
ご利⽤規約への同意 

ご利⽤される前に必ず利⽤規約をお読みください。 

第 1章 総則 

（規約の適用） 

第 1条 

Wi-Fiアクセスポイント装置を設置する企業・施設（以下「当社」といいます）は、当社の提供す

る「無料インターネット接続」（以下「本サービス」といいます）に関して、本サービスをご利

用されるお客様（以下「契約者」といいます）に対し、以下のとおり利⽤規約（以下「本規約」

といいます）を定めます。 

（本規約の範囲及び変更） 

第 2条 

1. 本規約は、本サービスの利⽤に関し当社および契約者に適⽤されます。第 5条（利⽤契約の申

し込み）および第 6条（利⽤契約の成⽴）で規定する利⽤契約が成⽴後、当社および契約者は誠

実に本規約を遵守する義務を負います。 

2. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。 

（準拠法） 

第 3条 

本規約の成⽴、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 4条 

1. 本サービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠

意をもって協議するものとします。 

2. 前項の協議をしても解決しない場合、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審の専属的

管轄裁判所とします。 

第 2章 利⽤契約の締結等 



（利⽤契約の申し込み） 

第 5条 

本サービスの利⽤を希望する場合には、本規約に同意していただく必要があります。 

（利⽤契約の成⽴） 

第 6条 

契約者は、本規約の内容に同意される場合に、「同意」ボタンを押すこととします。契約者が本

規約の内容に同意し、登録が完了した時点で利⽤契約が成⽴するものとします。なお、契約者が

「同意」ボタンを押した場合には、その時点でいかなる理由があっても本規約に同意したものと

みなします。 

（利⽤の条件） 

第 7条 

契約者は、⾃⼰の責任と負担において、本サービスを利⽤するために必要な通信機器、ソフトウ

ェア等を準備するものとします。 

（権利の譲渡制限） 

第 8条 

契約者は、本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡することはできないものとします。 

第 3章 サービス 

（提供するサービス） 

第 9条 

1. 当社は、契約者に対し、本規約に従い、本規約に規定する限度において本サービスを提供しま

す。なお、本サービスの利⽤の際に、当社または第三者が別途提⽰する個別規定またはその他の

規約（以下「その他規約等」といいます）がある場合には、契約者は、本規約に加えて当該その

他規約等に同意し、それらに従うものとします。 

2. 当社は、本サービスについて、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本

サービス内容の全部または⼀部を変更することができます。 

3. 当社は、本サービスについて、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本

サービスを休止または廃止することができます。 



4. 当社は、前第 2項及び第 3項に規定する場合において、契約者または第三者が被ったいかなる

損害についてもその責任を負わないものとします。 

（第三者が提供する情報の利⽤） 

第 10条 

契約者は、第三者が提供する情報の利⽤において、⼀切の責任は各情報の提供者に帰属している

ことに同意するとともに、当社が当該取引契約および情報提供の契約当事者でないことに同意す

るものとします。 

（第三者が提供する情報の内容の保証） 

第 11条 

1. 当社は、第三者が提供する商品またはサービスに関し、いかなる保証もいたしません。また、

第三者が提供する情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性などにつき、いかなる保

証もいたしません。 

2. 当社は、契約者が第三者の提供する情報を利⽤したことに関して、当該契約者と当該提供者と

の間に紛争が⽣じた場合について⼀切の責任を負いません。また、⼀切の費⽤または損害賠償を

負担することはないものとします。 

第 4章 利⽤料⾦ 

（利⽤料⾦等） 

第 12条 

本サービスの料⾦は、無料とします。 

第 5章 契約者の義務等 

（禁止事項） 

第 13条 

契約者は、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。 

• 第三者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する⾏為、またはこれらを侵害するお

それのある⾏為。 

• 第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する⾏為、またはこれらを侵害するおそ

れのある⾏為。 



• 上記のほか、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える⾏為、または与えるおそれのある

⾏為。 

• 第三者または当社を誹謗中傷する⾏為。 

• 公序良俗に反する（猥褻、売春、暴⼒、残虐、虐待等）⾏為、もしくはそのおそれがあると当社

が判断する⾏為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する⾏為。 

• 犯罪的⾏為、もしくは犯罪的⾏為に結び付く⾏為、またはそれらのおそれのある⾏為。 

• 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類する⾏為。 

• 性風俗、宗教布教活動に関する⾏為。 

• 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする⾏為。 

• 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する⾏為。 

• 第三者もしくは当社に対し、不特定多数にばらまく広告・宣伝・勧誘等や、詐欺まがいの情報、

嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電⼦メール（嫌がらせメール）を送信する⾏為。 

• 第三者もしくは当社に対しメール受信を妨害する⾏為。「不幸の⼿紙」や善意を装ったデマとい

った連鎖的なメール転送を依頼する⾏為および当該依頼に応じて転送する⾏為。 

• 第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。 

• 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する⾏為。 

• コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービスに関連し

て使⽤し、もしくは提供する⾏為。 

• 第三者または当社に迷惑･不利益を及ぼす⾏為、本サービスに⽀障をきたすおそれのある⾏為、本

サービスの運営を妨げる⾏為。 

• 本サービスを直接または間接に利⽤する者の当該利⽤に対し、重⼤な⽀障を与える態様において

本サービスを利⽤する⾏為。 

• その他、法令に違反する、または違反するおそれのある⾏為。 

• その他、当社が不適切と判断する⾏為。 

（自己責任の原則） 

第 14条 

1. 契約者は、第 13条（禁⽌事項）に該当する契約者の⾏為によって当社および第三者に損害が

生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負う

ものとし、当社に迷惑をかけないものとします。 

2. 契約者は、本サービスを利⽤してアップロードまたはダウンロードした情報またはファイルに

関連して、何らかの損害を被った場合または何らかの法的責任を負う場合においては、自己の責

任においてこれを処理し当社に対して何ら請求もなさず、迷惑をかけないものとします。 

（所有権） 

第 15条 



本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号もし

くは第三者が提供するサービスまたはそれに付随する技術全般は、当社または当該提供者に帰属

するものとします。 

（著作権） 

第 16条 

1. 契約者は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる⽅法においても、本サービスを通じて提供

されるあらゆる情報またはファイルについて、著作権法で定める契約者個人の私的使用のための

複製の範囲を超えて、著作権法に基づく利⽤をすることはできないものとします。 

2. 契約者は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる⽅法においても、本サービスを通じて提供

されるあらゆる情報またはファイルについて、第三者をして使用させたり、公開させたりするこ

とはできないものとします。 

3. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当該紛争

を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、当社に対し損害を与えないものと

します。 

第 6章 当社の義務等 

（ユーザー情報の利⽤と保護） 

第 17条 

契約者が利⽤申込を⾏った際に当社が知り得た契約者に関する個⼈情報、または契約者が本サー

ビスを利⽤する過程において、当社が知り得た契約者に関する個⼈情報に関しては、東日本電信

電話株式が保管し、契約者が本サービスを利⽤する際の認証に利⽤します。なお、東日本電信電

話株式会社のプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱います。 

※ 東日本電信電話株式会社のプライバシーポリシー https://www.ntt-east.co.jp/policy/ 

（契約者資格の中断・取消） 

第 18条 

契約者が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに該当者の契約者

資格を中断または取り消すことができるものとします。 

• 利⽤申込において、虚偽の申告を⾏ったことが判明した場合。 

• 第 13条（禁⽌事項）で禁⽌している事項に該当する⾏為を⾏った場合。 

• 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 

• その他、本規約に違反した場合。 



• その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。 

（サービスの中止・中断） 

第 19条 

1. 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止または中断できるものとします。 

• 本サービスのシステムの保守または⼯事を定期的もしくは緊急に⾏う場合、または当社のシステ

ムの障害等やむを得ないとき。 

• 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴⽕、洪⽔、津波、⽕災、停電その他の非常事態により、

本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。 

2. 当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止または中断するときは、あらかじめその

旨を事前に通知するものとします。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。 

3. 政府機関の規制、命令によるとき、または他の電気通信事業者等がサービスの提供を中⽌また

は中断した場合。 

4. その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。 

当社は、本条に基づく本サービスの中止または中断により、契約者または第三者が被ったいかな

る損害についても責任を負わないものとします。 

（情報の削除、通信利⽤の制限等） 

第 20条 

1. 当社は、契約者が第 13条（禁⽌事項）各項の⾏為を⾏った場合、本規約に違反した場合、当

社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置

のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。 

• 当社は、本サービスの運営上必要であると判断したときなどに、契約者が当社所定の通信手段を

⽤いて⾏う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。 

• 契約者の本サービスの利⽤を⼀時的に停⽌、または解約します。 

2. 当社は、本サービスにおいて⻘少年保護の観点から⻘少年が利⽤することが望ましくないと当

社が判断するサイト等へのアクセスを制限（フィルタリング等）することがあります。 

3. 当社は、本条第 1項各号、および第 2項の措置を講じる義務を負うものではなく、また講じた

ことまたは講じなかったことに起因して契約者または第三者が被ったいかなる損害についても責

任を負わないものとします。 

第 7章 損害賠償等 



（責任の制限） 

第 21条 

当社は、契約者に対し本サービスを間断なく提供する義務を負うものではなく、本サービスが何

らかの理由により契約者に対し提供されなかった場合においても、当社はそのことにより契約者

に⽣じた損害について⼀切の責任を負わないものとします。 

（免責事項） 

第 22条 

1. 当社は、本サービスの提供に関連して契約者に⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。 

2. 本条第 1項の規定は、当社の故意または重大な過失による場合は適用されないものとします。 

3. 当社は、本サービスの内容、および契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完

全性、正確性、確実性、有⽤性等のいかなる保証も⾏わないものとします。 

4. 当社は、契約者がご使⽤になるいかなる機器、およびソフトウェアについて⼀切動作保証は⾏

わないものとします｡ 

5. 当社は、契約者が本サービスを利⽤することにより第三者との間で⽣じた紛争等に関して、⼀

切責任を負わないものとします。 

付則 本規約は 2017年 4月 27日より実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 



Terms of Service 

Before use, please review the Terms of Service. 

ARTICLE 1. General Rule 

(Acceptance of Terms) 

SECTION 1 

Organizations using Wi-Fi access point devices (the “Company”), provides “Free Internet access” service, 

(the “Service”) to you, subject to these Terms of Service, (the “TOS”), which are described as below. 

(Scope and Modification of the TOS) 

SECTION 2 

(1) The Service is subject to the TOS applying for both you and the Company.  As specified in SECTION 

5 (Registration of Usage Agreement) and 6 (Concluding the Usage Agreement), after the usage agreement 

is concluded, you and the Company is fully responsible for complying the TOS. 

(2) The Company may update the TOS without prior notice to you. 

(Governing Law) 

SECTION 3 

This TOS is governed by and construed in accordance with the laws of Japan. 

(Court of Jurisdiction) 

SECTION 4 

(1) In the event of any dispute arising in connection with this Service between you and the Company, both 

parties shall discuss to settle the matter in good faith. 

(2) If the dispute noted in the previous item (1) is not settled between the two parties, it shall be brought 

exclusively into the Tokyo District Court or Tokyo Summary Court as a first instance of jurisdictional 

court. 

ARTICLE 2. Concluding Usage Agreement 

(Registration of the Usage Agreement) 

SECTION 5 



You must agree this TOS if you are to use of this Service. 

(Concluding the Usage Agreement) 

SECTION 6 

You shall press “I agree” button if you agree contents of the TOS.  After you agree contents of TOS, and 

complete the registration, the usage agreement is concluded.  Furthermore, under any circumstances, if you 

press “I agree” button anyhow, you are subject to complete concluding the usage agreement regardless of 

any reason. 

(Condition of Usage) 

SECTION 7 

You shall prepare a communication device and its software necessary to use the Service with your own 

responsibility and expense. 

(Restriction of Transfer) 

SECTION 8 

You are not allowed to transfer of rights to use this Service to any third party. 

ARTICLE 3. SERVICES 

(Services to be Provided) 

SECTION 9 

(1) The Company provides this Service to you accordance with the TOS, and in the scope of which the 

TOS stipulates.  Furthermore, if there arise other separate Terms of Use/Service (the “other TOS”) 

presented by the Company or any third party in connection with using this Service, you shall agree and 

comply with the other TOS in addition to the “original” TOS. 

(2) The Company may change a part of or the whole Service for any reason whatsoever without prior 

notification to you.  

(3) The Company may pause or terminate the Service for any reason whatsoever without prior notification 

to you. 

(4) In the event described at the previous items (2) and (3), the Company is not liable to any damage or loss 

incurred to you or any third party/person. 

(Usage for Information Provided by a Third Party) 

SECTION 10 



You shall agree that any third party, who provides information through this Service, is fully responsible for 

all of its information, and the Company has no agreement regarding such information with you, thus is not 

responsible whatsoever with it. 

(No Warranties for Information Provided by a Third Party) 

SECTION 11 

(1) The Company does not warrant any of the products and services, which any third party provides, at 

all.  Moreover, the Company does not warrant any of information, which any third party provides, at all in 

terms of but not limited to completeness, accuracy, certainty, and usefulness. 

(2) The Company does not take any responsibility whatsoever for information provided from any third 

party to you, in the event of any dispute arising between you and the third party, and the Company is not 

liable to pay any cost and compensation for loss or damage. 

ARTICLE 4. Service Charge 

(Usage Fee etc) 

SECTION 12 

The Service is provided to you free of charge.  

ARTICLE 5. Your Obligations 

(Prohibited Act) 

SECTION 13 

You shall not carry out the following actions by using this Service: 

• Any action that violates or may violate the Company’s copyright and/or other rights; 

• Any action that invades or may invade a third party’s and/or the Company’s property of assets and/or 

privacy; 

• Any action that causes or may cause damage, loss or detriment to a third party and/or the Company; 

• Any action that defame a third party and/or the Company; 

• Any action that is decided by the Company to be offensive or may be offensive to public order and morals, 

such as but not limited to act of obscenity, prostitution, violence, act of savagery, and abuse, or any action 

to provide such offensive and immoral information to any third party; 

• Criminal action or any action that causes or may cause criminal action; 

• Election campaign or anything similar to its kind regardless or whether it is during elections period or not; 

• Any action relating to sex entertainment and/or proselytization; 



• Any action intended to acquire profit using this Service such as but not limited to re-selling or renting the 

Service; 

• Creating pyramid finance scheme, and/or solicit into such scheme; 

• Transmitting (harassing) e-mail that is soliciting, may be soliciting and/or distributing literature, 

advertisement, fraud information, and/or disgusting contents; 

• Sabotaging a third party and/or the Company from receiving e-mail, requesting to forward chain mail, 

which may include pious rumors, or forwarding such e-mail by accepting the request; 

• Impersonate or misrepresent to use the Service; 

• Manipulating and/or deleting a third party’s and/or the Company’s information, which becomes accessible 

by using this Service; 

• Providing or using harmful application/program such as but not limited to computer viruses in connection 

with or relating to the Service 

• Any action which is harassing and/or detrimental to a third party and/or the Company, or any action that 

may interfere the operation of the Service and/or the Service itself. 

• Using this Service in such manner that causes serious disruption to other direct and/or indirect Service users 

• Any other action that is or may be unlawful 

• Any other action that is decided by the Company to be inappropriate 

(Principles of Self-Responsibility) 

SECTION 14 

(1) If you have committed an action defined in SECTION 13 to cause damage or loss to a third party and/or 

the Company, you shall take its liability including but not limited to compensation of damage or loss 

caused by such action, and shall not inflict the Company by all means, whether you have or have not been 

taken your grants away to use the Service. 

(2) When suffering a loss or damage or assuming liability by uploading or downloading information using 

this Service, you shall try to settle on your own responsibility, and shall not claim anything or give any 

trouble to the Company. 

(Proprietary Rights) 

SECTION 15 

All programs, software, services, procedures, trademarks, and trade names, all of which make up the 

Service, other services provided by third parties, and all the technologies, which enable the Service and its 

related services are the properties of the Company or the aforementioned parties. 

(Copyrights) 

SECTION 16 



(1) Based on copyright law, you shall not use any information acquired through this Service without getting 

approval from the copyright holders, in any manner, except for the personal use stipulated by copyright 

law. 

(2) You shall not let any third party use or release the information or files provided through this Service 

without getting approval from the copyright holders in any manner. 

(3) In the event of any dispute arising out by breaching of this SECTION, you shall take care to settle the 

matter on your own cost and responsibility while indemnify and hold the Company harmless from such 

matter. 

ARTICLE 6. Obligations 

(Protection of User Information) 

SECTION 17 

Personal information, acquired through the registration of the Service or during usage of the Service, will 

be kept by Nippon Telegraph and Telephone East Corporation and used for authentication when subscribers 

use the service. Foregoing information shall be managed appropriately according to the privacy policy of 

Nippon Telegraph and Telephone East Corporation. 

Please refer to the URL below for the Nippon Telegraph and Telephone East Corporation’s privacy policy. 

https://www.ntt-east.co.jp/en/policy/ 

(Suspension and Termination of Usage of the Service) 

SECTION 18 

The Company may, without prior notice, immediately suspend or terminate your usage of the Service: 

• if it becomes clear that you have registered with false information; 

• if you commit one or more of the prohibited actions defined in SECTION 13 (Prohibited Act); 

• if you sabotage the Service regardless of any method; 

• if you violate any of provisions stipulated at the TOS; 

• if your usage for the Service is decided to be inappropriate by the Company; 

(Termination or Suspension of the Service) 

SECTION 19 

(1) The Company may terminate or suspend the Service operation: 

• when system maintenance takes place whether periodically or emergently, or an excusable event such as 

but not limited to system failure occurs; 



• when the Service cannot be operated and provided due to an emergency or disaster such as but not limited 

to war, rebellion, mayhem, labor dispute, earthquake, volcano eruption, flooding, tsunami (seismic sea 

wave caused by earthquake), fire, or electric power failure; 

• when government restricts or orders to stop the Service, or other telecommunication companies etc. 

terminate or suspend their services; and/or 

• when the Company decides that pausing the Service is necessary due to the operational reasons. 

(2) The Company shall give prior notice before suspending or terminating the Service described at the 

above item (1), except under those emergency and excusable situations. 

(3) The Company is not liable to any loss or damage incurred to you or any third party by terminating or 

suspending the Service 

(Data deletion, restrictions on use of telecommunications services, etc.) 

SECTION 20 

(1) If the user under contract acts in any of the ways specified under SECTION 13 (Prohibited actions), or 

contravenes the terms of this agreement, or does not abide by the Company’s notices or instructions, or if 

the Company otherwise deems it necessary, the Company may take either of the measures specified in the 

following subsections, or take steps combining elements of both measures. 

• When the Company deems it necessary for the proper management of its services or the like, it may restrict 

the bandwidth allotted for the telecommunications services which the user under contract is using as 

specified by the Company. 

• The Company may temporarily suspend or terminate use of the services provided to the user under contract. 

(2) With regard to services covered in this agreement, the Company may restrict (by filtering, etc.) access 

to websites and the like which it deems are not suitable for young people to use, in order to protect young 

people. 

(3) The Company is not obligated to take either of the measures specified in the subsections of Item 1 of 

this section or in Item 2 of this section, and shall not be responsible for any damage or loss sustained by the 

user under contract or a third party due to the Company taking or not taking such a measure or measures. 

ARTICLE 7. Indemnification of Loss or Damage 

(Restriction of Liability) 

SECTION 21 

The Company assumes no obligation for providing the Service to you without interruption.  In the event of 

no Service provided to you regardless of any reason, The Company is not liable to any loss or damage 

incurred to you by not providing the Service. 



(Disclaimer) 

SECTION 22 

(1) The Company is not liable to any loss or damage incurred to you relating to, or in connection with the 

Service provided. 

(2) The above item (1) in this SECTION shall not be applicable if it is caused by the Company’s intentional 

act or gross negligence. 

(3) The Company shall not warrant any of the Service contents and information provided through the 

Service in terms of but not limited to completeness, accuracy, certainty and usefulness. 

(4) The Company shall not warrant correct behavior or performance for any devices or software you use for 

the Service. 

(5) The Company takes no responsibility for a dispute arising out between you and any third party relating 

to or in connection with using this Service. 

SUPPLEMENTAL SECTION: 

This TOS becomes effective on April 27, 2017. 

 


