
 
 

第１章  総則  
（規約の適用）  
第１条   
１． docoです car  サービス（以下「本サービス」といい、内容

については第 3 条によります）についてのお客様とエヌ・
ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」
といいます）の合意内容はこの規約（以下「本規約」といい
ます）によります。  

２．当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更す
ることができます。この場合は、料金その他の本サービスの
提供条件は変更後の内容によります。  
(1)  本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。 
(2)  本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更

の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の
変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。  

３．当社は前項による本規約の変更にあたり、変更の効力発生
日の１ヶ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の
本規約の内容とその効力発生日を、当社公式ホームページ
(https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/about
-us/disclosure/tari ff/pdf/c840.pdf)へ 掲 載 す る 方 法 そ の
他当社が適切と判断する方法により、お客様に周知します。 

 
（用語の定義）  
第２条   
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

(1)  「利用契約」とは、本サービスの利用に関する当社とお
客様との間の契約をいい、本規約は利用契約の内容を構
成します。  

(2)  「基本 ID」とは、本サービスの契約者であることを識別
するために当社がお客様に割りあてる、数字及びアルフ
ァベットから構成される文字列をいい、基本 ID を用い
た本サービスの利用は、お客様自身によるものとみなさ
れます。  

(3)  「サービス利用端末」とは、当社が本サービスのため、
お客様へ貸与もしくは販売する端末、またはお客様が自
ら準備し、当社のサービスへの登録を行った端末をいい
ます。  

(4)  「位置情報端末」とは、当社が本サービスのため、お客
様へ貸与もしくは販売する所在確認用の端末、またはお
客様が自ら準備し、当社のサービスへの登録を行った所
在確認用の端末をいいます。  

(5)  「位置情報」とは、位置情報端末のおおよその所在場所
に関する経度、緯度、日時等 GPS 位置情報をいいます。  

(6)  「位置情報対象者」とは、位置情報端末の携行者をいい
ます。  

(7)  「位置情報対象者ら」とは、サブカメラにより撮影され
る位置情報対象者、その同乗者を総称していいます。  

(8)  「サブカメラ」とは、サービス利用端末等に搭載された
カメラとは別に、サービス利用端末等に接続されたカメ
ラをいいます。  

(9)  「サービス利用端末等」とは、サービス利用端末および
位置情報端末を総称していいます。  

(10)  「利用管理者」とは、お客様内部において本サービスの利
用について管理、統括する権限を付与された者をいいます。 

 
第２章  サービス内容  
（本サービスの内容）  
第３条   

１ .  本サービスを構成する個々のサービスにおける仕様の詳細
に つ い て は 、 当 社 が 提 供 す る 製 品 ホ ー ム ペ ー ジ
(https://www.ntt.com/business/services/docodesucar.h
tml)内の「サービスメニュー」から確認できる各サービスの
ページ内の「サービス仕様」に記載するものとします。当社
では、本サービスのうち、お客様が申込時に指定されたサー
ビスを提供します。  

２ .  本サービスの提供にあたっては、次の情報の全部または一
部（以下「利用データ」といいます）が定期的にまたはお客
様がサービス利用端末等を操作する都度、当社のサーバへ
送信され、蓄積されます。利用データは、本サービスのうち、
お客様が申込時に指定したサービスにより異なります。  
(1)  お客様が本サービスを通じて操作した各種機能の操作

履歴等  
(2)  位置情報  
(3)  サービス利用端末等によって撮影された映像（顔画像や

ナンバープレート等の車両情報、音声等を含み、お客様
がサブカメラにより撮影された映像を当社のサーバへ
送信することを希望し、当社所定の契約申込書を提出さ
れた場合は、当該映像も含みます）  

(4)  車両の運転状況に係る情報  
(5)  その他本サービスの提供に必要な情報  

３ .  当社は、前項に基づき、お客様より当社のサーバへ送信され
た利用データを利用して本サービスを提供します。  

 
（本サービスの提供）  
第４条   
１ .  当社では、本サービスを提供するために用意した、docoで

す carシステムを利用して、日本国内において、本サービス
を提供します。ただし、当社が利用している第一種通信事業
者の提供するネットワークサービスの利用圏外および、電
波が受信できない場所でのサービスの提供は行なえません。
また、GPSの電波受信状態により提供する位置情報の精度
が低下し、または位置情報を提供できない場合があります。 

２ .  当社では、本サービスを提供するために、第三者が提供して
いるサービスを利用することがあります。その内容および、
利用上の注意事項等については、第３条第１項に定める「サ
ービスメニュー」から確認できる各サービスのページ内の
「サービス仕様」に記載するものとします。  
 

第３章  契約  
（契約の単位）  
第５条   
当社では、お客様毎に利用契約を締結後に基本 ID を発行し、本
サービスを提供します。  

 
（契約申込の方法）  
第６条   
１ .  本サービスの申込みを行なうときは、本規約及び地図閲覧

規約に定める各条項が契約内容となることに同意の上、当
社所定の契約申込書を提出していただきます。  

２ .  本サービスの申込みの際には、お客様が責任を持って、位置
情報対象者の位置情報を含む個人情報をお客様、当社およ
び第２０条第１号に基づき本サービスを利用しまたは本サ
ービスを通じて提供される情報の開示を受ける第三者（存
在する場合。以下併せて「お客様・当社ら」といいます。）
が取得し、利用することについて、位置情報対象者の同意を
得るものとします。  

docoですcar 利用規約  
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３ .  前項の規定に加えて、お客様がサブカメラにより撮影され
た映像を当社のサーバへ送信し、利用データとして利用す
ることを希望するときは、位置情報対象者らの当該顔画像
を含む映像をお客様・当社らが取得し、利用することについ
て、位置情報対象者らの同意を得るものとします。  

４ .  前三項において当社が受領した契約申込書などの書類は、
お客様へ返還いたしません。  
 

（契約申込の承諾）  
第７条   
１ .  当社では、本サービスの申込みがあったときは、必要な審

査・手続きを経た後に申込みを受付け、申込承諾日を記載し
た文書によりお客様に通知するものとし、この通知により、
お客様と当社の間で利用契約が成立するものとします。な
お、当社が本項に定める必要な審査・手続きのために、お客
様に対して利用方法の聞き取り等を行なう場合、お客様は
これに協力するものとします。  

２ .  当社では、お客様が以下の項目に該当する場合は、その申込
みを承諾いたしません。  
(1)  位置情報対象者らの同意が得られていないことが判明

した場合。  
(2)  契約者名欄に記載された法人その他の団体が実在しな

い場合。  
(3)  契約の申込み内容に虚偽または重大な記入漏れが判明

した場合。  
(4)  お客様の指定した金融機関等の利用の差止めが行なわ

れていることが判明した場合。  
(5)  お客様が法人その他の団体ではない場合。  
(6)  過去に締結した利用契約に違反していることが判明し

た場合。  
(7)  過去に締結した利用契約に違反したお客様の関係者で

あると当社が合理的に判断した場合。  
(8)  その他前各号に準ずる場合。  
 

（契約期間）  
第８条   
１ .  本サービスの利用料金の課金は当社がサービス利用端末等

および書類一式を納品した日が属する月の翌月１日から開
始するものとします。契約期間は課金開始日よりお客様が
申し込まれた期間満了日までとします。  

２ .  お客様から期間満了の１ヶ月前までに当社に対し本サービ
ス利用終了（解約）の申し出がないときは、利用契約に特段
の定めがない限り、契約は自動更新されるものとし、その後
も同様とします。自動更新後の契約期間は、当社が別に定め
る料金表（以下「料金表」といいます）に記載するものとし
ます。  
 

（権利義務の譲渡）  
第９条   
１ .  お客様は、当社の事前の同意なしでは本サービスの契約に

関する権利・義務を第三者に譲渡できません。  
２ .  当社は、お客様に事前に通知した上で、当社の関連会社また

は事業譲渡、合併その他の組織再編の当事会社に対し、利用
契約上の地位ならびに利用契約に関する基づく権利および
義務を譲渡することができるものとし、お客様は当該譲渡
に同意するものとします。  
 
 

（お客様の名称等の変更）  
第１０条   

1.  お客様は、お客様の名称、住所等に変更が生じた場合は、利
用管理者をして書面にて速やかに当社に届け出ていただき
ます。  

2.  お客様が前項に従った通知を怠ったことによる当社からの
通知の不到達その他の事由によりお客様が損害等を被った
場合であっても、当社は責任を負わないものとします。  
 

（お客様が行なう契約の解約・解約金）  
第１１条   
お客様は、利用契約を解約しようとするときは、解約手続きが
必要となります。また、契約期間中に解約を行なう場合は、解
約金が発生いたします。解約手続きおよび解約金の内容につい
ては、当社が別に定める docoです carサービス料金規定（以下
「料金規定」といいます）によるものとします。  

 
（当社が行なう契約の解除）  
第１２条   
１ .  当社は、お客様が次のいずれかに該当するときは、あらかじ

めお客様へ通知することなく即時に利用契約を解除するこ
とができるものとします。  
(1)  位置情報対象者以外に利用されているときまたは利用

されるおそれがあると当社が判断したとき。  
(2)  位置情報確認行為が不正に行なわれているときまたは

行なわれるおそれがあると当社が判断したとき。  
(3)  位置情報対象者らから同意を得ていないことが判明し

たとき。その他第７条第２項各号の規定のいずれかに該
当することが判明したとき。  

(4)  その他お客様が本規約に定める条項または利用契約の
内容に違反したとき。  

２ .  当社は、第１４条の規定により本サービスの提供が停止さ
れた場合で、相当な期間その原因が解消されない場合は、利
用契約をお客様へ通知することなく即時に解除することが
できるものとします。  

３ .  お客様は、利用契約が解除された時点において、未払いの利
用料金その他の金銭債務がある場合には、当該債務の期限
の利益を喪失し、直ちにこれを支払わなければならないも
のとします。  

４ .  本条により、当社が利用契約を解除したときには、お客様は
当社が被った損害を当社に支払うものとします。  
 

第４章  サービス提供の中止および提供停止等  
（本サービス提供の中止）  
第１３条   
１ .  当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することが

あります。  
(1)  当社の設備の保守または工事のためやむを得ないとき。 
(2)  当社が設置する設備の故障等のためやむを得ないとき。 
(3)  運用上または技術上、本サービスの全部または一部の提

供を中止する必要があると当社が合理的に判断したと
き。  

(4)  第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停
止することまたは電気通信設備の保守を実施すること
により、本サービスの提供が困難となったとき。  

(5)  天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の制定も
しくは改廃、公権力による命令もしくは処分、争議行為、
電力供給の逼迫、輸送機関もしくは通信回線の事故その
他の当社の責に帰することができない事由により本サ
ービスを提供できなくなったとき。  

(6)  その他前各号に準ずるとき。  
２ .  本サービス提供中止期間については、お客様は所定の利用

料金を料金規定に従って支払うものとします。  



３ .  当社は、本サービスの提供を中止するときは、お客様に対し
事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急
やむを得ないときは、この限りではありません。  
 

（本サービス提供の一時停止）  
第１４条   
１ .  当社は、次の場合には、その状態のやむまでの間、本サービ

スの提供を停止することができるものとします。この場合、 
当社は本サービスの提供についての義務を免れるものとし
ます。  
(1)  お客様が利用料金その他利用契約における金銭債務の

お支払をなさないとき。  
(2)  お客様がサービス利用端末等の正常作動を確保されな

いことにより、当社の設備に過度な負荷をかけ、本サー
ビスの提供に支障を及ぼしたとき。  

(3)  その他、お客様が本規約に定める条項または利用契約の
内容に違反したとき。  

２ .  本サービス提供停止期間については、お客様は所定の利用
料金を料金規定に従って支払うものとします。  

３ .  当社は、本サービスの提供を停止するときは、お客様に対し
事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急
やむを得ないときはこの限りではありません。  
 

第５章  料  金  
（料金等）  
第１５条   
1.  お客様は、本サービスのご利用にあたって、料金表および料

金規定に従って、利用料金を支払う義務を負います。  
2.  お客様は、本サービスのうち、お客様がご利用中のサービス

の利用条件の変更を希望される場合、料金表および料金規
定に従って、変更手数料をお支払いいただきます。  
 

第６章  故障等  
（故障等）  
第１６条   
１ .  お客様は、サービス利用端末等に異常が発生した場合は、利

用管理者をして当社に点検を要請していただきます。  
２ .  前項の要請に際して、当社は速やかに点検を行い、必要に応

じて修理または交換を行います。なお、その原因がお客様側
にある場合は、料金表に従って、お客様に交換費用をご負担
いただきます。  

３ .  お客様は、当社から貸与を受けたサービス利用端末等を紛
失した場合は、速やかに当社に通知していただきます。この
場合、料金表および料金規定に従って、端末賠償金および変
更手数料をお支払いいただきます。  

４ .  お客様からの要請により当社が係員を現地に派遣した場合、
その故障原因を問わず、当社が別に定める派遣費用をご負
担いただきます。  
 
 

第７章  損害賠償  
（責任の制限）  
第１７条   
１ .  当社は、当社の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生

じた場合（当社が利用している第一種電気通信事業者の電
気通信設備または他の電気通信事業者の電気通信設備に起
因する損害は該当しないものとします）に限り、現実に支払
済みの利用料金（利用契約の有効期間が 1 年を超える場合
は、損害発生月から起算して直近の 12 ヶ月にお支払いいた
だいた金額とします。ただし、当該期間中に生じた 1 つま
たは複数の原因に基づいて当社がお客様に既に損害を賠償
している場合にはその金額を控除するものとします）相当

額を限度としてお客様に賠償します。ただし、当社はお客様
の故意または重過失により発生しまたは拡大した損害につ
いては責任を負いません。  

２ .  前項の責任限度額は当社に故意または重過失があったとき
は適用されません。  
 

（責任の対象外）  
第１８条   
１．当社は、次に定める場合については、損害賠償の責を負い

ません。  
(1)  第３条とは別に、当社がお客様の要求により実施した特

別または追加の業務提供行為その他本サービスの内容
を超えた業務提供行為により損害が発生したとき。  

(2)  第三者がログイン名等を不正に使用する等の方法によ
り損害が発生したとき。  

(3)  サービス利用端末等が電波の届かないところにあった
こと、サービス利用端末等が電源断（バッテリー切れを
含みます）もしくは故障等の状態にあったこと、サービ
ス利用端末等の取り付けに不具合があったこと、または
定期メンテナンス等を理由として、位置情報その他の利
用データの確認ができず、それにより損害が発生したと
き。  

(4)  お客様に、第 13 条、第 14 条に定める事由により損害が
発生したとき。  

(5)  位置情報その他の利用データが、GPSの電波受信状態等
により精度が低下し、それにより損害が発生したとき。 

(6)  通信回線、インターネット、お客様が自ら準備したコン
ピュータ（ハードウェアおよびソフトウェア）等の障害
により損害が発生したとき。  

２．当社の故意または重過失によりお客様に損害が生じた場合
は、前項の定めは適用されません。  

 
第８章  雑  則  
（本サービスの変更、廃止）  
第１９条   
１．  当社は、お客様に通知することなく、本サービスの機能の

実現方法等の追加、変更、改定等を行うことができるもの
とし、その内容については、第 1 条の規定にかかわらず、
当社の公式サイト等で速やかに告知するものとします。な
お、当該追加、変更、改定等によって、変更前の本サービ
スの全ての機能・性能が維持されることを保証するもので
はありません。  

２．  当社は、やむを得ない事由が発生したときは、利用契約の
全部または一部を解約等の方法により終了させ本サービ
スの全部または一部を廃止することができるものとしま
す。この場合は、あらかじめお客様へ通知します。  

 
（利用に係わるお客様の義務）  
第２０条   
お客様には利用管理者をして次の事項を遵守していただきます。 

(1)  本サービスの管理、使用について責任を持ち、第三者に
本サービスおよび本サービスを通じて提供される情報
を利用させないこと。なお、次の要件を満たす場合は、
当社は第三者の利用を承諾することがありますが、その
場合、お客様は当該第三者の行為について責任を負うも
のとします。ただし、当社に故意または重過失があると
きはこの限りではありません。  
(ア )  第三者への開示方法・内容を事前に当社が承諾した

場合。  
(イ )  お客様と第三者の間に賠償等の諸問題が生じた場

合において、当社がお客様に対し責任を負わないこ
とおよび第三者が当社に対し損害賠償を求めてき



た場合にお客様が当社を免責させることにつき同
意した場合。  

(2)  サービス利用端末等の正常作動を確保すること。  
(3)  当社が貸与するサービス利用端末等を、取扱説明書に基

づいて利用・保管すること。  
(4)  本サービスの契約期間中、当社が本サービスに必要と判

断してお客様に求める資料（公的証明書等）を提出する
こと。  

(5)  当社が定めた注意事項を遵守して本サービスを利用す
ること。  

 
（サービス利用端末等の返還等）  
第２１条   
１ .  お客様は、サービス利用端末等の貸与を受け本サービスを

利用している場合に、利用契約が期間満了または解約等に
より終了したときは、契約終了日から 14 日以内にサービ
ス利用端末等を返還するものとします。お客様からサービ
ス利用端末等の返還がなされないときは、当社はお客様に
所定の金員を請求することができるものとします。  

２ .  お客様は、サービス利用端末等を当社より購入して本サー
ビスを利用している場合に、利用契約が期間満了または解
約等により終了したときは、契約終了日から 14 日以内に
サービス利用端末等に挿入されている SIM カードを返還す
るものとします。  
 

（禁止事項）  
第２２条    
お客様による本サービスの利用にあたり、お客様およびその管
理監督下にある者（従業員を含みますがそれらに限定されませ
ん）は、次に定める行為をしてはならないものとします。本条
に違反した場合、当社は、第 12 条第 1 項第４号の規定により
利用契約を解除することができるものとします。  

(1)  本サービスの利用目的以外の利用目的で本サービスを
利用する行為。当社およびその他の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。 

(2)  本サービスを通じて提供される情報を改ざん、複製、送
信する行為。  

(3)  第三者の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある
行為。  

(4)  犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為。 
(5)  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。  
(6)  第三者に本サービスおよび本サービスを通じて提供さ

れる情報を利用させる行為。ただし、第 20 条に基づき
当社が承諾した場合は除きます。  

(7)  当社の承認なく本サービスを通じまたは本サービスに
関連して営利を目的とする活動を行なう行為。  

(8)  コンピュータウイルス等有害なプログラムを本サービ
スに関連して使用、もしくは提供する行為。  

(9)  本サービスを通常想定される利用方法の範囲を超えて
利用する行為。  

(10)  他のお客様になりすまして本サービスを利用する行為。 
(11)  前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易

にする行為。  
(12)  前各号の行為を試みること。  
(13)  その他法令または公序良浴に反する行為、またはその

おそれのある行為。  
(14)  その他前各号に準ずる行為。  
 

（お客様等の個人情報）  
第２３条   

１ .  当社は以下の行為以外には、お客様の同意を得ることな
く、本サービスによって取得するお客様およびお客様の役
員・従業員その他の関係者 (位置情報対象者らを含みます )
の位置情報を含む個人情報 (以下「個人情報」といいます )
を第三者に提供・開示いたしません。  
(1)  第２０条第１号に基づき第三者に本サービスおよび本

サービスを通じて提供される情報を利用させる場合。  
(2)  法令の定めまたは法的な手続きにより開示が必要とさ

れる場合。  
(3)  当社の権利または財産を保護するために必要な場合で

あって、本人の同意を得ることが困難な場合。  
(4)  お客様または公共の安全を守る為に必要とされる緊急

事態の場合であって、本人の同意を得ることが困難な
場合。  

２ .  前項の規定にかかわらず、当社は、当社が本サービスの維
持のための合理的事由により必要と判断する場合または本
サービスによって取得した映像その他の利用データを解析
または分析する場合には、個人情報を委託先に提供し、か
かる目的のために個人情報を利用します。  

３ .  当社による個人情報の取り扱いについては、本規約の規定
のほか、当社の公式ホームページ上のプライバシーポリシ
ー (http://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html)に定め
るところに従うものとします。  

 
（匿名加工情報の利用）  
第２４条   
１ .  当社は、本サービスの提供のために当社のサーバへ送信さ

れた利用データを当社のサーバに蓄積し、お客様、位置情
報対象者ら、サービス利用端末等が識別できないような情
報（以下「匿名加工情報」といいます）に加工処理した上
で、次に定める目的で利用することがあります。  
(1)  本サービスの提供・運営のため。  
(2)  本サービスの各機能の有効性評価および機能改善その

他本サービスの品質向上のため。  
(3)  本サービスのご利用状況の計測・対応のため。  
(4)  本サービスおよびサービス利用端末等の障害検知・改

善、ならびに本サービスの障害・不具合時の調査・対
応のため。  

(5)  本サービスに関する技術を活用し、本サービス以外の
当社が提供するソフトウェア、サービス等の開発・機
能改善および品質向上のため。  

(6)  本サービスの案内等を目的としたデモンストレーショ
ンのため。  

(7)  新サービスの開発、マーケティング活動、販売活動を
行なうため、およびこれを目的とした統計調査・分析
をするため。  

２ .  当社は、前項に定める目的のために第三者に対し、有償無
償を問わず、匿名加工情報を開示し、または公開すること
ができるものとします。  

３ .  当社の匿名加工情報の作成および第三者提供に係る情報
は、当社の公式ホームページ (https://www.ntt.com/busin
ess/services/docodesucar.html)に公表します。  

 
（当社の関連会社等への委託）  
第２５条   
利用契約に定める当社の業務の全部または一部を当社の責任に
おいて当社の関連会社その他の第三者に委託できるものとしま
す。  

 
（通知）  
第２６条   

http://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html
https://www.ntt.com/business/services/docodesucar.html
https://www.ntt.com/business/services/docodesucar.html


本サービスに関する通知その他本規約に定める当社からお客様
に対する通知は、電子メールによる方法その他当社の定める方
法によって行うものとします。通知は、当社からの発信によっ
てその効力が生ずるものとします。  

 
（証明書等の発行）  
第２７条   
１ .  当社は、お客様から請求があったときは、本サービス (修理

料金等を含みます )に関する債務が既に支払われた旨の証
明書を発行します。  

２ .  当社は、お客様から請求があったときは、加算額の内訳を
記録している内訳明細書を発行します。  
 

（反社会的勢力の排除）  
第２８条   
１ .  お客様および当社は、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または特殊知
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)  自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第
三者に損害を加える目的をもって取引を行なうなど、
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、または便宜を供
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)  自らの役員また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 .  お客様および当社は、自らまた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、または暴力を用い

る行為。  
(4)  風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、相

手方の信用を毀損し、また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。  
 

（分離可能性）  
第２９条   
本規約のいずれかの条項またはその一部が、民法その他の法令
等により合意をしなかったものとみなされ、または無効もしく
は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定
ならびにその一部が合意をしなかったものとみなされ、または
無効もしくは執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続
して完全に効力を有するものとします。  

 
（規定外事項）  
第３０条   

本規約に定めのない事項については、民法その他の法令、信義
則、慣習等に従い双方協議の上、誠意を持ってその解決にあた
るものとします。  
 
附則  
（実施期日）  
１  この利用規約は、令和４年７月１日から実施します。  
 
（吸収分割に伴う取り扱いについて）  
２  ドコモ・システムズ（以下「システムズ」といいます。）

が次の表の左欄の利用規約（以下「旧利用規約」といいま
す。）の規定により締結し、令和 4 年 5 月 13 日付け吸収分
割契約により当社に承継された契約の規定は、この利用規
約実施の日において、次の表の右欄の利用規約（以下「新利
用規約」といいます。）の規定によるものとします。  

 
（個人情報の共同利用について）  
3  当社は、本サービスの提供にあたり、以下の通り個人情報

を共同利用することがあり、その場合は当社プライバシー
ポリシー第 5 項 (3)及び第 6 項に変えて本項を優先適用する
ものとします。  

 
(1)doco です car サービスの運用に関する共同利用  
①共同利用する個人情報項目  
・会社名  
・組織名  
・氏名  
・住所  
・電話番号  
・メールアドレス  

②共同利用する者の範囲  
株式会社データ・テック  

③共同利用に関する責任者  
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社  
代表取締役社長  丸岡  亨  
〒 100-8019 東京都千代田区大手町 2-3-1 
 大手町プレイスウエストタワー  
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社  

④共同利用する目的  
お客様サポートデスク業務実施のため  

(2)dDREAMS および doco です car サービスの提案活動に   
関する共同利用  

①本サービスの共同利用する個人情報項目  
・会社名  
・組織名  
・氏名  
・住所  
・電話番号  
・メールアドレス  

②本サービスの共同利用する者の範囲  
・株式会社ＮＴＴドコモ  
・株式会社ドコモＣＳ北海道  
・株式会社ドコモＣＳ東北  
・株式会社ドコモＣＳ  
・株式会社ドコモＣＳ東海  
・株式会社ドコモＣＳ北陸  
・株式会社ドコモＣＳ関西  
・株式会社ドコモＣＳ中国  
・株式会社ドコモＣＳ四国  

旧利用規約（システムズ）  新利用規約（当社）  

doco です car  利用規約  doco です car  利用規約  



・株式会社ドコモＣＳ九州  
③本サービスの共同利用に関する責任者  
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社  
代表取締役社長  丸岡  亨  
〒 100-8019 東京都千代田区大手町 2-3-1 
 大手町プレイスウエストタワー  
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社  

④本サービスの共同利用の目的  
dDREAMS および doco です car サービスの提案、販売の    
ため  

 
 

（匿名加工情報の作成および第三者提供）  
4 当社は、当社が提供する電気通信サービスのお客さまおよ

びお客さまの役員・従業員その他の関係者を識別すること
ができないよう加工した匿名加工情報を作成し、第三者に
提供しており、その詳細は以下記載のとおりです。また、
今後継続的に同様の匿名加工情報を作成し、第三者に提供
することを予定しています。  

 
(1)作成した匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目  

氏名、勤務先、所属組織、位置情報、サービス利用端末に
よって撮影・録音された顔画像やナンバープレート等の車
両情報、音声、行先情報、車両の運転状況に係る情報（セ
ンサー情報、運転挙動情報、運転速度、距離、時間等の情
報を含みますが、これに限られません）  

(2)提供の方法  
第三者が匿名加工情報を利用できるようサーバにアップロ
ード、電子メールに添付して送信、外部記録媒体に保存し
またはハードコピーを作成し、これを手交または郵送  
 

5 この利用規約実施前に、お客様がシステムズに対し旧利用
規約の規定により行った手続きその他の行為は、新利用規
約の規定に基づいて行ったものとみなします。  

 
 

制定日  2022 年 7 月 1 日  
 



 

 
 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当
社」といいます）は、doco です car サービス（以下「本サービ
ス」といいます）の利用料金に関し、以下のとおり定めます。  
 
 
１ .  利用料金の額  

本サービスの利用料金（以下「利用料金」といいます）は、
当社が別に定める料金表（以下「料金表」といいます）に
記載のとおりとします。  

 
２ .  利用料金の算定に関する取り決め  

(1)  利用料金は、毎月月末を締め日とし、毎月１日から当
月末日までの１ヶ月単位で算定します。なお、当社が
発送するサービス利用端末等その他の納品物・書類一
式の納品日が暦月の途中である場合、その翌暦月の初
日から起算するものとします。  

(2)  利用契約を解約した月の利用料金は、当該解約月の１
ヶ月間当該サービスの提供があったものとし、日割り
計算はいたしません。  

(3)  「docoです car利用規約」（以下「利用規約」といいま
す）第１３条の規定により、本サービスの提供が中止
された場合における中止期間中の利用料金について
は、当該サービスの提供があったものとして取扱いま
す。  

(4)  利用規約第１４条の規定において、お客様側の原因に
より本サービスの提供が一時停止された期間につい
ては、お客様は所定の利用料金を支払うものとします。
お客様側および当社側の原因によらない本サービス
提供停止期間については、当初の１４日間を除き、お
客様は利用料金の２分の１を支払うものとします。当
初の１４日間は所定の利用料金を支払うものとしま
す。  

(5)  利用料金の計算において、その計算結果に１円未満の
端数が生じた場合はその端数を切り捨てて計算しま
す。  

(6)  消費税は、利用料金の額に消費税率（利用料金発生時
に有効な消費税法に基づく料率とします）を乗じた額
とします。  

 
３ .  利用料金等の支払方法  

利用料金、変更手数料および修理代金など附帯サービスに
係る料金（以下総称して「利用料金等」といいます）のお
支払は、次の 2 種類のうち、お客様が選択した方法による
ものとします。  
(1)  「口座振替」によるお支払  

当社が別途指定する集金代行業者を通じ、お客様が指
定する預金口座から自動引落しするものとします。口
座振替をご希望の方は、本サービス申込みの際に、別
途定める口座振替に関する規定を確認の上「口座振替
依頼書」をご提出ください。自動振替日時等に関して
は、「口座振替依頼書」に定めます。また、引落日は当
社の都合により予告なく変更する場合があります。  
 
 

 
(2)  「請求書払」によるお支払  

毎月 5 日前後に請求書を送付致しますので、月末まで
に指定口座に振込むものとします。なお、振込手数料
等はお客様のご負担となります。  

(3)  修理代金など附帯サービスに係る料金の支払は、お客
様が選択した支払方法に加算して行なうものとしま
す。  

 
４ .  支払の遅滞  

利用料金等の支払が遅延した場合は、以下のとおりとしま
す。  
(1)  口座振替をご利用の場合  

集金代行業者からの引落結果により、お支払が確認で
きなかった場合は、お客様は直ちに未払の利用料金等
を当社が指定する方法によってお支払いただきます。
お客様が当社に届け出た連絡先への連絡が取れない場
合または指定日までに入金が確認されなかった場合は、
当社は利用規約第１４条の規定により本サービスの提
供を一時停止します。また、本サービスの提供停止後、
当社が利用規約第１２条第２項の規定により利用契約
を解除した場合、支払が遅延している利用料金等が完
済されない限り、新たに利用契約を締結することはで
きないものとします。  

(2)  請求書払をご利用の場合  
指定振込日までにお振込が確認できなかった場合は、
当社は直ちにお客様に督促をいたします。お客様が当
社に届け出た連絡先への連絡がとれない場合または指
定日までに入金が確認されなかった場合は、当社は利
用規約第１４条の規定により本サービスの提供を一時
停止します。また、本サービスの提供停止後、当社が
利用規約第１２条第２項の規定により利用契約を解除
した場合、支払が遅延している利用料金等が完済され
ない限り、新たに利用契約を締結することはできない
ものとします。  

(3)  延滞利息  
いずれの場合においても、利用料金等について支払遅
滞があった場合、お客様は、支払期日の翌日から起算
して支払日までの日数について年１４．５％の割合で
計算した額を、延滞損害金として支払うこととします。 
 

５ .  解約金  
契約期間中にお客様の都合により解約を行う場合は、以下
のとおり解約金が発生いたします。  
(1)  お客様は、利用契約を解約しようとするときは、所定

の書面を当社に提出していただきます。契約解約日は、
原則として、お客様が当該書面上で指定した解約希望
日とし（ただし、契約解約日の変更が必要となる場合
は、当社からお客様へ通知させていただきます。）、お
客様は、契約解約後、当社の指示に従いサービス利用
端末等を当社に返還するものとします。  

(2)  お客様が申込まれた契約期間を満了する前に利用契
約を解約する場合は、課金開始日から契約解約日の属
する契約年度終了までの期間を１年契約にて契約し
た場合の利用料金総額相当額と既にお支払いただい
た利用料金総額との差額を、解約金として請求させて
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いただきます。ただし、３か月契約にてご契約いただ
いたお客様が、契約期間満了前に解約する場合は、契
約解約日翌月から契約期間満了までの利用料金総額
相当額を解約金とし、また、５年契約にてご契約いた
だいたお客様が、課金開始日から３年経過後に解約す
る場合は、課金開始日から契約解約日の属する契約年
度終了までの期間を３年契約にて契約した場合の利
用料金総額相当額と既にお支払いただいた利用料金
総額の差額を、解約金とさせていただきます。  

(3)  前号の規定にかかわらず、利用契約が利用規約第８条
第２項により自動更新された後、当該更新後の契約期
間満了前に利用契約を解約する場合は、契約解約日か
ら当該契約期間満了時までの利用料金相当額を解約
金として請求させていただきます。なお、自動更新後
の契約期間が 1 ヶ月の場合においては、本規定第２項
２号の規定に基づき、当該１か月分の利用料金を請求
させていただきます。  

(4)  お客様が申込まれた契約期間または自動更新後の契
約期間が満了する前に利用契約を解約する場合、解約
金とは別に、サービス利用端末等 1 台につき 3,000 円
（税別）の解約事務手数料をお支払いただきます。  

(5)  サービス利用端末等をお買上によりご契約いただい
た場合、解約事務手続終了後、サービス利用端末等を
お客様に返送いたします。  

 
６ .  変更手数料  

以下の場合は、料金表に定める変更手数料を請求させてい
ただきます。  
(1)  サービスのプランの変更、オプションの変更または追

加その他サービスの利用条件の変更を希望されたと
き。  

(2)  当社からサービス利用端末等の貸与を受けている場
合に、当該サービス利用端末等を紛失されたとき。  

 
７ .  端末賠償金  

本規定第 6 項第 2 号に該当する場合は、変更手数料に加
えて、料金表に定める端末賠償金を請求させていただきま
す。  

 
 

制定日  2022 年 7 月 1 日  
 


