契約管理番号:Ｒ

ソフトメンテナンス契約書
（ 以下「甲」と いう）と オリー ブ情 報処理 サー ビス株 式会社
（ 以下「乙」とい う ）と の間に おい て、ソフト メンテ ナン スにつ いて 以下の 条項 に従い 契約書を取
り 交わし ます 。
第 １条 〈 定 義 〉
1.対 象 システ ムとは、乙 が製作 し甲 が乙か ら購 入した 給与 明細書 電子 配信シ ステ ムをいいま
す。
2.ソ フ トメン テナン スと は乙が 甲の 対象シ ステ ムに関 して 別紙に 定め る修正、不 具合調査な
ど を行う 事と します 。
第 ２条 〈 目 的 〉
本 契約は 、甲 が乙に 対象 システ ムの ソフト メン テナン スを 委託し 、乙 が対象 システムを円
滑 に稼動 させ、その機能 を保持 させ るため コン ピュー タプ ログラ ムの 修正、追加、不具合
調 査など 迅速 に対応 する 事を目 的と します 。
第 ３条 〈 ソフ トメン テナ ンス先 〉
シ ステム 設置 先
第 ４条 〈 第三 者への 委託 〉
乙 は、対象シ ステム のソ フトメ ンテ ナンス を第 三者へ 再委 託して はな らない ものとします。
第 ５条 〈 契約 期間〉
本 契約の 有効 期間は 次の 通り１ 年間 としま す。但し、期間 満了の １ヶ 月前迄 に甲 及び乙の
い ずれか らも 書面に よる 何ら申 出の ないと きは、同一内容 にて更 に１ 年間継 続す るものと
し ます。 又以 後も同 様と します 。
自
平成
年(
年)
月
日
至
平成
年(
年)
月
日（ 12 ｹ月間 ）
第 ６条 〈 ソフ トメン テナ ンス取 り扱 い時間 〉
乙が ソフト メン テナン スを 行う時 間帯 は以下 のと おりと しま す。
９ ：００ ～１ ７：０ ０
土 曜 日、日 曜日 、祝祭 日の 他、年 末年 始など 、乙 の指定 する 休日を 除く ものと しま す。
第 ７条 〈 料 金〉
甲は、ソフトメンテナンスの対価として、乙に対し、以下の金額を支払うものとします。
年額
円＋ 消費 税 （税 込価 格 円 ）
支払い方法
乙 は、甲に請 求書で 上記 の料金 と消 費税等 相当 額を請 求し ます。甲は、乙の請求 に基
づ き１年 分の 請求額 を請 求月の 翌々 月末迄 に、乙 の指定さ れた銀 行に 振込み 支払うも
の としま す。 振込手 数料 は甲の 負担 としま す。
第 ８条 〈 交通費 〉
本契約に関し、ソフトメンテナンスにかかる交通費、宿泊費その他実費は、甲の負担とします。
但し対象システムの不具合により乙に瑕疵 があっ た場 合､乙の負担 としま す。
第 ９条〈 瑕疵 担保責 任〉
（１）乙は 、乙に よるソ フト メンテ ナン スの実 施に 瑕疵が あっ た場合 、そ の瑕疵 の修復のた
め に必要 なソ フトメ ンテ ナンス を繰 り返し 乙の 負担で 実施 するも のと します 。
（ ２）乙 が前 項に基 づき ソフト メン テナン スを 繰り返 し実 施した にも かかわ らず、ソフトメ
ン テナン スに よる瑕 疵が 修復さ れな かった 時は 、乙は、当 該瑕疵 に起 因し甲 が直接的
に 被った 損害 を甲に 賠償 するも のと します 。
但 し賠償 金額 は、対 象シ ステム に対 する甲 の支 払金額 を上 限とし ます 。
第 10 条 〈 機 密の保 持〉
乙 は 以下に 掲げ る事項 を遵 守する もの としま す。
（ １）乙はソ フトメ ンテ ナンス に係 る対象 シス テムに 記録 されて いる 甲のデ ータ 等をソフト
メ ンテナ ンス 以外の 用途 に使用 して はなら ない ものと しま す。
（ ２）乙はソ フトメ ンテ ナンス を行 うにあ たっ て知り 得た 甲に関 する 一切の 情報 を第三者に

漏 洩して はな らない もの としま す。
（ ３）乙 はソ フトメ ンテ ナンス を実 施する 乙の 作業員 につ いても 、前 各号の 義務 を徹底 さ
せ る もの としま す。
（ ４）前 各号 に掲げ る事 項は、本契 約が終 了ま たは失 効し た後と いえ ども存 続するものとし
ま す。
第 11 条 〈 損害賠 償〉
甲 または 乙は 、相 手方が 本契約 に違 反した とき 、ま たは相 手方の 責に 帰すべ き事由によ
り 、自 らが損 害を被 った ときは 、相 手方に 対し て被っ た損 害の賠 償を 請求す ることがで
き ます。
但 し賠償 金額 は、対 象シ ステム に対 する甲 の支 払金額 を上 限とし ます 。
第 12 条 （ 契約の 解除 、中途 解約 ）
甲 は、本 契約 の自動 継続 の解除 を行 う場合 には 、本契 約満 了日の １ヶ 月前ま でに 乙に
対 し、書 面に て通知 しな ければ なら ない。 なお 、本契 約の 中途解 約を 行う場 合も 、
中 途解約 希望 日の１ ヶ月 前まで に、 書面に て通 知しな けれ ばなら ない 。
第 1３ 条 〈 協議事 項〉
本 契約に 定め ない事 項ま たは、本契 約に疑 義が 生じた 事項 につい ては 、その都度甲乙別
途 協議の 上、 解決す るも のとし ます 。
第１４条 〈 合意管 轄〉
甲及び乙は、本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、札幌地方裁判所を専属管轄裁判所とする
ことに合意するものとします。

本 書２ 通を 作成し 各当 事者記 名捺 印の上 、甲 乙各１ 通を 保有し ます 。
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《ソフトメンテナンスに含まれる内容》
１．入力方法の指導
２．処理方法の指導
３．処理結果が違う場合の原因解明と修正処理
４．出力方法の指導
５．バックアップの管理
６．電話およびメールによるお問い合わせに対しての応答
《ソフトメンテナンスに含まれない内容（別途有料）》
１．入力画面におけるプログラムの変更､追加について
２．マスターファイルに関わるプログラムの変更､追加について
３．処理におけるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの変更､追加について
・処理の追加 ・更新処理に関係する定義表の変更 ・処理順序の変更
４．出力帳票および指定書式の追加
５．出力帳票がレポート形式、一括処理によりプログラムされている場合の変更について
６．ＰＣ、サーバー、ＯＳ等の変更による移行作業、再インストール作業および担当者変更時の操作説明
７．法改正による年末調整等のデザイン変更については含まれません。
別途お見積致します。

