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ドコモ ドライブネットサービス利用規約（iOS 向け） 
 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ドコモ」といいます。）は、この「ドコモ ドライブネット

サービス利用規約（iOS 向け）」（以下「本規約」といいます。）を定め、これにより「ドコ

モ ドライブネット」サービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

 

第1条 （規約の適用） 

本規約は、本サービスの利用（対応アプリの使用を含みます。以下同じとします。）

に関するドコモとの間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場

合、本サービスを利用することはできません。 

 

第2条 （用語の定義） 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとしま

す。 

① 利用契約： 第 4条第 1項に定める基本契約及び有料契約の総称をいいます。 

② サービス契約者： ドコモとの間で利用契約を締結した者をいいます。 

③ 本サービスサイト： 本サービスに関する情報を掲載したドコモのインターネ

ットウェブサイト＜

https://www.nttdocomo.co.jp/service/information/drive_net/index.html＞（当該

URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、ドコモがその URL を変

更した場合は、変更後の URL とします。）をいいます。なお、本規約にお

いて本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サー

ビスサイト上の定め（本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更

後のものとします。）も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれ

るものとします。 

④ 対応端末： ドコモが本サービスを利用することができる端末として別途本サ

ービスサイト上で指定する端末をいいます。 

⑤ 対応アプリ： 本サービスを利用するために必要となる本サービス専用のアプ

リケーションソフトウェアをいいます。 

⑥ アプリ使用条件： ドコモが対応アプリの使用条件として別途定めるものをい

い、対応アプリの初回起動時に表示されるものをいいます。 

 

第3条 （本サービスの内容等） 

(1)  本サービスは、別表１に定める機能を提供するサービスです。 

(2) 本サービスでドコモが提供する機能には、本サービスのご利用料金（以下「利用料

金」といいます。）をお支払いいただく必要がない機能（以下「基本機能」といい
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ます。）と利用料金をお支払いいただく必要がある機能（以下「有料機能」といい

ます。）があります。 

(3) ドコモは、本サービスについて、サービス契約者の特定の利用目的への適合性、利

用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するもので

はなく、これらに関連してサービス契約者に損害が生じたとしても一切責任を負い

ません。 

(4) 本サービスの利用には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める

ID 及びパスワード（以下総称して「d アカウント等」といいます。）が必要です。 

① サービス契約者がドコモとの間で、ドコモが別途定める Xi サービス契約約款又

は FOMA サービス契約約款（以下総称して「契約約款」といいます。）に基づ

く Xi 契約若しくは Xi ユビキタス契約又は FOMA 契約若しくは FOMA ユビキ

タス契約（以下総称して「対象回線契約」といいます。）を締結している場合： 

ドコモが別途定める d アカウント規約（以下「d アカウント規約」といいます。）

に基づきドコモが発行したドコモ回線 d アカウント（以下「ドコモ回線 d アカ

ウント」といいます。）の ID 及びパスワード（以下「ドコモ回線 d アカウント

の ID／パスワード」といいます。） 

② サービス契約者がドコモとの間で対象回線契約を締結していない場合：ドコモ

d アカウント規約に基づきドコモが発行したキャリアフリーd アカウント（以下

「キャリアフリーd アカウント」といいます。）の ID 及びパスワード（以下「キ

ャリアフリーd アカウントの ID／パスワード」といいます。） 

(5) 本サービスの利用には、対応端末及び対応アプリが必要となります。 

本サービスは、日本国内におけるデータ通信の可能な区域内で利用できます。ただ

し、データ通信可能な区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、本サー

ビスをご利用いただけない場合があります。 

(6) 対応端末に搭載される GPS機能は、衛星からの電波を利用しているため、建物の中、

高層ビル群地帯、高圧線の近く、密集した樹木の近く等 GPSの電波を受信しにくい、

もしくは受信できない環境では、対応端末からドコモへ通知される位置情報と実際

の位置に大きな誤差が生じる場合があります。この場合、正確な位置情報をドコモ

が取得できないことから、本サービスの情報に誤差が生じることがありますので予

めご了承ください。 

(7) 音声操作機能において、サービス契約者のご利用状況によっては意図しない認識結

果や動作となる場合がありますが、音声操作機能の音声認識や検索結果等について、

その精度や正誤を含め、ドコモは何ら保証するものではありません。 

 

第4条  (利用契約) 

(1) 利用契約には、利用料金をお支払いいただく必要がない契約（本規約において「基
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本契約」といいます。）と利用料金をお支払いいただく必要がある契約（本規約に

おいて「有料契約」といいます。）があります。 

(2) 基本契約と有料契約の双方を締結されているサービス契約者について、有料契約

が解約その他の事由により終了した場合であっても、基本契約は引き続き有効に

存続するものとします。 

 

第5条 （利用契約の成立） 

(1) 本サービスの利用を希望する者は、本規約、ドコモが別に定めるアプリケーション

プライバシーポリシー、本サービスのご注意事項及びパイオニア株式会社が定める

「パーソナルトラフィック」サービスにかかるご利用約款の全ての内容に同意のう

え、利用契約を締結していただく必要があります。 

(2) 本サービスの利用を希望する者が、対応アプリに表示される「同意する」ボタンを

押下した時点をもって、ドコモとの間に本規約に基づく基本契約が成立し、その効

力を生じるものとします。 

(3) 本サービスの有料契約を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、前項の「同

意する」ボタンの押下とともに、以下の申込方法にて有料契約の申込みを行う必要

があります。なお、申込者が未成年者である場合は、有料契約の申込み（利用契約

締結後の本サービスの利用に関する各種注文を含みます。）について法定代理人（親

権者又は未成年後見人）の事前の同意を得るものとします。 

① ドコモ指定の営業所にて申込む場合： ドコモ指定の営業所においてドコモ所

定の方法により有料契約の申込みを行うものとします。有料契約の申込みがな

された時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。 

② 本サービスサイト上にて申込む場合： 本サービスサイト上の申込画面（以下

「申込画面」といいます。）に必要となる事項を記載して、当該情報を申込画

面上で指定する手順に従いドコモに送信することにより、利用契約の申込みを

行うものとします。送信ボタンが押下された時点で、申込者は本規約の内容に

同意したものとみなします。 

(4) 申込者が、対象回線契約を締結していない場合は、前項の申込みと同時に、第 9条

（利用料金）に定める利用料金の支払に利用するクレジットカード（以下「決済用

クレジットカード」といいます。）の情報をドコモに届け出る必要があります。な

お、利用できる決済用クレジットカードは、ドコモが別途本サービスサイト上で指

定する種類のクレジットカードで、かつ、申込者本人の名義のものに限ります。 

(5) ドコモは、申込者に対し、第 3項の申込みの内容に関する事実を確認するための書

類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。 

(6) ドコモは、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するとドコモが判断したときは、

当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。 
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① 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又は

そのおそれがあるとき。 

② 申込者が未成年者である場合は、その法定代理人（親権者又は未成年後見人）

の同意を得ている事実をドコモが確認できないとき。 

③ 申込者が第 9条（利用料金）に定める利用料金その他のドコモに対する債務（ド

コモがその債権を第三者に譲渡した債務を含み、以下同じとします。）の弁済

を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

④ 申込者が第 8条（禁止事項）の定めに違反するおそれがあるとき。 

⑤ 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止

等の措置を受けたことがあるとき。 

⑥ 申込者が本規約に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれが

あるとき。 

⑦ 申込者が第 23条（反社会的勢力の排除）の定めに違反するおそれがあるとき。 

⑧ ドコモの業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(7) 有料契約は、ドコモが第 3項に基づく申込みに対する承諾通知を申込者に行った時

点で、当該申込者とドコモとの間において成立するものとします。 
 

第6条 （認証） 

(1)サービス契約者による有料機能のご利用に際して、ドコモは次の各号に定める方法のう

ちドコモが指定する方法により、サービス契約者を認証します。認証ができない場合に

は、一部の場合を除き、サービス契約者は有料機能をご利用になれません。なお、ドコ

モ回線dアカウントのID 及びパスワード又はキャリアフリーdアカウントのID 及びパ

スワードのご利用条件は、dアカウント規約に定めるところによります。 

(2)ドコモと対象回線契約を締結しているサービス契約者（ただし、ドコモが指定する一部

の料金種別で契約しているサービス契約者を除き、以下「ドコモ回線契約者」といいま

す。）の場合 

① 本サービス用のサーバにアクセスされている契約回線を認証する方法（サービス契

約者がsp モード契約者である場合であってsp モードを利用してアクセスされた

場合） 

② ドコモ回線dアカウントのID／パスワードにより認証する方法 

③ 上記①又は②のいずれかの認証時にドコモが発行したCookie により認証する方法 

ドコモ回線契約者でないサービス契約者（以下「非回線契約者」といいます）の場合 

① キャリアフリーdアカウントのID/パスワードにより認証する方法 

② 上記①の認証時にドコモが発行したCookie により認証する方法 

(3)前項に定めるいずれかの認証方法による認証がなされた場合、ドコモはサービス契約者

ご自身が本サービスを利用したものとみなすことができるものとします。 
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(4)サービス契約者は、ドコモUIM カード（sp モード契約者の場合）、dアカウント等それ

らを入力したことのある対応端末）、第2項中「ドコモ回線契約者の場合」の③及び同

「非回線契約者の場合」の②に定めるCookie が保存されている端末ならびに本サービ

スを利用中の対応アプリがインストールされている端末（以下総称して「認証キー」と

いいます）を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、質入、その他利用させて

はならないものとします。認証キーの管理不十分、利用上の過誤又は第三者による不正

利用等については、サービス契約者が一切の責任を負い、ドコモは責任を負わないもの

とします。 

 

第7条 （知的財産権等） 

本サービスに関連して、又は本サービスを通じてサービス契約者に提供される対応

アプリその他の情報、コンテンツ等（以下「本サービスコンテンツ等」といいます。）

に係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、ドコモ又は第三者に帰属します。

利用契約の締結は、サービス契約者に対してこれらに関する何らの権利を移転する

ものではなく、サービス契約者は、利用契約に基づく本サービスの利用に必要な範

囲に限って、対応アプリ及び本サービスコンテンツ等を使用することができるもの

とします。 

 

第8条 （禁止事項） 

サービス契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行って

はならないものとします。 

① ドコモ若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知

的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれ

らのおそれのある行為 

② 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、

又はそれらのおそれのある行為 

③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそ

れらのおそれのある行為 

④ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為 

⑤ ドコモ若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそ

れのある行為 

⑥ 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、ドコモによる本サー

ビスの提供を不能にする行為その他ドコモによる本サービスの提供に支障を与

え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為 

⑦ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは

本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれの
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ある行為 

⑧ 本サービスを利用可能地域以外の地域で利用する行為 

⑨ d アカウント等を不正に使用する行為 

⑩ 対応アプリ及び本サービスコンテンツ等について、複製、公衆送信（自動公衆

送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。）、伝達、譲渡、貸与、変形、

翻案等の利用を行うなど、対応アプリ及び本サービスコンテンツ等を第 7条（知

的財産権等）に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為 

⑪ 対応アプリ及び本サービスコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、

又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング（主に、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。）を行う行為 

⑫ 対応アプリ及び本サービスコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権

利表示を除去し、又は変更する行為 

⑬ ドコモの定める手順に反する方法で対応アプリをインストールし、使用する行

為。その他、対応アプリを、アプリ使用条件に反する方法又は反するおそれの

ある方法で利用し、又は使用する行為 

⑭ その他ドコモが不適切と判断する行為 

 

第9条 （利用料金） 

(1) 有料契約に係る料金（以下「利用料金」といいます。）は、月額 300円（税別）とし

ます。なお、利用料金は日割計算をしませんので、月途中に有料契約が成立または

終了した場合でも、1ヶ月分の利用料金をお支払いいただききます。 

(2) 前項の規定にかかわらず、サービス契約者が初めて有料契約をご契約の場合に限り、

有料契約の成立日から起算して 31日間、利用料金を無料とします（以下「初回無料

特典」といいます。）。ただし、非回線契約者のサービス契約者について、過去に初

回無料特典の適用を受けたことがある有料契約において初回無料特典の適用開始時

に届け出られていた決済用クレジットカードと同一の決済用クレジットカードを届

け出られた場合、一部の場合を除き、初回無料特典は適用されません。なお、初回

無料特典の適用期間中に有料契約を解約されない場合には、当該期間満了日の翌日

が属する月より 1ヶ月分の利用料金がかかります。 

(3) 前項の規定の適用にあたっては、対象回線契約またはキャリアフリーd アカウント

の単位で、それぞれについて初めてのご契約である場合に初回無料特典を適用しま

すが、回線契約者として初回無料特典の適用を受けたことがあるお客さまが、自ら

対象回線契約を解約された後、dアカウント規約に従い、キャリアフリーdアカウン

トに移行した場合、再度初回無料特典の適用を受けることはできません（初回無料

特典の適用中に当該手続きが行われた場合、初回無料特典はその時点で終了します）。

また、非回線契約者のお客さまが、ドコモ回線契約者として本サービスをご利用い
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ただくこととなった場合、当該対象回線契約について初回無料特典の適用を受けた

ことがないときはその時点から自動的に初回無料特典が適用され、当該回線契約に

ついて初回無料特典の適用中であるときは当該初回無料特典がそのまま適用されま

す（非回線契約者として初回無料特典の適用中に当該手続きが行われた場合、当該

初回無料特典はその時点で終了します。）。なお、FOMAサービスにかかる対象回線契

約と Xi サービスにかかる対象回線契約との間での契約変更がなされた場合は、同一

の対象回線契約とみなしますが、初回無料特典の適用中に当該契約変更がなされた

場合、初回無料特典はその時点で終了します。 

(4) サービス契約者は、毎月の利用料金をこれに加算される消費税（地方消費税を含み

ます。）相当額とともに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める

方法により支払うものとします。 

①ドコモ回線契約者の場合 

(ⅰ)利用料金は後払いとなります。 

(ⅱ)各月の利用料金は、当該月の対象回線契約のご利用料金と併せて、契約約款そ

の他ドコモが別途定める方法によりお支払いただきます。 

(ⅲ)本規約に別段の定めがある場合を除き、利用料金の請求、支払いについては、

対象回線契約にかかる契約約款の定めを準用するものとします。 

   ②非回線契約者の場合 

(ⅰ)利用料金は前払いとなります。 

(ⅱ)利用料金は決済用クレジットカードによりお支払いただきます。 

(ⅲ)何らかの事由により、利用料金のお支払いに決済用クレジットカードを利用い

ただけなかった場合には、利用料金を直接請求させて頂く場合があります。 

(5) サービス契約者は、利用料金その他のドコモに対する債務（延滞利息を除きます。）

についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から

支払の日の前日までの日数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息

として第 4 項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日か

ら起算して 15日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。 

(6) ドコモ回線契約者が、月途中から非回線契約者として本サービスをご利用いただく

こととなった場合は、当該月の翌月の利用料金より、第 4 項②の定めに従って利用

料金をお支払いただきます。 

(7) 非回線契約者のお客さまが、月途中からドコモ回線契約者として本サービスをご利

用いただくこととなった場合、当該月の翌月の利用料金より、第 4 項①の定めに従

って利用料金をお支払いただきます。 

(8) ドコモは、利用料金その他の計算において、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ます。 

(9) サービス契約者は、ドコモが利用料金その他のサービス契約者に対する債権につい
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て、カード会社に譲渡し、又はカード会社から立替払を受けることをあらかじめ承

諾するものとします。 

(10) 対象回線契約を締結しているサービス契約者は、ドコモが利用料金その他のサービ

ス契約者に対する債権をドコモが指定する第三者（以下「請求事業者」といいます。）

に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合において、ドコモ及

び請求事業者は、サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するも

のとします。 

(11) 本サービスの利用にあたっては、別途通信料がかかります。 

 

第10条 （お客様情報の取扱い等） 

(1) ドコモは、本サービスを提供するにあたり、ドコモが別に定める「プライバシーポリシ

ー」＜https://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/＞（ドコモがその URL を変更し

た場合は、変更後の URL とします。）に掲げる目的で当該目的達成に必要な範囲で利用

します。 

(2) サービス契約者は、本サービスのご利用にあたり、別表 2に定める情報（以下「利用デ

ータ」といいます。）が、別表 2 に定める時期に、ドコモのサーバへ通知されることを

予め承諾するものとします。 

(3) サービス契約者は、利用データを別表 2 に定める目的で、別表 2 に定めるとおりドコモ

以外の第三者のサーバへ通知することを予め承諾するものとします。 

(4) ドコモは、サービス契約者よりドコモのサーバへ通知された利用データを本サービスの

提供のために利用するほか、ドコモのサーバに蓄積し、個人が識別できないよう統計的

なデータに加工処理したうえで、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（対応アプリを含むものとし、以下本項において同じとします）の各機

能の有効性評価及び機能改善その他本サービスの品質向上のため 

② 本サービスのご利用状況の計測・分析のため 

③ 本サービスの障害・不具合時の調査・対応のため 

④ 音声認識技術又は音声意図解釈技術その他の本サービスに関する技術を活用した、

本サービス以外のドコモが提供するソフトウェア、サービス等の開発・機能改善及

び品質向上のため 

⑤ 新サービスの開発、マーケティング活動を目的とした、統計・分析をするため 

⑥ 公共の利益増進にかかる調査・研究のため 

⑦ その他本サービス以外のサービス（第三者が提供するサービスを含みます。）への

提供、並びにこれらのサービスの開発・運営・機能改善及び品質向上のため 

(5) ドコモは、次項に定める場合のほか、前項に定める目的のために第三者に利用データを

開示又は提供することができるものとします。なお、本項に基づく第三者への提供は、

個人が識別できないよう統計的なデータに加工処理したものに限ります。ドコモは、次
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の各号に掲げる情報をそれぞれ当該各号に掲げる第三者に提供する場合があります。 

① 利用料金に関する情報： 決済用クレジットカードによる利用料金の決済処理を行

うカード会社若しくは請求事業者に提供する場合があります。 

② 利用データ（別表 2）に関する情報： パイオニア株式会社に提供します。 

(6) ドコモは、利用料金に関する情報を決済用クレジットカードによる利用料金の決済処理

を行うカード会社若しくは請求事業者から提供を受ける場合があります。 

(7) 本サービスを利用することによりサービス契約者が取得した位置情報及び当該情報を

複製もしくは出力した媒体は、サービス契約者の責任により注意して管理いただき、ド

コモは紛失等によりサービス契約者又は第三者に損害が生じた場合でも、当該損害につ

いて、一切の責任を負いません。 

 

第11条 （提供中断等） 

(1) ドコモは、次の各号のいずれかに該当するとドコモが判断したときは、本サービス

の全部又は一部の提供を中断することがあります。 

① 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。 

② 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。 

③ 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 

④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維

持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 

⑤ ドコモの運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要

があるとき。 

(2) ドコモは、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービ

スの利用の制限等を行うことができるものとします。 

(3) ドコモは、第 1 項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に

定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載す

る方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない

場合は当該周知を行わないことがあります。 

(4) ドコモは、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその

利用を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、また当該提供中断

又は利用制限等によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、一切責任を

負いません。 

 

第12条 （提供停止等） 

(1) ドコモは、サービス契約者が次の各号のいずれかに該当するとドコモが判断したと

きは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は

一部の提供を停止することができるものとします。 
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① 第 5条（利用契約の成立）第 6項各号のいずれかに該当するとき。 

② 第 8条（禁止事項）又は第 20条（変更の届出）に違反したとき。 

③ 第 9 条（利用料金）に定める支払期日を経過してもなお利用料金その他のドコ

モに対する債務を弁済しないとき（ドコモがその弁済の事実を確認できない場

合を含みます。）。 

④ ドコモに対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。 

⑤ 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があ

ったとき。 

⑥ その他本規約に違反したとき。 

⑦ その他ドコモの業務の遂行上支障があるとき。 

(2) ドコモは、サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、

期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、

本項の定めは、ドコモが第 15条（ドコモが行う利用契約の解除）に基づき利用契約

を解除することを妨げるものではありません。 

(3) 第 1 項に基づきドコモが本サービスの提供を停止した場合であっても、サービス契

約者は利用料金の支払義務を免れることはできません。 

 

第13条 （本サービスの変更及び廃止） 

(1) ドコモは、ドコモの都合によりいつでも本サービスの全部又は一部を変更又は廃止

することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載する方法により、

サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全部

が廃止された場合は、当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとします。 

(2) ドコモは、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を変更又は廃止したこと

によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。 

 

第14条 （サービス契約者が行う利用契約の解約） 

(1)サービス契約者は、有料契約の解約を希望する場合は、以下の方法にて有料契約の

解約を行うものとします。 

① ドコモ指定の営業所にて申込む場合： ドコモ指定の営業所においてドコモ所

定の方法により有料契約の解約申込みを行うことにより有料契約を解約するこ

とができるものとします。 

② 本サービスサイト上にて申込む場合： 本サービスサイト上の解約申込画面（以

下「解約申込画面」といいます。）から、当該解約申込画面上で指定する手順に

従いその旨をドコモに送信することにより、有料契約を解約することができるも

のとします。この場合、ドコモが、解約手続が完了した旨を解約申込画面を通し

てサービス契約者に通知した時点で有料契約は終了するものとします。 
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  (2)サービス契約者は、基本契約の解約を希望する場合は、対応端末から対応アプリを

アンインストールすることにより、基本契約の解約を行うものとします。 

 

第15条 （ドコモが行う利用契約の解除） 

ドコモは、サービス契約者が次の各号の一に該当するとドコモが判断したときは、

何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害

の賠償を請求することができるものとします。 

① 利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。 

② 第 12 条（提供停止等）第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、

本サービスの提供が停止された場合において、当該事由がドコモの業務に支障

を及ぼすおそれがあるとき、又はドコモが指定する期限までに当該停止の原因

となった事由を解消しないとき。 

③ サービス契約者が対象回線契約を締結していない場合にあっては、決済用クレ

ジットカードで利用料金の支払ができない状態になったとき。 

④ 第 8条（禁止事項）に違反したとき。 

⑤ 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 

⑥ 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事

再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、

手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは

差押えを受けたとき。 

⑦ ドコモに重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。 

⑧ その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。 

 

第16条 （有料契約の終了） 

(1) 第 13 条（本サービスの廃止）第 1 項、第 14 条（サービス契約者が行う利用契約の

解約）及び前条のほか、d アカウント規約に基づくドコモ回線 d アカウント又はキ

ャリアフリーd アカウントが失効した場合は、当該失効の時点をもって有料契約も

自動的に終了するものとします。ただし、キャリアフリーd アカウントの失効と同

時にドコモが別途定める d アカウント規約に基づきドコモ回線 d アカウントの発行

を受けたときは、有料契約は終了しないものとします。 

(2) サービス契約者がドコモ回線契約者の場合において、対象回線契約について、解約、

承継（個人名義の場合に限ります。）、名義変更（一部の場合を除きます。）、改番又

は電話番号保管がなされた場合は自動的に有料契約を終了するものとします。 
 

第17条 （対応アプリの瑕疵） 

ドコモは、対応アプリに瑕疵が発見された場合で、当該瑕疵の修補が必要であると
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認めたときは、瑕疵のない対応アプリを提供し、又は当該対応アプリの瑕疵を修補

するものとします。この場合、サービス契約者は、対応アプリを再ダウンロードし、

又はバージョンアップする必要があります。なお、対応アプリの再ダウンロード又

はバージョンアップが完了するまでの間、本サービスを利用できないことがありま

す。 

 

第18条 （損害賠償の制限） 

(1) ドコモがサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、ドコモがサ

ービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除

きます。）に限られるものとし、かつ、1か月分の利用料金（サービス契約者が当該

料金を無料とする施策の適用を受ける場合は、当該施策適用前の料金とします。）相

当額を上限とします。 

(2) ドコモの故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項の

定めは適用しません。 

 

第19条 （通知） 

(1) ドコモは、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいず

れかの方法により行うことができるものとします。 

① サービス契約者が利用契約に基づきドコモに届け出ている氏名、名称、住所、

請求書の送付先等への郵送による通知 

② dアカウント規約に基づくドコモ回線dアカウント又はキャリアフリーdアカウ

ントとしてサービス契約者が利用するメールアドレス又は d アカウント規約に

基づく予備メールアドレスへの電子メールによる通知 

③ サービス契約者が対象回線契約を締結している場合にあっては、サービス契約

者が契約約款に基づきドコモに届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付

先等への郵送による通知 

④ サービス契約者が対象回線契約を締結している場合にあっては、サービス契約

者が利用する契約約款に定める sp モード電子メール若しくは i モード電子メー

ル（ドコモが別途定める sp モードご利用細則若しくは i モードご利用規則に基

づくメッセージ R（リクエスト）及び sp モードメール若しくは i モードメール

を指します。）のメールアドレスへの通知又は契約約款に定めるショートメッセ

ージ通信モード（SMS）による通知 

⑤ その他ドコモが適当と判断する方法 

(2) 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、ドコモが前項に定める通

知を発した時点になされたものとみなします。 

(3) ドコモは、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載
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することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えること

ができるものとします。この場合、ドコモが当該通知内容を本サービスサイト上に

掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなしま

す。 

 

第20条 （変更の届出） 

(1) サービス契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関するドコ

モへの届出内容に変更があった場合は、速やかにドコモに届け出るものとします。

なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がない場合（届出後、

ドコモがその変更内容を確認できるまでの間を含みます。）、本規約に定めるドコモ

からの通知については、ドコモがサービス契約者から届出を受けている連絡先への

通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

(2) 前項の届出があった場合、ドコモは、その届出のあった事実を確認するための書類

の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、サービス契約者はこれに応

じるものとします。 

 

第21条 （残存効） 

利用契約が終了した後も第 9条（利用料金）、第 10条（情報の通知等）、第 11条（提

供中断等）第 4 項、第 13 条（本サービスの廃止）第 2 項、第 18条（損害賠償の制

限）、第 25条（権利の譲渡等）、第 26条（合意管轄）及び第 27条（準拠法）の定め

はなお有効に存続するものとします。 

 

第22条 （ｄポイント及びドコモポイントの進呈等について） 

(1) サービス契約者が、ドコモが別に定める「ｄポイントクラブ会員規約」に定める会員

（以下「ｄポイントクラブ会員」といいます。）又はドコモが別に定める「ドコモビ

ジネスプレミアムクラブ会員規約」（以下「ビジネスプレミアクラブ会員規約」とい

います。）に定める会員（以下「ビジネスプレミア会員」といいます。）である場合、

第 9条第 1項に定める利用料金は、ｄポイントクラブ会員規約又はビジネスプレミア

クラブ会員規約におけるポイント提供対象サービス利用金額となり、サービス契約者

にｄポイント又はドコモポイントが進呈されます。 

(2) 前項に基づくポイントの進呈のほか、ドコモは、ドコモが自ら企画する本サービスに

おける施策等により、ｄポイントクラブ会員及びビジネスプレミア会員に対して、ｄ

ポイント及びドコモポイントを進呈する場合があります。これらの施策等を実施する

場合には、それぞれの内容の詳細について、対応アプリ内『お知らせ表示』による通

知等、ドコモが適当と判断する方法にてサービス契約者に周知します。 

(3) 本項に定めるｄポイント及びドコモポイントの進呈並びに進呈されたｄポイント及
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びドコモポイントの利用に関する条件等は、本規約に定める事項を除き、ｄポイント

クラブ会員規約（サービス契約者がプレミアクラブ会員である場合）又はビジネスプ

レミアクラブ会員規約（サービス契約者がビジネスプレミア会員である場合）が適用

されます。 

 

第23条 （反社会的勢力の排除） 

(1) サービス契約者は、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（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。）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 サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、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 サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、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

もって取引を行うなど、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、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 サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、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) サービス契約者は、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、ドコモの信用を毀損し、又は

ドコモの業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

 

第24条 （規約の変更） 

ドコモは、本サービスサイト上に掲載する方法によって、あらかじめサービス契約

者に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、本
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規約が変更された場合は、当該変更後の本規約が適用されます。 

 

第25条 （権利の譲渡等） 

サービス契約者は、利用契約に基づきドコモに対して有する権利又はドコモに対し

て負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することは

できません。 

 

第26条 （合意管轄） 

サービス契約者とドコモとの間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、

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。 

 

第27条 （準拠法） 

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとしま

す。 

 

第28条 （経過措置） 

(1) 2014 年 11 月末時点で、契約約款およびドコモドライブネットご利用規約に基づき本サ

ービスをご利用されていたお客様は、2014 年 12 月 1 日より、従前のご契約状態に応じ

て、本規約に基づく利用契約が成立しているものとして取り扱いますので、引き続き本

サービスをご利用いただけます。 

(2) 2014 年 11 月末日以前に契約約款およびドコモドライブネットご利用規約に基づき本サ

ービスをご利用いただいており、過去に初回無料特典の適用を受けられていたお客様は、

2014 年 12 月 1 日以降、本規約に基づき有料契約を締結した場合であっても第 9 条 2 項

に定める初回無料期間の適用を受けることはできません。 

 

附則（2016 年 1月 22 日） 

2010年 10月 1日制定 

2013年 12月 1日改訂 

2016年 1月 22日改訂 

2016年 10月 31 日改訂 

本規約は、2016 年 11 月 1日から実施します。 



16 
 

別表 1 提供機能 

 機能 説明 種別 

(1) 『最新地図更新』 対応端末の地図データを最新のバージョンに

更新する機能。 

基本機能 

(2) 『交通情報』 プローブ情報を利用した渋滞情報を地図上に

表示する機能。 

基本機能 

(3) 『お知らせ表示』 本サービスご利用時にサービスに関するメンテ

ナンス情報等を提供する機能。 

基本機能 

(4) 『天気予報』 位置情報に基づき天気予報情報を提供する機

能。 

基本機能 

(5) 『ルート検索』 目的地までのルートを検索する機能。 基本機能 

(6) 『周辺施設検索』 現在地、目的地、カーソル位置それぞれにおけ

るジャンル毎の施設情報を地図上に表示する機

能。 

基本機能 

(7) 『フリーワード検索』 部分的な単語を入力することで施設などの検索

ができる機能。 

基本機能 

(8) 『音声操作』 音声入力により本サービスにかかる一定の操

作ができる機能。 

基本機能 

(9) 『ルート案内』 目的地までのルートの検索結果に基づき選択さ

れたルートに沿って目的地まで案内する機能。 

有料機能 

(10) 『オービス・取締り情

報』 

位置情報に基づきオービス設置場所および常

時交通取締場所を地図上に表示する機能。 

有料機能 
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別表 2 利用データ 

 データ ドコモへの通知時期 

(1) サービス契約者が入力した各種情報（検索地点情報、目的

地情報、登録地情報、設定情報） ※1 

当該操作の都度 

(2) サービス契約者が入力した音声データ及び音声データを文

字データに変換したデータ ※1 

当該操作の都度 

(3) 対応端末の位置情報（GPS 位置情報、Wi-Fi 位置情報、基

地局位置情報）※1 

対応アプリ起動中常

時 

(4) ご利用の対応端末の機種情報（端末識別番号、機種名称、

OS情報、回線情報）※1  

対応アプリ起動中常

時 

※1 サービス契約者は、これらの情報について、本サービス提供のためにドコモからパイ

オニア及びパイオニアグループ会社のサーバへ通知することを予め承諾するものとし

ます。 
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「ドコモ ドライブネットナビアプリ（iOS向け）」使用条件 

 

サービス契約者は、「ドコモ ドライブネットナビアプリ（iOS向け）」を使用するにあたっ

ては、以下の事項（以下「本使用条件」といいます。）に同意するものとします。 

 

1 本使用条件は、株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ドコモ」といいます。）が別途定める「ドコ

モ ドライブネット」（以下「本サービス」といいます。）を、ドコモが別途指定する機器（以

下「対応端末」といいます。）及び環境（以下「対応端末等」といいます。）において利用す

るために必要となるアプリケーションソフトウェア「ドコモドライブネットナビアプリ」（関

連プログラム及び付属文書一式を含み、以下「本アプリ」といい、本アプリについてバージョ

ンアップがなされた場合は、当該バージョンアップ後のものを含みます。）の使用条件を定め

るものです。なお、本サービスの利用に関し、本使用条件に定めのない事項については、本サ

ービス利用規約その他ドコモが別途定める条件（以下「利用規約等」といいます。）が適用さ

れます。 

 

2 サービス契約者は、対応端末等において本サービスを利用するために必要な範囲に限り、本

使用条件に従って、本アプリを使用することができるものとします。 

 

3 本アプリに係る著作権を含む知的財産権その他一切の権利は、ドコモ又は第三者に帰属しま

す。ドコモは、サービス契約者に対して、本アプリに係る如何なる権利の譲渡又は移転を認

めるものではありません。 

 

4 サービス契約者は次の各号に掲げる行為（営利目的か否かを問いません。）を行ってはなり

ません。 

① 本アプリについて、複製、公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含み

ます。）、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリを第2項に定める

範囲を超えて利用し、又は使用すること。 

② 本アプリについて、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリ

バースエンジニアリング（主に、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。）を行うこと。 

③ 本アプリの一部のみをインストールし、使用すること。その他、ドコモの定める手順に反

する方法で本アプリをインストールし、使用すること。 

④ 本アプリを、ドコモが別に定める対応端末等以外（対応端末を不正に改造した端末を含み

ます。）で利用すること。 

⑤ 本アプリをドコモが別に定めるもの以外のアプリ、サービスと組み合わせて利用すること。 

⑥ 本アプリに付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更すること。 
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⑦ 本アプリを法令又は公序良俗に反するおそれのある方法で利用し、又は使用すること。 

 

5 サービス契約者が本使用条件に違反して本アプリを利用し、又は使用したことにより、第三

者との間で紛争等が生じた場合は、サービス契約者自身の費用と責任においてこれを解決す

るものとします。この場合、サービス契約者はドコモを免責せしめるとともに、ドコモが被

った損害（合理的な弁護士費用を含みます。）を賠償するものとします。 

 

6 ドコモは、本アプリに瑕疵が発見された場合で、当該瑕疵が重大であると認めたときは、瑕

疵のない本アプリを提供し、又は当該本アプリの瑕疵を修補するものとします。この場合、

サービス契約者は、本アプリを再ダウンロードし、又はバージョンアップする必要がありま

す。 

 

7 前項の定めにかかわらず、ドコモは、ドコモの都合（本サービスの全部又は一部の変更又は

廃止の場合を含みます。）により、サービス契約者に対する事前の周知又は通知を行うこと

なく、本アプリに係る機能の全部又は一部を変更し、又は廃止する場合があります。この場合、

ドコモは、サービス契約者の対応機器等上の本アプリを変更し、又は消去することがありま

す。 

 

8 前二項の場合において、本アプリの再ダウンロード又はバージョンアップが必要となるとき

は、サービス契約者は、対応機器等上の本アプリの再ダウンロード又はバージョンアップが

完了するまでの間、本アプリを使用できないことがあります。 

 

9 本アプリの使用（本アプリのダウンロード、再ダウンロード、バージョンアップ等を含みま

す。）に伴い通信料が発生する場合があります。なお、本アプリは自動的に通信を行う機能を

有しており、当該通信の際にも、一部の場合を除き、通信料がかかります。その他、本サービ

スの利用にあたって必要となる料金は、別途利用規約等に定めるところによります。 

 

10 サービス契約者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合など、日本国又は諸外国の輸出入

に関連する法令等（以下「輸出入関連法規類」といいます。）の適用を受ける場合には、当該

輸出入関連法規類を遵守しなければなりません。 

 

11 ドコモは、本使用条件を変更することがあります。本使用条件が変更されたときは、変更後

の使用条件が適用されます。 

 

以上 

 


