
ＮＥＴＭＡＰサービス会員規約 

 
第１章 総 則 
 
（規約の適用） 
第１条  この会員規約は、国際航業株式会社（以下「弊社」といいます。）が提供する

NETMAP サービス（以下「サービス」といいます。）に関し、第 6 条に定める利

用会員（以下「会員」といいます。）に適用されるものとします。 
本規約に定められた内容をご確認・ご承諾の上、ご利用下さい。 

 
（サービス内容） 
第２条  サービスは、オンラインを利用し、弊社の作成した地図データ及び情報を会員

に提供するものとします。  
 
（規約の範囲） 
第３条  弊社が、この会員規約の他に別途定める、個別に提供されるサービス（以下「個

別サービス」といいます。）の利用規約および個別サービス冒頭の「ご案内」また

は「ご利用上の注意」等で規定する利用上の決まり（以下、併せて「利用規約等」

といいます。）も、その名目の如何にかかわらず、会員規約の一部を構成するもの

とします。 
２．弊社が会員に対して発する第５条に定める通知は、この会員規約の一部を構成

するものとします。 
３．この会員規約の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定

めが優先して適用されるものとします。  
 
（規約の変更） 
第４条  弊社は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。

この場合、サービスの利用料金、条件等は変更後の会員規約を適用するものとし

ます。 
２．変更後の会員規約については、弊社が別途定める場合を除いて、オンライン上

に表示した時点から効力を生じるものとします。  
 
（弊社からの通知） 
第５条  弊社は、オンライン上の表示その他弊社が適当と判断する方法により、会員に

対し随時必要な事項を通知します。 
２．前項の通知は、弊社が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点から効力



を発するものとします。  
 
 
第２章 会 員  
 
（会員） 
第６条  会員とは、あらかじめこの会員規約を承諾の上、サービスへの入会を申し込み

し、弊社が入会を承認した者をいいます。  
 
（入会の不承認） 
第７条  弊社は、入会申込者が以下のいずれかに該当することが判った場合、当該入会

申込者の入会を承認しないことがあります。 
(1) 入会申込者が実在しないこと。 
(2) 入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、

または過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。 
(3) 入会申込の際の申告事項に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。 
(4) 入会申込をした時点で、サービスの利用料金の支払を怠っていること。または

過去に支払を怠ったことがあること。 
(5) 入会申込者が未成年者、準禁治産者、禁治産者であり、入会申込の際に法定代

理人または保佐人の同意等を得ていなかったこと。 
(6) 当該入会申込者の入会により弊社の業務の遂行上または技術上支障があるこ

と。 
(7) その他入会申込者が会員として不適切と判断される事由があること。  

 
（権利譲渡等の禁止） 
第８条  会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権

の設定その他担保に供する等の行為はできないものとします。  
 
（変更の届出） 
第９条  会員は、氏名、住所、その他弊社への届出内容に変更があった場合には、速や

かに所定の方法で変更の届出をするものとします。 
２．前項届出がなかったことで当該会員が何らかの不利益を被ったとしても、弊社

は一切責任を負わないものとします。  
 
（会員からの解約） 
第１０条 会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にて解約予定の６ヶ月前



に弊社に届出をするものとし、その場合弊社は既に受領した利用料等の払戻し等

は一切行いません。 
    ただし、入会後12ヶ月間は、解約ができないものとし、これに反して会員が解約

した場合は、会員は弊社に生じた契約締結費用、損害賠償金、および得べかりし

利益の喪失その他解約により乙の被った一切の損害を賠償しなければならないも

のとします。 
２．会員資格は一身専属性のものとします。弊社は当該会員の死亡を知り得た時点

を以って前項届出があったものとして取り扱います。 
３．本条による解約の場合、解約時点において発生している利用料その他の会員の

債務の履行は、この会員規約の第４章に基づきなされるものとします。  
 
（設備等） 
第１１条 会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他こ

れらに付随して必要となる全ての機器（以下「設備等」といいます。）を、自己の

費用と責任において準備し、サービス利用可能な状態におくものとします。 
また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスに接続するものとします。  

２．会員は、サービスの提供に支障を与えないため設備等を常に正常に稼動するよ

う維持するものとします。  
 
 
第３章 会員の義務  
 
（自己責任の原則） 
第１２条 会員は、自己のＩＤによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその

結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負います。 
２．会員は、サービスの利用により弊社または第三者に対して損害を与えた場合（会

員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより、第三者または弊社が損害

を被った場合を含 みます。）、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するもの

とします。  
 
（ＩＤおよびパスワードの管理責任） 
第１３条 会員は、自己のＩＤおよびこれに対応するパスワード（正式パスワードその他

ＩＤとの組み合わせにより、個人認証を行なうに足りる記号を含み、以下同じと

します。）を第三者に使用させず、第三者と共有あるいは第三者に使用を許諾しな

いとともに、自己のＩＤおよびこれに対応するパスワードの使用および管理につ

いて一切の責任を持つものとします。 



２．弊社は、会員のＩＤおよびこれに対応するパスワードが第三者に使用されたこ

とによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失にかかわらず一

切責任を負いません。 
また、当該ＩＤおよびこれに対応するパスワードによりなされたサービス利用

は、当該会員によりなされたものと見なし、当該会員は利用料その他の債務の一

切を負担するものとします。 
３．会員は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠っ

たことにより会員または第三者に発生した損害に関して、弊社は一切責任を負わ

ないものとします。 
４．会員は、ＩＤを失念した場合には、直ちに弊社に申し出るものとし、弊社の指

示に従うものとします。  
 
（手 続） 
第１４条 会員は、サービスを利用する際は、事前に個別サービスに定められた所定の手

続を経るものとします。  
 
（地図データの使用条件） 
第１５条 サービスにより提供される地図データ（以下「地図データ」といいます。）の著

作権等の知的財産権は、弊社または各地図データの提供者に帰属します。 
２．会員は、会員または会員個人のサービスの内容に限り地図データを使用するこ

とができるものとします。。 
３．会員は、「地図データ」自体または「地図データ」から抽出した個々の「データ」

及びその複製物（プリントアウトしたものを含む）を第三者の利用もしくは使用

に供し、または第三者に提供、提示、譲渡、もしくは再配信することはできませ

ん。 
４．地図データには、国際航業株式会社の製品である「ＰＡＲＥＡ（パレア）」を使

用しています。  
 
 
第４章 利用料金  
 
（サービスの利用料） 
第１６条 サービスの利用料、算定方法等は、弊社が別途定めるとおりとします。 

２．弊社は、会員毎にサービスの利用限度額を設定および変更することができるも

のとします。 
３．サービスの利用に伴って発生した電話料金、インターネット接続料金等は、全



て当該会員が負担するものとします。  
 
（決済手段） 
第１７条 会員は、利用料その他の債務を各会員毎に弊社が承認した以下のいずれかの方

法で履行するものとします。 
(1) 収納代行業者の口座振替による支払い：弊社が指定する収納代行業者を通じ、

会員の銀行預金口座から自動振替により支払う方法。 
(2) その他弊社が定める方法による支払い  

 
（決 済） 
第１８条 弊社は、第１６条に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額等

を、各会員の決済手段に従って会員に請求するものとします。 
２．会員は、各自の決済手段により、支払いを行なうものとし、支払条件について

は、収納代行業者または弊社の定めによるものとします。 
 
（遅延利息） 
第１９条 会員が、利用料その他の債務を支払期日が過ぎても支払わない場合、会員は支

払期日の翌日から当該利用料金その他債務について支払いがなされた日の前日ま

での日数に、年 14.5％の割合で計算される金額を延滞利息として、弊社が指定す

る日までに指定する方法で支払うものとします。 
２．前項の支払期日が過ぎた当該利用料金その他債務の支払い、および遅延利息の

支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。  
 
 
第５章 運 営  
 
（弊社による会員資格の一時停止等） 
第２０条 弊社は、以下のいずれかの場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に

付与した会員資格を停止することがあります。 
(1)第 16 条２項の規定により設定され、または変更された利用限度額を超過した

場合。 
(2) 電話、ＦＡＸ、電子メール等による連絡が取れない場合。 
(3) 会員宛に発送した郵便物が弊社に返送された場合。 
(4) 上記各号の他、緊急性が高いと認めた場合。 

２．弊社が前項の措置をとったことで、当該会員がサービスを利用できず、これに

より損害が発生したとしても、弊社は責任を負わないものとします。  



 
（サービス内容等の変更） 
第２１条 弊社は、会員への事前通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあ

ります。  
（サービスの一時的な中断） 
第２２条 弊社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知すること

なく、一時的にサービスを中断することがあります。 
(1) サービス用設備（弊社がサービスを提供するために用意する通信設備、電子

計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。）の保

守を定期的にまたは緊急に行なう場合。 
(2) 天災、火災・停電、戦争等によりサービスの提供ができなくなった場合。 
(3) その他、運用上または技術上弊社がサービスの一時的中断が必要と判断した

場合。 
２．弊社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅

延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員、または他者が被った

損害について一切責任を負わないものとします。  
 
（免 責） 
第２３条 サービスの内容は、弊社がその時点で提供可能なものとします。弊社は弊社が

提供するサービス等について、その完全性、正確性、適合性、有用性等に関し、

責任を負わないものとします。 
２．弊社はサービスにおいて提供されるデータの完全性、正確性については保証せ

ず、いかなる責任も負わないものとします。 
３．第２０条、前条および前二項の他、弊社はサービスの利用により発生した会員

の損害、（第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。）、およびサ

ービスを利用できなかったことにより発生した会員、または第三者の損害に対し、

責任を負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。  
 
（サービス提供の廃止） 
第２４条 弊社は、第５条第１項に定める方法で事前通知した上で、サービスの全部また

は一部の提供を廃止することがあります。  
２．弊社はサービス提供の廃止の際、前項の手続を経ることで、廃止に伴う会員ま

たは第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。  
 
（弊社による会員資格の停止等） 
第２５条 会員が次の何れかに該当する場合は、弊社は当該会員に事前に何ら通知または



催告することなく、会員資格を一時停止とし、または除名処分することができる

ものとします。 
(1)会員が会員規約に違反した場合。 
(2) 第７条各号のいずれかに該当することが判明した場合。 
(3) サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場

合。 
(4) 会員に対する破産または特定調停の申立があった場合、または会員が準禁治

産宣告もしくは禁治産宣告を受けた場合。 
(5) その他弊社が会員として不適当と判断した場合。 

２．前項により除名処分とされた会員は、期限の利益を喪失し、当該時点で発生し

ている利用料その他の債務等弊社に対して負担する一切の債務を一括して履行す

るものとします。 
３．会員がＩＤを複数保有している場合において、当該ＩＤの何れかが第１項によ

り会員資格の一時停止または除名処分の対象となったときは、弊社は当該会員が

保有する他のすべての会員資格を一時停止とし、または除名処分とすることがで

きるものとします。  
 
（会員資格終了後の効力維持条項） 
第２６条 第 15 条、第 23 条、第 27 条、第 28 条の各規定は、会員資格終了後もその効力

を有します。  
 
 
第６章 個人情報の取扱い  
（個人情報） 
第２７条 弊社は、会員の個人情報（以下「個人情報」といい、個人情報の保護に関する

法律（以下「法」といいます。）第２条にいう個人情報を指します。）をサービスの提供を

目的として利用するものとし、当該目的以外には使用しないものとします。ここでいう個

人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務

先、生年月日その他の記述等により個人を特定できるものを指します。また、その情報の

みでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に特定の個

人を識別できるものも個人情報に含まれます。 
２．弊社は、個人情報の第三者提供に関し、あらかじめ会員の同意を得た場合を除き、第

三者提供をいたしません。また、会員からの第三者提供中止のお申し出があったときは、

当該第三者提供を中止するものとします。ただし次の場合は除きます。 
 ①法令に基づく場合 
 ②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得



ることが困難であるとき。 
 ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 
 ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 
３．弊社は、会員から個人情報についての開示、訂正、追加、削除、利用の停止または消

去の申し出があったときは、法の定めにより当該申し出に対応するものとし、当該対応に

ついては別に定めるところによります。 
 
第７章 そ の 他  
 
（管轄裁判所） 
第２８条 会員と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。  
 
（準拠法） 
第２９条 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。  
 
（消費者契約法に基づく修正） 

第３０条 弊社と会員との利用契約が消費者契約法第２条第３号に定める消費者契約に該

当する場合、本規約の第１３条第２項及び３項、第２０条第２項、第２２条第２

項、第２３条第３項、第２４条第２項の各規程のうち、弊社の損害賠償責任を免

責する部分は適用されないものとし、当社は当該各規定に定める利用者に発生し

た損害が当社の債務不履行または不法行為に基づく場合には、当該債務不履行ま

たは不法行為が発生したときから６ヶ月を遡って支払われたサービスの利用料金

を限度として、損害賠償責任を負うものとします。 
 
付則：実施日 2001 年 8 月 31 日 
 


