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（規約の適用） 

第 1 条 

会員は、ネットワーク型 GNSS データサ－ビス会員規約（以下「本規約」）に基づき、

国土交通省国土地理院のリアルタイムデータを利用した日本テラサット株式会社

（以下「NTS」）の、ネットワーク型 GNSS データサービス（以下「本サ－ビス」）

を 1 契約につき 1 台の GNSS 受信機で利用することができるものとします。 

（規約の変更） 

第 2 条 

①NTS は、いつでも本規約の内容を変更できるものとします。 

②NTS が会員に対して変更内容を e-Mail、公式 Web サイト等により通知した後に本サー

ビスを利用した会員は、当該変更内容を承認したものとみなします。 

（用語の定義） 

第 3 条 

本規約における用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。 

1. 会員契約 

本規約に基づく、会員と NTS との間で締結する本サービスの利用に関する契約 

2. 会 員 

本規約を承認の上、NTS と会員契約を締結した法人または個人 

3. 会員端末 

本サ－ビスを利用するために会員が使用する GNSS 受信機、携帯電話等通信装置、

パソコン等の機器 

4. アクセスポイント 

会員が会員端末を電気通信事業者（電気通信事業法第９条第１項の許可を受け

たもの。以下同じ）の通信網等を経由して本サ－ビスに接続するための接続ポ

イント 

5. 利用時間 

会員が会員端末を電気通信事業者の通信網等を経由してアクセスポイントに接

続を行ってからその接続を解除するまでの時間 

6. 公式Ｗｅｂ 

会員が閲覧できる NTS のホームページ 

7. 利用料金 

本サ－ビスの利用に係る新規登録料、基本料金、使用料金、その他の料金 

（会員契約の成立） 

第 4 条 

①会員契約は、NTS が会員となろうと者からの申込を受けて、審査の上、会員登録を完

了したときに成立します。 

②NTS は、会員登録を完了したとき速やかに NTS 所定の通知を会員に送付いたします。 

③NTS は、次の場合には、会員の申込を承諾いたしません。 

1. 申込者が、利用代金の支払いを怠る恐れがあると判断するとき。 

2. 過去に会員契約の解除又は本サービスの利用停止等の処置を受けた事実が判明し

たとき。 

3. NTS の業務に支障を及ぼす恐れがあると判断するとき。 

（サ－ビスの内容、利用時間、諸規定等） 

第 5 条 

①会員が利用できる本サ－ビスの内容、利用時間、諸規定等の詳細は、NTS から e-Mail

又は公式 Web に掲示することにより会員に通知するものとします。 

②本サ－ビスに関する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを遵守す

るものとします。また、これらの諸規定が本規約と異なる定めをしている場合には当

該諸規定が優先するものとします。 

③NTS は、以下の本サ－ビスの内容の変更が必要と判断した場合には、e-Mail または公

式 Web に掲示する方法等により、必要な変更を行うことができるものとします。 

1. 新たなサービスの提供 

2. 利用料金の変更 

3. 利用時間の変更 

4. 前各号のほか本サービス利用条件の変更 

（変更の届出） 

第 6 条 

①会員は、その名称又は氏名、代表者、住所、電話番号、e-Mail アドレスその他申込書

記載事項の変更があった場合は、速やかに NTS に届出るものとします。 

②前項の届出がないため、NTS からの通知又は送付書類が延着し、又は到着しなかった

場合には、通常到着したものとみなします。 

（サービス利用に必要なパスワード及び登録番号） 

第 7 条 

①NTS は、本サ－ビスを利用するために必要なパスワード及び利用可能な登録番号を第

4 条②に規定する通知書に記載するものとします。 

②会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理す

るものとします。本サービス利用の際、登録されたパスワードが使用されたときは、

その利用は全て会員本人の利用とみなされます。パスワードの使用上の過誤又は第三

者の不正使用等について、NTS は一切その責を負わないものとします。 

③会員がパスワードを失念した場合又は他人に盗用される可能性があることを認識した

場合には、速やかに NTS に届出るものとします。 

④会員は、登録番号により本サービスで得られるデータを会員端末 1 台でのみ利用でき

るものとします。 

（利用料金の支払等） 

第 8 条 

①利用料金は、別に定める料金表のとおりとします。 

②アクセス時間等の利用実績は、NTS の機器により測定します。 

③利用料金は、配信開始日から算定します。会員は、当月の基本料金と使用料金を次項

に定めるところに従って翌月に支払うものとします。ただし、半年定額及び年間定額

にあっては基本料金の全額を契約開始翌月に一括で支払うものとします。 

④前項に定める各種料金の支払方法は、口座振替（当月 23 日に会員の銀行口座から自

動振替を行う方法。23 日が金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日）とします。 

（費用の負担） 

第 9 条 

①本サ－ビスを利用するために必要な会員端末、その他本サ－ビス利用に必要なすべて

の機器の費用は、会員の負担とします。 

②本サ－ビスを利用するための会員端末からアクセスポイントまでの通信費用等は会員

の負担とします。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第 10 条 

会員は、本サ－ビスを利用する権利その他本規約に基づく権利の全部または一部を

第三者に転貸、譲渡し、又は担保に供することはできないものとします。 

（サ－ビス提供の中断） 

第 11 条 

NTS は、本サ－ビスの保守又は工事の都合上やむを得ないとき、国土交通省国土地

理院のリアルタイムデータの提供を受けることが出来ない場合、または電気通信事

業者が電気通信サ－ビスを中止または中断したとき、又は天変地異その他の不可抗

力により本サービスの提供ができない場合は、本サ－ビスの提供を中断することが

できるものとします。 

(禁止事項) 

第 12 条 

会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行ってはならないものとしま

す。 

1. 自分のパスワードを故意に他人に公開する行為 

2. 犯罪又は反社会的な行為 

3. 本サービスの運営を妨げる行為 

4. 法令に違反するもの又は違反する恐れのある行為 

（利用不能時の料金の減額） 

第 13 条 

①第 11 条に定める事項以外の NTS の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用で

きない状態が生じた場合において、当該状態が生じたことを NTS が知った時から連続

して 24 時間以上の時間（以下「利用不能時間」）当該状態が継続したときは、NTS は

会員に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数（小数点以下の端数

は切り捨てます）に本サービスの基本料 1 日分（月定額：30 分の 1、半年定額：180

分の 1、年間定額：360 分の１）の料金を乗じて算出した額を本サービスの料金から

減額します。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から３ケ月を経過する

日までに当該請求をしなかったときは、会員はその権利を失うものとします。 

②NTS は前項に定める料金の減額を超えて、会員に対して損害賠償義務を負わないもの

とします。 

（損害賠償） 

第 14 条 

①電気通信事業者又は NTS 以外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じ

た利用不能状態により会員が損害を被ったときは、NTS は当該損害を被った会員に対

し、その請求に基づき NTS が当該電気通信事業者又は NTS 以外の電気通信事業体から

受領した損害賠償の額（以下「賠償限度額」という）を限度として損害の賠償をしま

す。 

②前項の会員が複数ある場合は、当該損害を被った全ての会員の損害に対して NTS が支

払う金額の合計額に対して賠償限度額が適用されます。この場合において、会員の損

害の額を合計した額が賠償限度額を越える場合に各会員に対し支払われることとなる

損害賠償の額は、当該会員の損害の額を当該損害を被った全ての会員の損害の額を合

計した額で除して算出した数を賠償限度額に乗じて算出した額となります。 

③会員が本サ－ビスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責

任と費用をもって解決し NTS に損害を与えることのないものとします。 

④会員が NTS に損害を与えた場合、NTS はその損害額を会員に請求できるものとします。 

（免責事項） 

第 15 条 

①NTS は、第 13 条①又は第 14 条①②の場合を除き、本サービスの利用により発生した

損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。 

②本サ－ビスの利用による、会員相互間又は会員と第三者との間で生じた紛争には NTS

は一切責任を負わないものとします。 

③NTS は、本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたし

ません。 

④NTS は、設備については信頼性を保つために万全を期していますが、万が一事故があ

り、又は天災によりデータが消失した場合やデータの提供が不能になった場合も、

NTS は責任を負わないものとします。 

（反社会的勢力の排除） 

第 16 条 

①会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該

当しないことを確約します。 

1. 暴力団 

2. 暴力団員 

3. 暴力団準構成員 

4. 暴力団関係企業 

5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等 

6. その他前号各号に準ずる者 

②会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約し

ます。 

1. 暴力的な要求行為 

2. 法的な責任を超えた不当な要求行為 

3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

4. 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて NTS の信用を毀損し、又は業務を妨害

する行為 

5. その他前号各号に準ずる行為（威力と詐欺的手法） 

（解約） 

第 17 条 

①会員は、毎月月末の 5 営業日前までに NTS に通知することにより、当月末をもって会

員契約を解除することができるものとします。 

②会員による解約通知が前項の期日までに NTS に到達しなかった場合には、会員契約は

翌月末まで存続するものとします。 

③会員が各月の途中で解約の通知を行った場合、当該月の利用料金は日割り計算されず

当月 1 か月分の、基本料金その他の利用料金を支払うものとします。又、半年定額、

年間定額を締結した会員が期間途中で解約した場合であっても、NTS は残期間に相当

する利用料金を返金しません。 

④NTS は、3 か月の予告期間を設けて会員に通知することにより、本サービスを終了す

ることができるものとします。尚、この場合、NTS は半年定額及び年間定額を締結し

た会員に対して、既に支払を受けた利用料金のうち、残存契約期間分の利用料金を返

金することにより、他に一切の責任を負うことなく、本サービスを提供する義務を免

れるものとします。 

（サービス利用提供の停止又は NTS による会員契約の解除） 

第 18 条 

①NTS は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知する方法により、直ちに

本サービスの提供を停止するか又は会員契約を解除することができるものとします。 

1. 会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき。 

2. 会員がサービス利用料金の支払いを怠ったとき、その他本規約に違反したとき。 

3. 本サービスの利用状況が適切でないと NTS が判断したとき。 

4. 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止した

とき。 

5. 差押え、仮差押え、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 

6. 破産、民事再生、金銭の調整に係る調停、特別清算又は会社更生その他の法的整

理手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。 

7. 上記のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 

②前項の場合、NTS は会員が支払済みの利用料金を返金しません。 

（管轄裁判所） 

第 19 条 

会員と NTS は、本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第

１審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。 

 

以上 



『個人情報の利用目的について』 
 

1. 目的 

日本テラサット株式会社（以下「当社」といいます」）は、当社が業務上使用する当社の顧客・取引関係者等の個人情報につ

いて、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、かつ国際的な動向にも配慮して自主的なルール及び体制

を確立し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持することを宣言いたします。 

 

2. 基本方針 

当社は、事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供に努めます。 

当社は、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取り扱います。また、当社はお客様からご提供いただいた個人

情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供しません。 

当社は、個人情報保護法および関連するその他の法令、国が定める指針その他規範を遵守します。 

当社は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つとともに、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんお

よび漏えい等の防止及び是正・予防に努めます。 

当社は、別途定めた『社内ネットワーク運用ルール』に基づき、個人情報の保護を着実に実施し、維持するとともに、継続的

な改善に努めます。 

当社は、お客様からの個人情報に関するお問い合わせ、開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。 

 

3. 個人情報の利用目的 

当社は、お客様から個人情報をご提供いただく場合、あらかじめ個人情報の利用目的を明示し、その利用目的の範囲内で

利用します。 

あらかじめ明示した利用目的の範囲を超えて、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合は、お客様にその旨をご連

絡し、お客様の同意をいただいた上で利用します。 

＜利用目的＞ 

【弊社が行う各種サービスのご提供関連】 

• 各種サービスやお取引の申込み受付のため 

• 各種ユーザ様専用サービスへの登録の確認やサービス提供のため 

• 各種商品・サービスの請求・お支払とその確認のため 

• 各種サービスやお取引の解約、及び解約後の事後処理のため 

• キャンペーン等の申し込みの確認や商品をお届けするため 

• ご本人様の確認のため 

【サービスの研究・開発関連】 

• 各種サービス、ウェブサイト等の内容をお客様により満足いただけるように改良するため 

• お客様がご利用された内容やサービスなどに関する満足度を調査するため 

• お客様のご利用状況を把握し、サービス改善や新サービス開発に役立てるため 

【お客様への情報提供関連】 

• 各種会員制サービス、その他各種サービスのご案内をお届けするため 

• お問い合せ、並びにサービスに関する障害発生等によるご連絡のため 

• 調査のご協力や各種イベントへのご参加のお願いのため 

• ダイレクトメールの発送等、弊社サービスに関する各種ご提案のため 

• 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 

【その他】 



• 契約約款や規約、また法律等に基づく権利行使や義務履行のため 

• その他、各種サービスやお取引を適切かつ円滑に履行するため 

 

4. 個人情報の第三者への提供 

当社は、次の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示または提供をいたしません。 

• ご本人を識別できない状態(統計資料等)で開示する場合 

• 弊社に対して機密保持義務を負っている取次店・業務委託先等に対し、利用目的の遂行に必要な範 

• 囲において開示する場合 

• ご本人からのお問い合わせ、資料請求等の内容から、弊社の取次店・業務委託先から回答すること 

• が適切であると合理的に判断され、当該先に回答依頼に必要な情報を開示する場合 

• お客様が弊社経由で、他の企業・団体に対して情報提供、サービス提供、商品注文、応募、接触、 

• 仲介をご依頼いただいた場合 

• 司法または行政機関等から、法令に基づき開示の必要がある場合 

• 法令やガイドライン、また弊社が提供するサービスに関する契約約款等の規定に基づき開示が認められる場合 

• 弊社とお客様の権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合 

 

5. 個人情報の開示等 

当社は、保有するお客様ご自身の個人情報について、次の事項について対応させていただいております。 

ご請求がございましたら、弊社、お問い合わせ窓口（privacy@terasat.co.jp）までご連絡ください。 

• 利用目的の通知の請求 

• 開示の請求 

• 内容の訂正の請求 

• 追加又は削除の請求 

• 利用の停止の請求 

• 削除及び第三者への提供の停止の請求 

 

6. 個人情報に関するお問い合わせ先 

お客様ご自身の個人情報の利用目的や、個人情報保護方針全般に関するお問い合わせなどがございましたら、恐れ入りま

すが以下のアドレスまでお問い合わせください。 

なお、個人情報についてのお問い合わせは、メールでのみ受け付けております。 

 

【個人情報お問い合せ窓口】 privacy@terasat.co.jp 

 

 

 

日本テラサット株式会社 

代表取締役  窪 雅彦 

 

制定 ： 2014 年 4 月 1 日 




