号①：飲食店向け 基本セット(小箱向け) 月額 4,000 円
・炭酸水用：500ml ペットボトル×5 本、フルフルアルミキャップ×1
・コーラ・ジンジャー復活用：1.5L ペットボトル×2 本、フルフル白キャップ×2
■セット番号②：飲食店向け 標準セット(中規模向け) 月額 4,500 円
・炭酸水用：500ml ペットボトル×10 本、フルフルアルミキャップ×1
・コーラ・ジンジャー復活用：1.5L ペットボトル×2 本、フルフル白キャップ×2
■セット番号③：飲食店向け 標準セット(中規模向け)＋スパークリングワイン

月額 5,500 円

・炭酸水用：500ml ペットボトル×10 本、フルフルアルミキャップ×1
・コーラ・ジンジャー復活用：1.5L ペットボトル×2 本、フルフル白キャップ×2
・スパークリングワイン用：1.5L ペットボトル×2 本、フルフル白キャップ×2
■セット番号④：炭酸水不要、コーラ、ジンジャー復活セット

月額 3,500 円

・コーラ・ジンジャー復活用：1.5L ペットボトル×2 本、フルフル白キャップ×2
■セット番号⑤：バー、ナイト向け 基本セット(小箱向け) 月額 4,000 円
炭酸水用：500ml ペットボトル×5 本、フルフルアルミキャップ×1
■セット番号⑥：バー、ナイト向け 基本セット(大箱向け) 月額 4,000 円
炭酸水用：500ml ペットボトル×15 本、フルフルアルミキャップ×1
※基本セットの 500ml、1.5L のペットボトルに各 1 個クッションカバーが付きます。
※1.5L ペットボトルにキャップ保護ベルトが付きます。
■オプションＡ：基本セット料金＋月額 500 円
フルフル白キャップ×1、1.5L ペット×1
■オプションＢ：基本セット料金＋月額 500 円
500ml ペットボトル×5、白キャップ×5
※オプション申込時にクッションカバーが無い場合は、初回のみ 500ml 用 2500 円、1.5L 用 3500 円を別途頂きま
す。
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