
WAON発行に関する基本合意書

株式会社ゼルビア (以 下「甲」という3)、 町田市 (以 下「乙」という。)及びイオンジテール株式会社 (以下

「丙」という3)は サヽンカ~を通じたクラブホームタウンイこおける地域振興を目的とした提携 (以下「本提

携」というっ)について、以下のとおり基本合意したので、本合意書を締結する9

第1条 (主旨)

中、乙及び丙は、相互に協力して本合意書に基づく業務提携事項を円滑に実施し、もつてクラブホ

ームタタンにおける地域振興の推進を支援することを確認する9

第2条 (定義)

本合意書における用語の定義患、次の各号のとおりをする9

(1)「クラブ」とは、甲汚ミ運営するプ=サンカ~クラブ「FC町田ゼアレビア」をいう。

(2)「ホームタウン」とな、東京都呼田市をいう9

(3)〒WAON」 とは、丙の親会社であるイオン株式会社 (以下〒丁」というЭ)の詩諾を得た事業者が

発行した円単位の金額イこついての電子情報であつて、ヽ帝LゝON利 用約款に基づき、下が管理

及び運営し、かつ、利用者が、WAON加盟店との間の商品の員毒入、役務の提供その他の取引

たおける代金の支払 |こ利用することができる電子マネーをいうЭ

(4)戸 FettCaポケント」とは、ゾニー株式会社が開発した非接触ICカ ード技術方式「FttCaど |こ準挺し

たシステムであって、ICカード上の複数のデータ領域に、各種サービスの情報を登録すること

により、1枚のICカードで、複数のサービスを利用できるよう1こしたものをいう3

(5)「大好きFC町田ゼルビ和 AOヽど及び「まちだVAON」 と
'ま

、次の要作をともに売足したカー

ドであって、第3条により、そのカード発行を甲、乙及び丙が合意したものをいうと

O丙 が発行した 帝ヽ_式Oヽの機能を有するカードであること9

② ホームタタンを中,さ に発行され、搭載された「Fttcaポケント」た、ホームタタン等ユこおける

参加各種店爵等のための共通ポイント(以下「本ポイント」という。)ゃクーポンに露する情報

等を記録することができることぅ

(6)=丙のグループ企業せとは、丁にとつて、1財務諸表等の用語、様式及び作成方法 tこ関する規

貝呼こ第8条第3項に定める子会社及び同条第5項に定める関連会社 |こ該当する会社をいう.

(7)「クラブ商標等とを,ま 、クラブの名称、こゴマ
~ク、エンブレム、キャラクター、これらに関連する

商標、著作物等をいうラ

F3. ~写 軍
=看

標等_ユま、軍露
==ゴ

マータ、柔乖抱公目の写真、これらfこ 調連する商標、著牛

物幸をⅢ二,



(9)聴溢ON商標等」とは、平半LttOヽ iこ関連する商標、著作物等をいうこ

第3条 (提携の概要)

1 提携の概要は、次の各号のとおりとする。

(1)『大好きFC町四ゼルビアWAON」及び「まちだWAONどの発行

甲及び乙は、丙及び丙のグループ企業が新た
~部kONカードをして発行する「大好きFC町田

ゼルビア WAON」 及び「まらだVAONどまたはその販促物等にクラブ商標等及び町田市商標

等を付すことを承認する。

(2)「大好きFC町瓢ゼルビ¬ VAON」 及び「まちだVAON」の貝反売

甲、乙及び丙は相互に、また協力して様々なテ農会を通じてホームタウン等にて「大好きFC町

田ゼルビみ アAON」及び『まち騨 ON」 の拡販に努める9

(3)WAON加盟店並びに本ポイント加盟店の拡充の推進た係る支援、協力

甲、乙及び丙は、穏鶏 X加盟店並びに本ポイント加盟店の拡充の推進のために、相互に支

援、協力する。

(4)前各号の他、甲、乙及び丙が協力して実施することを合意した内容

甲、乙及び丙は、それぞれの持つ資源を有効に活用し協力し
~《「本提携を推進する。

2 甲、乙及び丙及び丙のグループ企業は、本提携の内容、条件、その他の詳細につ
|｀
て、必要に応

じて 別ゞ途、契約を締結するものとする。

第4条 (使用詩諾)

1 甲はクラブ商標等について、乙は町田市商標等そこついて、丙は 軽ヽへOミ商標等について、他の当事

者に対して、本提携における使用を詩諾する。     1

2 乙及び丙はクラブ商標等について、甲及び丙は町田市商標等について、甲及び乙はWAON商標

等について、本提携に必要な範囲で、複製、改変、送信可能化等テどすることができるものとする。こ

の場合、当該複製等に関連する当事者が協議の上、実施するものとする。

3 甲は、本提携の有′効期間中、・クラブ商標等の商標登録が失効しないように、甲の費用負担により、

更新手続等を行うものとする。

4 乙とま、本提携の有効期間中、町田市商標等の商標登録が失効しないように、乙の費用負担により、

更新手続等を行うものとする。

5 乙及び丙はクラブ商標等について、甲及び丙は町 E日 市商標等について、甲及び乙はWAON商標

等について、本提携が終了した後においても、第3条第1項各号に
=め

る事業の円滑な終了等のた

め|こ必要な合理的な期 F耳月中、実用することができるものとし、その霧間については、当該提携に関

連する当事者が傷議の上、決定するものとする9
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第5条 (紛争等への対応)

と 甲、乙及び丙 |ま、本提携 |こ関して、第二者との間で紛争が生じ、またtま、そのおそれがあることを確

知した場合、直ちに、他の当事者!こ通知し、協力して解決にあたるものとする。

2 前項の経決のための費用については、原則として、第二者:こ損害を発生させ、または、そのおそれ

を生じさせた原因について、責めに帰すべき事由のある当事者が負担するものとするっただしt原

顕が不明な場合をこ患、甲、乙及び丙が協議の上で、費用の分握割合を決定するものとする.

第6条 (匁的節産権)

1甲底、クラブ商標等専こかかる知的財産権が平に単独 ?こ帰属すること、甲が第4条に基づく許諾を行

う縫限を保有していること、及びクラブ商標等の使用または当該許諾が第二者9デ潅不llをF害しない

ことを確認する。

2乙は、町 EE市商標等 :こかかる女目釣露産潅が乙に単独に帰属すること、乙が第4条に基づく詩諾を

行う′隆啜線 有していること、及び町田市商標等の使痛または当該許諾が第二者の権孝lJを侵害し

ないことを確認する。

3丙速、WAO試蔵標等にかかる女冒釣財産権が丁に帰属すること、丙が第彰程に基づく許諾を行う権限

を保有してセゝることみ確認する3

4クラブ商標等、町国市商標害及藻 ＼ON商標等を除き、「大好きFC町ロゼルずゐVAON」 及び「ま

ちだWAON」を利用■た本ポイントサービスに関する著作権iその他の舞的財産権は、本ポイント

発行者または本ポイント発行者が指定する第三者に帰属するものとする。

5甲、乙及び丙は、本提携 iこおいて、第二者の知的財産フ潅を使用する場合、本提続の運営

“

こ支障

のないよう当該第三蛯謗ち許諾を受ける等の措置をとるものとし、第二者のデた不1髭侵害してはならな

セ .`

第7条 (秘密保持)

と 平、乙及び丙は、本提鋳の覆行にあたり、開示される他の当事者の営
~来

上、技術上またはその他

の業務上の~切の情報 (有影・無影を聞わず、以下「募密情報どという。ただし、次の各号〔こ該当す

ることを証弱できる情報を除く。うを巌重 :こ取り扱い、本提携の推進のためのみに使用するものとし、

第二者に開示しまたこま漏洩して憲ならない,ただし、秘密情報を開示した当事者 (以下「開示者とと

いう,)の事前の書面による承諾があつた場合、または、法令上の開示義務を負う場合は、この霰り

で,まない.     ′

ヽ `1,調示の際に霙工公魚でわつた青報及び露示後 :こ 自己ノ~ジ責め :こ婦すべき事曲:こよらず |こ公撫と

なつた竜曇



鶴 開示の際 |こ、既に自己が保有している情報

(3,開 示された情報に依存せず接 倉に開発・発見した情報

(4,正 当な権利を有する第二者から守秘義務を負うことなく適法 |こ入手した情報

2 〒、乙及び西
'ま

、公釣テ農関 |こ対し、法令上、軽密情報を開示する義務を負う場合、可能な限り事前

tこ開示者に通知し、また患、事前通夫口が不可能な場合 |こは事後的に直ちに開示者に通知した上

で、必要最低限の情報を開示するものとし、当該調示先に対し、可能な限り、守
~ア、義務を課売 の

とするЭ

3 甲、乙及び丙|ま、本合意書が終了レた場合、また1ま、露示者の要望があつた場合、秘密情報 (複製
f

物を含む3)を露示者に返却し、または、復元不能な方法により廃轟 しくは消去するものとする。

4本条ほ、本合意書終了後も、有効拒存続するものとする。

男
~8条 (権利義務の譲渡等禁上 )

甲、乙及び丙をま、他の当事者の事議の書面 tこよる承諾なしそこ、本提携そこ基づく権利義務の全蔀ま

たな一部を第二者に譲渡し、担保提供し、また患、その他の方法により承経させてはならない9

第9条 (反社会的勢力の排除)

1 甲、乙及び丙な、自らが次の各号のいずれにも該当レ贅いことを表明し、また将来争こわた亮 該

当しないことを果証する。また、甲及び乙は、第3条第1項第3号に基づいて羅介する力晉盟店侯構者

等について、次の各号のいずれにも該当しないことを果証する。

(1)暴力国、暴力園員、暴力団奉構成員、暴カロ関係者・露係企業、総会屋、社会運動。政治運

勃標ぼうゴロ、その他の反社会鈴勢力 (以下、給称して「反社会的勢力」というε)のいずれか

とこ該当すること

似}反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であること

得)反社会的勢力に資金を提供し、または便宣を供与するなどの露係にあること

健,反社会自も勢力と社会的に非難される関係 :こあること

2甲、乙及び丙患、自らまたは第二者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表現

し、また将来ここわたつても行わないことを保証する。

fと)暴力釣な要求行為またIま法酌な責任を超えた不当な要求行為

(2)脅迫釣な言動をし、または暴力を用いる行為
V (3'風

説を流布し、偽計また|ま威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為

141その他前各号た準ずる行為

こ 〒、乙及び丙|ま 、読二顎う各号た蓬更する事実ti割現した場合i二 |ま 、亀う当事者とЁちi二通菊

するとらとする,

生
す



4〒、乙及び丙患、他の当事者の本条違反により損害を被った場合、当該当事者に対し第12条第2

項第6号 1こ基づく契約解除の有無に力第 わ`らず当該損害について本合意書に基づく損害購債を

請求することができる。なゃ、甲、乙及び丙は、第12条第2項第6号た基づき自己が本合意書を解

除したことtこより他の当事者 |こ生じた損害について、何ら籍賃する責任を負わないものとする。

第10条 (損害零寧)

1 琴、乙及び丙な、本合意書に蓬反し、催の当事者とこ損害を与えた場合、その損害を賭債する責任

を負うものとするa

2軍、乙及び丙は、自己の責め こ́帰すべき事由がない場合、天災、戦争、その他不可抗力によつて

亀の当事者に生じた損害について憲、責任を負わないものとする。           _

第■条 (有効翔聞)

1本合意書の有効霧聞は、平成31年 2月 1日 から1年間を経通する日までとする。

2議項あ定めにかかわらず、〒、乙及び亨
が期 F厨写蒲了日の3ヶ月議までに、吏新を行わない旨の申し

出を相手方 tこ通知しない場合意、同一条件 tこて1年聞自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第12条 (籍除)

1呼、乙及び丙態、花生の当事者が本合意書tこ蓬反し、相当な期間を定めて鰹告した4こもかかわらず

是正されない場合意、他の当事者に通無することそ羹こり、本合意書の全部または一部を解除するこ

と汚予ごきる。

2甲、乙及び丙意、他の当事者が次の各号の一iこ該当した場合、通宍騒、経告等何ら手続きを要する

ことなく、直ちに本合意書の全部または一部を解除することができる。

モ1)青任行為があつた場合

働 支払の停上、差押、競売、鼓産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、またな、特

号11清算開始の申し立てがあつた場合

(3)公程公課の薄議処分を受けた場合   ´

(4,教意または通夫孝こより他の当事者に募大な損害を与えた場合

(5)資産t信用、支仏差力などiこ重大な変更を生じた場合

(6,嘉9条の定めた違貢した場合

嘉13条 〔合意書終了時つ処理,



甲ざ乙及び丙は,本合意書が終了する場合、他9当事者の事業等に生じうる悪影響 (各当事者の

サーごス、事業の経続隆奉に対する悪シ響を含む3)を可愛的に回達、極小化するため、相互に

最大霰の謗力をするものとし、議実に協議の上、円滑に本合意書を終了するものとする。

第14条 (協譲                                 、

本合意書に定めのない事項及び本合意書の各条項の解ア尺特ついて疑義が生じたと言舷i呼、乙

ぇび丙患、誠意養 つて協議し、速やかとこ解決する3

葬i5条 (合意管轄)

本合意書鰻 して生じ泡扮争についてな、東京地方裁辛IJ所をもつて第一審の専属的合意管i磨裁

割所とする。

本舎意書歳立嬢 して、本書3通を作成し、甲乙丙
~議

舞尊の上、各自■通を黒有する。

平 成 3■年 1月 30呂

凍募轄郡誓国藩 鶏る50

株式会社ゼルゴ

代表取籍役社長 大友 健考

乙 東爪韓 尊田市共承野2丁 目2番2學号

匿「雷市

石阪 丈一

内 千葉県千葉市美浜区幸頑一丁目梶義襲

イオンジテール株式会社

代表取篇後    .岡 崎 承一

甲

長市
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