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ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。 

≪ 身元保証．ｃｏｍ（株） 保証委託契約条項≫ 
 
保証委託契約書兼身元保証契約書（以下，「本契約書」という）の「従業員様（乙）」欄記載の者（以
下「乙」という）と身元保証ドットコム株式会社（以下「丙」という）とは，雇用者（本契約書記載
の「雇用者様（甲）」欄記載の者。以下「甲」という）と乙の間で締結された，本契約書記載の「雇
用契約情報」欄記載の雇用契約（以下，「本件雇用契約」という）に伴う身元保証（連帯保証）に関
し，次のとおり保証委託契約（以下「本契約」という）を締結し，甲はこれについて，確認・合意し
た。 
第１条（保証委託契約） 
乙は，丙に対し，本契約条項第２条第１項記載の金銭の支払債務に関し，次条以下に定める内容に従
い，身元保証人（連帯保証人）となることを委託し，丙はこれを受託した。 
第２条（保証の範囲・保証限度額（極度額）等） 
１．丙が，本契約及び本契約に基づき甲丙間で締結される身元保証（連帯保証）契約（以下，「本件

身元保証契約」という）により，甲に対し負担する保証債務の範囲及び保証限度額（極度額）は，
次のとおりとする。 

一．乙の本件雇用契約に基づく労務提供に際し，契約期間中に生じた，乙の行為により甲が受けた損
害（乙の労務提供債務の不履行又は不完全履行，乙の故意又は過失によって生じた直接損害）の
賠償債務（以下，「本件賠償債務」という）のうち，甲及び乙が協議の上，決定し，丙が書面又
は電磁的記録をもって承認した本契約条項末尾別表１記載の「保証プラン」（以下，単に「保証
プラン」という）に対応した同表「年間保証限度額（極度額）」欄記載の金額（以下，「年間保
証限度額（極度額）」という）を１年間の上限額として保証するものとする。但し，本件身元保
証契約条項第３条第１項第７号但書の場合においては，保証プランに関わらず，年間保証限度額
（極度額）として金１万円を上限に保証するものとする。なお，甲乙丙の書面による合意により，
別段の特約をすることを妨げない。 

二．乙及び丙は前号の年間保証限度額（極度額）は契約期間中の１年間に保証される限度額を言い，
本契約が更新した場合であっても，累積して増加しないこと，丙の乙に対する求償権行使により，
丙の甲に対する保証債務履行分の全部又は一部が乙から丙に支払われた場合であっても，年間保
証限度額（極度額）は回復しないことを確認する。 

２．丙は，前項の規定に関わらず，次の各号に定める債務については，特約なき限り，その責を負わ
ない。 

一．本契約の締結に際し，甲又は乙が，丙に対し，雇用期間，雇用形態，入社後の業務内容等，別紙
「保証委託申込書」及び本契約書に記載された事項について虚偽の申告を行っていた場合。 

二．本件賠償債務の遅延損害金。 
三．自動車保険・事業者総合賠償責任保険等，甲又は乙が締結している各種保険契約によって，補填

される損害（損害額が保険金給付額を上回る場合において，その差額についてはこの限りでない）。 
四．丙から乙への求償金請求その他これに付帯関連する調停・訴訟・和解手続において，裁判所が認

定した乙の甲に対する賠償義務の範囲を超える損害額（既に支払った丙の甲に対する保証債務履
行額が本項に規定する裁判所の認定した賠償額を上回る場合，甲は差額について，丙に返還する
義務を負うものとする）。 

五．甲が，本契約条項第４条に定める通知義務の履行を怠った場合に生じた本件賠償債務。 
六．本件賠償債務のうち，本契約終了後，１２カ月を経過した後に存在が判明した債務。 
七．その他，前項第１号に含まれない債務。 
第３条（身元保証委託料等） 
１．本契約書記載の「保証料支払義務者」欄記載の「保証料支払義務者」（以下，単に「保証料支払

義務者」という）は，丙に対し，初回保証委託料として，本契約書「初回保証委託料」欄記載の
金額（丙が発行する承認結果通知書記載の初回保証委託料の金額。以下，「初回保証料」という）
を，本契約締結時に支払うものとする。 

２．保証料支払義務者は，丙に対し，更新保証委託料として，本契約開始日以降，保証プランに対応
した同表「契約期間」欄記載の期間ごとに，同表「年間更新保証委託料」欄記載の金額（以下，
「更新料」という）を支払うものとする。 

３．前２項の規定に関わらず，甲乙丙間で書面（丙の承認印があるものに限る）により特約として初
回保証料，更新料，更新期間につき，別段の定めをしたときは，その定めによる。 

４．前項の規定に関わらず，第４条各項の事情が生じた場合には，丙は，当該事情に応じ，更新料を
増減することができる。 

５．その理由の如何を問わず，本件雇用契約が期間満了前に終了した場合，雇用形態等が変更した場
合又は賃金の減額等の事情が保証期間の途中で発生した場合であっても，保証料支払義務者は，
本条第１項乃至第４項により支払った保証委託料の返還を丙に請求できないものとする。 

第４条（保証委託申込書及び本件雇用契約の変更等の届出・通知義務等） 
１．本契約締結後，別紙「保証委託申込書」及び本契約書の記載内容に変更が生じたとき又は本件雇

用契約の終了が決定し，また終了を求めるときは，甲は，丙に対し，５日以内にその旨及びかか
る変更の内容について，書面をもって届け出なければならない。 

２．前項のほか，甲又は乙は，本契約条項末尾別表２「Ａ」欄記載の事情が生じた場合には，遅滞な
く丙に書面をもって，同表「Ｂ」欄記載の事実を通知しなければならない。 

第５条（保証債務の履行） 
１．乙が本件賠償債務の履行について，その全部又は一部を遅滞したときは，丙は乙に対する何らの

通知・催告なくして本件保証債務を履行した上，次項に基づき乙に求償することができる。 
２．丙が本件保証債務を履行したときは，乙は丙に対し，次の各号に定める金額を直ちに償還しなけ

ればならない。 
一．丙の甲に対する保証履行額。 
二．丙の乙に対する求償権実行又は保全に要した費用。 
３．乙が本件賠償債務を履行しない事につき正当な事由がある場合，乙は，丙の請求から１０日以内

に丙に対し，当該事由の内容を連絡しなければならない。乙が当該連絡を怠った場合，乙はその
事由の存在を理由に，丙の求償請求を拒むことができないことにつき，本書をもって承諾する。 

４．乙が丙に対して償還すべき金額の支払いを遅滞したときは，乙は丙に対し，丙が甲に対し保証債
務を履行した日の翌日から支払済みに至るまで，年１０パーセントの割合による遅延損害金（年
３６５日日割計算）を支払わなければならない。 

第６条（事前求償） 
１．次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合に限り，丙は甲に対する保証債務の履行前であ

っても，乙に対し事前に求償権を行使する事ができるものとする。 
一．乙の甲に負担する本件賠償債務が弁済期にあるとき。 
二．丙が甲から保証債務履行請求訴訟を提起され，過失無く，甲に弁済をすべき旨の裁判の言い渡し

を受けたとき。 
三．乙が仮処分，仮差押，強制執行等若しくは担保権の実行の為に競売の申立を受けたとき又は租税

滞納処分を受けたとき。 
四．乙が本件雇用契約又は本契約条項に一つでも違反したとき。 
五．乙が１ケ月以上に渡りその居所及び理由を明らかにしないまま労務提供を行なわなかった場合。 
六．乙が本件雇用契約に関わる履歴書や本契約の申告書類に事実と異なる虚偽の表示をしているこ 
  とが明らかになったとき。 
七．前各号の他，乙の対応，生活状況等の客観的状況からして社会通念上，求償権の行使が必要と丙

により判断されたとき。 
２．丙が前項により乙に対して事前の求償権を行使する場合，乙は民法第４６１条（主債務の免責請

求）に基づく抗弁権を主張できない事を予め承諾する。 
３．乙及び丙は前２項の規定につき，公序良俗・信義則等に反しないという認識に基づいていること

を相互に確認する。 
第７条（遵守事項等） 
１．乙は，本契約条項及び本件雇用契約の各内容を誠実に遵守しなければならない。 
２．事由の如何を問わず，本件雇用契約が終了した場合，甲の承諾がある場合を除き，乙は在職中に

職務上の必要から甲より交付を受けた業務上の資料及び甲の顧客から交付を受けた資料並びに
それらの複製物，これらの電磁的記録及びこれを記録したＣＤ－Ｒ等の記憶媒体，その他これら
に類する一切（以下，「貸与資料等」という）を，甲に返却しなければならないものとする。 

第８条（支払督促等） 
１．乙において本件賠償債務の不履行が生じた場合，丙は，乙に対し，電報，電話，訪問，文書の差

し置き，封書による通知等，相当の手段により支払いを行うよう督促行為を行うことができる。 
２．事由の如何を問わず本件雇用契約が終了した場合，丙は，乙の雇用契約終了手続に立ち会うこと

ができる。 
第９条（再委託） 
丙は，本契約に基づき，受託又は授権された事務の一部を，丙が任意に選定する第三者に再委託する
ことができるものとする。 
第 10条（契約期間等） 
１．本契約期間は，特段の定めがない限り，本契約書記載の「保証（委託）契約日」と本件雇用契約

の契約期間の始期とのいずれか遅い方の日から，保証プランに応じた同表「契約期間」欄記載の

期間とする。但し，丙において，本契約日から１４日以内に，本契約に基づき保証料支払義務者
の丙に支払うべき初回保証料全額の支払いが確認できない場合又は本契約締結日から１ケ月以
内に，丙への本契約書並びに雇用契約書その他の必要書類の到達が確認できない場合，本契約は
契約成立日に遡及してその効力を失う（丙の書面又は電磁的記録による承諾がある場合を除く）。 

２．本契約期間満了日の１ケ月前までに，乙又は丙から書面による本契約の解除の意思表示が無い場
合において，次の各号の全てに該当するときは，本契約は保証プランに応じた同表「契約期間」
欄記載の期間，自動的に更新されるものとする。但し，丙が別段の意思表示をした時は，この限
りではない。また，乙からの解除については，甲の書面による承諾を要するものとする。 

一．本契約期間満了日時点において，本件雇用契約が継続（更新を含む）していること。 
二．本契約期間満了日時点又は丙が別に定める期日までに，保証料支払義務者による第３条第２項に 

定める更新料の支払いがなされていること（但し，当該期日後又は保証料支払義務者以外の者で
あっても，丙が別途書面又は電磁的記録により許可ないし追認した場合は，本契約期間満了日に，
本号に定める更新料の支払いがあったものと看做す）。 

３．本条第１項及び第２項の規定にかかわらず，次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合，
丙は各号に定めた時をもって本契約を終了させることができる。但し，当該事由につき丙の書面
又は電磁的記録による承諾があった場合はこの限りではない。 

一．丙が本契約条項末尾別表２「Ａ」欄（１）（２）（５）記載の事情を知った場合，知った時。 
二．丙による保証債務履行金額が本契約条項第２条に定める年間保証限度額（極度額）に達した場合 
  ，年間保証限度額（極度額）に達した時。 
三．本件雇用契約の内容に重大な変更があった場合，当該変更時。 
四．甲又は乙が，第１２条に定める反社会的勢力に該当することが明らかになった場合，明らかにな 
  った時。 
五．甲又は乙が，本件雇用契約の内容を変更する場合，当該変更時（但し，第１１条に定める丙の承

諾がある場合を除く）。 
六．乙が裁判所から罪状を問わず有罪判決を受けたとき。 
第 11条（本件雇用契約の変更） 
乙は，本件雇用契約を変更する場合（但し，賃金の増減変更を除く）には，丙の書面又は電磁的記録
による承諾（条件付承諾を含む）を要する。 
第 12条（暴力団等反社会勢力の排除） 
１．犯罪対策閣僚会議平成１９年６月１９日公表「企業が反社会的勢力による被害を防止するための

指針」に基づき，本契約において反社会的勢力とは本契約条項末尾別表４のいずれかに該当する
場合，または該当したことが判明した場合をいう。 

２．乙は丙に対し，本契約締結をもって，甲又は乙が反社会的勢力に該当しないこと及び過去から現
在，将来にわたって該当しないことを表明し，確約する。 

３．乙は丙に対し，甲又は乙が反社会的勢力に該当する場合若しくは該当した場合にはその旨を書面
若しくは口頭で直ちに通知する義務を負う。 

４．丙は，甲又は乙に反社会的勢力に該当する事由が判明した場合，若しくは反社会的勢力に該当す
る事由が生じた場合には何らの催告なしに本契約を解除することができ，当該解除は，損害賠償
請求を妨げない。またこの場合であっても，既に債務の本旨に従って履行された，乙丙間の債権
債務関係に影響はないものとする。 

第 13条（本契約の内容の変更） 
本契約の内容の全部又は一部の変更は，本契約条項に別段の定めがない限り，当該変更内容につき事
前に乙丙協議の上，別途，変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。変更契約
は乙丙双方署名捺印した書面又は丙の送信する電磁的記録により行う。 
第 14条（追加的措置） 
乙は，本契約の目的を達するために丙が必要又は適切とみなす契約書その他の書類の作成，調印を丙
から要求された場合は，これを速やかに作成，調印して丙に交付するものとする。 
第 15条（協議事項） 
本契約に定めのない事項については，乙及び丙は，関係法規及び商慣習等に従い誠意を持って協議の
上処理するものとする。 
第 16条（準拠法） 
本契約については日本法を準拠法とする。 
第 17条（専属的合意管轄裁判所） 
本契約に関する一切の紛争は，東京簡易裁判所又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。 

≪ 身元保証．ｃｏｍ（株） 身元保証（連帯保証）契約条項≫ 
 
身元保証ドットコム株式会社（以下「丙」という）は，乙丙間で締結された保証委託契約（以下，「本
件保証委託契約」という）に基づき，保証委託契約書兼身元保証契約書（以下，「本契約書」という）
の「雇用主様（甲）」欄の者（以下「甲」という）との間で，甲と被雇用者（本契約書の「従業員様
（乙）」欄記載の者。以下「乙」という）との間で締結された，本契約書記載の「雇用契約情報」欄
記載の雇用契約（以下，「本件雇用契約」という）に伴う身元保証（連帯保証）契約（以下「本契約」
という）を次のとおり締結し，乙はこれについて，確認・合意した。 
第１条（保証の範囲・保証限度額（極度額）等） 
１．丙は，乙丙間の本件保証委託契約に基づき，本契約により，甲に対し本契約条項第４条の契約期

間中に生じた金銭の支払債務について，次のとおりの保証範囲及び保証限度額により，乙に連帯
して保証することを約し，甲はこれを承諾した。 

一．乙の本件雇用契約に基づく労務提供に際し，契約期間中に生じた，乙の行為により甲が受けた損
害（乙の労務提供債務の不履行又は不完全履行，乙の故意又は過失によって生じた直接損害）の
賠償債務（以下，「本件賠償債務」という）のうち，甲及び乙が協議の上，決定し，丙が書面又
は電磁的記録をもって承認した本契約条項末尾別表１記載の「保証プラン」（以下，単に「保証
プラン」という）に対応した同表「年間保証限度額（極度額）」欄記載の金額（以下，「年間保
証限度額（極度額）」という）を１年間の上限額として保証するものとする。但し，本契約条項
第３条第１項第７号但書の場合においては，保証プランに関わらず，年間保証限度額（極度額）
として金１万円を上限に保証するものとする。なお，甲乙丙の書面による合意により別段の特約
をすることを妨げない。 

二．甲及び丙は，前号の年間保証限度額（極度額）は契約期間中の１年間に保証される限度額を言い 
  ，本契約が更新した場合であっても，累積して増加しないこと，丙の乙に対する求償権行使によ

り，丙の甲に対する保証債務履行分の全部又は一部が乙から丙に支払われた場合であっても，年
間保証限度額（極度額）は回復しないことを確認する。 

２．丙は，前項の規定に関わらず，次の各号に定める債務については，特約の合意なき限りその責を
負わない。 

一．本契約の締結に際し，甲又は乙が，丙に対し，雇用期間，雇用形態，入社後の業務内容等，別紙
「保証委託申込書」及び本契約に記載された事項について虚偽の申告を行っていた場合。 

二．本件賠償債務の遅延損害金。 
三．自動車保険・事業者総合賠償責任保険等，甲又は乙が締結している各種保険契約によって，補填

される損害（但し，損害額が保険金給付額を上回る場合において，その差額についてはこの限り
でない。また甲丙間の別途書面による合意がある場合も同様とする。）。 

四．丙から乙への求償金請求その他これに付帯関連する調停・訴訟・和解手続において，裁判所が認
定した乙の甲に対する賠償義務の範囲を超える損害額（既に支払った丙の甲に対する保証債務履
行額が本項に規定する裁判所の認定した賠償額を上回る場合，甲は差額について，丙に返還する
義務を負うものとする）。 

五．甲が，本契約条項第２条に定める通知義務の履行を懈怠している中で生じた本件賠償債務。 
六．本件賠償債務のうち，本契約終了後１２カ月を経過した後に，存在が判明した債務。 
七．その他，前項第１号に含まれない債務。 
第２条（通知義務等） 
１．乙に本件賠償債務の不履行が生じたときは，甲は，本件賠償債務の存在が判明した日から３０日

以内かつ本件賠償債務の発生時から起算して１２カ月以内に，丙所定の書面によって，その旨を
丙に通知しなければならない。但し，丙の書面又は電磁的記録による承諾がある場合を除く。 

２．甲は，丙の保証債務の拡大を防止するため，丙の要請に従って合理的な協力を行うものとする。 
３．本契約締結後，別紙「保証委託申込書」及び本契約書の記載内容に変更が生じたとき又は本件雇

用契約の終了が決定し，また甲が終了を求めるときは，甲は，丙に対し，５日以内にその旨及び
かかる変更の内容を書面又は電磁的記録をもって届け出なければならない。 

４．前項のほか，甲又は乙は，本契約条項末尾別表２「Ａ」欄記載の事情が生じた場合には，遅滞な
く丙に書面をもって，同表「Ｂ」欄記載の事実を通知しなければならない。 

第３条（免責事項） 
次の各号に定めるいずれかの事由がある場合，第１条に定める保証範囲に属するか否かに関わらず，
丙は各号に定める範囲で保証債務の履行の責を負わないものとする。 
一．甲が，丙に対する第２条第１項の通知を怠ったとき。この場合，丙は当該通知を怠った本件賠償

債務にかかる保証債務全てについて，履行の責を負わない。 
二．甲が，丙の要請にもかかわらず，第２条第２項の協力を行わなかったとき。この場合，丙は，か

かる協力が行われなかったことにより拡大した保証債務全部について，履行の責を負わない。 
三．本件賠償債務が供託されたとき。 
四．甲又は乙が本契約条項第１０条に定める反社会的勢力に該当する事実が明らかとなった場合，保

証債務全部について，履行の責を負わない。 
五．乙が，乙の監督に関して甲の故意又は過失を理由として，本件賠償債務の支払義務を拒絶してい

ることが明らかとなった場合，当該賠償債務の保証債務全部について，履行の責を負わない（但
し，本契約期間中に，本件賠償債務に関する当事者の署名押印ある和解合意書又は確定証明書付
判決正本の写しが丙に到達した場合はこの限りではない）。 

六．本契約締結に際し，甲又は乙が丙に対して，保証引受の可否の判断に影響を与えうる事実につい
て虚偽の説明をし，又はかかる事実を説明しなかったとき。この場合，丙は，本契約に基づく保
証債務全部について，履行の責を負わない。但し，虚偽説明等につき，甲に故意又は過失がない
場合はこの限りではない。 

七．本件賠償債務のうち，乙が甲乙間の雇用契約，甲の就業規則，その他の社内規定等（以下，「就
業規則等」という）に反して退職した場合及び就業規則等に反して，事前に甲に通知することな
く退職し又は連絡が不通となり，何らの退職の意思表示を示さないまま，労務提供債務の不履行
を正当な理由なく惹起し，事実上ないし社会通念上，自己都合による退職と評価せざるを得ない
場合並びにこれによって甲から解雇処分を受けた場合において，これらに起因して，甲に生じた
損害（但し、当該損害であっても、本契約の成立から３カ月以内の場合においてはこの限りでは
ない）。 

第４条（契約期間等） 
１．本契約期間は，特段の定めがない限り本契約書記載の「保証（委託）契約日」と本件雇用契約の

契約期間の始期とのいずれか遅い方の日から，保証プランに対応した同表「契約期間」欄記載の
期間とする。但し，「保証料支払義務者」欄記載の「保証料支払義務者」（以下，単に「保証料
支払義務者」という）において，本契約締結日から１４日以内に，乙丙間における保証委託契約
に基づき，保証料支払義務者の丙に支払うべき本書記載の初回保証委託料全額の支払いが確認で
きない場合及び本契約締結日から１ケ月以内に丙への本書の送付及び到達が確認できない場合，
本契約は契約成立日に遡及してその効力を失う。 

２．本契約期間満了日の１ケ月前までに，甲又は丙から書面による本契約の解約の意思表示が無い場
合において，次の各号の全てに該当するときは，本契約は同内容にて，更新されるものとする。
但し，丙が別段の意思表示をした時はこの限りでない。 

一．本契約期間満了日時点において本件雇用契約並びに本件保証委託契約が継続（自動更新を含む）
していること。 

二．丙が必要と認めた場合において，丙が乙につき，再度の与信判断を行い，本契約満了日までに，
甲に対して書面又は電磁的記録による本契約の更新拒絶の意思表示を行わなかったこと。 

三．本契約期間満了日または丙が別に定める期日までに，保証料支払義務者からの本件保証委託契約
書第３条に定める更新保証委託料の支払いがなされていること（但し，当該期日後又は保証料支
払義務者以外の者であっても，丙が別途書面又は電磁的記録により許可ないし追認した場合は，
本契約期間満了日に，本号に定める更新保証委託料の支払いがあったものと看做す）。 

四．書面又は電磁的記録により，本契約期間満了日前までに丙の本項に規定する更新合意の意思表示
が明らかになっていること。 

３．本条第１項及び第２項の規定にかかわらず，次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合，
丙は各号に定めた時をもって本契約を終了させることができる。但し，当該事由につき丙の書面
又は電磁的記録による承諾があった場合はこの限りではない。 

一．丙が本契約条項末尾別表２「Ａ」欄（１）（２）（５）記載の事情を丙が知った場合，知った時。 
二．丙による保証債務履行金額が，本契約条項第１条に定める年間保証限度額（極度額）に達した場

合，年間保証限度額（極度額）に達した時。 
三．本件雇用契約の内容に重大な変更があった場合，当該変更時。 
四．甲又は乙が本契約条項第１０条に定める反社会的勢力に該当することが明らかになった場合，明

らかになった時。 
五．甲又は乙が，本件雇用契約の内容を変更する場合，当該変更時（但し，第１１条に定める丙の承

諾がある場合を除く）。 
六．乙が裁判所から罪状を問わず有罪判決を受けたとき。 
第５条（原契約解除時の立合） 
事由の如何を問わず本件雇用契約が終了する場合，丙は，必要に応じて，乙の雇用契約終了手続に立
ち会うことができる。 
第６条（本件賠償債務等支払時期） 
１．本契約に基づく丙の甲に対する保証債務の支払い時期は，丙が甲から本契約条項第２条第１項の

通知を受け，本契約条項末尾別表３の規定に従い，同表記載の必要書類の交付を受けた日から１
４日後（但し，土日祝日は期間計算から除外するものとし，また，年末年始・丙における夏季休
暇期間・天災等，合理的な理由がある場合には，書面又は丙のホームページ等で告知した上，３
０日間を上限にその支払時期を変更することができるものとする）。 

第７条（契約上の地位の移転） 
１．本件雇用契約の雇用者の地位が，甲から第三者に移転（相続・合併・会社分割等の一般承継を含

む）した場合，甲又は当該第三者は，速やかに丙所定の様式による書面に丙が求める雇用者の地
位が当該第三者に移転したことが分かる疎明資料を添えて，その旨を丙に対して通知するものと
する。 

２．前項の場合（但し，一般承継を除く），甲の本契約上の地位は，丙が前項の通知を受け，書面又
は電磁的記録により許諾した場合に限り，前項の第三者に移転するものとする。但し，当該第三
者より特段の申し入れがあり，丙が承認した場合はこの限りではない。 

第８条（再委託） 
丙は，本契約に定める事務の一部を丙が任意に選定する第三者に再委託する事ができるものとする。 
第９条（本件雇用契約の変更） 
甲は，本件雇用契約を変更する場合（但し，賃金の増減変更を除く）には，丙の書面又は電磁的記録
による承諾（条件付承諾を含む）を要する。 
第 10条（暴力団等反社会勢力の排除） 
１．犯罪対策閣僚会議平成１９年６月１９日公表「企業が反社会的勢力による被害を防止するための

指針」に基づき，本契約において反社会的勢力とは本契約条項末尾別表４のいずれかに該当する
場合，または該当したことが判明した場合をいう。 

２．甲は丙に対し，本契約締結をもって，甲又は乙が反社会的勢力に該当しないこと及び過去から現
在，将来にわたっても該当しないことを表明し，確約する。 

３．甲は丙に対し，甲又は乙が反社会的勢力に該当する場合若しくは該当した場合にはその旨を書面
若しくは電磁的記録により直ちに通知する義務を負う。 

４．丙は，甲又は乙に反社会的勢力に該当する事由が判明した場合，若しくは反社会的勢力に該当す
る事由が生じた場合には，何らの催告なしに本契約を解除することができ，当該解除は，丙の損
害賠償請求を妨げない。またこの場合であっても，既に債務の本旨に従って履行された，甲乙間
又は乙丙の債権債務関係に影響はないものとする。 

第 11条（本契約の内容の一部変更） 
本契約の内容の全部又は一部の変更は，本契約条項に別段の定めがない限り，当該変更内容につき事
前に甲丙協議の上，別途，変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。変更契約
は甲丙双方署名捺印した書面又は丙の送信する電磁的記録により行う。 
第 12条（追加的措置） 
甲は，本契約の目的を達するために丙が必要又は適切とみなす契約書その他の書類の作成，調印を丙
から要求された場合は，これを速やかに作成，調印して丙に交付するものとする。 
第 13条（協議事項） 
本契約に定めのない事項については，甲及び丙は，関係法規及び商慣習等に従い誠意を持って協議の
上処理するものとする。 
第 14条（準拠法） 
本契約については日本法を準拠法とする。 
第 15条（専属的合意管轄裁判所） 
本契約に関する一切の紛争は，東京簡易裁判所又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。 

 

 
 保証委託契約条項・身元保証（連帯保証）契約条項 共通  

【別表１】 

 
【別表２】 

 
【別表３】 
１．甲は本件賠償債務が発生したことを知った場合は，本表「損害発生時の義務」を履行するものと

し，これらの規定に違反した場合は本表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。 

２．甲が正当な理由がなく，前項②の事項について事実と異なることを告げた場合又は前項④の書類

に事実と異なる記載をし，もしくはその書類若しくは証拠を偽造・変造した場合には，丙はそれ

によって，丙が被った損害の額を差し引いて保証債務を履行します。 

３．甲が本契約に基づく保証債務の支払いを請求する場合は，下記に例示列挙する書類その他，丙が
別途求める書類，証拠類を提出して請求するものとします。 

 

【別表４】 

 

 

特約条項  

 

保証プラン 国籍 契約期間 更新保証委託料 
年間保証限度額 
（極度額） 

基本（正社員） （1 年ﾌﾟﾗﾝ） 
日本 

１年間 金 10,000円 
年間金 500,000円 

基本（正社員） （3 年ﾌﾟﾗﾝ） ３年間 金 20,000円 

基本（正社員） （1 年ﾌﾟﾗﾝ） 
外国籍 

１年間 金 15,000円 
年間金 500,000円 

基本（正社員） （3 年ﾌﾟﾗﾝ） ３年間 金 30,000円 

契約社員（有期雇用） （1 年ﾌﾟﾗﾝ） 
日本 

１年間 金 10,000円 
年間金 300,000円 

契約社員（有期雇用） （3 年ﾌﾟﾗﾝ） ３年間 金 20,000円 

契約社員（有期雇用） （1 年ﾌﾟﾗﾝ） 
外国籍 

１年間 金 15,000円 
年間金 300,000円 

契約社員（有期雇用） （3 年ﾌﾟﾗﾝ） ３年間 金 30,000円 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ･ﾊﾟｰﾄ雇用 （1 年ﾌﾟﾗﾝ） 
日本 

１年間 金 10,000円 
年間金 150,000円 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ･ﾊﾟｰﾄ雇用 （3 年ﾌﾟﾗﾝ） ３年間 金 20,000円 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ･ﾊﾟｰﾄ雇用 （1 年ﾌﾟﾗﾝ） 
外国籍 

１年間 金 15,000円 
年間金 150,000円 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ･ﾊﾟｰﾄ雇用 （3 年ﾌﾟﾗﾝ） ３年間 金 30,000円 

Ａ Ｂ 

⑴業務上不適任又は不誠実な事情があったとき 業務上不適任又は不誠実と認定された理由 

⑵業務内容、任務等の変更 変更後の任務 

⑶役職の変更 変更後の役職 

⑷勤務地の変更 変更後の勤務予定地 

⑸懲戒処分がなされたとき 懲戒処分の内容と懲戒処分がなされた理由 

⑹在留資格の変更がなされたとき  変更後の在留資格 

損害発生時の義務 義務違反の場合の取扱い 

①損害の発生及び拡大の防止に努めること 

甲が正当な理由なく左記の規定に達反した場合，

丙は発生または拡大を防止することができたと

認められる損害の額を差し引いて保証債務を履
行します。 

②他人に損害賠償の請求をすることができる

場合には，その権利の保全および行使に必要

な手続をすること 

甲が正当な理由がなく左記の規定に違反した場
合は，丙は，他人に損害賠償の請求をすることに

よって取得することができたと認められる額を

差し引いて保証債務を履行します。 

③他の保証・保険契約等の有無及び内容につい

て遅滞なく当社に通知すること 
甲が，正当な理由がなく左記の規定に違反した

場合は，丙は，それによって当社が被った損害
の額を差し引いて保証債務を履行します。 

④①から③までのほか，丙が特に必要とする書

類または証拠となるものを求めた場合には，

遅滞なくこれを提出し，また丙が行う損害の
調査に協力すること 

保証債務履行請求（代位弁済請求）に必要な書類又は証拠 

①各種請求書・損害状況調書・医師の診断書・死体検案書・検視調書・写真書等損害の額を確認で

きる書類 

②ドライブレコーダー，防犯カメラ等の映像，ダコグラフ等の運行記録用計器の記録等，乙の故意
又は過失により本件賠償債務が発生したことを証明する資料 

③上記の①及び②の他，乙の本件賠償債務が乙の故意又は過失により生じたことを疎明する一切の

資料 

④本件賠償債務について，乙の認識を明らかにした書面・記録等 
⑤本件賠償債務が，甲乙間の本件雇用契約に起因して発生したこと，本件賠償債務が本件雇用契約

の期間に発生したことが確認できる給与明細・出退勤記録・業務日報等の書面・資料等 

⑥他の保証・保険契約等により本件賠償債務の全部または一部が甲に支払われる場合，当該支払額

が確認できる書類 
⑦甲が負担した費用・損害がある場合には，当該金額がわかる領収証等の書面 

反社会的勢力の定義 

⑴暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業。 
⑵総会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。 

⑶その他前各号に準ずる者。 

⑷上記⑴乃至⑶の他，自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした者も前項と

同様とする。 
①有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為。 

②法的な責任を超えた不当な要求行為。 

③取引に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる行為。 

④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて丙の信用を毀損し，又は丙の業務を妨害する行為。 
⑤「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為。 

⑥その他前各号に準ずる行為。 


