株式会社ケーブルテレビ富山

ポケタン利用規約

この規約は（以下「本規約」という）
、契約者に株式会社ケーブルテレビ富山（以下「当社」といい
ます）が提供する「ポケタン」サービス（以下「本サービス」という）をご使用頂く際の条件を定
めるものです。本規約とは別に富士ソフト株式会社が定める「pocket GPS 利用規約（https://
www.fsi.co.jp/mobile/PocketGPS/terms/terms_pocketGPS.pdf ）」は、本規約の一部を構成
するものとします。また、本規約の規定と前項の諸規定 の内容が異なる場合には、当該諸規定
の内容が優先して適用されるものとします。

（本サービスの内容）
第1条

本サービスは当社が提供する GPS 端末（以下「Pocket GPS」）を携帯した方のおおよ
その位置および履歴を確認することができるサービスです。位置情報については、周
辺環境により大きな誤差が生じる場合があります。本サービスは契約者が、契約者ま
たは契約者のお子様等被保護者を見守る目的のためにのみ、
本規約の定める範囲で利
用することができます。また、第三者への本サービスのレンタル、リースもしくは貸与
し、商業目的でのご利用が確認された場合、通信規制または利用停止を行う場合がご
ざいます。

（プライバシーポリシーおよび各注意事項の承認）
第2条

契約者は、本規約を承認するとともに、当社プライバシーポリシー、ご利用にあたっ
ての注意事項、安全上の注意事項を承認するものとします。

（定義）

第 3 条 本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
1. 本サービス
当社が提供する「PocketGPS」
「PocketGPSアプリ」を利用した位置情報確認サービスを
いいます。
2. Pocket GPS
当社が提供する位置情報確認用のデバイスをいいます。
3. Pocket GPS アプリ
Pocket GPS の購入、見守りの設定、現在位置と行動履歴の確認などに使用されるスマー
トフォン専用アプリをいいます。
4. 契約者
本サービスにお申込みの上、
「pocket GPS」を購入された方をいいます。
5. 参加者
契約者が購入した「Pocket GPS」を、契約者の同意の上でアプリを使用して見守る方を
いいます。
6. 登録者
契約者および参加者を含む、Pocket GPS アプリにログインするための情報登録を行っ
た方をいいます。

（サービスの提供区域）
第4条

本サービスの提供区域は、NTTドコモが提供する3G（FOMAサービス）、LTE（Xiサー
ビス）の提供区域に準ずるものとします。

（位置情報の取得）
第5条

本サービスで確認出来る位置情報は、周囲の環境や電波状況により数メートルから
数十メートルの誤差が発生する可能性がございます。登録者は誤差が発生する可能
性を認識した上で本サービスを利用するものとします。

（申込の受諾）
第6条

本サービスの契約申込みをするときは、本規約を承諾し、当社所定の契約申込み手続
きをしていただきます。当社は、本サービスの申込みがあったときは、必要な審査・手
続きを経た後にその申込みを受けつけ、
申込完了をもって承諾の意思表示を行います。

（解約）

第 7 条 契約者は、契約者の都合により契約を解除する際は当社まで申し出るものとします。
2 解約後は当該の「Pocket GPS」は使用できなくなります。いかなる理由があっても解
約後の「Pocket GPS」を再利用することは出来ません。
3 本サービスを解約する場合、契約者は利用料（月額利用料等）を解約日の属する月分
まで支払うものとします。

（サービスの利用停止）
第8条

当社は、本サービス契約者または参加者が次のいずれかの事由に該当するときは、本
サービスの利用を停止することがあります。
1. 本サービスの申込みに当たって当社所定の申込み手続きにおいて事実に反する記載を
行ったことが判明したとき。
2. 本サービス契約者が当社と契約を締結している本サービスに係る料金その他の債務に
ついて、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
3. 本サービス契約者が、第1条で定められた本サービスの目的以外の利用用途で本サービ
スを利用する行為を弊社が認めたとき。
4. 本サービス契約者が、当社が提供する本サービスの利用において第9条（禁止行為）に該
当する行為を当社が認めたとき。
5. その他、当社が本サービスの提供に支障があると判断したとき。当社は、前項の規定に
より本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期
間を本サービス契約者に通知します。

（禁止事項）

第 9 条 登録者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 第 1 条に定める「本サービスの目的」以外の目的で本サービスを利用する行為
2. 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
3.「Pocket GPS」携帯者に対し、本サービスの利用に当たって必要な「Pocket GPS」端末の
適切な使用方法等に関する指導、説明をしないこと。
4. 第三者の人権、プライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
5. 公序良俗を乱す行為、または乱すおそれがある行為。
6. 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
7. 利用者 ID 及び暗証番号（パスワード）等を不正に使用する行為。
8.「Pocket GPS」の分解、改造、若しくは損壊、又は端末に線条その他の導体等を連結する
行為。
9. 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
10. 事前の同意なしに契約上の権利義務を第三者に譲渡する行為。
11. 本サービスを業務上の目的で利用する行為。
12. 本サービスを商業目的として利用する行為。
13.「Pocket GPS アプリ」一部のみをインストール又は使用する行為。
14.「Pocket GPS アプリ」の改変、又はリバースエンジニアリング（主に、ソフトウェアの
内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します）、逆コンパイル、
逆アセンブルその他これらに類する行為。
15. 本サービス申込時に承諾したもの以外の機械、付加物品等を「Pocket GPS」に取り付け
る行為。
16. 本サービス内容の合意を事前に得ていない者に「Pocket GPS」を携帯させる行為。
17. その他、法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為をしないこと。
18. その他、当社が不適切と判断する行為。
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（商品の瑕疵への対応）

第10条 当社から購入された商品に、不具合その他瑕疵があった場合で、以下の全てを満たす
場合、当社はその商品を交換します。ただし、当社の判断により、交換に代えて、買戻
しその他の対応をする場合があります。
1. 商品引き渡し後 8 日以内に当社所定の方法で当社にその瑕疵を連絡すること。
2. 当社が指定する店舗にその商品を返却すること。
3. 当社から購入された商品の不具合その他瑕疵について、その商品特有の条件（規約・約
款の類を含む）において特に定める場合を除き、当社は上記に定める交換等以外の対応
を行いません。なお、お引き渡し商品に問題があった場合には、所定の手続に従い対応
します。

（製品保証規定）

第11条 当社製品が万一自然故障した場合は、保証規定により購入後 1 年間無料修理または
同等品と交換いたします。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期
間に準じます。修理または交換された本体や部品などはお返しいたしません。次の場
合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
1. ご利用上の誤りによる故障
2. 当社以外で修理、改造、分解等をされた場合
3. 火災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障
4. 浸水、落下、泥、砂などにより生じた故障
5. 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌への搭載等）に使用された場合の故
障、および損傷電池などの消耗に起因する故障

（料金の支払い）

第12条 契約者は、当社の定める「Pocket GPS」本体代金、月額利用料、手数料等を、別途当社の
定める方法により支払うこととします。

（サービス提供の一時停止）

第13条 当社は、次の場合には本サービスの利用を一時停止することがあります。
1. 本サービスの運用に係る設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを一時停止するときは、あらかじめそのことを本
サービス契約者に通知します。
ただし、
緊急やむを得ない場合は、
この限りではありません。

（免責）

第14条
1.当社は、本サービスのご利用に関して契約者、参加者または「Pocket GPS」携帯者が被っ
た損害、損失について一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、契約者、参加者または「Pocket GPS」携帯者が本サービスの利用によって、第三
者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、設備の設置、修理、復旧等に当たって、その設備に記憶されている各種情報の内
容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な
過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

（分離可能性）

第15条 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効ま
たは執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項は継続して効力を
有するものとします。

（準拠法）

第16条 本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

（管轄裁判所）

第17条 契約者と当社における一切の訴訟については。富山地方裁判所または富山簡易裁判所
をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

（反社会的勢力の排除）

第18条 契約者は、次の各号のいずれか一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表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、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、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知
能暴力集団等その他これらに準じる者（以下、総称して「暴力団員等」といいます）で
あること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難
されるべき関係を有すること
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行
わないことを保証するものとします。
(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相手方の信用を毀損し、又は相手方の業
務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ち
に契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じて
も、その賠償責任を負わないものとします。

（規約の変更）

第19条 当社は必要に応じて本規約を変更することができるものとし、料金その他の提供条件
は変更後の規約によります。
2 当社が本規約を変更した場合、契約者に対して、変更内容を当社のホームページに掲載
する方法等により告知するものとします。
掲載日の翌日に契約者は当該掲載内容を了解
したものとみなすものとします。

付則
制定日 2022年1月12日

【別紙】
・表記説明
(1)特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの料金です。
(2)料金はすべて税込みです。(

)内の料金は税抜き料金です。

１．月額利用料
プラン

月額料金

プラン A

495 円(450 円)

プラン B

770 円(700 円)

※プラン A は、ケーブルスマホ回線契約ありの方のみが同一名義でお申込み可能なプランです。
※ご利用開始月は日割りとなります。解約される場合、解約申込日にかかわらず 1 か月分の月額利用料がかかり
ます。
２．オプション料金
項目
あんしんパック

月額料金
220 円(200 円)

※交換手数料 3,300 円(3,000 円)が別途必要です。
※日割りはありません。
３．アップグレードプログラム
項目
アップグレード
プログラム

月額料金
無料

４．初期費用
項目

料金

新規契約手数料

3,300 円(3,000 円)

Pocket GPS 本体

9,240 円(8,400 円)

