
住宅履歴情報蓄積・活用に関する約款 

 
株式会社日本住宅保証検査機構（ＪＩＯ） 

 

第１章 総則 

 

（契約の目的と本約款の適用） 

第１条 本契約は、住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産等に関する情報（以下「住

宅履歴情報」という）の蓄積依頼者（以下「契約者」という。）が株式会社日本住宅保証

検査機構(以下「ＪＩＯ」という。)に対して住宅履歴情報の蓄積等の業務（以下、「本業

務」という）を委託し、ＪＩＯが蓄積期間にわたりこれを受託することを目的とする契

約であり、その内容は本約款に定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする。 

（１） 住宅履歴情報サービス機関：住宅履歴情報の蓄積・活用を支援するサービスを提

供する企業、団体 

（２） 情報生成者：住宅履歴情報を生成する者。例えば、住宅生産者、リフォーム事業

者、メンテナンス事業者等の他、住宅所有者自身も含まれる 

（３） 情報活用者：住宅履歴情報を活用して何らかの行為を行う者。例えば、住宅生産

者、リフォーム事業者、メンテナンス事業者、住宅建設用資材販売業者、検査機関、

住宅購入者、不動産鑑定業者、金融機関、保険業者、住宅瑕疵担保責任保険法人、

住宅所有者等 

（４） 情報更新台帳：住宅履歴情報の活用にあたり、住宅履歴情報の実施事項ごとの住

宅履歴情報の更新履歴を記録するもので、一目で行われた実施事項と当該実施事項

により更新された住宅履歴情報が蓄積されている情報項目を把握できる書類。活用

したい書類・設計図書を実施事項から検索・特定する目次の総称 

（５） 情報更新図：平面図等の該当部分に、実施事項と関係する図面類が蓄積されてい

る情報項目、その更新日を記録したもので、一目で住宅の部位別の更新された図面

が蓄積されている情報項目を把握できる図面。活用したい書類・設計図書を住宅の

部位から検索・特定する見出しの総称 

（６） 蓄積期間：本契約に基づいて、本契約期間中に、ＪＩＯが住宅履歴情報を蓄積す

る期間。第１８条参照 

（７） 保管期間：契約者が当該住宅の所有権を失った場合、当該住宅の新たな所有者へ

の住宅履歴情報の継承を目的として、契約者とＪＩＯの合意に基づいて、本契約終

了後も、ＪＩＯが住宅履歴情報の保管を継続する期間。第２７条参照 

（８） 営業秘密：住宅生産者等が、秘密として管理している生産方法、販売方法その他

の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの

で、かつ、情報提供時に、住宅生産者等が住宅所有者に対して第三者への提供を禁

止しているもの 

（９） 個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな
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るものを含む。） 

 (１０) 履歴サービス事業者：本約款に定める各種行為、各種請求等の履行を契約者よ

り委任され、これを受任した者で、予めＪＩＯに、履歴サービス事業者として登録

を行なった者 

 

（契約の成立） 

第３条 本契約は、契約者が、ＪＩＯに本業務の委託を第９条に定める方法によって申し

込み、ＪＩＯが契約者に第１０条に定める履歴情報預かり票を発行し交付すること

をもって成立する。 

 

（書面による通知または意思表示） 

第４条 ＪＩＯは、契約者がＪＩＯに対して通知、その他意思表示を行うときは、書面に

よることを要求することができる。 

 

（住所変更等の通知） 

第５条 契約者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく書面にて

ＪＩＯに通知しなければならない。 

 

（委任） 

第６条 契約者は、本約款に特に定める場合を除き、本約款に定める各種行為、各種請求

等を履歴サービス事業者に委任することができる。 

 

第２章 蓄積の引受 

 

（蓄積の引受） 

第７条 ＪＩＯは、契約者自ら行う申請または契約者が履歴サービス事業者を申請代理者

として行う依頼に基づき、契約者の指定する住宅に関する住宅履歴情報の蓄積の引き受

けを行う。 

２ 契約者は、原則として、本条第１項に基づきＪＩＯに蓄積を依頼する際に、設計図書

一式、竣工図、住宅瑕疵担保責任保険契約締結のための現場検査の検査報告書等資料、

及び住宅瑕疵担保責任保険契約付保証明書を添付する。 

３ 契約者は、ＪＩＯに蓄積を依頼した情報（以下、蓄積情報という）の電子データ変換、

および蓄積作業を、ＪＩＯに委託することができる。この場合、ＪＩＯが別に定める当

該業務にかかる委託手数料を、ＪＩＯに支払うこととする。 

４ ＪＩＯは蓄積情報の総容量が別に定める容量を超えた時は、超過料金を契約者より徴

収することができる。 

５ 契約者は本条３項及び４項を含むＪＩＯに支払うべき住宅履歴情報引受の対価（以下、

「蓄積サービス料」という）の決定及び蓄積サービス料の支払いについて、本条１項の

申請代理者に委任することができる。この場合、ＪＩＯは蓄積サービス料の支払いを申

請代理者に請求するものとする。 

 

（蓄積引受の制限） 

第８条 ＪＩＯは、次の場合には、蓄積の引受を拒否することができる。 
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（１） 住宅履歴情報の蓄積の依頼がこの約款に規定された手続に基づかないとき 

（２） 住宅履歴情報が正当な理由以外で保有した、または取得されたものであるとき 

（３） 依頼された情報に住宅履歴情報以外の内容が含まれるとき 

（４） 依頼された情報の蓄積に適切に対応する設備が確保できないとき 

（５） その他やむを得ない事由があるとき 

 

（蓄積の依頼） 

第９条 契約者は、住宅履歴情報の蓄積依頼に際して次の事項を記載した蓄積依頼書を提

出しなければならない。 

（１） 契約者の住所及び氏名又は名称並びに連絡先（e-mailアドレスを含む） 

（２） 蓄積の対象となる住宅の所在地 

（３） 蓄積する住宅履歴情報の内容、形式 

（４） 住宅生産者等の営業秘密の有無、及び存在する場合にはその記載箇所 

（５） 設計者との間で、設計図書に関する著作者人格権の不行使の合意の有無 

２ 契約者は、蓄積情報の中に住宅生産者等の営業秘密が存在するか否かが明確でないと

きは、住宅生産者等に確認を求めるなどして、その確認に努める。 

３ 契約者は、設計者との間で、設計図書に関する設計者の著作者人格権の不行使の合意

が得られていないときは、その合意に努める。 

 

（蓄積情報の引渡） 

第１０条 ＪＩＯが契約者による蓄積の依頼を承諾するときは、ＪＩＯが予め指定した日

時・場所・方法で契約者から蓄積情報を記録（記載）したものの引き渡しを受ける。 

２ ＪＩＯは、第１項の引渡を受けたときは、引渡を受けた蓄積情報の明細を確認し、確

認した内容についての履歴情報預かり票を交付する。 

 

（蓄積引受の取消及び契約の解除） 

第１１条 ＪＩＯは、蓄積の依頼を承諾し又は前条の引渡を受けた後でも、次の事由があ

るときは、当該依頼情報の蓄積の承諾を取消又は本契約を解除することができる。 

（１） 第８条各号の一に該当することが明らかになったとき 

（２） 第１０条に基づく蓄積情報の引渡がなかったとき 

（３） 蓄積情報の中に情報の信頼性を著しく失わしめる内容が含まれているとき 

（４） 契約者がＪＩＯに対する蓄積サービス料の支払を怠ったとき 

２ 契約者がＪＩＯに蓄積情報を引き渡した後は、ＪＩＯが前項により承諾を取消又は契

約を解除したとき、第１８条に基づく蓄積期間が終了したとき、若しくは契約者からの

申し出により本契約を解除したときであっても、契約者は、遅滞なく蓄積サービス料そ

の他の未払費用を支払い、ＪＩＯが第１０条１項に基づいて引き渡しを受けた蓄積情報

の記録したものをＪＩＯの指定する期間内に引き取らなければならない。 

３ 契約者が第２項の引取を指定期間内に行わない時は、ＪＩＯは前項の蓄積情報を破棄

することができる。 

 

（情報更新台帳又は情報更新図の交付） 

第１２条 ＪＩＯは、蓄積情報に関して、契約者に情報更新台帳又は情報更新図を交付す

ることがある。 
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２ 契約者は、前項の情報更新台帳及び情報更新図を第三者に譲渡又は貸与することがで

きない。 

 

第３章 個人情報の利用目的及び第三者提供 

 

（個人情報の利用目的） 

第１３条 ＪＩＯは、契約者の個人情報を以下の目的で利用できる。 

（１） 住宅履歴情報の蓄積に必要な事務 

（２） 住宅履歴情報の活用に必要な事務 

（３） 住宅履歴情報の唯一性の確認に必要な事務 

（４） 契約者の本人確認に必要な事務 

２ 原則として、ＪＩＯは、前項に示す利用目的以外に契約者の個人情報を利用してはな

らない。ただし、前項に示す以外の利用目的について、契約者の同意を得た場合はこの

限りではない。 

３ ＪＩＯは以下のいずれかに該当する場合を除き、契約者から取得した個人情報を第三

者に提供してはならない。 

（１）法令に基づく場合で必要と判断されるとき 

（２）契約者の同意があるときまたは契約者に提供するとき 

（３） 第１６条に基づき他の住宅履歴情報サービス機関に当該住宅履歴情報の蓄積を再

委託するとき 

（４） 第２０条に基づき契約者または契約者が指定する情報活用者へ提供することを求

められたとき 

（５） 第２９条に基づき当該住宅履歴情報を別の住宅履歴情報サービス機関に提供する

とき 

 

第４章 情報の蓄積 

 

（蓄積情報の帰属） 

第１４条 本契約に基づきＪＩＯが蓄積する蓄積情報は契約者に帰属する。 

 

（蓄積方法） 

第１５条 ＪＩＯは、ＪＩＯが定めた方法により蓄積情報を蓄積する。 

 

（再委託） 

第１６条 契約者はＪＩＯが第１条記載の本業務の遂行に必要な範囲でＪＩＯの費用で、

住宅履歴情報サービス機関である財団法人ベターリビング又は他の住宅履歴情報サービ

ス機関に蓄積情報の蓄積を再委託することに同意する。 

 

（ＪＩＯの義務） 

第１７条 ＪＩＯは、個人情報の保護に関する法律を遵守するほか、善良な管理者の注意

義務をもって業務を遂行する。 

 

（蓄積期間） 
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第１８条 蓄積情報の蓄積期間は、ＪＩＯが第１０条に基づき履歴情報預かり票を発行し

た日から１０年経過した日を含む月の末日までとする。ただし、以下のいずれかに該当

する事由が発生した場合には蓄積期間終了前であっても本契約は終了する。 
（１）契約者が当該住宅の所有権を失ったとき（相続の場合を含む） 

（２）契約者が本契約の終了を書面にて申し入れたとき 

（３）ＪＩＯが第１１条１項に基づく解除をしたとき 

（４）当該住宅が消滅したとき 

２ 前項の蓄積期間は、契約者が、蓄積期間終了の１ヶ月前までに、ＪＩＯに対して、書

面にて契約更新の意思表示を行わない限り、蓄積期間は前項本文に定める期日をもって

終了する。ただし、更新する場合の条件は、以下のとおりとする。 

（１）１０年ごとに最大２回までとし、同期間にわたり蓄積期間を延長することができ

る 

（２）初回（１１年目）及び２回目（２１年目）の更新に係る蓄積サービス料は無料と

する。ただし当該更新に先立ち、ＪＩＯより契約者に送付する更新案内送付時に

おける物価水準及び経済環境の変化等に応じて見直すことがある 

３ 前項の規定に関わらず、第２９条に基づき、ＪＩＯが本業務を継続することができな

くなった旨の通知を行った場合においては、契約者は更新を行うことができない。 

 

（蓄積情報の訂正、追加、削除） 

第１９条 契約者は、蓄積情報の訂正、追加、削除を自ら行う、またはＪＩＯに請求する

ことができる。 

２ ＪＩＯは、蓄積情報に虚偽の情報が含まれると判断した場合は、これを契約者に通知

し、蓄積情報の訂正、追加、削除の請求を行うことを求めることができる。 

 

第５章 蓄積情報の提供 

 

（蓄積情報の提供） 

第２０条 契約者は、ＪＩＯに対し、第１８条に規定された蓄積情報の蓄積期間において、

指定する蓄積情報を契約者又は契約者が指定する情報活用者へ提供することを求めるこ

とができる。 

２ 契約者はＪＩＯが提供する住宅履歴情報管理システム（以下「情報システム」という）

を利用し、ＪＩＯが指定したアカウント（情報システムへログインするためのＩＤ及び

パスワードをいう。）を用いて、インターネットを経由して、蓄積情報を利用することが

できる。 

３ 契約者は、第１項の規定による蓄積情報の提供を求める場合、提供を求める蓄積情報

に住宅生産者等の営業秘密が含まれていないことを確認しなければならない。 

４ 契約者は第１項の請求をする場合、ＪＩＯの別途定める方法の中から情報提供の方法

を指定する。その場合、ＪＩＯが別途定める蓄積情報提供時にかかる委託手数料をＪＩ

Ｏに支払うこととする。 

５ 第３項の規定により、ＪＩＯが情報活用者に蓄積情報の提供を行うことによって、住

宅生産者、設計者等に損害を与えた場合、その損害は契約者の負担とする。 

６ 第１項の規定により、ＪＩＯが情報活用者に提供した蓄積情報の内容の正確性に関し

て、ＪＩＯはこれを保証しない。 
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（設計図書の取扱い） 

第２１条 契約者は、前条の規定に基づき、情報活用者に蓄積情報の中から設計図書情報

を提供する場合、情報活用者に、設計図書の著作権が設計者にあることを認識させ、著

作権保護の観点からの取扱いに注意すること、リフォーム等の当該目的のため以外に使

用しないことを確認する。 

 

（提供の拒絶） 

第２２条 ＪＩＯは、契約者が蓄積サービス料、その他の費用の支払を怠っている間は、

第２０条に基づく蓄積情報の提供の請求に応じないことができる。 

 

第６章 住宅の所有権移転の場合の対応 

 

（所有権移転の通知） 

第２３条 契約者は、当該住宅の所有権を失ったときは、遅滞なく書面にてＪＩＯに通知

しなければならない。 

 

（蓄積情報の返却、廃棄） 

第２４条 前条に基づく通知を受け取った場合、ＪＩＯは第２５条及び第２６条の規定に

従い、蓄積情報記録媒体の引き取りを契約者に請求して返却し、又は蓄積情報記録媒体

廃棄するとともに、蓄積情報のうち電子情報で蓄積したものについては削除する。 

 

第７章 蓄積期間終了後の蓄積情報の処置 

 

（蓄積情報の返却） 

第２５条 ＪＩＯは、蓄積期間終了後に、契約者に対し、蓄積情報記録媒体の引き取りを

請求して返却することができる。 

２ ＪＩＯは、蓄積期間終了後、蓄積情報のうち、電子情報で蓄積したものについては削

除する。 

３ 第１項の請求に対してＪＩＯの定める期間内に引き取りがなされないときは引き取

りを拒絶したものとみなすことができる。 

 

（蓄積情報記録媒体の廃棄） 

第２６条 契約者が第２５条１項に基づきＪＩＯが引き取りを請求した蓄積情報記録媒

体を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又はＪＩＯが過失なく

して契約者を確知することができないときは、ＪＩＯは、その蓄積情報記録媒体を廃棄

することができる。 

２ 前項の規定により蓄積情報記録媒体を廃棄したときは、ＪＩＯは遅滞なくその旨を契

約者に通知する。ただし、過失なくして契約者を確知できないときは、この限りでない。 

 

（蓄積情報の保管継続） 

第２７条 ＪＩＯは、契約者が当該住宅の所有権を失った場合（相続の場合を含む）でも、

予め①当該住宅の新たな所有者に蓄積情報を継承すること、②蓄積情報の保管期間、③
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保管期間中の蓄積情報の権利関係、④保管する蓄積情報の内容、⑤保管しない蓄積情報

の扱い、について契約者が同意した場合、第１８条１項（１）の規定にかかわらず、蓄

積期間終了後も蓄積情報の保管を継続する。 

２ 前項の場合、保管期間中の蓄積情報は契約者又は本件住宅の所有者に帰属する。 

３ ＪＩＯは、保管期間終了後、前２条の規定に従って蓄積情報記録媒体を第２項の帰属

主体に返却又は廃棄する。 

 

 

（蓄積情報の継承並びに返却） 

第２８条 ＪＩＯは前条の規定に基づく保管期間中に、新たな所有者が蓄積情報について

の情報蓄積依頼をしたときは前条までの規定に基づく契約が成立したものとみなす。 

２ ＪＩＯは、前条の規定に基づく保管期間中に新たな住宅所有者から蓄積情報記録媒体

を返還してほしい旨の申出があった場合、新たな住宅所有者に蓄積情報記録媒体を引き

渡し、電子情報で蓄積したものについては削除し、蓄積の継続を終える。 

 

（情報サービス機関が活動を終了する場合の対応） 

第２９条 ＪＩＯは、倒産等の理由で事業を継続することができなくなった場合、第２５

条及び第２６条と同様の手続きで蓄積情報記録媒体を契約者に返却又は廃棄し、電子情

報で蓄積したものについては削除する。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約者が同意する場合、ＪＩＯは予め定められた別の住宅

履歴情報サービス機関に蓄積情報記録媒体を提供し、電子情報で蓄積したものについて

は削除する。 

３ ＪＩＯは、予め定められた住宅履歴情報サービス機関が活動を終了した場合、新たな

住宅履歴情報サービス機関を設定する。 

 

（サービスの停止） 

第３０条 ＪＩＯは、以下に掲げる事由のあるときには、本約款に基づくサービスの提供

を停止することがある。 

（１）ＪＩＯ又は第１６条に基づき再委託する他の住宅履歴情報サービス機関の電気通 

信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき 

（２）ＪＩＯ又は第１６条に基づき再委託する他の住宅履歴情報サービス機関の設置す

る電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき 

（３）インターネット接続業者や第一種通信事業者の提供する電気通信役務の不具合等

によりサービスの提供が困難になったとき 

（４）インターネット上での攻撃等によりサービスの提供が困難になったとき 

（５）天災地変その他、火災、停電、戦争、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

または暴動等の不可抗力によりサービスの提供が困難になったとき 

（６）その他ＪＩＯが必要と認めたとき 

２ ＪＩＯは本約款に基づくサービスを提供する設備等に障害が発生し、正常なサービス

が提供できない場合は、障害時の直前にバックアップされた情報に遡って、本サービス

を再開する。 

３ ＪＩＯは第１項（１）、又は（６）により、本約款に基づくサービスの提供を停止す

るときには、事前にその旨並びに理由及びその期間を契約者に通知する。ただし緊急の
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場合でやむを得ないときは、この限りではない。 

 

（管轄裁判所） 

第３１条 本約款に関する訴訟については、ＪＩＯの本店所在地を管轄する裁判所で行う。 

 

（その他） 

第３２条 本約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠するものとする。 

 
 
 

 


