
お客様へ・・・  お客様へ・・・  レンタルあります。 

●高額な割に使用頻度が低いので購入するのは…。 
●炎越しに炉内を見たい…。 
●一時的にデータを取りたい…。 

●高額な割に使用頻度が低いので購入するのは…。 
●炎越しに炉内を見たい…。 
●一時的にデータを取りたい…。 

サーモグラフィ 
カメラ・レンタル 

CPA-GF309
炎越し計測用熱画像カメラ 

（3.9μm） 
●発電ボイラ、石油化学 
　反応塔など炉内計測 
　（カメラ本体にて動画 
　  記録可能） 

CPA-T640A
高機能形熱画像カメラ 

（オプション） 
●望遠レンズ（15°）、 
　広角レンズ（45°） 
●クローズアップレンズ 
　（50μm、100μm） 

CPA-T430SC
高機能形熱画像カメラ 

（研究向き、 
   ResearchIR Max接続用） 
（オプション） 
●望遠レンズ（15°）、 
　広角レンズ（45°） 
●解析ソフト搭載PC

FLIR ResearchIR Max ＆ FLIR Tools+

形　式 
特　長 
素子タイプ 
素子数 
温度範囲 
温度データ付動画（本体） 
ビデオ出力 
ヒートシールド 
ソフト対応※ 

ResearchIR Max  
FLIR Tools＋ 

CPA-GF309  
炎越し炉内測定用 
冷却型・短波長 
320×240 

－20～1500℃（複数レンジ） 
○ 
HDMI  
○ 
  
○ 
○ 

形　式 
特　長 
素子タイプ 
素子数 
温度範囲 
温度データ付動画（本体） 
ビデオ出力 
ソフト対応※ 

ResearchIR Max  
FLIR Tools＋ 

CPA-T640A  
高解像度・高機能 
非冷却・長波長 
640×480  

－40～2000℃（複数レンジ）  
×  
HDMI   
 
－ 
○ 

形　式 
特　長 
素子タイプ 
素子数 
温度範囲 
温度データ付動画（本体） 
ビデオ出力 
ソフト対応※ 

ResearchIR Max  
FLIR Tools＋ 

CPA-T430SC  
高機能 

非冷却・長波長 
320×240  

－20～1200℃（複数レンジ） 
×  
NTSC   
 
○ 
○ 

※ソフトウェアは30日試用版を添付しております。長期にご利用される方はライセンスのご購入を 
　お奨め致します。 

※レポートソフトFLIR Tools＋による画像取り込みも可能です。 
　（長時間取り込み、取り込みに関する詳細設定、あるいは各種トリガ機能などが必要
の場合はResearchIR Maxを推奨します） 

　後々データ解析を継続される方、あるいは長期間レンタル使用される方にはソフトウェア・
ライセンスの購入を推奨します。 

　FLIR ResearchIR Max（研究向き高機能動画取り込み解析ソフト） 
　CPZ-RES　　価格￥308,000（税込み） 
　FLIR Tools+（Wordアドイン・レポートソフト、動画・タイムラプス機能あり） 
　CPZ-FTPLS　価格￥68,200（税込み） 

炉内監視用サーモグラフィ 

汎用サーモグラフィ 

汎用サーモグラフィ 

などの 



サーモグラフィカメラ・レンタル料金表（税込み） 

赤外線熱画像カメラレンタル約款 

カメラ本体 アクセサリ 

CPA-GF309 CPA-T640A CPA-T430SC CPA-T640A用 
オプションレンズ※1

CPA-T430SC用 
オプションレンズ※2 ノートパソコン 

￥1,210,000 ￥272,800 ￥173,800 ￥110,000 ￥23,100 ￥55,000

基本料金 
（1ヶ月） 

※1：15°望遠レンズ／45°広角レンズ／クローズアップレンズ（50μm/100μm）いずれか1つあたり 
※2：15°望遠レンズ／45°広角レンズいずれか1つあたり 
●レンタル期間：1～5日、6～10日…2ヶ月以上にも対応いたします。日数に応じてお見積りいたします。 

第1条（総則） 
　本約款は、レンタルパンフレットに記載の赤外線熱画像カメラに関して、株式会社チノー（賃貸人）およびお客様（賃借人）と
の間に成立するレンタル契約に適用される。チノー販売代理店経由でレンタル契約の場合もこの約款を適用する。代理店
は賃借人と共に各条項の義務を負う。 

  
第2条（発注・契約変更・キャンセル） 
　賃借人は、賃貸人が申込みを受諾した場合、賃貸人所定の注文書兼支払条件確認書を賃貸人に送付（ＦＡＸ可）する。 
　賃借人が前項により注文書兼支払い確認書を送付した後に、注文をキャンセルまたは著しく契約内容を変更した場合は、賃
借人は所定のキャンセル料を支払うものとする。 

  
第3条（レンタル期間） 
　レンタル期間は、賃借人が申込み、賃貸人が承諾した期間とする。なお、レンタル期間は物件を引渡した日より起算する。 
  
第4条（レンタル期間の延長） 
　レンタル期間満了日より５日間以上前に賃借人からレンタル期間延長の申し出があった場合、賃借人に本レンタル約款の違
反が無く、その他レンタルを妨げる特段の事由が無い限り賃貸人はこの申し出を承諾するものとし、以降繰り返し延長する
場合も同様とする。 

  
第5条（レンタル料金） 
　レンタル料金は別途定める価格表の金額とする。ただし、価格表とは別にレンタル料金を定めた場合はその定めに従う。 
　賃借人は、賃貸人からの請求書に基づき、期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込みにより支払うものとする。 
  
第6条（引渡し） 
　賃貸人は賃借人に対し、　レンタル物件を賃借人の指定する日本国内での使用場所にて引渡すものとする。 
  
第7条（不可抗力） 
　1． 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰す
　べき事由によらないレンタル契約の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何ら責任を負担しない。 

　2． 前項の場合、賃貸人はレンタル契約の全部または_部を変更または終了することができる。この場合賃借人は、賃貸人の
　指示内容に従う。 

  
第8条（担保責任） 
　賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な機能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品
性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。 

　賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後、2日以内にレンタル物件の性能の欠陥について通知しなかった場合、レンタル
物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。 

　物件にデータ（電子的情報）が記憶されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して、賃貸人
に返却する。万一、賃借人が消去しなかったデータが漏洩したとしても、賃貸人は一切の責任を負わない。 
  
第9条（レンタル物件の取り替え） 
　レンタル物件の引渡し後、賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合は、賃貸人は
レンタル物件を修理または取り替えるものとする。 
　前項のレンタル物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除することが
できる。この場合、賃貸人は、賃借人から受領済みの残レンタル期間分に相当するレンタル料を日割りで返還するものとする。 

　前項の解除に伴う賃貸人の責任は、前項のレンタル料返還義務を全てとする。 
  
第10条（レンタル物件の使用保管） 
　賃借人はレンタル物件を、細心の注意をもって使用・保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。 
　賃借人は、事前に賃貸人の承諾を得なければ、次の行為をすることができない。 
　レンタル物件の使用・保管場所を移動すること。 
　レンタル物件を第三者に譲渡・転貸、または改造すること。 
　レンタル物件に添付されている標識（ラベルなど）を除去、または汚損すること。 
　レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他レンタル物件の所有権並びに賃貸人の権利の行使を制限する一切
の権利を設定すること。 

　賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのよう
な事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。 
  
第11条（レンタル物件の滅失・毀損） 
　賃借人の責に帰すべき事由により、レンタル物件を滅失（修理不能、所有権の侵害を含む）、また毀損（所有権の侵害を含
む）した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替物件（新品）の購入代金相当額、またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、
なお賃貸人に損害があるときはこれを賠償する。 
  
第12条（レンタル物件の輸出・海外持出し禁止） 
　賃借人はレンタル物件を日本国内においてのみ使用し、決して輸出および海外への持出しをしない。 
  
第13条（ソフトウエアの複製等の禁止） 
　賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウエア製品（以後、ソフトウエアという）に関し、次の行為を行う
ことはできない。 
　有償・無償を問わず、ソフトウエアを第三者に譲渡、または第三者のために再使用権を設定する。 
　ソフトウエアをレンタル物件の使用以外の目的に利用すること。 
　ソフトウエアを複製すること 
　ソフトウエアを変更または改作すること。 
  
第14条（物件の保険） 
　レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人が第三者に対
して行う保険金請求手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。 
　賃借人が前項の義務を履行し保険金が支払われた場合、賃貸人は賃借人に対し、第11条の賠償義務について、支払われ
た保険金の限度でその義務を免除する。ただし、賃借人が前項の通知義務・交付義務を怠ったとき、またはレンタル物件の
滅失・毀損が、賃借人の故意または重過失によるときはこの限りでない。 

  
第15条（解約） 
　賃借人は、レンタル期間中、いつでもレンタル契約を解除することができる。なお、この場合、賃借人は、レンタル物件の引渡
し前に解除した場合、またはレンタル期間中にレンタル物件を返還した場合といえども、賃貸人に支払い済みのレンタル料
の返還を請求することができないものとし、また、未払いの残レンタル期間分のレンタル料を賃貸人に対して直ちに支払うも
のとする。 

  
第１６条（賃貸人からの解約） 
　賃貸人は特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃借人に通知の上、物件を賃貸人の指定する場所に
返還して、レンタル契約を解約する事が出来る。但し、この場合のレンタル料金の計算については、第5条第2項但し書きに
よる。 

第17条（賃借人からの解約） 
　１． 賃借人は、レンタル物件に本約款第８条第１項に定める性能の欠陥がある場合及びレンタル物件が正常に作動しなくな
　った場合において、いずれの場合においても賃貸人が物件の修理または取り替えに過大な時間、または費用を要すること
　を賃借人に通知したときは、直ちに当該レンタル物件に係るレンタル契約を解約することができる。この場合、賃貸人は、
　当該レンタル契約に係る受領済みのレンタル料を賃借人に対して返還するものとする。 

　２． 前項の解除に伴う賃貸人の責任は、前項のレンタル料返還義務を全てとする。 
  
第18条（義務不履行） 
　賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人はレンタル契約を解除することができる。なお、この場合、賃借人は未払
いレンタル料金その他賃貸人に対して負う金銭債務のすべてにつき期限の利益を喪失し、賃貸人に対して未払いレンタル
料金を含む全ての金銭債務を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。 

　レンタル料金の支払いを1回でも遅延したとき、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。 
　支払停止、または手形・小切手を１回でも不渡りにしたとき。 
　保全処分・強制執行・滞納処分を受けたとき、または破産・会社更生・特別清算・民事再生手続き、その他これらに類する手
続きの申し立てがあったとき。 

　事業を休止、廃止したとき。または会社を解散したとき。 
　営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると賃貸人が合理的に判断したとき。 
　賃貸人に債務不履行が生じた場合に、賃貸人が負担する損害賠償額は、事由の如何（賃貸人の過失・重過失の有無を含
むがこれらに限らない）を問わず、当該レンタル契約の月額レンタル料金を上限とする。 
  
第19条（レンタル物件の返却） 
　レンタル期間の満了・解除・解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにレンタル
物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。 

　賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了翌日からレンタル物件の返還日ま
で、当該期間に係るレンタル料相当額の損害金を支払うものとする。 

  
第20条（支払遅延損害金） 
　賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払い期日の翌日より完済に至
るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を支払うものとする。 
  
第21条（消費税等の負担） 
　賃借人は賃貸人に対し、それぞれのレンタル料金に係る税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に
付加して支払うものとする。 

  
第22条（引渡し・返還の費用負担） 
　レンタル物件の引渡し時の輸送費等の諸費用は賃貸人が負担し、返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担と
する。 

  
第23条（裁判管轄） 
　本約款に関する紛争は、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
  
  
第24条（特約事項） 
　レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体になり、レンタル契約を補完および
修正するものとする。 

  
第25条（避難指示区域に関する特約）  
　1．レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管は、日本国政府が定める避難指示区域（以下避難指示区域という）を除く
　場所で行うものとする。 

　2．前項にかかわらず、レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管が避難指示区域内の場所で行われた場合、賃借人は、
　第15条第１項に基づくレンタル物件の返還を、賃貸人が指定する避難指示区域外の場所（以下「指定返還場所」とい
　う）で行うものとする。なお、レンタル物件の指定返還場所までの移動は、賃借人の責任と費用負担により行うものとす
　る。レンタル物件を取り替える場合も同様とする。 

　3．前項に基づき賃借人が賃貸人に対してレンタル物件を返還する場合、賃借人自身の責任と費用負担により、表面放射線
　測定（β線）による放射線測定検査を実施するものとし、実施した結果および以下の項目について、賃借人の当該検査に
　係わる責任者をして確認させ、記名、捺印のうえ書面にて賃貸人に通知するものとする。 

  
第28条（損害賠償）  
　賃貸人の故意による場合を除き、事由の如何（過失・重過失の有無を含むがこれらに限らない）を問わず、賃貸人がレンタ
ル契約または本約款に違反したことに起因または関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠償する損害は、
直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害（逸失利益や休業損害を含みます）は含まないものとし、また、当該
レンタル契約に定めるレンタル料金の月額を上限とします。 
  
第27条（反社会的勢力の排除）  
　1.賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとする。  
　　①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
　　社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下これらを暴力団員等という）  

　　②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべ
　　き関係にある者  

　　③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関
　　係にある者  

　　④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者  
　2．賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。  
　　①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為  
　　②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または
　　賃貸人の業務を妨害する行為  

　　③その他前各号に準ずる行為  
　3．賃借人が前2項に違反したときは、賃貸人は、何ら催告なく直ちに賃借人とのすべての契約（レンタル契約を含むがこれに
　限らない）を解除することができるものとする。なお、本項の解約により賃借人に損害が生じた場合といえども、賃貸人は
　何らの責任も負わないものとする。また、賃借人は本項の解約により賃貸人が被った全損害及び負担した費用を賠償す
　るものとする｡  

  
第28条（個人情報） 
　賃借人は、賃貸人が別途定めるプライバシーポリシーに従って、賃借人の個人情報を取得、利用、第三者提供、その他の管
理を行うことを承諾するものとする。 

以上 
 

センサ市場開拓部　 
〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町18 
E-Mail：gazoueigyo＠chino.co.jp


