
          EMC 研究所内設備利用約款 

株式会社イシカワ EMC 研究所  〒230-0052 横浜市鶴見区生麦 2-3-18  Tel:045-500-2255 Fax:045-500-2256 

 
1

第１条 (目的) 

株式会社イシカワ (以下当社という) の有するＥＭ

Ｃ研究所内にある本件施設の利用について、設備利用

者 (以下お客様という) と別段の定めがあるものを除

き、本約款にしたがうものとする。 

 

第２条 (定義) 

1.「本件施設」とは、当社のEMC研究所内における電

波暗室、シールドルームおよびこれらに附属する測

定室、地下ピット、対策作業室、EUT保管室、打ち

合わせ室、休憩室ならびにこれらに設置されている

所有または管理にかかる設備、機材、器具をいう。 

2. 本件施設の「利用」とは、本件施設を用いて、お客

様の製品、被試験機器につき、EMI測定、EMS試験、

環境測定、シールド測定などの各試験および測定を

行い、これらの試験、測定に伴う各種対策作業を行

うことをいう。 

 

第 3 条 (利用申込み) 

お客様は、当社が発行する所定の申込書に必要事項

を記入し、本件施設の利用を申し込むものとする。 

 

第 4 条 (本件施設利用契約の成立) 

1. 当社は前条の申込みの内容および本件施設の状況

等を勘案した上で、お客様の本件施設の利用につき

その許否をお客様に通知する。 

2. 本件施設の利用契約は、前項の承諾の通知がお客様

に到着した時にその効力を生じるものとする。 

 

第 5 条 (契約内容の変更等) 

1. お客様が利用期間の延長、試験項目の追加等その契

約内容の変更を申し出た場合は、当社は本件施設の

状況を勘案の上その許否を決定し、お客様に通知す

る。 

2. お客様がその契約の全部または一部を取り消した

ときは、当社に対し、別に定めるキャンセル料を支

払うものとする。 

 

第 6 条 (利用料金) 

1. お客様が当社に対し支払う施設利用料 (およびキ

ャンセル料) は、別に定める「価格表」による。ただ

し、お客様が特別な形態によって本件施設を利用す

る場合は、別途協議により利用料金を定めるものと

する。 

2. お客様が、当社所定の営業日や営業時間帯以外に本

件施設を利用する場合には、お客様は別に定める割

増率による超過料金を支払うものとする。 

 

第 7 条 (利用料金の支払い) 

1. お客様は、本件施設の利用料金について、特別の定

めがない限り、利用した月の末日締め翌月末日まで

に当社の指定する銀行口座に振り込んで支払うも

のとする。 

2. お客様が施設利用料の支払いを遅延した場合は、当

社に対して支払期日の翌日から支払い完了まで年

14.6% (年 365 日の日割計算とする) の遅延損害金を

支払うものとする。 

 

第 8 条 (被試験機器等の搬入、搬出等) 

1. お客様が本件施設の利用にあたり、被試験機器 

(EUT) およびその周辺機器 (接続機器、動作装置、ケ

ーブル、マニュアル、ソフトウェア等をいい、これ

らを合わせて「被試験機器等」という) の搬入、開梱、

梱包、設置および搬出を行う場合には、当社の従業

員等による立会いの下、お客様の費用と責任におい

てこれを行うものとする。 

2. お客様が前項の被試験機器等を本件施設に搬入す

るに際して、当社がお客様に対して搬入品のリスト

を求めた場合には、お客様はこれを当社に提出しな

ければならない。 

3. お客様が本件施設を利用する間における被試験機

器等の操作、管理、保管については、お客様の費用

と責任においてこれを行うものとし、当社はその責

めに帰すべき事由により被試験機器を滅失・破損し

た場合を除いて、被試験機器等の故障、破損、滅失

について何ら責任を負わないものとする。 

4. お客様は、本件施設の利用が終了した後、直ちに本

件施設に搬入、設置した被試験機器等を搬出し、原

状に復しなければならない。 

 

第 9 条 (本件施設の性能保持) 

当社は、本件施設における各設備、機器等について、

お客様の利用形態に応じて通常備えるべき性能、品質

等を常に保持しなければならない。ただし、当社がお

客様の行う本件施設の利用による試験、測定結果につ

いて保証するものではない。 

 

第 10 条 (遵守事項) 

1. お客様は、EMC 研究所内への立入りおよび本件施

設の利用に当たり、次の各号に定める事項を遵守し

なければならない。 

① 本件施設の利用、各設備、機器等の取扱いにつ

いては、原則として当社の従業員等がこれを行

うものとし、当社の承諾の下においてお客様等

がこれを行う場合には、当社の従業員等の指示、

指導に従うとともに、あらかじめ定められた方

法に従い、善良なる管理者の注意をもってこれ

を取り扱うこと。 

② 本件施設の利用のために必要な場所その他当

社が定めた区域以外の場所に立ち入らないこと。 

③ 当社の事前の承諾なしに、EMC 研究所内および

本件施設の写真を撮影し、または本件施設にあ

る当社または第三者の図面、資料、データ等を

持ち出し、またはこれらを複写、電子記録媒体

に保存しないこと。 

④ 当社の事前の承諾なしに、EMC 研究所内および

本件施設内にお客様の製品、被試験機器その他

本件施設の利用に必要なもの以外のものを搬入

しないこと。 

⑤ 当社の事前の承諾なしに、EMC 研究所内および

本件施設内に新たな設備、機器等を設置し、ま

たは現存する設備、機器等を改造しないこと。 
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⑥ 本件施設内に搬入したお客様の被試験機器等

については、当社の指定した場所においてのみ

これを保管、設置するものとし、それらを保管、

管理するにあたっては、特別の定めがない限り

お客様が自己の所有物としての必要な管理 (施

錠等) を行うこと。 

⑦ 火気物、危険物等を EMC 研究所内および本件

施設内に持ち込まないこと。 

⑧ 喫煙、飲食等は当社の指定した場所においての

み行うこと。 

2. お客様が前項の各号に定める事項に違反し、当社ま

たは第三者に損害を与えたときは、お客様はその損

害を賠償しなければならない。 

 

第 11 条 (本件施設等の破損) 

お客様がその責めに帰すべき事由により本件施設等

の EMC 研究所内の設備等を破損したときは、当社は

その修理、代替品の購入、設置等に要したすべての費

用ならびに損害をお客様に請求することができる。 

 

第 12 条 (秘密保持義務) 

当社とお客様は、本約款に附属する秘密保持契約書

に定めるところにしたがって、相互にその秘密を保持

する義務を負うものとする。 

 

第 13 条 (被試験機器等の引渡し) 

当社は、お客様による本件施設の利用が終了した後、

お客様から被試験機器、図面、仕様書、その他本件施

設の利用に係る資料を預かっている場合には、遅滞な

くこれらを返還するものとする。ただし、本件施設に

残存する試験、測定データおよびこれらを基に当社が

作成した試験、測定結果に関する報告書については、

当社がこれらを保管しまたは廃棄することができる。 

 

第 14 条 (契約の解除) 

1. お客様に次の各号の一つに該当する事由が生じた

ときは、当社は、なんらの催告なくして書面により

施設利用契約を解除することができる。 

① 本契約に基づく金銭の支払をその支払期限に

怠り、その後1週間以内にその支払を完済しな

いとき。 

② 本契約に違反する行為を行い、その違反が重大

であり、その是正が困難であるとき。 

③ お客様またはその代表者に対する破産、民事再

生、もしくは会社更生手続開始の申立があった

とき、またはそれらの者が支払不能になりもし

くは支払を停止したとき。あるいは、その振り

出した手形、小切手が不渡りとなったとき、そ

の他これらに類する事情が発生し、その経済的

信用力が失われたことが明らかになったとき。 

④ 事業の全部または重要な一部の停止、他への譲

渡 (事業用財産の全部または重要な一部の譲渡

の場合を含む) を行ったとき、または、合併、

会社分割等により支配株主が変更されたとき。 

⑤ その他、当社の信用を毀損しまたは信頼関係を

破壊する背信的行為を行ったとき。 

2. 本条の定めにより施設利用契約が終了したときは、

別段の定めをしない限り、お客様は直ちに本件施設

の利用を中止し、当社の指示にしたがって被試験機

器等の搬出、原状の回復等をしなければならない。 

3. 第１項により施設利用契約が解除された場合、お客

様は、未払いの施設利用料その他の当社に支払うべ

き金銭の全額を直ちに支払わなければならない。 

4. お客様に第１項所定のいずれかの事由があるとき

は、当社はお客様に対し、被った損害の賠償を請求

することができる。 

 

第 15 条 (合意管轄) 

本件施設利用契約に関する争いについては、東京地

方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

第 16 条 (協議事項) 

本約款に定めのない事項や本約款の条項につき疑義

が生じたときは、互いに誠意をもって対応を協議する

ものとする。 

 

第 17 条 (利用約款の変更) 

1. 当社は、ホームページに利用約款を掲載することに

より、必要に応じて随時その内容を変更することが

できるものとする。 

2. 前項により、利用約款が変更された後にお客様が当

社設備の利用申込書を交付したときは、お客様が利

用約款の変更を承認したものとみなす。 

 

第 18 条 (付則) 

利用約款は、2020 年 4 月 1 日以降に締結される個別

の利用契約に適用される。 

 

 以上 


