
業務委託契約書 
 

 

株式会社 Ｐｈｉ Ｈｏｍｅｓ（以下「甲」という）と         （以下「乙」

という）とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約（以下「本契約」という）を締結す

る。 

 

第１条（目的） 

本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展

をはかることを目的とする。なお、委託業務遂行に関する事務取扱の細目については、本契

約の各条項で定めるほか、甲乙協議の上取り決めるものとする。 

 

第２条（業務内容） 

１ 甲は、次の各号に定める業務（以下「本件業務」という）を乙に委託し、乙はこれを受

託する。 

（１） 甲の提供する商品に適う新規取引先の開拓 

（２） 甲が提供する商品の契約手続・顧客サポート 

（３） 上の各号に付随する業務 

２ 前項の業務の詳細については、別紙「業務詳細」の通りとする。 

 

第３条（業務遂行上の義務） 

１ 乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良な

る管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。 

２ 乙は、本件業務を遂行するにあたり、甲が実施する研修を受講し、修了しなければなら

ない。 

３ 本件業務を遂行する乙の役員及び使用人のすべてが以下の各号の要件を満たす必要が

あるものとし、乙は要件を満たしていない役員及び使用人に本件業務を遂行させてはなら

ない。 

（１）本条第２項の研修を受講し、修了済であること 

（２）甲が販売する不動産を保有していること 

４ 乙は、本件業の遂行に関して甲に適用される法令、監督官庁の告示・通達・ガイドライ

ンおよび業界の自主ルール等を遵守しなければならない。 

５ 乙は、本件業務の統括責任者を定め甲に通知する必要がある。 

６ 乙は、本件業務の遂行にあたり、顧客に対して、威迫、虚言、詐術、その他一切の手段

を用いた不当な勧誘を行ってはならない。 

 

第４条（再委託） 

１ 乙は、本件業務を第三者に再委託し、あるいは第三者との共同名義による業務の遂行を

してはならない。ただし、甲があらかじめ書面により承諾した場合には本件業務の一部また

は全部を再委託することができる。 

２ 前項に基づき、乙の本件業務を再委託する場合には、乙は、本契約に定める本件業務に

かかる乙の義務と同等以上の義務を順守させる内容を含む委託契約を締結するものとし、

甲に対し委託先に関する詳細な情報を書面によって通知するものとする。 

 

 

第５条（業務委託料） 

１ 甲は本件業務により、甲の顧客を新規に開拓し、甲が顧客と不動産売買契約の締結が完

了した場合の業務委託料の金額及び支払方法等については、別途甲が定める「委託料支払規



程」によるものとする。 

２ 本条第１項の業務委託料に関する事項については、甲が定める「委託料支払規程」の改

定により変更される場合があることを、乙は了承するものとする。ただし、甲が当該改定を

行う場合には、あらかじめ乙に通知しなければならない。 

 

第６条（譲渡制限） 

 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利義務も

しくは契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己もしくは第三者のために

担保に差し入れ等の一切の処分をしてはならない。 

 

第７条（資料等） 

甲は、本契約の有効期間中、乙から要請があった場合には、乙が本件業務を遂行する上で、

販促物、コンテンツ及び資料等（以下「資料等」という）を有償又は無償にて提供する。こ

の場合、乙は、当該資料等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、本件業務を遂

行する目的以外に使用してはならない。また、本契約が終了した場合には、乙は、資料等を

甲の指示に従い、返還又は廃棄するものとする。 

２ 前項により提供された資料等の知的財産権は当然に甲に留保されるものとする。 

３ 乙は、本件業務を遂行するにあたり独自に資料等を作成することができる。ただし、甲

の社名、商号、商標、ロゴ、その他甲に関連する一切の表示を用いてはならない。 

４ 乙が本条第３項の資料等を本件業務に使用する場合には、事前に甲の承認を要する。 

 

第８条（秘密保持） 

１ 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の

一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはな

らず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものと

する。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又

は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要である

と合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の

責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができ

る。 

２ 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。 

（１）開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 

（２）開示を受けた際、既に公知となっていた情報 

（３）開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報 

（４）正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 

（５）相手方から開示された情報によることなくして独自に開発・取得していた情報 

３ 甲及び乙は、相手方の事前の書面（ファクシミリ及び電子メール等を含む）による承諾

がない限り、秘密情報の情報開示日から３年間は、当該秘密情報を秘密に保持し、第三者に

開示、提供してはならない。 

 

第９条（個人情報の取扱い） 

１ 「個人情報」とは、乙が本件業務を遂行するために、甲が乙に預託した一切の情報の 

うち、個人の氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができる情報と、

これに付随して取り扱われるその他の情報をいい、第８条に定める秘密情報であるものに

限らない。 

 

２ 甲及び乙は、本件業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ、個人 

情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）及び本契約の定めを遵守し

て、本件業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件業務の目的以外に、



これを取り扱ってはならない。 

３ 甲及び乙は、個人情報の取扱いに関わる責任者を選任し、かつ本件業務に関して個人 

情報を取り扱う者を特定しなければならない。 

４ 甲乙間における個人情報の記録媒体の引き渡しについては、その場所及び担当者を特

定するものとし、記録媒体の移送は、甲が定める基準に合致した安全で確実な方法によると

ともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行う。 

５ 甲及び乙は、個人情報の記録媒体を施錠可能な場所に保管し、又は情報システム内で管

理する。乙は、施錠可能な場所に保管する場合には鍵の管理者を特定し、情報システム内で

管理する場合には特定された利用者のみが個人情報にアクセスできるように、識別情報（Ｉ

Ｄ、パスワード等）を設定する。 

６ 甲及び乙は、本件業務が完了した場合、又は甲の指示のある場合には、甲から預託され

た個人情報及び記録媒体を、別途定める方法により、直ちに返却し、破棄し又は消去する。 

７ 甲及び乙は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等

の危険に対し、合理的な安全対策を講じる。また甲は乙に対して個人情報の管理に必要な情

報セキュリティ基準を別途指定することができるものとし、この場合において、乙は甲の指

定した基準を遵守する。 

８ 甲及び乙は、個人情報の目的外利用・漏洩・流出等が発生しないよう情報管理の制度、

システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育等適切な措置を講じる。 

９ 甲及び乙は、相手方より受領した個人情報を、本件業務の目的の範囲を超えて、加工、

利用、複写又は複製してはならず、これを取り扱ってはならない。 

１０ 甲及び乙は、以下の各号のいずれかの場合を除くほか、第三者に対して個人情報を提

供してはならない。 

（１）当該個人が明示的に同意している場合であって、相手方の書面による事前の同意があ

る場合 

（２）当該個人の同意を得ることが困難な場合であって、人の生命、身体又は財産の保護若

しくは公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

相手方の書面による事前の同意がある場合 

（３）各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために

必要がある場合 

 

第１０条（個人情報漏洩に関わる対応） 

１ 乙において、万一、個人情報の漏洩・流出等（以下「漏洩」という）の事故が発生した

場合は、乙は甲に対し、直ちに、漏洩の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しな

ければならない。 

２ 前項の場合、乙は、直ちに漏洩の原因の調査に着手するものとし、甲に対し、速やか 

に調査の結果を報告するものとする。前項の報告並びに本項の調査及び報告は、乙の費用負

担にて行う。 

３ 前項の調査の有無にかかわらず、甲が必要と認める場合には、甲は、乙の費用負担にて、

漏洩の原因究明を調査する会社等を選定し調査を依頼することができるものとし、乙は当

該会社等の調査に協力する。 

４ 第１項の場合、乙は、再発防止措置の策定の上、甲に対し遅滞なくその内容を書面にて

通知するものとする。なお、甲が独自に再発防止措置等を策定し、乙に実施を求めた場合は、

乙は、その内容を遵守するものとする。 

５ 第１項の場合、乙は、前４項に定めるほか、次に掲げる事項について甲の指示に従った

対応をとる。 

（１）初期対応の検討への協力及び実施 

（２）行政・警察への報告・相談、司法当局への対応 

（３）報道機関への公表 

（４）顧客対応 



（５）被害拡大防止のための措置 

（６）再発防止措置の公表等 

（７）社内処分の決定・公表等 

６ 甲は、第三者において個人情報の漏洩の事故等が発生し、類似の事故等を防止する対策

を講じる必要が生じた場合、又は甲が独自に漏洩の事故等を防止する対策が必要と認めた

場合には、乙に対し、個人情報の管理に関する必要な措置・指導を行うことができるものと

し、乙はこれに従う。 

 

第１１条（監査等） 

１ 甲は、乙の本件業務の遂行状況、秘密情報の管理状況及び個人情報の管理状況に関して

監査をすることができるものとし、年１回以上、必要に応じて、乙の事業所の立入検査がで

きる。 

２ 甲は、乙に対して、乙の本件業務の遂行状況、秘密情報の管理状況及び個人情報の管 

理状況について、随時、必要に応じて、報告を求めることができる。 

３ 甲は、第１項の監査及び前項の報告徴求又は立入検査の結果、必要と認める場合には、

 乙に対し、本件業務の遂行状況、秘密情報の管理状況及び個人情報の管理状況について改

善を求めることができる。 

 

第１２条（事故処理） 

１ 甲及び乙は、本件業務に関して第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費

用負担にて解決するものとし、相手方に一切の迷惑をかけないものとする。 

２ 甲または乙は、前項の紛争が生じた場合には直ちに乙または甲へ通知するものとする。 

 

第１３条（損害賠償） 

 甲及び乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対して損害賠償

請求できるものとする。 

 

第１４条（求償） 

 乙が本件業務の遂行の結果、顧客等の第三者に損害を与え、その損害を甲が賠償した場合、

甲は、支払った損害賠償額を限度として、乙に求償することができる。 

 

第１５条（契約変更） 

１ 甲及び乙は、本件業務量の増減または経済情勢の変動等により、本契約または覚書を変

更することができる。 

２ 前項により本契約を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙協議の上、合意内容に基

づいて甲が書面を作成し、乙に対して当該書面で通知するものとする。 

 

第１６条（契約解除） 

１ 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告を要せず、

直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。 

（１）乙が本契約に定める条項に違反し、催告したにも関わらず１４日以内に当該違反が是

正されないとき 

（２）乙が本件業務を独自に遂行することができないと甲が認めたとき 

（３）過去１年間にわたり本件業務の遂行がない場合 

（４）乙が監督官庁より営業許可の取消しまたは停止等の処分を受けたとき 

 

（５）仮差押え、仮処分、差押え、強制執行もしくは競売の申立または公租公課滞納処分を

受けたとき 

（６）破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申し立



てを受け、又は自らこれらを申し立てたとき 

（７）支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき又は手形もしくは小切手が不渡りと

なったとき 

（８）解散、事業廃止、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき又

は買収されたとき 

（９）本契約の履行が不能になる蓋然性がある事態又は法人もしくは役職員の犯罪その信

頼関係を破壊する行為があるとき等、本契約の継続に重大な支障を生ずる事由が発生した

とき 

２ 本条に基づく本契約の解除については、相手方に対する損害賠償を妨げない。 

 

第１７条（反社会的勢力の排除） 

１ 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等そ

の他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という）に該当しないこと及び次の各号のい

ずれにも該当しないことかつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。また、

乙は乙の委託先が反社会的勢力に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当する行為

を行っていないことを表明し、保証する。 

（１）自らの行う事業が、反社会的勢力の支配を受けていると認められること 

（２）自らの行う事業に関し、反社会的勢力の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目

的で反社会的勢力を利用し、又は、反社会的勢力の威力を利用する目的で反社会的勢力を従

事させていると認められること 

（３）自らが反社会的勢力に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱う

など関与をしていると認められること 

（４）自らの役員（名称の如何を問わず、経営に実質的に関与しているものをいう）が反社

会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していない

こと 

（５）本契約の履行が、反社会的勢力の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資するも

のであること 

２ 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行ってはなら

ない。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）脅迫的言辞又は暴力行為 

（４）風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、甲もしくは乙の信用を毀損し、又は

甲もしくは乙の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ 甲は、乙が本条第１項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情があるときは、当

該違反の有無につき相手方の調査を行うことができるものとし、相手方は当該調査に協力

しなければならない。また、乙は、自らが本条第１項のいずれかに違反し、又はそのおそれ

があることが判明した場合には、相手方に直ちに通知しなければならない。 

４ 甲は、乙が前三項のいずれかに違反した場合には、乙の有する一切の期限の利益を喪失

させ、通知又は催告等何らの手続きを要せず、直ちに本契約の全部又は一部を将来に向けて

解除することができる。 

５ 甲は、前項に基づく解除により乙が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わない

ものとする。 

 

６ 本条第４項に基づく解除により甲が損害を被った場合、乙はその損害を賠償する責任

を負うものとする。 

 



第１８条（契約期間） 

１ 本契約の有効期間は、本契約の締結日から１年間とする。ただし、期間満了の３カ月前

までに甲乙いずれも相手方に対し、書面をもって相手方に本契約終了の意思表示をしない

ときは、本契約は同条件にて１年間自動的に更新されるものとし、以降同様とする。 

２ 乙が契約期間内に本件業務を全く行わなかった場合には、前項の自動更新は適用せず、

期間満了時に契約は終了する。ただし、甲が契約の更新を希望する旨をあらかじめ乙へ通知

した場合はこの限りではない。 

３ 本契約終了後といえども、第６条、第８条乃至第１０条、第１３条、第１７条、第１９

条乃至第２１条の規定は有効に存続するものとする。 

 

第１９条（本契約終了後の処置） 

 乙は、本契約が終了したときは、資料等、秘密情報及び顧客情報その他の書類及び物品の

すべてを、甲の指示に従い、直ちに返還又は破棄するものとする。 

 

第２０条（準拠法・管轄） 

１ 本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法によって解釈され

るものとする。 

２ 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

 

第２１条（協議事項） 

 本契約に定めのない事項もしくは解釈につき疑義を生じた場合には、商慣習等による他、

甲及び乙との間で誠意をもって協議し、審議誠実の原則に基づき円満解決を図るものとす

る。 

 

 

以上、本契約の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙双方が記名押印の上で互い

に各１通を保持するものとする。 

 

 

２０１８年  月  日 

 

甲：東京都港区三田１−５−５−２０４ 

  株式会社 Ｐｈｉ Ｈｏｍｅｓ 

  代表取締役  椎名 翼 

 

乙： 

 

 

 

  



＜別紙＞業務詳細 

 

 

１ 甲が提供する商品に適う顧客の開拓 

 （１）新規顧客を開拓する。 

 （２）新規顧客及び継続顧客に対して、甲が使用を許可した資料を用いて、甲のサービス

内容の説明及び提案を行う。 

 

２ 甲が提供する商品の契約手続・顧客サポート 

 （１）甲と顧客間で締結される「不動産売買に伴う予約金及び販売事務手数料に関する同

意書」（以下、「同意書」という）の締結作業のサポートを行う。 

 （２）乙は、同意書で定められた、顧客が甲へ支払う、予約金及び販売事務手数料（以下、

「手数料等」という）の支払サポートを行う。 

 （３）顧客が甲に対して（２）の手数料を振り込み後、甲が顧客に対して売買契約書及び

フィリピンナショナルバンク（以下、「ＰＮＢ」という）口座自動振替申請書（以

下、併せて「契約書等」という）が郵送された場合、かかる契約書等の必要事項の

記入等について、乙は、顧客に対して説明・指導し、契約書等を完成させなければ

ならない。 

 （４）乙は顧客のＰＮＢの口座開設をサポートする。この際、顧客の要望があれば、乙は、

ＰＮＢ行員と日程調整の上、顧客と共に、ＰＮＢ東京支店若しくはＰＮＢ名古屋出

張所へ訪問して、ＰＮＢの銀行口座の開設をサポートする。   

 （５）乙は、顧客の不動産購入代金の支払い作業に関するサポートを行う。顧客が不動産

の購入代金の支払い方法として、一括払いを選択した場合の、ＰＮＢ東京支店若し

くは名古屋出張所における国際送金手続に関する必要資料等の説明やその他一切

の窓口対応等の助言・サポート、及び顧客が不動産購入代金の支払い方法として分

割払いを選択し、前項のＰＮＢ口座を開設しない場合も含め、顧客の甲に対する支

払申請に関する助言・サポートを含む。 

 （６）不動産購入に関する顧客からの一切の質疑・問い合わせ等に関し、対象不動産の竣

工まで、乙が甲に代わって単独で対応を行い、甲に乙の顧客からの質疑・問い合わ

せに対する対応等を依頼することはできない。ただし、乙の判断が困難な事項につ

いて、顧客から質疑・問い合わせがなされた場合には、乙は甲に対して対処方法等

を問い合わせることができる。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

委託料支払規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 Ｐｈｉ Ｈｏｍｅｓ 

 

 

平成３０年 ５月 １日 制定 

 

 

  

  



第 1章 総則 

 

第 1条（目的） 

本規程は、株式会社 Ｐｈｉ Ｈｏｍｅｓ（以下「会社」という）が不動産販売等に関

する業務委託契約に基づき委託先に支払う業務委託料を定めるものである。 

 

第２条（適用範囲） 

 本規定の適用となる委託業務は以下の各号の通りとする。 

 （１）会社が提供する商品に適う新規取引先の開拓 

 （２）会社が提供する商品の契約手続・顧客サポート 

 

 

第２章 支払手数料 

 

第３条（委託手数料） 

 会社が委託先へ支払う委託手数料は、下表のとおりとする。 

条件 契約時手数料 竣工時手数料 

Ａ 物件購入価格の２．５％ 物件購入価格の０．５％ 

Ｂ 物件購入価格の２．０％ 物件購入価格の０．５％ 

 条件Ａ：過去６カ月以内に実績がある場合（委託契約締結から６カ月以内を含む） 

 条件Ｂ：過去６カ月以内に実績がない場合 

 

第４条（購入価格の定義） 

 前条に定める委託手数料の基となる購入価格については、以下の各号の費用は含まな

いものとする。 

 （１）購入に伴い支払う税金等 

 （２）購入に伴い支払うこととなった各種諸費用 

 

 

第３章 支払条件 

 

第５条（支払期日） 

１．第３条の契約時手数料について、顧客から会社が受領した仲介手数料を月ごとに締

め、委託先が指定する金融機関の口座に翌月２０日（金融機関が休業日の場合、直前の

営業日とし、以下同様とする）に、各成約に対して発生する契約時手数料総額の７

５％を振込にて支払うものとし、残金については、当該物件に関する契約書類がすべ
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て整い、ＤＭＣＩ Ｈｏｍｅｓに到着した時点で締め、委託先が指定する金融機関の

口座に翌月２０日に支払う。 

２．第３条の竣工時手数料について、当該不動産の竣工した翌月２０日に、委託先が指

定する金融機関の口座に、振込にて支払うものとする。 

第６条（振込手数料の扱い） 

 本規程に定める支払手数料の支払いにおいては、委託先への振込手数料は委託先の負

担とし、当該振込手数料を控除して支払うものとする。 

 

第７条（支払除外） 

 第３条の委託手数料は、業務委託契約によって約した業務に対してのみ支払うものと

し、第２条に定める適用範囲の業務であったとしても、委託契約外の業務であった場合

には委託料の支払は一切行わない。 

 

第８条（委託料の減免） 

 委託先が委託契約の違反をしたときは、本規程に定める委託手数料を減免する場合が

ある。その場合は、あらかじめ理由を付して委託先に通知するものとする。 

 

第９条（委託料の相殺） 

 委託契約の違反により委託先が損害賠償の責を負う場合で、未払いの支払手数料があ

る場合には、差し引いて支払うものとする。 

 

 

第４章 付則 

 

第１０条（改定手続） 

 会社は、本規程を改定する場合には委託先にあらかじめ通知するものとし、改定後す

みやかに新規程を送付するものとする。 

 

 

２０１８年 ５月 １日 制定 
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