【2019 年 1 月 1 日版】

ローンサポート利用約款

ローンサポート利用約款（以下「本約款」という。
）は、iYell 株式会社（以下「iYell」とい
う。
）が提供する、契約者の不動産売買業務に付随して行う住宅ローンサポート業務等の受
託サービスに関わる一切に適用される。契約者は本約款に同意のうえ、iYell の定める申込
手続きを行い、iYell が所定の方法で承諾した時点で、契約者と iYell 間においてローンサポ
ート委託契約（以下「本契約」という。
）が成立したものとする。
第1条 （業務提携の内容）
1.

契約者は、iYell に対し、次の各号に掲げる業務（以下「本提携業務」という。
）を委託
し、iYell はこれを受託する。なお、本提携業務の具体的な実施内容及び方法等につい
ては、iYell の裁量と判断により、決定するものとする。
(1)

相談窓口の設置

(2)

契約者の役職員からの住宅ローンに関する一般的な相談対応業務（個別具体的な
案件に関する相談は除く。
）

(3)

契約者に対する住宅ローンの成約率向上を目的とした一般的なアドバイス業務
（個別具体的な案件に関するアドバイスは除く。
）

(4)

銀行、貸金業者を含む金融機関等との情報連携、連絡窓口の設定等を通じた関係
構築業務

(5)

各金融機関等の取り扱う住宅ローンに関わる、商品毎の特徴、商品内容の詳細、
金利状況、不動産売買取引における利用状況等の調査、分析及び当該調査・分析
結果の報告

(6)
2.

契約者の役職員の知識向上を目的とした住宅ローンに関する教育研修

契約者は、契約者の役職員に対する指導、教育、周知その他合理的な手段により、本
提携業務の遂行に協力する。

3.

契約者及び iYell は、信頼と協調の精神に則り、誠実に本契約に定める業務を履行しな
ければならない。

第2条
1.

（委託の内容）

契約者は、契約者の不動産売買業務に関わる顧客（以下「本件顧客」という。）から
の要請を受けて、本件顧客の利便のために、本件顧客の側に立って助力する目的で不
動産取引に付随して行う以下の業務（以下「本件業務」という。
）を、iYell に対して
委託し、iYell はこれを受託する。
「ローン相談業務」
(1)

不動産購入に付随する住宅ローン（以下「対象住宅ローン」という。
）の説明
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(2)

対象住宅ローンを含めた資金計画の作成

「事前審査手続業務」
(3)

対象住宅ローンに関する事前審査に係る申込書の取寄、記入補助、回収

(4)

事前審査結果の確認及び本件顧客への案内

(5)

事前審査結果を踏まえたコンサルティング

(6)

他の対象住宅ローンの提案

「正式審査手続業務」
(7)

対象住宅ローンに関する正式審査に係る申込書の取寄、記入補助、回収

(8)

正式審査結果の確認及び本件顧客への案内

(9)

正式審査結果を踏まえたコンサルティング

「契約手続前準備業務」
(10) 対象住宅ローンに関する金銭消費貸借契約手続に向けた金融機関との情報連携
(11) 必要書類の準備、送付等の代行
(12) 契約手続日の調整
「契約手続後処理業務」
(13) 不動産購入代金の決済日の調整
(14) 不動産引渡時の必要金額、清算金額の計算及び本件顧客への案内
(15) 家屋調査士への表示登記手配、必要書類準備代行、手続日の調整
(16) 司法書士への登記手配、必要書類準備代行、手続日の調整
2.

契約者は、iYell に対し、本件業務の委託に関して必要な全ての法令、規則、定款その
他の規則に従った必要な手続を全て履行しており、必要な本件顧客の承諾等の手続が
完了していることを表明し、保証する。

3.

契約者及び iYell は、自ら保有する専門的な知識及び経験に基づき、善良な管理者の注意
をもってそれぞれの役割を遂行しなければならない。

第3条

（禁止行為）

契約者は、iYell に対し、以下に掲げる業務を委託してはならない。
(1)

不動産取引に係る物件紹介、媒介契約の締結と書面の交付、売買の相手方との
交渉、重要事項等の説明、売買契約の締結と書面の交付、決済、引渡し等宅地
建物取引業に係る免許を要する業務

(2)

不動産取引に付随しないローンサポート業務

(3)

本件顧客のために行う業務に該当しないローンサポート業務

第4条
1.

（手数料）

契約者は、iYell に対し、本提携業務の対価（「いえーるダンドリ」利用手数料）として、
iYell 提供のチャットアプリ「ダンドリ」の契約者に付与された 1ID あたりローンサポ
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ート利用申込書記載の金額を支払う。
2.

対象住宅ローンが本件顧客に対して実行された場合、契約者は、iYell に対し、本件業
務の対価たる「いえーるダンドリ」ローンサポート手数料（以下「ローンサポート手
数料」という。
）として、ローンサポート利用申込書記載の金額を支払う。

3.

契約者は、iYell に対して、ローンサポート手数料を毎月末日を締め日として、ローン
サポート手数料発生月の翌月末日（金融機関が休日の場合は前営業日）までに、iYell
の指定する口座に振込送金の方法により支払う。なお、振込手数料は契約者の負担と
する。

4.

第１項に定める本提携業務の対価は、第 1 条第 1 号乃至第 3 号に掲げる業務に関して
毎月 60 回以内の電話の受電を想定しており、60 回を超えた場合は契約者 iYell 協議の
上価格の見直しを行うものとする。

第5条
1.

（費用負担）

契約者及び iYell は、本契約及び本契約の予定する取引の交渉、準備、締結、実行に関
連して自らに生じ、又は自らのために支出された全ての費用（各当事者の弁護士、公
認会計士その他の代理人やアドバイザーの費用を含む。）を各々負担するものとする。

2.

前項の規定に関わらず、以下に掲げる費用及び iYell が契約者の負担すべきものとして
契約者の書面又は電磁的方法による承認を得た場合には、契約者が当該費用の全部又
は一部を負担する。
(1)

契約者の依頼により行う対面対応に伴う出張交通費

(2)

契約者から iYell への郵送、通信費

第6条

（ブランド、ロゴ、その他商標の取扱い）

契約者は、iYell に対して、本件業務に用いる商標、ブランド、ロゴ、デザイン、サービス
マーク等の使用を許諾する。
第7条
1.

（秘密保持）

契約者及び iYell は、以下の場合を除き、本契約に関する交渉の存在、内容及び本契約
に関し相手方から開示を受けた相手方の営業上又は技術上の秘密等一切の情報（以下
「秘密情報」という。
）を本契約の目的にのみ用いるものとし、書面による相手方当事
者の同意のない限り、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。
(1) 弁護士、公認会計士、アドバイザー等秘密保持義務を職務上又は秘密保持契約によ
り負担する者に相談する必要がある場合
(2) 官公署、裁判所等の公的機関や自主規制機関に回答、報告、届出、申請等をする必
要がある場合

2.

前項の規定にかかわらず、以下の各号に記載する情報については秘密情報には含まれ
ない。
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(1) 情報受領時において、既に公知となっている情報
(2) 情報受領時以降、情報受領者の責めによらずに公知となった情報
(3) 自らが秘密保持義務を負うことなく、第三者より適法に取得した情報
(4) 自らが相手方当事者から開示される以前から適法に有していた情報
(5) 秘密情報とは無関係に自らが独自にかつ適法に取得した情報
第8条

（秘密情報の返還等）

本契約が終了した場合、又は秘密情報の開示当事者が要求した場合、受領当事者は、秘密
情報（複製したものを含む）を開示当事者に返還し、又は開示当事者の指示に従い破棄もしく
は消去するものとする。ただし、受領当事者は、取引の記録のため、又は法令もしくは受領当
事者の社内規則を遵守するために必要な場合、本契約が終了した後においても、秘密情報
の複製物を一部のみ、保有することができる。受領当事者は、当該複製物を、本契約にいう秘
密情報として取り扱うものとする。
第9条

（解除）

契約者及び iYell は、相手方当事者が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要す
ることなくして書面により通知することで本契約の全部又は一部を解除することがで
きる。なお、本契約が解除された場合、解除された当事者は本契約に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失う。
(1) 本契約の条項の一に違反し、催告された後、相当期間経過後にも当該違反が是正
されないとき
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他こ
れらに準じる手続きが開始されたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これ
らに準じる倒産手続の開始の申立て等がなされたとき
(4) 自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が１回でも不渡りとなったとき
(5) 支払停止、支払不能又は支払能力に重大な変化が生じたとき
(6) 営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しその他これらに準じる処分を
受けたとき
(7) 合併による消滅、資本の減少、重要な事業の廃止若しくは変更、又は解散決議が
なされたとき
(8) 資本関係等につき他の当事者との関係を変化させるに足る実質的な変更があった
とき
(9) 詐術その他背信的な行為があったとき
(10) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
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第10条 （反社会的勢力の排除）
1.

本契約において反社会的勢力とは、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を
追求する集団又は個人であって、次の各号の一つに該当する者をいう。
(1) 暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、及び、暴力団関係団体
(2) 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団
(3) その他前各号に準ずる者

2.

契約者及び iYell は相手方に対し、次の各号について表明し保証する。
(1) 自己又は役員、実質的に経営に関与する者、従業員等（以下「役員等」という）が
反社会的勢力でないこと
(2) 自己又は役員等が反社会的勢力との間で、資金又は役務提供等何らかの取引をし
ていないこと、及び、反社会的勢力と交友関係にないこと
(3) 自己又は役員等が自ら又は第三者を利用して、相手方又はその従業員に対して、暴
行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為、詐欺的手法等を用いた不当な要求行
為、業務の妨害又は信用の毀損をする行為等を行わないこと

3.

契約者又は iYell が前項の規定に違反した場合、本契約は当然に解約されるものとする。

4.

前項に基づき本契約が解約となった場合、違反した当事者は、相手方が被った損害に
ついて賠償の責に任じる。

第11条 （損害賠償等）
1.

契約者及び iYell は、相手方が本契約に基づく義務に違反したこと又は保証が正確でな
かったこと若しくは真実でなかったことに起因又は関連して損害（第三者からの請求
の結果として生じるものか否かを問わないものとし、合理的範囲内における弁護士費
用も含む。
）を被った場合には、当該損害の賠償を相手方に対して請求することができ
るものとし、相手方はこれを賠償する。

第12条 （遅延損害金）
契約者又は iYell が、本契約に定める金銭の支払を遅滞したときは、相手方当事者に対
し、遅滞した金額に対する支払期日の翌日から支払済みまで年 14%の割合（年 365 日
の日割計算）による遅延損害金を支払うものとする。
第13条 （契約上の地位の移転）
契約者及び iYell は、相手方当事者の事前の書面による同意を得ずに、本契約上の地位
及び本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転その他の方法
により処分してはならない。
第14条 （有効期間）
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1.

本契約の有効期間は、本契約締結日から 1 年間とする。

2.

契約者又は iYell から契約満了日の 6 ヶ月前までに書面による申出がない限り、本契約
は、同一の条件をもって 1 年間更新されるものとし、更新された契約についても同様
とする。

第15条 （仕掛案件の処理）
本契約の終了時点において iYell が本件業務に着手していた案件（以下「仕掛案件」
という。）については、仕掛案件に関わる本件顧客に対して対象住宅ローンが実行さ
れるまでの間、又は、仕掛案件に関わる本件顧客が契約者の顧客ではなくなるまでの
間、本契約はなおその効力を有するものとする。なお、仕掛案件に関わる対象住宅ロ
ーンが本件顧客に対して実行された場合、契約者は、iYell に対し、本契約の定めに従
い、ローンサポート手数料を支払うものとする。
第16条 （分離可能性）
本契約のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能である場合であって
も、本契約の他の条項が無効又は執行不能となるものではない。また、裁判所において
本契約のある規定が無効又は執行不能とされた場合であっても、当該規定は、できる限
り有効かつ執行可能なものとして、必要な限度において限定的に解釈される。
第17条 （完全合意）
本契約は、本契約の対象事項に関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するもの
であり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる対象事項に関する当事者間の本契
約締結前の全ての合意及び了解に取って代わるものであって、かかる従前の合意等は
全て失効するものとする。
第18条 （誠実協議）
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項並びに本各条項の解釈については、本
契約の趣旨に従い、契約者及び iYell が誠意をもって協議の上、これを決定する。
第19条 （裁判管轄）
契約者及び iYell は、本契約に関連する一切の紛争について、東京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する。
以上
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