カゴ台車によるお荷物の一時仮置きサービス
エリア・必要スペースから最適な場所をご提供
マッチング
新聞販売店様

ご利用企業様

登録

登録

空きスペース種別

主なご利用用途
◆住宅地のデポとして
◆納品前商品の仮置き
◆横持時の一時駐車場として

◆店内スペース
◆倉庫
◆駐車場

ご利用の流れ

ご利用申し込み書を
メール/FAXにて
下記までご送付ください。

最適なスペースのご提案をさ
せて頂きます。
ご納得いただけた場合には、
お見積書をご送付いたします。

契約書を交わし、
当サービスをご利用頂きます。

株式会社ラストワンマイルソリューション
お問い合わせ先：☎03-5847-5552(営業時間9:00~17:00)
📠03-5847-5553
✉：info@loms.co.jp

利用規約
「カゴ台車ストレージ」は、本規約を承諾いただいた方にのみ提供させていただくサービスです。従いまして、利用者の皆様は、「カゴ台車ストレージ」をご利用いただくことで下記の規約に同意したものとみなされますのでご注意ください。
第一章はじめに
第1条 定義
本規約の中で使用される以下の各用語は、次のとおりとします。
1. 「弊社」 株式会社ラストワンマイルソリューション
2. 「本サービス」「カゴ台車ストレージ」において弊社が提供する会員向けサービス
3. 「会員」 本規約を承認し、本サービスを利用するために弊社所定の入会登録を行い、弊社がその入会登録を承認した個人および法人
4. 「会員等」 会員、会員登録の申込者など本サービスを利用する全ての個人および法人
5. 「カゴ台車」貸主が利用者に対し提供する荷物のお預かり・保管のための設備または空間
6. 「貸主」 本サービスを利用してカゴ台車を用いた荷物の保管スペース登録をする個人および法人
7. 「利用者」 本サービスを利用してカゴ台車を用いた荷物のお預かり・保管の設備を使用する個人および法人
8.「利用者募集」 本サービスを介して提供される次の業務の総称
(1) 利用者の集客
(2) カゴ台車の利用受付
(3) カゴ台車の利用審査
(4) カゴ台車利用料の代理受領
9. 「サービス料」利用者が本サービスを利用してカゴ台車の利用をするごとに発生する、本サービス内で弊社が定めるサービスの利用料。なお、サービス料はカゴ台車利用料に含まれておりません。
10. 「本規約」本サービス利用規約および別途定める個人情報の取扱規定の全て
第2条 本規約への同意
本サービスを利用するには、本規約に同意の上、会員となる必要があります。本サービスを利用した会員等は、利用した時点で本規約に同意したものとみなします。
第3条 個人情報の取扱規定への同意
1. 本サービスに関する、会員等の個人情報は、弊社が別途定める個人情報保護方針に従って取り扱われます。
2. 会員等は、本サービスの利用の前に、個人情報保護方針を必ず確認し、その内容に同意の上、本サービスの利用をしてください。本サービスを利用する会員等は、利用した時点で弊社の個人情報保護方針に同意したものとみなします。
第4条 規約の変更・追加・削除
1. 弊社は、会員等に事前に通知することなく、本規約の全部または一部を任意に変更・追加・削除することができ、また本規約を補充する規約・特約を新たに定めることができるものとします。変更・追加・削除した本規約および本規約を補充した規約は、会員に通知書を送付した時点から効力を有し、会員等はこれに従わなければなりません。
2. 会員等は、前項の内容を十分に理解し、定期的に本規約の最新の内容を確認する義務を負うものとし、弊社に対して、規約の変更・追加・削除に関する異議を申し立てることはできません。
3. 弊社は、規約の変更・追加・削除により会員等が被った損害につき一切の責任を負わないものとします。
第2章 会員等について
第5条 会員登録
1. 会員登録手続は、会員となる本人が行うものとします。会員となる本人以外が行う登録は一切認められません。
2. 会員は、会員登録時および会員登録後に、虚偽の情報を登録することを禁止します。
3. 会員は、登録内容に変更がある場合、ただちに登録内容を修正し、常に会員自身の正確かつ真実の情報が登録されているよう、登録内容を管理・修正する義務を負います。
4. 登録内容に変更があったにもかかわらず、会員が変更の登録をしていない場合、弊社は、登録内容の変更のないものとして取り扱うことができます。
5. 変更の登録があった場合でも、変更登録前に行われた取引や各種手続は、変更登録前の情報に準拠することがあります。
6. 会員が前各項に違反したために被った損害に関し、弊社は一切責任を負いません。
第6条 会員資格
1. 次の各号いずれかに該当する場合、本サービスをご利用いただくことができません。
(1) 暴力団関係者、その他反社会的団体に属する者と認められる場合、もしくは公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると弊社が判断した場合
(2) 過去の利用において、料金の支払いを滞納している場合
(3) その他、弊社が不適切と判断した場合
2. 会員は複数の会員IDを持つことができないものとします。
第7条 禁止事項
会員等は、本サービス利用にあたり、下記各号に掲げる禁止事項を行ってはなりません。
(1) 法令または本規約に違反すること
(2) 法令または本規約に違反する行為を助長する行為またはそれらのおそれのある行為をすること
(3) 虚偽の情報（弊社が虚偽であると判断する情報を含みます。）を登録しその他不正行為をすること
(4) 他の会員や第三者に不当に迷惑をかけること
(5) 第6条第1項第１号または第2号に該当することを秘して本サービスを利用すること
(6) 他の会員、第三者または弊社の財産、名誉、信用、プライバシーもしくは著作権、パブリシティー権、商標権その他の権利を侵害する行為、または、これらの権利の侵害を助長する行為、または、それらのおそれのある行為をすること
(7) 本サービスの利用に関連して知り得た弊社または他の利用者の秘密に属すべき情報を開示、公開すること
(8) 本サービスを利用して他の会員または第三者を他のサービスに誘導すること
(9) 本サービスの利用期間中（会員登録抹消日から１年間も含みます。）、本サービスで紹介されたカゴ台車につき、本サービス以外でのカゴ台車の利用契約を行うよう誘導し、本サービスを介さず直接契約を締結するよう誘導すること
(10) 本サービスもしくは本サービスの一部（コンテンツ・情報・機能・システム）を使用・転用・転売・複製・送信・翻訳・翻案などして、いかなる手法を問わず商業・営業目的の活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用をすること、その他本サービスの2次利用や複製をすること（ただし、弊社の登録代理店および登録加盟店、その他弊社の事前の文書による許可を受けた場合を除きます。）
(11) 会員等の個人情報を開示しまたはその開示を要求する行為
(12) 本規約に基づくすべての契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を弊社、貸主または利用者の事前の承諾なく第三者に譲渡する行為
(13) 前各号の他、弊社が不適切と判断した行為
第8条 禁止事項違反があった場合の対応
1. 弊社は、会員等が本規約に定める禁止事項に該当すると判断した場合には、当該会員等に対して、事前の通知なく、以下の措置を単独または重複して講じることができます。また、弊社が会員等に対してサービスの変更等の一定の対応を求める場合に、会員等は、速やかに当該対応を行わなければなりません。
(1) 本サービスの全部または一部の利用停止
(2) カゴ台車登録の削除
(3) カゴ台車利用料の支払留保・弊社指定の方法による清算
(4) 会員資格の取消し
(5) その他弊社が必要と判断する措置
2. 弊社が前項の措置を講じた場合に、弊社はその理由を説明する義務を負わないものとします。
3. 弊社は、第1項の措置により会員等に生じる一切の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条 会員等の賠償責任
1. 会員等が、本規約に違反したことにより、または、会員等の故意もしくは過失により、弊社に対して損害を発生させた場合、会員等は、弊社に対して当該損害（弁護士費用を含みます。）を賠償するものとします。
2. 利用者が、本規約に違反したことにより、または、利用者の故意もしくは過失により、貸主または第三者に対して損害を発生させた場合、利用者は、貸主または第三者に対して当該損害（弁護士費用を含みます。）を賠償するものとします。
第10条 会員の退会
1. 会員が退会を希望する場合は、弊社所定の手続により退会することができます。ただし、退会の手続を行った時点で、取引の決済など、取引の手続が未完のものがある場合は退会することができません。
2. 会員が退会した場合、弊社はその後当該会員に対しては、将来にわたって本サイトのご利用をお断りする場合があります。
第3章 本サービスの利用について
第11条 本サービスの役割
本サービスは、会員がカゴ台車の貸出または利用を行うための仲介をいたします。
第12条 会員登録およびカゴ台車登録の無償
本サイトにおける、会員登録、カゴ台車登録は無料で行うことができます。
第13条 弊社の知的財産権
本サービスに含まれる工業所有権、ノウハウ、プログラム、著作権、商標権その他の知的財産権およびそれらに関連する全ての権利は弊社に帰属するものとします。
第14条 サービスの中断
1. 弊社は、システムの保守、システム障害対応、天災、技術上、運用上の事故、その他不可抗力により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合、事前に会員等および第三者に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
2. 弊社は、前項の措置により、会員等に損害または不利益が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
第15条 サービスの変更・終了等
1. 弊社は、何らの予告なく、弊社の判断で、本サービスの全部または一部を終了・一時停止・変更・追加できるものとします。
2. 弊社は、前項のサービスの終了・一時停止・変更・追加に起因する一切の損害について、会員および第三者に対して一切の責任を負いません。
第16条 サービス水準等の非保証等
1. 弊社は、サービスの内容・品質・水準、サービスの安定的な提供、サービスの利用に伴う結果等については、一切保証しないものとします。
2. サービス提供における、不正確・不適切・不明瞭な内容・表現・行為などにより、会員等および第三者に対して損害が生じた場合であっても、弊社は、当該損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 弊社は、会員等に対して、アドバイスを行ったり情報提供を行ったりすることはありますが、その内容等について正確性や有用性を保証するものではなく、責任を負うものではありません。
第17条 システム等についての非保証
1. 弊社は、本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルスなど有害なものが含まれていないことを保証しないものとします。弊社は、本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルスなど有害なものが含まれていたことにより生じた一切の損害について、会員等および第三者に対して一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は、会員のコンピュータにおける障害、エラー、バグの発生等について、一切の責任を負わないものとします。
3. 弊社は、コンピュータ、システム、通信回線などの障害により、会員等および第三者に生じた一切の損害（データ消失、システムの中断、不正アクセスなど）について、一切責任を負わないものとします。
第18条 広告・リンク先に関する損害
弊社から会員に送信する電子メールに掲載されている広告によって、会員等および第三者に生じる損害に関し、一切の責任を負いません。
第4章 カゴ台車利用について
第19条 規約の適用
利用者は、本規約記載の各条項に承諾して本サービスを利用することに同意するものとします。利用者が、カゴ台車利用の契約をした際には、契約した時点で貸主と利用者との間に、本規約が適用されます。
第20条 カゴ台車提供・利用に係る契約当事者
本サービスは、貸主が利用者に対して荷物を保管するためのスペースを有償で提供することを弊社が仲介するものであり、弊社が貸主となるものではありません。カゴ台車の提供・利用に関する契約は貸主と利用者との間で直接成立するものであり、弊社が契約当事者になるものではありません。
第21条 保険加入義務
利用者が本サービスを利用する場合は、必ず受託者賠償責任保険と事業活動包括保険に加入するものとします。
第22条 保管することができる荷物の種別等
１
以下の各号に定める荷物は、カゴ台車にて一時取り置きをすることができません。
(1)危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物が含まれる荷物
(2)冷凍/冷蔵が要される荷物
(3)付属装着物等があり、接触により店舗施設もしくは隣接の建物や設備または他の荷物の損傷を発生させるおそれのある荷物
２．貸主が、一時仮置きができない荷物であると判断した場合、当該荷物を一時取り置きすることはできません。
第23条 利用時間
1. カゴ台車の利用時間は、貸主側で規定されている利用時間とします。規定の利用時間を早めてまたは超えて利用することはできません。やむを得ない事情により、規定の時間外に利用しなければならない場合は、必ず事前に貸主または弊社までお知らせください。
2. 規定の利用時間内であれば、荷物の出し入れは自由です。ただし、一部貸主が定める方法や時間帯以外の方法や時間帯には荷物の出し入れができないカゴ台車があります。
第24条 利用方法
1. 利用者は、契約成立後に送付されるカゴ台車写真およびコメントにしたがい、示されたカゴ台車内に荷物を保管するものとします。
第25条 カゴ台車利用にあたっての遵守事項
利用者は本サービスの利用に関し以下の事項を遵守するものとします。
1. カゴ台車の利用は原則3カ月連続利用すること（ただし、貸主の承諾がある場合を除きます。）
2. カゴ台車内へゴミ等を投棄しないこと
3. カゴ台車を荷物保管以外の目的で利用しないこと
4. その他各貸主において規定されている制限事項に従って利用すること
第26条 利用料金、サービス料および支払方法等
1. 利用者は、貸主に対するカゴ台車の利用料金を、同料金を代理受領する弊社宛てに支払うものとします。
2. 利用者は、カゴ台車利用の契約を行った場合、本サービスで定めるサービス料を弊社宛てにお支払い頂きます。但し、一部のカゴ台車利用に対するサービス料を無償にする場合があります。
3. 利用料金、サービス料の支払・決済は、弊社が決済サービス契約を締結している決済事業者を通じて、本サイトのオンライン決済にて行うものとします。
4. 利用料金、サービス料は、カゴ台車の利用確定時に発生し、その時点をもって利用者には利用料金、サービス料の支払義務が生じます。なお、利用期間中でのご利用が無かった場合でも、利用料金、サービス料の返却は行いません。
第27条 集金代行
1. 弊社は、貸主の代理として利用者から、利用料金を集金します。
2. 弊社は、月間カゴ台車利用料を集計し、その収支報告書（支払通知書）を貸主に通知報告するものとします。その内容に異議のある場合には、弊社に対し、同報告書受領後1週間以内にこれを通知しなければなりません。貸主がこの通知をせず、1週間が経過した場合には、収支は確定します。
第28条 利用者によるキャンセル
１．利用者が、カゴ台車利用の契約の成立後、カゴ台車の利用開始当日に自己都合によりカゴ台車利用契約を解約する場合、利用者は、貸主に対して、キャンセル料として、利用料金全額に相当する額の支払義務が生じるものとします。
２．前項にかかわらず、利用者が、利用予定日の前日までに自己都合により利用をキャンセルする場合、キャンセル料は発生しません。
第29条 貸主によるキャンセル
貸主が、予約確定後、貸主の故意、過失または自己都合により当該予約をキャンセルする場合において、貸主は責任をもって利用者に対してその賠償を行うとともに、弊社に対しても、当該契約がキャンセルされなかった場合に発生するはずであったサービス料を違約金として支払わなければなりません。
第30条 荷物が放置された場合の取扱い
1. 荷物預かり契約で定めたカゴ台車の利用期間経過後も、利用者の荷物がカゴ台車に残置している場合（以下、残置された荷物を「残置荷物」と言います。）は、利用者は、貸主に対して所定の超過料金を支払うものとします。
2. 前項の利用期間満了後５日間が経過しても残置荷物が利用者により撤去されない場合、弊社が残置荷物を回収し、弊社所定の倉庫にて5日間保管することとし、利用者は弊社に対して残置荷物の引き渡しを受ける代理権を付与するものとします。幣社が貸主から荷物の引渡しを受けた場合、弊社利用者との間で残置荷物に関して、新たな荷物預かり契約が成立し、利用者と貸主との間の契約関係は終了するものとします。
3. 上記2.の事態が発生した場合、利用者は、幣社に対して、残置荷物についての倉庫への配送料、倉庫からの配送料及び保管料として、本サービスのカゴ台車利用料金（弊社が残置荷物を回収した日から利用者に残置荷物を返還した日又は次項に基づき残置荷物を処分・廃棄した日までの期間を基準とします。）の２倍の料金を支払うものとします。
4. 弊社所定の倉庫における残置荷物の保管期間が３０日間経過した場合、利用者は、弊社が残置荷物を自由に処分・廃棄することに関して同意し、所有権を放棄することに関して異議がないこととします。なお、利用者は弊社が残置荷物の内容等を確認せずに処分・廃棄することにも同意します。
5. 本条に基づく弊社による残置荷物の回収、保管及び処分又は廃棄に関して第三者から弊社に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合において、弊社から処理の要請がなされたときは、利用者は自己の責任と費用負担において、弊社に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、弊社がかかる訴え、異議、請求等により被った一切の損害（弁護士費用を含みます。）を賠償するものとします。
第31条 免責
1. 貸主および弊社は、カゴ台車内における荷物、その付属装着物または積載物の盗難、紛失または毀損については一切の責任を負いません。
2. 弊社および貸主は、本サービスの利用者が、カゴ台車の他の利用者もしくはその他の人の行為またはカゴ台車内に存在する荷物またはその付属装着物等に起因して被った損害、その他本サービス内で発生した原因に起因して被った一切の損害について責任を負いません。
3. 弊社は、貸主によるカゴ台車の貸し出しその他カゴ台車の貸し出しに関連する行為により、利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第32条 個人情報の保護
貸主は、貸主が個人情報の保護に関する法律における個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならないものとします。
第33条 貸主の遵守事項
貸主は、本サービスの利用に関し、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 弊社と連絡が不通とならないようにし、弊社から連絡があった場合には、速やかに返信すること
(2) 公序良俗に反し、または本サービスにふさわしくないと弊社が判断するような態様で本サービスを利用しないこと
(3) 登録のあったカゴ台車の登録内容その他本サービスの利用に関する情報に変更があった場合にはただちに報告すること
第5章 免責について
第34条 免責
弊社および貸主は、本規約に弊社や貸主を免責する条項が存在しない場合であっても、本規約において弊社や貸主が会員等（利用者を含みます。本章において同じ。）に対し損害賠償責任を負う旨が明記されている場合、または次条に定める特例に該当する場合を除いては、不法行為責任や債務不履行責任等その法的根拠を問わず、会員等に対して何らの損害賠償責任を負わないものとします。
第35条 消費者契約法の特例
弊社と会員等との間における本規約に基づく契約が、消費者契約法第2条第3項の定める消費者契約に該当する場合には、本規約において弊社の免責を定める規定がある場合であっても、弊社の故意・過失により会員等に生じた損害については本条の定めを適用するものとし、弊社が会員等に対して負う損害賠償責任は会員等から受領した金員または1万円のいずれか高い金額を限度とし、それを超える部分については弊社
は責任を負わないものとします。ただし、弊社に故意または重過失が認められる場合にはこの限りではありません。
第6章 雑則
第36条 弊社からの通知
1. 弊社は、メールやその他弊社が適当と判断する方法・範囲で、会員等への通知を行うものとします。
2. 前項に定める通知は、弊社が当該通知の内容をメール配信等により通知した場合には当該通知を発した時点のいずれか早い時点からその効力が発生するものとします。
3. 弊社からの通知および連絡が不着となったり遅延したりなどすることによって生じる損害において、弊社は一切の責任は負いません。
第37条 本規約上の地位の譲渡等
弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録内容その他顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとし
ます。
第38条 準拠法・裁判管轄
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、会員等と弊社の間で生じた紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
令和3年8月1日制定

カゴ台車ストレージご利用申し込み書
令和

年

月

日

ご確認のうえ、ご捺印をお願い致します

＊太枠内をご記入ください
ふりがな

会社名

ふりがな

ご担当者名
TEL

ご連絡先
E-mail
ご希望の条件をご記載ください。
室内店内スペース

スペース種別
ご利用カゴ台車数

室内倉庫

※カゴ台車の大きさ：W:1100mm × D:800mm × H:1700mm
台

駐車台数

台

（駐車場のみ）

スペース詳細

駐車場

施錠可能

カメラ設置済

空調完備

屋根あり（駐車場のみ）

深夜早朝利用

土日祝日利用

例）東京都中央区
ご希望のエリア

ご希望やご条件をご記入ください。

その他

ご記入頂けましたら、本申込書を弊社までご送付下さい。

E-mail: info@loms.co.jp
FAX：03-5847-5553

弊社使用欄

株式会社ラストワンマイルソリューション
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-12 油商会館ビル6階
TEL 03-5847-5552
URL
https://www.loms.co.jp

