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Bosch Rexroth AG （Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr am Main, Germany）は、ウェブポータル
www.boschrexroth.com、モバイルアプリ、オンライン・プラットフォーム、ウェブショップ（以下まとめて「サービス」と言
う）など、様々なサービスへの無料アクセスを提供しています。事前登録が必要なアクセスもあります。この登録およ
び利用の一般条件は、弊社サービスのエンドユーザーとしての利用に適用されます。さらに、弊社サービス利用時に
はその他の補助条件が適用されることもありますので、適切に利用することをお勧めします。
1. サービスの提供および利用可能性
1.1.

提供されるサービスは特に、製品、データ、投稿、視聴覚文書、情報、およびその他の内容（以下、まとめて「内
容」と言う）へのアクセスを含みます。

1.2.

サービスの範囲および正確な内容は、利用できるサービスの各サービス説明書、具体的な技術構造、および
特定の機能において規定されています。

1.3.

弊社は、提供されたサービスをいつでも変更、補足、および廃止する権利、または提供された無料サービスの
利用期間を制限する権利、またはそれらのサービスを報酬のためだけに今後利用可能にする権利を留保して
います。ユーザーとしての顧客には、継続しているそれら特定のサービスまたは部品の提供を受ける権利があ
りません。可能な場合は、弊社はこの点においてユーザーの正当な利益を考慮するよう努力いたします。

1.4.

サービス提供を中断させないよう要求する権利はありません。サービスへのアクセスおよびサービスの利用が
メンテナンス作業や継続的な開発によって中断されたり妨害されないこと、またはデータ損失を引き起こす可能
性のある故障によって中断されたり妨害されないことを保証することはできません。弊社は、技術および運用
上、可能な範囲において、できるだけ中断なくサービスを提供するよう努めます。しかし、特に技術的な不具合
（電源供給の中断、ハードウェアまたはソフトウェアのエラー、データラインの技術的な問題など）により一時的
な規制または中断が起こる可能性はあります。

1.5.

モバイルアプリ（以下「アプリ」と言う）としてサービスを利用したい場合は、まず関連アプリを自分のスマートフォ
ンにアップロードしてインストールしなければなりません。一般的には、アプリはアンドロイドおよび iOS のオペ
レーティングシステムで利用することができ、対応するアプリストアの条件に従ったアプリストアからダウンロー
ドできます。通常、アプリを利用するためには、アプリをインストールしたスマートフォンとモバイルネットワーク
の間にはデータ接続が必要です。ユーザーとなる顧客は、モバイルデータを利用する可能性があり、自分のモ
バイルネットワーク運用会社に発生するデータ送信の費用を負担しなければならず、その意志を確認する責任
があります。アプリストア、技術要件、機能、および運用上の指示などにおける利用可能性についての詳細は、
アプリのサービス説明書および利用できる特定の機能をご覧ください。

2. アクセスデータの登録および責任
2.1.

いくつかのサービスの利用については、ユーザーアカウント、場合によってはプロフィールについて、事前登録
および設定が必要となる可能性があります。一部のサービスでは、Bosch Software Innovations GmbH の
Bosch ID を使用して登録することが可能です。この場合、すでに Bosch のユーザーID を登録している場合
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は、Bosch Software Innovations GmbH のシングル・サインオン認証サービスのユーザーID を使うことがで
きます。そうでない場合は、新しい Bosch ユーザーID を設定して、Bosch グループの様々な独立したサービス
を利用することができます。この場合、「セントラル Bosch ID の登録および利用の一般条件」がさらに適用され
るため、セントラル Bosch ID の登録中は、これを受け入れなければなりません。
2.2.

サービスに登録するには、成年であり完全な法的能力を備えていなければなりません。未成年者および永久
にアクセスを制限されている人は、（再）登録を禁じられています。

2.3.

登録プロセスの間、アクセスデータを決めるように求められます。これは、顧客のメールアドレスおよび自由に
選択されたパスワードによって構成されています。通常は、登録中に追加のマスターデータおよび/または連絡
先データを提供する必要はありません。しかし、登録中に自主的に追加の連絡先データを提供する可能性が
与えられています。アクセスに必要なデータ欄には、関連サービスの入力必須欄として印が付けられていま
す。

2.4.

登録中に特定のデータ（特に連絡先データ）を入力する時、あるいは提供されたサービスを利用する時は、デ
ータは完全で正しいものでなければなりません。利用中にこのデータが変更された時は、可能な限り速やかに
個人設定のデータを修正しなければなりません。関連サービスのデータを修正することができない場合は、変
更したデータを弊社に知らせていただくことができます。解約に関する権利を説明したセクション 16.1 に示した
住所と電話番号を参照してください。誤ったデータにより費用が発生した場合、ユーザーもはその費用を負担
いただくことが義務付けられています。

2.5.

サービスの利用登録は、利用するメールアドレスで 1 回のみ可能です。弊社は、弊社が必要とし、顧客の正当
な利益がない場合に限って、複数のアカウントを 1 つにまとめる権利を留保しています。そうしたまとめ作業を
行う場合、弊社は、顧客が異議を申し立てる猶予を確保できる都合のよいタイミングで、その旨を顧客に通知し
ます。

2.6.

登録の期間を通して、一般的には、弊社は提供された身元証明またはデータの調査を行いません。したがって
弊社は、ユーザーが登録内容通りの人物であるかどうかを保証しません。コミュニティを利用する時は、コミュ
ニティでの表示名を使わなければなりません。ユーザーは、この表示名が第三者の権利を侵害しないこと、特
に命名権または商標権などの権利を侵害しないこと、または法律の規定あるいは一般に認められた道徳原理
に違反しないことに対する責任を負います。

2.7.

登録データを送信することによって、弊社に、登録および利用の条件、また該当する場合には対応する追加条
件に基づいて利用関係の締結を申請することができます。申請承認は任意に決定されます。ユーザーから登
録データが送信されると、提供された登録データを検証するため、確認メールがユーザー宛てに送信されま
す。登録を完成させるためには、確認メールにあるリンクをクリックしなければなりません。ユーザーがアクセス
を有効にすることによってユーザーからの申請は承認され、登録および利用の条件、また該当する場合は追加
条件に沿って、関連サービスの利用が認められます。
注意事項：営利または自営業に属すると見なすことができない目的のためにアクセス申請をする場合は、ユー
ザーとして撤回する法的権利を持つことになります。そうした撤回の条件および法的効果は、登録および利用
の条件のセクション 16 に規定されています。

2.8.

顧客は、登録、利用関係、およびユーザーアカウントやそのアクセスデータを譲渡することができません。顧客
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は、アクセスデータおよびパスワードを秘密にし、許可のない第三者に決して公開してはいけません。したがっ
て、顧客は、サービスへのアクセスおよび利用できるサービスの利用が、顧客または顧客が許可した人物のみ
によって行われることを確認することに責任を負います。許可されていない第三者が顧客のアクセスデータの
知識をすでに得たあるいは今後得るという恐れに対する何らかの理由がある場合は、弊社はそれについて、
不当に遅滞することなく知らされなければなりません。
以下に注意して下さい。顧客は、顧客のアクセスデータを使って行われたあらゆる利用および/または活動に
対して完全な責任を負います。
3. アクセスのブロック
3.1.

弊社は、登録および利用の条件および/または適用される法律に違反する行為を顧客が行っているあるいは行
ったことを示す特定の理由がある場合、あるいはアクセスをブロックすることで弊社にその他の正当な利益が
ある場合に、弊社の判断で、顧客のサービスへのアクセスを全体あるいは部分的に、一時的あるいは永久に
ブロックすることができます。弊社がブロックおよびその制限期間を決断する時は、顧客の正当な利益は適切
に考慮されます。

3.2.

一時的あるいは永久に顧客のアクセス権をブロックする時は、メールで通知されます。一時的なブロックの場
合は、顧客のアクセスはブロック期間が終了した後あるいはブロックの理由が永久になくなった時に再び有効
となり、このことはメールで通知されます。永久にブロックされたアクセス権は再び使えるようにはならず、利用
の終了となります。この場合、新たに登録することは禁じられています。

4. 利用の修了
4.1.

サービスから即座にいつでも登録抹消することができます。弊社も、個別のサービスまたはサービス全体への
アクセスをいつでも終了させる権利を留保します。

4.2.

顧客の利用契約が完全に終了した場合は、弊社は、終了の発効日後および保持期間修了後に 30 日間が終
了した後、顧客の利用に関して作成されたデータすべてを修復不可能に削除する権利を留保します。データ保
護規則は個人データより優先します。

5. 許可された利用の範囲、利用活動の監視
5.1.

顧客の利用権限は、サブセクション 1.2 により利用可能となっている各サービスへのアクセスおよび利用に制
限されています。

5.2.

顧客は、契約に従ったサービスの利用で必要とされる技術条件を作成する責任を負います（特に、ウェブブラ
ウザーおよびインターネットのアクセスおよび/またはソフトウェアおよびハードウェア環境）。この点において、
弊社は通知する義務を負いません。

5.3.

弊社は、ドイツ・テレメディア法およびドイツ連邦データ保護法（BDSG）が許可する範囲まで利用活動が監視さ
れる可能性があること、また弊社はその監視活動を行う法的責任を負う可能性があることを指摘いたします。
登録および利用の条件の違反の具体的な疑いがある場合、および/またはその他の不法行為または犯罪行為
の具体的な疑いがある場合は、これには IP 接続データおよび会話のログを取り、それを評価することも含むこ
とがあります。
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6. 内容の保護、第三者の内容の責任
6.1.

サービスに関して利用できる内容は、著作権、商標、および競争法あるいはその他の保護権利によって大いに
保護され、弊社の財産、弊社顧客の財産、あるいは各内容を利用可能にした第三者の財産でもあります。サー
ビス内の内容の構成は、そのような著作権保護も享受しています。登録および利用の条件だけに従い、各サ
ービスの指定された枠組み内で、この内容を利用してもよいです。

6.2.

サービスに関して利用的できる内容は、弊社を起源とするものもあれば、他のユーザーおよび/または他の第
三者を起源とするものもあります。ユーザーおよびその他の第三者の内容は、以下まとめて「第三者の内容」と
言います。特に、討論フォーラム、ブログ、ゲストブック、私的なメッセージ、およびコミュニティの内容が第三者
の内容を構成します。

6.3.

弊社は、第三者の内容の完全性、信憑性、合法性、または最新であるかどうかについて調査を行いませんの
で、責任を負わず、保証をせず、また同時に弊社自身のものとして採用しません。これは、第三者の内容の品
質および特定の目的に対するその適合性に関しても適用されます。

7. 利用可能な内容に対する利用権
7.1.

より広範囲に及ぶ利用が、登録および利用の条件またはサービス説明から明らかに逸脱したものでなく、また
は対応する機能（ダウンロードボタンなど）によってサービス内で利用可能にならない限り、
-

自分自身の目的だけのために、消費者の場合は同一世帯に住む家族の目的のために、利用可能な内容
を読みだして表示することができます。商売上の仕事または専門の仕事の観点でサービスを利用する場
合は、自分自身の内部的な事業目的だけのために、利用可能な内容を使用することは可能です。利用可
能な内容のこれを超える商業的な利用は禁じられています（セクション 9 参照）。この利用権は、顧客の利
用契約の有効に制限されています。

-

利用可能な内容全体あるいは一部を、処理、変更、翻訳、提示、または実証、公開、展示、複製、および
広めることは禁じられています（いわゆるアイフレームの利用も含む）。著作権の通知、ロゴ、およびその
他の識別マークならびに保護通知の削除または変更も禁じられています。

7.2.

サービスがダウンロードおよび/または印刷する可能性を提供している場合のみ（ダウンロードボタンによるな
ど）、顧客は内容をダウンロード（「ダウンロード」）して印刷することが許可されています。

7.3.

顧客は、正しくダウンロードし印刷した内容の期間無制限の利用、自分自身のための利用、または同一世帯に
住む家族のための利用についての非独占的権利を与えられています。他のあらゆる点において、上記内容に
おける権利全体および上記内容に対する権利全体は、権利の元の所有者に留まります。

7.4.

義務的な法的権利（ドイツ著作権法（UrhG）セクション 53 に従う私的利用および他の個人的な利用のための
複製を含む）は、影響を受けません。

8. 顧客自身の内容を顧客がアップロードする
8.1.

サービスの機能として利用できる場合は、顧客自身の内容をアップロードすることができ、（以下、「ユーザー内
容」と言う）、関連サービスがこれを提供する場合は、第三者が利用できるようにすることができます。ただし、
以下に規定される規則を顧客が守ることを条件とします。
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8.2.

ユーザー内容を送信することにより、顧客は弊社に対し、非独占的で、無料で、取消できず、譲渡できる権利、
オンラインおよびオフラインで送信されたユーザー内容を利用する権利、特にユーザー内容を公的に利用でき
るようにしてそれを複製し広める権利を、期間、分野、および内容の制限なく、与えることになります。送信され
たユーザー内容を公的に利用できるようにして利用する上記の権利の許諾は、顧客が明らかに一般公開のた
めにアップロードしたのではない情報に関しては適用されません。そのような情報は、これを顧客自身が調整し
た場合のみ（サービス・パートナーと会う約束をする、第三者によるこのユーザー内容へのアクセスを可能にす
るなど）あるいは、顧客がそのことを明確に同意した場合のみ、第三者に公開されます。
権利の許諾は、特に以下の権利を含みます。
-

ユーザー内容をサーバーおよびその他の保存メディアに保存して、広めて公開し、特に公的に利用できる
ようにする（ユーザー内容を Bosch Rexroth のウェブポータルに提示することによってなど）。

-

それが関連ユーザー内容の提示にとって必要である限りにおいて視覚的に処理し複製し、ユーザー内容
とその他の内容および広告ツールを組み合わせる。

8.3.

報酬のために利用する権利を含め、このユーザー内容を利用する権利を第三者に与える。

ユーザー内容を提供されたサービスに関連する弊社のパートナー企業（サービス・パートナーなど）がアクセス
できるようにする場合、顧客は彼らに対し、各義務関係において、このユーザー内容を利用する単純な権利を
与えることになります。このとき、この権利はその義務に従い、無料で、その内容、分野および期間を制限され
ます。

8.4.

ハイパーリンクによって外部のインターネットの提案を参照する場合、および/または外部の情報ソースを自分
自身のユーザー内容に組み込む場合は、そこに含まれる内容の調査は、顧客のみが実施しなければなりませ
ん。弊社がその内容を弊社自身のものとして採用することは決してありません。顧客は、第三者のクレームを
補償し、弊社をそのようなクレームから保護しなければなりません。メールアドレスおよび有効化されていない
ウェブアドレス（URLs）およびその部分も、ハイパーリンクと見なされます。

8.5.

顧客は、自分でアップロードしたユーザー内容に対し、完全な責任を負います。弊社は、内容の完全性、信憑
性、合法性または最新であるかどうか、さらには内容の品質や特定の目的に対する適合性を調査しません。
顧客は、顧客が送信したユーザー内容に関してすべての権利の唯一の保持者であること、またはユーザー内
容をサービスに対してアップロードして、上記に規定された利用する権利を与えるその他の権利（権利保持者
からの効果的な許可によるなど）を持つことを、弊社に対し保証します。これは、特に、第三者の著作権、商
標、または特許権、および産業財産権および/または、Bosch Rexroth AG の競争法の登録および利用の条
件下での著作権および人格権に関連する権利に適用されます。
さらに、顧客は、適用される法に違反するユーザー内容をアップロードしない義務を負います。顧客は、ユーザ
ー内容が機密情報を含まないこと、および顧客が守秘義務を違反しないことに対し責任を負います。

8.6.

弊社は、顧客によるユーザー内容のアップロードまたはアップロードされた内容そのものが登録および利用の
条件の違反を引き起こした場合、または重大な違反の可能性を示す特定の兆候がある場合は、ユーザー内容
のアップロードを拒否する権利、および/またはすでにアップロードされた内容（私的なメッセージおよびゲストブ
ックの入力を含む）をブロックまたは削除する権利を留保します。これに関連して、弊社は顧客の正当な利益を
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考慮して、違反を回避する最も穏やかな手段を選択します。
9. 利用ガイドライン、行為規則（ネチケット）
9.1.

コミュニティやブログなど、提供されたサービスの中には、各サービスの他のユーザーと部分的にコミュニケー
トあるいは相互作用することができるものがあります（個人的なメッセージを送る、討論フォーラムに参加する、
ディスカッションへの投稿を公開する、内容や投稿についてコメントすることなどによって）。これらのサービスに
おいては、その目的は、各トピックについて、オープンで相互を尊重する情報交換を促進することです。したが
って、弊社は、討論においては公平で事実に基づいた口調を常に維持し、バーチャルな対話において意見の
違いを建設的に解決することを確実にするよう顧客に要求します。建設的で、役に立ち、革新的な投稿をする
ことを歓迎します。これらのサービスを利用する時は、登録および利用の条件に規定される弊社の行動基準を
守る義務があります。行動規範の違反をした場合は、弊社は一時的にあるいは永久に各サービスへの顧客の
アクセスをブロックすることができます。セクション 3 を参照してください。

9.2.

商業的利用ははサブセクション 7.1 で定義される程度までのみ許可されます。許可されない商業的利用には、
特に以下のことが含まれます。
-

報酬のための内容、サービス、および/または製品のすべての提案および広告で、ユーザーに属するもの
および第三者に属するものの両方

-

販売促進のコンテスト、呼び物、バーター取引、広告、またはマルチ商法などの商業的な背景のある活動
の実行のためのすべての提案および広告

-

ユーザーの身分証明および/または連絡データ（メールアドレスを含む）の電子的なおよび/またはその他
の方法による収集（迷惑メールを送るなど）

-

利用可能なサービスの有効期限切れ、報酬を得るために、前述の有効期限切れのために提案された内
容を含む、

9.3.

適用される法律を違反し、第三者の権利を侵害する、または未成年者保護の原則を違反するサービスについ
ての活動またはそれに関連する活動を行うことは禁じられています。特に以下の行動を取ることは禁じられて
います。
-

ポルノ的および/または詐欺的で、未成年者保護の法律、データ保護法、および/またはその他の法律に違
反する内容、サービス、および/または製品をアップロードする、広める、提案する、および広告すること

-

他のユーザーまたは第三者を不快にさせ誹謗集中した内容を利用すること

-

明確に許可されていないのに法律によって保護されている、あるいは第三者の権利（著作権など）によっ
て妨害されている内容、サービスおよび/または製品を利用し、提供し、広めること

-

合法的にあるいは非合法的に獲得したソフトウェアについての情報およびアドバイスを交換すること、プロ
ダクトキーまたは合法的もしくは解読されたダウンロードなどへのリンクを投稿すること

-

第三者の権利、特に特許、商標、著作権、または著作権、企業秘密、人格権あるいは財産権に関する権
利を侵害する情報を保存し、公開し、および/または送信すること

-

技術装置の禁止された操作についての指示を与えること
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9.4.

さらに、法律の違反に関わらず、顧客のユーザー内容をダウンロードする時および他のユーザーとのコミュニ
ケーションにおいて、以下の行動が禁じられています。
-

ウイルス、トロイの木馬、およびその他の有害なファイルを広めること

-

ジャンクメールまたはスパムメールおよびチェーンメールを送信すること

-

攻撃的、性的、卑猥、あるいは中傷的な内容および/またはコミュニケーションならびに人種差別、狂信、
憎悪、肉体的暴力、または不法行為（明確にまたは暗黙的に）を助長しサポートする内容を広めること

-

他のユーザーの反応がなくあるいは他のユーザーの反応に関わらず、他のユーザーに連絡し続けること
によって、およびそのようなハラスメントを助長したりサポートすることなどによって、他のユーザーにハラ
スメントを行うこと

-

他のユーザーに対し、商業的な目的または不法な目的や法に違反することを目的に、パスワードまたは
個人データを暴露することを要求すること

-

一般人に対し、そうすることを各内容の作成者によって明確に許可されている程度まで、サービス内で利
用できる内容を広めること、および/またはコミュニケートすること。ただし、サービスでの機能として明確に
利用可能にされている限りにおいてとします。

9.5.

管理者およびモデレーターによる決断についてコメントすることおよび評価すること

その他の禁止事項：サービスの円滑な運用を損なう行動、特に IT システムに過剰に過重な負荷をかけるかも
しれない行動、特に、主題から外れた投稿、同じメッセージを複数のトピック分野に投稿すること、同じトピック
に複数の新しいスレッドを開始することなど、ある主題についてのコメントをフォーラムリストの最初の位置に戻
すためにそのコメントを不必要に投稿することは禁じられています。

9.6.

サービスについての違法で、乱用で、契約に違反している、あるいは許可されていない利用に気付いたら、弊
社に連絡して、そのような許可されていない利用を報告することができます。適切な連絡データは、セクション
6.1 の下での解約できる権利についての指示の下で提供されています。いくつかのサービスがあれば、特別な
機能（「フラッグオプション」）を利用して、管理者およびモデレーターに対し、利用ガイドラインに違反している投
稿を報告することもできます。それから、弊社はそのインシデントを調査して必要であれば適切な行動を取りま
す。

10. 責任制限
10.1. 無料サービスに関して、人の生命、体、または健康への害がある場合、詐欺行為、故意または重大な過失の
場合、およびドイツ・テレコミュニケーション法（TKG）のセクション 44a の適用分野が広がった場合は、ドイツの
製造者責任法 [Produkthaftungsgesetz]に従い、弊社が提供した保証程度まで、弊社は法律の規定に従って
責任を負います。
10.2. 他のあらゆる点において、弊社の責任は除外されます。
10.3.

上記の責任の制限は、弊社の法的な代表者、管理職、および/または弊社の義務を履行することに従事す

る人物 [Erfüllungsgehilfen] による過失の義務違反の場合、および弊社の義務を履行することに従事する人物のう
ちの一人の過失に関して、および弊社職員、代表者、および法人 [Organe] の個人的な責任に関しても、適用されま
す。
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11. 保障
11.1. 顧客は弊社に対し、クレームされたすべての費用および損失、およびユーザー内容による、または弊社のサー
ビス利用時に顧客の法律違反による第三者の権利の侵害を理由に第三者が弊社に対して行ったクレ
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15. 様々な規定
15.1. オンライン論争解決欧州委員会は、EU 規制第 14 条（1）に準じるオンライン論争解決のプラットフォームとし
て、www.ec.europa.eu/consumers/odr からアクセス可能なオンライン論争解決（ODR）のインタフェースを提
供しています。顧客からの相談は、info@boschrexroth.de へお送りいただくこともできます。
15.2. 弊社は、私たちは、消費者仲裁機関によるより前の段階で、法廷外での和解に関わることはありません。
15.3. ドイツの国際私法および国際物品売買契約に関する国際連合条約（CISG）を除くドイツ連邦共和国の法律が
適用されます。顧客が EU を常居所地とする消費者であり、サービスが（も）顧客の常居所地の国に対して運
営されている場合、母国の有効な消費者保護の義務規則が顧客にとってより望ましい条件を含む場合は、そ
の義務規則が適用されます。
15.4. 顧客がビジネスマンである場合は、シュツットガルトの裁判所が独占的な裁判権を持ち、裁判地となります。弊
社は、顧客の事業所において、弊社の裁量で法的手段を取る権利も留保します。
15.5. 登録および利用の条件の一部の規定が無効であるまたは無効となる場合は、残りの規定の有効性はそれに
よって影響を受けないものとします。この場合、無効な規定に対しては、その元の無効な規定の経済的な目的
に最も近い許容できる取り決めが優先して適用されます。これは、契約の不作為の履行にも適用されます。
16. 解約
16.1. 解約できる権利についての指示
顧客が消費者である場合、その根拠を言明することなくこの契約を 14 日以内に解約できる権利を有します。
解約の期間は契約が締結された日から 14 日間です。
解約の権利を行使するためには、下記の連絡先に対し、この契約を解約する決断を知らせる明白な声明を出
さなければなりません（郵送、テレファクス、またはメールによる書簡など）。
Bosch Rexroth AG
Zum Eisengiesser 1
97816 Lohr am Main, Germany
E-mail: info@boschrexroth.de
電話番号:+ 49 9352 18-0 （月曜日から金曜日の営業日、午前 8 時から午後 5 時まで）
添付の解約フォーム例も使うことができますが、強制力を持つものではありません。解約の期限を守るために
は、解約期間の有効期限が切れる前に解約の権利を行使しているという通知書を送れば充分です。

16.2. 解約の影響
この契約を解約すると、顧客の利用は終了します。
16.3. 解約フォーム例
契約を解除したい場合は、このフォームに必要事項を記載し、返送してください。
Bosch Rexroth AG
Zum Eisengiesser 1
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97816 Lohr am Main, Germany
E-mail: info@boschrexroth.de
電話番号:+ 49 9352 18-0 （月曜日から金曜日の営業日、午前 8 時から午後 5 時まで）
私/私たちは（*）私/私たちが締結した契約をここに解除します。
締結日:
顧客の氏名:
顧客の住所:
顧客の署名（通知書が書面の場合）
日付
（*）該当する場合は削除または完成させてください
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