
約款 新旧対照表 

『Tellusサービス約款』 

※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更 

該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 

第１章 

第４節 

第１２条 

第１２条（禁止事項） 

１．利用者は、本サービスの利用（二次成果物の利用も含みます）に際し、次の各号に該当する行為を行っ

てはなりません。 

i.～iii.（略） 

iv.詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等、日本の法令または利用

者に適用される法令（当社が適用されると判断する法令を含みます。また、各法令には条例および規則を含

みます。本約款において以下同じ。）の下で犯罪とされるものに結びつく、またはそのおそれのある行為 

v.～xxi.（略） 

xxii.中華人民共和国（以下、「中国」といいます）の法令が適用される利用者については、以下の行為 

ア 中国の法令が規制するコンテンツを掲載する行為 

イ 中国の法令にて特別な許可証を必要とする事業を営む場合において、当該許可証を有さずにコンテンツ

を掲載する行為 

ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為 

エ 中国の文化・習慣に対する過激な意見のコンテンツを掲載する行為 

オ 中国の機密・安全を脅かす恐れのあるコンテンツを掲載する行為 

カ 帝国主義的・封建主義的な思想や迷信を発表する行為 

xxiii.～xxiv.（略）  

２．（略） 

第１２条（禁止事項） 

１．利用者は、本サービスの利用（二次成果物の利用も含みます）に際し、次の各号に該当する行為を行っ

てはなりません。 

i.～iii.（略） 

iv.詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等、日本の法令または利用

者に適用される法令（日本国内外の法令を問わず、当社が適用されると判断する法令を含みます。また、各

法令には条例および規則を含みます。本約款において以下同じ）の下で犯罪とされるものに結びつく、また

はそのおそれのある行為 

v.～xxi.（略） 

xxii.衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律（平成２８年法律第７７号）（以下、

「衛星リモセン法」といいます）における法規制に反する行為、または衛星リモセン法の立法趣旨に鑑み当

社が衛星画像の悪用であると判断する行為 

xxiii.～xxiv.（略）  

２．（略） 

 

・日本国外の法令に違反する利用を禁止事

項として明示いたします。 

・衛星リモセン法の立法趣旨に反する利用

を禁止事項として明示いたします。 

第１３条 第１３条（第三者の利用） 

１．～３．（略） 

４．前二項にかかわらず、利用者は、次の各号に該当する者に、二次成果物を使用させることはできません。 

i.衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律（平成２８年法律第７７号）（以下「リ

モセン法」という）第２１条第３項第１号のいずれかに該当する者 

ii.リモセン法第２１条第３項第２号の基準を満たしていない者 

５．～６．（略） 

第１３条（第三者の利用） 

１．～３．（略） 

４．前二項にかかわらず、利用者は、次の各号に該当する者に、二次成果物を使用させることはできません。 

i.衛星リモセン法第２１条第３項第１号のいずれかに該当する者 

ii.衛星リモセン法第２１条第３項第２号の基準を満たしていない者 

５．～６．（略） 

・第１２条の変更に伴い、修正いたします。 

第６節 

第２２条 

第２２条（非保証、免責） 

１．当社は、本約款で特別に定める場合を除き、利用者への本サービスの提供に関し、明示的であるか黙示

的であるかを問わず、いかなる保証（特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅

威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性または整合性、第三者の

権利の非侵害性、本サービスに基づき利用者に提供される機器および設備の正常な稼働、本サービスの定常

的な提供等を含みますが、これらに限りません）も行わないものとします。 

２．～５．（略） 

第２２条（非保証、免責） 

１．当社は、本約款で特別に定める場合を除き、利用者への本サービス（本サービスを通じて当社が利用者

へ提供する衛星データ等、アプリケーションおよびソフトウェア等（第４０条に定める公式ツールを含みま

すがこれに限りません）を含みます。以下本条において同じ）の提供に関し、明示的であるか黙示的である

かを問わず、いかなる保証（特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対す

る安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性または整合性、第三者の権利の非

侵害性、本サービスに基づき利用者に提供される機器および設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供

等を含みますが、これらに限りません）も行わないものとします。 

２．～５．（略） 

・第４０条の変更に伴い、修正いたします。 

第７節 

第２３条 

第２３条（通信の秘密の保護） 

１．～２．（略） 

３．当社は、利用者が第１２条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場

合、本サービスの円滑な提供を確保するために必要と当社が認める範囲で利用者の通信の秘密に属する情報

の一部を第三者に提供することができます。 

第２３条（通信の秘密の保護） 

１．～２．（略） 

３．当社は、利用者が第１２条第１項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害

した場合、本サービスの円滑な提供を確保するために必要と当社が認める範囲で利用者の通信の秘密に属す

る情報の一部を第三者に提供することができます。 

・文意を明確にするため、修正いたします。 

第２章 

第４節 

第４０条 

第４０条（マーケットサービスの内容） 

１．Tellus マーケット（以下、本節において、「マーケットサービス」といいます）は、利用者へ次の各号

に定めるもの（以下、総称して「ツール」といいます）の提供を希望する者（以下、本節において、「プロバ

イダ」といいます）から、利用者が直接ツールの利用許諾を受けることができる機能を提供するサービスで

す（以下、本節において、マーケットサービスを利用してツールの利用許諾を受ける利用者を「カスタマー」

といいます）。 

i.～ iii.（略） 

第４０条（マーケットサービスの内容） 

１．Tellus マーケット（以下、本節において、「マーケットサービス」といいます）は、利用者へ次の各号

に定めるもの（以下、総称して「ツール」といいます）または役務の提供を希望する当社または当社以外の

者（以下、本節において、当社以外の者を「プロバイダ」といい、当社とプロバイダを総称して「プロバイ

ダ等」といいます）から、利用者が直接ツールの利用許諾を受けることができる機能等を提供するサービス

です（以下、本節において、マーケットサービスを利用してツールの利用許諾または役務の提供を受ける利

用者を「カスタマー」といいます）。なお、カスタマーに提供されるツールのうち、当社がカスタマーに対し

て直接提供するものを「公式ツール」、プロバイダが提供するものを「プロバイダ提供ツール」というものと

します。 

i.～ iii.（略） 

・マーケットサービスにおいて提供される

ツールについて、提供者による区分を導入

いたします。 

第４１条 第４１条（ツールの利用許諾） 

１．マーケットサービス上の、各ツールの利用許諾ページから、カスタマーが申込み情報を送信し、プロバ

イダの承認後、当社が利用開始の通知をカスタマーへ送信したことをもって、カスタマーとプロバイダとの

間にツールの利用許諾契約が成立するものとします。プロバイダの承認が得られなかった場合、カスタマー

は、当該ツールを利用することはできません。 

２．カスタマーは、本約款に加え、各プロバイダが定めるツールの利用許諾条件を遵守する必要があります。

ただし、利用許諾条件は、各プロバイダが本約款別紙に定める利用許諾条件の範囲内において定めるものと

し、本約款とプロバイダが定めるツールの利用許諾条件に矛盾または抵触する定めがある場合は、本約款が

優先するものとします。 

第４１条（ツールの利用許諾） 

１．マーケットサービス上の、各ツールの利用許諾ページから、カスタマーが申込み情報を送信し、プロバ

イダ等の承認後、当社が利用開始の通知をカスタマーへ送信したことをもって、カスタマーとプロバイダ等

との間にツールの利用許諾契約が成立するものとします。プロバイダ等の承認が得られなかった場合、カス

タマーは、当該ツールを利用することはできません。 

２．カスタマーは、本約款に加え、各プロバイダ等が定めるツールの利用許諾条件を遵守する必要がありま

す。ただし、利用許諾条件は、各プロバイダ等が本約款別紙に定める利用許諾条件の範囲内において定める

ものとし、本約款とプロバイダ等が定めるツールの利用許諾条件に矛盾または抵触する定めがある場合は、

本約款が優先するものとします。 

・第４０条の変更に伴い、修正いたします。 

第４４条 第４４条（ツールおよびその提供に関する非保証、免責） 

１．当社は、ツールについて、仕様を満たすこと、不具合のないこと、法令に違反しないこと、第三者の権

利を侵害しないことその他の一切の保証をするものではありません。ツールによって、カスタマーまたは第

三者が損害を負った場合には、カスタマーとプロバイダとの間のツールの利用許諾契約に基づき、プロバイ

ダが責任を負い、当社は一切の責任を負いません。 

２．ツールの提供に関連してカスタマーとプロバイダとの間に発生した紛争に関しては、当事者間でその責

任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。 

３．ツールは、プロバイダの都合により、提供終了となる場合があります。この場合、プロバイダからカス

タマーに、提供終了の６０日前までに通知を行うものとします。ツールの提供終了または通知の遅延によっ

て、カスタマーまたは第三者が損害を負った場合には、カスタマーとプロバイダとの間のツールの利用許諾

契約に基づき、プロバイダが責任を負い、当社は一切の責任を負いません。 

４．ツールは、プロバイダの契約違反等を原因とするプロバイダ登録の抹消により、提供終了となる場合が

あります。この場合、当社は遅滞なくカスタマーに対して通知するよう努めるものとします。ツールの提供

終了によって、カスタマーまたは第三者が損害を負った場合には、カスタマーとプロバイダとの間のツール

の利用許諾契約に基づき、プロバイダが責任を負い、当社は一切の責任を負いません。 

第４４条（ツールおよびその提供に関する非保証、免責） 

１．当社は、プロバイダ提供ツールについて、仕様を満たすこと、不具合のないこと、法令に違反しないこ

と、第三者の権利を侵害しないことその他の一切の保証をするものではありません。プロバイダ提供ツール

によって、カスタマーまたは第三者が損害を負った場合には、カスタマーとプロバイダとの間の当該プロバ

イダ提供ツールの利用許諾契約に基づき、プロバイダが責任を負い、当社は一切の責任を負いません。 

２．プロバイダ提供ツールの提供に関連してカスタマーとプロバイダとの間に発生した紛争に関しては、当

事者間でその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。 

３．ツールは、プロバイダ等の都合により、提供終了となる場合があります。この場合、プロバイダ等から

カスタマーに、提供終了の６０日前までに通知を行うものとします。プロバイダ提供ツールの提供終了また

は通知の遅延によって、カスタマーまたは第三者が損害を負った場合には、カスタマーとプロバイダとの間

の当該プロバイダ提供ツールの利用許諾契約に基づき、プロバイダが責任を負い、当社は一切の責任を負い

ません。 

４．プロバイダ提供ツールは、プロバイダの契約違反等を原因とするプロバイダ登録の抹消により、提供終

了となる場合があります。この場合、当社は遅滞なくカスタマーに対して通知するよう努めるものとします。

プロバイダ提供ツールの提供終了によって、カスタマーまたは第三者が損害を負った場合には、カスタマー

とプロバイダとの間の当該プロバイダ提供ツールの利用許諾契約に基づき、プロバイダが責任を負い、当社

は一切の責任を負いません。 

・第４０条の変更に伴い、修正いたします。 

第４５条 第４５条（サポート） 

１．カスタマーは、ツールに関するサポートについては、当該ツールを提供するプロバイダに問い合わせる

ものとします。当社は各ツールに関するサポートを行いません。 

２．カスタマーは、マーケットサービスのサポートについては、当社に問い合わせるものとします。 

第４５条（サポート） 

１．カスタマーは、プロバイダ提供ツールに関するサポートについては、当該プロバイダ提供ツールを提供

するプロバイダに問い合わせるものとします。当社は各プロバイダ提供ツールに関するサポートを行いませ

ん。 

２．カスタマーは、マーケットサービスおよび公式ツールのサポートについては、当社に問い合わせるもの

とします。 

・第４０条の変更に伴い、修正いたします。 

新設 

新設 

第４６条（その他の役務の提供） 

１．プロバイダは、ツールの他に、衛星データ等に関するコンサルテーション等の役務の提供を行うことが

できるものとし、カスタマーは、マーケットサービスの機能を用いてプロバイダと直接当該役務の利用契約

を締結することができます。当該役務の提供、利用代金の支払およびその支払方法、当該役務における非保

証ないし免責ならびに当該役務の提供におけるサポートについては、第４１条ないし第４５条の規定を準用

して適用するものとします。また、当該役務は、これに加えて別途プロバイダとカスタマーの間で合意する

利用契約の条件に基づき提供されるものとします。 

・マーケットサービスにおいて、役務の利用

契約を締結することが可能となるため、条

文を追加いたします。 

第５節 第５節 その他のサービス 第５節 サービスの追加、変更 ・文意を明確にするため、修正いたします。 

附則 

第１条 

第１条（適用開始） 

１．この約款は、２０１９年２月２１日に制定された Tellus サービス約款を改定したものであり、第４条

に基づき、２０２０年２月２７日より適用されます。 

第１条（適用開始） 

１．この約款は、２０２０年２月２７日に制定された Tellusサービス約款を改定したものであり、第４条

に基づき、２０２０年１２月１日より適用されます。 

・本改定に伴う適用日の変更を行います。 

 



別紙 各ツールついての利用許諾条件 

 

１．データ 

（１）カスタマーが本サービスの環境内において、データを複製、翻案その他の方法により自由に利用でき

ること。 

（２）カスタマーがデータを翻案して作成した二次成果物を、本サービスの環境内外を問わず自由に利用で

きること。また、プロバイダが定めた条件に従って、二次成果物を第三者に利用させること。  

（３）カスタマーがプロバイダとの利用許諾契約および本約款に従ってデータを利用する限りにおいて、プ

ロバイダは自ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させないこと。 

（４）データの利用に関連して、カスタマーまたは第三者に損害が生じた場合は、プロバイダが自己の責任

と費用で解決するものとし、当社は一切責任を負わないこと。 

（５）カスタマーがデータを本サービスの環境内外を問わずダウンロードして用いる形式で提供されるデー

タについては、理由の如何を問わずプロバイダ登録の解約もしくは抹消またはツールの削除がなされた場合

であっても、プロバイダが特約を設けていない限り、前各号の許諾の期間は無期限であること。 

（６）カスタマーがデータにアクセスして用いる形式で提供されるデータについては、プロバイダがプロバ

イダ登録の解約またはツールの削除を行う場合、その予定日の６０日前までにカスタマーに通知されるこ

と。 

 

２．アルゴリズム 

（１）カスタマーが本サービスの環境内でアルゴリズムを実行し、得られた結果を、本サービスの環境内外

を問わず、複製、翻案その他の方法により自由に利用できること。 

（２）カスタマーがアルゴリズムを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物を、本サービスの環

境内外を問わず自由に利用でき、また、第三者に利用させることができること。 

（３）カスタマーがプロバイダとの利用許諾契約および本約款に従ってアルゴリズムを利用する限りにおい

て、プロバイダは自ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させしないこと。 

（４）アルゴリズムの利用に関連して、カスタマーまたは第三者に損害が生じた場合は、プロバイダが自己

の責任と費用で解決するものとし、当社は一切責任を負わないこと。（５）プロバイダがプロバイダ登録の

解約またはアルゴリズムの削除を行う場合、その予定日の６０日前までにカスタマーに通知されること。 

 

３．アプリ 

（１）カスタマーが本サービスの環境内外を問わず、アプリを実行し、得られた結果を複製、翻案その他の

方法により自由に使用できること。 

（２）カスタマーがアプリを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物を、本サービスの環境内外

を問わず自由に利用でき、また、第三者に利用させることができること。 

（３）カスタマーがプロバイダとの利用許諾契約および本約款に従ってアプリを利用する限りにおいて、プ

ロバイダは自ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させしないこと。 

（４）アプリの利用に関連して、カスタマーまたは第三者に損害が生じた場合は、プロバイダが自己の責任

と費用で解決するものとし、当社は一切責任を負わないこと。 

（５）理由の如何を問わずプロバイダ登録の解約もしくは抹消またはツールの削除がなされた場合であって

も、プロバイダが特約を設けていない限り、前各号の許諾の期間は無期限であること。 

各ツールについての利用許諾条件 

 

１－１．データ（公式ツール）（以下、本１－１においては単に「データ」という） 

（１）カスタマーが本サービスの環境内において、データを複製、翻案その他の方法により自由に利用でき

ること。 

（２）カスタマーが、カスタマー自身がデータを翻案して作成した二次成果物を、本サービスの環境内外を

問わず自由に利用できること。また、当社が定めた条件に従って、二次成果物を第三者に利用させることが

できること。 

（３）カスタマーが当社との利用許諾契約および本約款に従ってデータを利用する限りにおいて、当社は自

ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させないこと。 

（４）データまたはデータを翻案して作成した二次成果物の利用に関連して、カスタマーまたは第三者に損

害が生じた場合は、本約款に特に定める場合を除き、カスタマーが自己の責任と費用で解決するものとし、

当社は一切責任を負わないこと。 

（５）カスタマーが本サービスの環境内外を問わずダウンロードして用いる形式で提供されるデータについ

ては、理由の如何を問わずツールの削除がなされた場合であっても、当社が特約を設けていない限り、前各

号の許諾の期間は無期限であること。 

（６）カスタマーがアクセスして用いる形式で提供されるデータについては、当社がツールの削除を行う場

合、その予定日の６０日前までにカスタマーに通知されること。 

 

１－２．データ（プロバイダ提供ツール）（以下、本１－２においては単に「データ」という） 

（１）データおよび当該データを翻案して作成した二次成果物の利用条件は、当社とプロバイダとの合意に

より予め決定され、カスタマーは、各ツールの利用許諾ページにおいて公開されている当該利用条件に従い、

プロバイダと利用許諾契約を締結すること。 

（２）カスタマーがプロバイダとの利用許諾契約および本約款に従ってデータを利用する限りにおいて、プ

ロバイダは自ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させないこと。 

（３）データまたはデータを翻案して作成した二次成果物の利用に関連して、カスタマーまたは第三者に損

害が生じた場合は、カスタマーとプロバイダとの利用許諾契約に基づいてプロバイダが責任を負い、当社は

一切責任を負わないこと。 

（４）カスタマーが本サービスの環境内外を問わずダウンロードして用いる形式で提供されるデータについ

ては、理由の如何を問わずプロバイダ登録の解約もしくは抹消またはツールの削除がなされた場合であって

も、プロバイダが特約を設けていない限り、前各号の許諾の期間は無期限であること。 

（５）カスタマーがアクセスして用いる形式で提供されるデータについては、プロバイダがプロバイダ登録

の解約またはツールの削除を行う場合、その予定日の６０日前までにカスタマーに通知されること。 

 

２－１．アルゴリズム（公式ツール）（以下、本２－１においては単に「アルゴリズム」という） 

（１）カスタマーが本サービスの環境内でアルゴリズムを実行し、得られた結果を、本サービスの環境内外

を問わず、複製、翻案その他の方法により自由に利用できること。 

（２）カスタマーが、カスタマー自身がアルゴリズムを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物

を、本サービスの環境内外を問わず自由に利用でき、また、第三者に利用させることができること。 

（３）カスタマーが当社との利用許諾契約および本約款に従ってアルゴリズムを利用する限りにおいて、当

社は自ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させないこと。 

（４）アルゴリズムまたはアルゴリズムを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物の利用に関連

して、カスタマーまたは第三者に損害が生じた場合は、本約款に特に定める場合を除き、カスタマーが自己

の責任と費用で解決するものとし、当社は一切責任を負わないこと。 

（５）当社がアルゴリズムの削除を行う場合、その予定日の６０日前までにカスタマーに通知されること。 

 

２－２．アルゴリズム（プロバイダ提供ツール）（以下、本２－２においては単に「アルゴリズム」という） 

（１）アルゴリズムの利用条件は、当社とプロバイダとの合意により予め決定され、カスタマーは、各ツー

ルの利用許諾ページにおいて公開されている当該利用条件に従い、プロバイダと利用許諾契約を締結するこ

と。 

（２）カスタマーが、カスタマー自身がアルゴリズムを実行し、得られた結果を、本サービスの環境内外を

問わず、複製、翻案その他の方法により自由に利用できること。また、カスタマー自身がアルゴリズムを実

行して得られた結果を用いて作成した二次成果物を、本サービスの環境内外を問わず自由に利用でき、また、

第三者に利用させることができること。 

（３）カスタマーがプロバイダとの利用許諾契約および本約款に従ってアルゴリズムを利用する限りにおい

て、プロバイダは自ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させないこと。 

（４）アルゴリズムまたはアルゴリズムを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物の利用に関連

して、カスタマーまたは第三者に損害が生じた場合は、カスタマーとプロバイダとの利用許諾契約に基づい

てプロバイダが責任を負い、当社は一切責任を負わないこと。 

（５）プロバイダがプロバイダ登録の解約またはアルゴリズムの削除を行う場合、その予定日の６０日前ま

でにカスタマーに通知されること。 

 

３－１．アプリ（公式ツール）（以下、本３－１においては単に「アプリ」という） 

（１）カスタマーが本サービスの環境内外を問わず、アプリを実行し、得られた結果を複製、翻案その他の

方法により自由に使用できること。 

（２）カスタマーが、カスタマー自身がアプリを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物を、本

サービスの環境内外を問わず自由に利用でき、また、第三者に利用させることができること。 

（３）カスタマーが当社との利用許諾契約および本約款に従ってアプリを利用する限りにおいて、当社は自

ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させしないこと。 

（４）アプリまたはアプリを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物の利用に関連して、カスタ

マーまたは第三者に損害が生じた場合は、本約款に特に定める場合を除き、カスタマーが自己の責任と費用

で解決するものとし、当社は一切責任を負わないこと。 

（５）カスタマーが本サービスの環境内外を問わずダウンロードして用いる形式で提供されるアプリについ

ては、理由の如何を問わずツールの削除がなされた場合であっても、当社が特約を設けていない限り、前各

号の許諾の期間は無期限であること。 

（６）カスタマーがアクセスして用いる形式で提供されるアプリについては、当社がツールの削除を行う場

合、その予定日の６０日前までにカスタマーに通知されること。 

 

３－２．アプリ（プロバイダ提供ツール）（以下、本３－２においては単に「アプリ」という） 

（１）アプリの利用条件は、当社とプロバイダとの合意により予め決定され、カスタマーは、各ツールの利

用許諾ページにおいて公開されている当該利用条件に従い、プロバイダと利用許諾契約を締結すること。 

（２）カスタマーが、カスタマー自身がアプリを実行し、得られた結果を、本サービスの環境内外を問わず、

複製、翻案その他の方法により自由に利用できること。また、カスタマー自身がアプリを実行して得られた

結果を用いて作成した二次成果物を、本サービスの環境内外を問わず自由に利用でき、また、第三者に利用

させることができること。 

（３）カスタマーがプロバイダとの利用許諾契約および本約款に従ってアプリを利用する限りにおいて、プ

ロバイダは自ら著作者人格権を行使せず、従業員または委託先等をして行使させないこと。 

（４）アプリまたはアプリを実行して得られた結果を用いて作成した二次成果物の利用に関連して、カスタ

マーまたは第三者に損害が生じた場合は、カスタマーとプロバイダとの利用許諾契約に基づいてプロバイダ

が責任を負い、当社は一切責任を負わないこと。 

（５）カスタマーが本サービスの環境内外を問わずダウンロードして用いる形式で提供されるアプリについ

ては、理由の如何を問わずプロバイダ登録の解約もしくは抹消またはツールの削除がなされた場合であって

も、プロバイダが特約を設けていない限り、前各号の許諾の期間は無期限であること。 

（６）カスタマーがアクセスして用いる形式で提供されるアプリについては、プロバイダがプロバイダ登録

の解約またはツールの削除を行う場合、その予定日の６０日前までにカスタマーに通知されること。 

・第４０条の変更に伴い、提供者の区分ごと

に条件を設定いたします。 

 


