Tellus サービス約款
第１章 総則
通則
第１条（目的および適用・使用言語等）
１．この Tellus サービス約款（以下、「本約款」といいます）は、さくらインターネット
株式会社（以下、
「当社」といいます）が提供する衛星データ等の提供プラットフォ
ームサービスである「Tellus」
（以下、
「本サービス」といい、詳細は第２条に定めま
す）の利用条件について規定するものです。
２．当社は、本約款に基づき、本サービスの利用を希望する者と契約（以下、その契約を「利
用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます）を締結の上、
利用者に対して本サービスを提供します。利用契約には、本約款が適用され、これによ
り利用契約の内容が規律されるものとします。
３．本約款中で指定されるウェブページ（URL による指定、名称その他の方法による指定
を問いません）は、特に明記がない限り、本約款の一部を構成するものではありません。
４．本約款、これに基づく利用契約および当社による本サービスに関する説明（当社が提供
するウェブサイトにおけるものを含みます）は、全て日本語によるものが正文であり、
他の言語によるものは正文とはなりません。日本語によるものの内容と他の言語によ
るものとの内容に相違がある場合は、日本語によるものの内容が優先し、他の言語によ
るものにより日本語によるものの内容を補充または修正することはできません。
５．本約款に基づく利用契約において、年、月、日、時間等の暦は日本の暦に従うものとし
ます。
６．本約款において、法令の名称は特に断りがない場合、日本の法令の名称を意味します。
第２条（本サービスの内容・使用言語）
１．本サービスは、人工衛星を用いて取得されるデータ（以下、
「衛星データ」といいます）
および位置情報に紐づいて取得されるデータ（以下、「地上データ」といい、衛星デー
タと地上データを総称して「衛星データ等」といいます）その他のデータならびにこれ
らを活用するためのサービスの提供を行うプラットフォームサービスです。利用者は、
本サービスを開発、研究または教育目的で使用し、第１３条第２項に定める二次成果物
を作成することができます。
２．当社が本サービスにおいて提供する各サービスの具体的な内容は、本約款で定めるほか、
当社が提供するウェブサイトに定めるとおりとします。
３．当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、当社が別途認めた場合を除き日本語
または英語とします。本サービスに関する利用契約の申込み、および契約終了後の取扱
いについても同様とします。
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第３条（通知・報告）
１．当社から利用者に対する通知および報告は、利用者が本サービスの利用に際して登録し
た電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送付、当社が提供するウェブサイ
トへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。通知および報告に用いる言
語は当社が別途認めた場合を除き日本語または英語とします。利用者は、日本語および
英語が用いられた電子メールを正しく受信し、閲覧できる環境、ならびに日本語および
英語が用いられた当社が提供するウェブサイトを正しく閲覧できる環境を自己の費用
と責任において用意しなければなりません。
２．当社が前項記載の方法のうち電子メールの送信または当社が提供するウェブサイトへ
の掲載により通知または報告を行う場合には、当該通知または報告は、当社がその発信
または送信可能化に必要な処理を完了した日に行われたものとします。
３．当社が利用者に対して第１項記載の方法により通知または報告した場合において、当該
通知または報告が利用者に到達しなかったか、電子メールや当社が提供するウェブサ
イトの日本語を正しく表示できなかったとしても、当該不到達や正しい表示ができな
かったことに起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとしま
す。
４．利用者が当社に対し、請求、通知、問合せその他の連絡（以下、
「連絡等」といいます）
を行う場合に使用できる言語は、当該連絡等に用いる方法（電子メール、郵便、ファク
シミリ、電話を含みますがこれらに限りません）にかかわらず、日本語または英語のみ
とし、他の言語を連絡等に用いた場合、当該連絡等はなかったものとみなされます。
第４条（約款の変更）
１．当社は、本約款を変更することがあります。本約款が変更された場合には、既に締結さ
れた利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとします。
２．当社は、本約款を変更する場合は、変更する７日前までに、変更する旨、変更後の本約
款の内容および変更の効力発生日を電子メールの送信もしくは当社が提供するウェブ
サイトに掲載することにより、利用者に通知するものとします。
利用契約
第５条（利用契約）
１．本サービスの利用を希望する者は、当社が提供するウェブサイト上の申込画面に必要事
項を入力し、当社に送信する方法による利用申込み（以下、
「申込み」といい、申込み
を行う者を「申込者」といいます）を行うものとします。当社が、当社所定の方法によ
り、当該申込みに対する審査を行った結果、申込者に対して承諾を通知した場合には、
当該通知が行われたときに利用契約は成立します。なお、次の各号に該当する場合には、
当社は、申込みを承諾しないことがあります。
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i.

当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係るサーバ設備また
は電気通信設備等（第１２条で定義します）の手配・保守が困難と判断した場合

ii.

以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社と利用
契約を締結した場合に契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した
場合

iii. 申込みの内容に虚偽記載があると当社が判断した場合
iv. 当社が別途定める本サービスを提供する国（以下、
「指定国」といいます）のいず
れにも申込者が在住していない場合
v.

申込者につき第１０条第１項第２号または第３号に掲げる事由が存在する場合

vi. 本サービスの利用料金の決済に用いるものとして申込者が指定するクレジットカ
ードまたは預金口座が決済に適切に用いることのできるものではない場合
vii. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第１７条第１項の審判を受
けた被補助人のいずれかであり、申込みにつき法定代理人、後見人、保佐人または
補助人の同意等を得ていないと当社が判断した場合、または指定国において申込
者が類似の状態にあると当社が判断した場合
viii. 申込者に対する本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認
められると当社が判断した場合
ix. 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがあ
ると当社が判断した場合
x.

申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者、または日本における暴力
団関係者その他反社会的団体に属する者に相当する者であると当社が判断した場
合

xi. その他、当社が申込みを承諾することが不相当であると当社が認める場合
２．前項の規定により当社が本サービスの申込みを拒絶した場合は、当社は速やかに申込者
へ通知するものとします。なお、当社は、申込みを拒絶した理由を開示する義務を負わ
ないものとします。
第６条（契約事項の変更の届出）
１．利用者は、申込みの際の登録事項に変更があった場合、当社所定の様式により速やかに
当社に対して届け出るものとします。
２．利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された
法人は、合併の効力発生日から１４日以内に当社所定の書類を当社に届け出るものと
します。
３．当社は、前二項の変更の届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより
利用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、当該
届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知または
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報告が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすこ
とができるものとします。
４．当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性または事業の継続性
が認められる場合に限り、第２項および第３項を準用し、利用者の実質的な同一性また
は事業の実質的な継続性が認められる者への利用者の変更を認めることができるもの
とします。
i.

個人から法人への変更

ii.

利用者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継

iii. 利用者である任意団体の代表者の変更
iv. その他前各号に類する変更
第７条（相続）
１．利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続
の開始から１４日以内に、その利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当
社所定の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとし
ます。
第８条（利用契約上の地位等の譲渡等）
１．利用者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を
第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者
に引き受けさせることはできません。
２．利用者は、本サービスの利用に関して当社が発行したアカウントを用いて第三者が行
った一切の行為（不作為を含みます）について、利用者の関与の有無を問わず、当社
に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとし
ます。
第９条（利用者が行う契約の解除）
１．利用者は、当社に対して当社所定の方法により通知することにより、当社が通知する解
除日をもって、利用契約を解除することができます。なお、当社に対し、利用契約に関
連する債務がある場合には、利用者は直ちにその全てを弁済するものとします。
第１０条（当社が行う契約の解除）
１．当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何
らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとし、当該
利用者は、当社に対して負う債務がある場合には、当然に期限の利益を喪失し、直ちに
その全てを弁済するものとします。
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i.

第５条第１項各号、第１２条第１項各号、第１８条第１項各号その他本約款で定
める禁止事項のいずれかに該当する場合

ii.

本サービスに関連して当社と別途締結する契約に基づく利用料金の支払いを遅滞
した場合

iii.

差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再
生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、
もしくは清算に入った場合、または指定国においてこれらに類似の状態にあると
当社が判断した場合

iv.

手形、小切手が不渡りとなった等、支払いを停止した場合その他信用状態が悪化
したと認められる相当の事由がある場合

v.

利用者の行為（不作為を含みます）により、公的機関等によって当社の許可証そ
の他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断した場合
利用料金

第１１条（利用料金）
１．本サービスは、２０２０年３月末日または当社が別途定める日のいずれか遅い日まで
無償とします。ただし、当社は、本サービスに関連して、利用者と別途契約を締結する
ことにより、有償でサービス提供することができるものとし、その利用料金、支払い方
法および支払い期限等は、当社と利用者との間で締結される契約に定めるものとしま
す。
２．前項に定める無償期間終了後については、当社は、当社が別途定める日より、無償で提
供されていた本サービスの全部または一部を有償で提供することができるものとします。
当該日以降も本サービスの利用を希望する利用者は、改めて本約款その他当社との本サ
ービスの利用に関する契約の内容を確認の上、同意する必要があります。
本サービスの利用条件
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.

当社もしくは第三者の著作権・商標権・特許権等の知的財産権（日本の国内外を
問いません）を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

ii.

当社もしくは第三者の財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、
またはそのおそれのある行為

iii.

当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への
差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはこれらのお
それのある行為
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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.

日本の法令または利用者に適用される法令の下でわいせつ、児童ポルノまたは児
童虐待に当たるとされる画像、文書等を送信または掲載する行為

vi.

日本の法令または利用者に適用される法令の下で無限連鎖講（ネズミ講）とされ
るものを開設し、またはこれにつき勧誘する行為

vii. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
viii. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
ix.

本サービスに関するサーバ、ネットワーク機器等の設備（利用者が設置するもの
を含み、以下、「サーバ設備」といいます）、または当社のルータ機器、バックボ
ーン設備、回線設備、電源設備その他の当社が本サービスを提供するにあたり用
いる設備等（ただし、サーバ設備は除きます）（以下、「電気通信設備等」といい
ます）に不正にアクセスする行為（リバースエンジニアリング、逆コンパイル、
逆アセンブルまたはその他の方法でソースコードの一部もしくは全部を抽出しよ
うとする行為を含むがこれらに限りません）

x.

他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール（スパムメール
等）や他者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メール（嫌がらせメー
ル）等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール
の転送を依頼する行為（チェーンメール）および当該依頼に応じて電子メールを
転送する行為

xi.

当社もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用も
しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為

xii. 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行
為、またはそのおそれのある行為
xiii. 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
xiv. 日本の法令または利用者に適用される法令に照らし、違法に賭博・ギャンブルを
行い、または勧誘する行為
xv. 日本の法令または利用者に適用される法令における違法行為（けん銃等の譲渡、
児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等）を直接的かつ明示的に請負い、
仲介し、または誘引（他人に依頼することを含みます）する行為
xvi. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上
他者に著しく嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのある情報を掲載し、または
不特定多数の者にあてて送信する行為
xvii. 人を自殺に誘引または勧誘する行為
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xviii.犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗
中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報またはこれらのおそれの
ある情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
xix. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかける行為、社会的に許されないような行為、
またはこれらのおそれのある行為
xx. 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
xxi. 日本の法令または利用者に適用される法令に違反する行為またはそのおそれのあ
る行為
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.その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態
様または目的でリンクをはる行為
xxiv. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
２．前項各号のほか、当社は必要に応じ当社が提供するウェブサイト上において禁止事項お
よび注意事項等を別途定めることができ、利用者はこれを遵守するものとします。
第１３条（第三者の利用）
１．利用者は、本サービスの全部もしくは一部を、有償または無償を問わず、自己以外の者
に利用させる（直接または間接を問わず、ID・アカウント・パスワード等を貸与または
発行して本サービスを利用させること、本サービスを組み込んだサービスを利用させ
ることを含みますが、これらに限りません）ことはできません。
２．利用者は、利用者が本サービスを使用して作成した二次成果物（衛星データ等が保持す
るピクセル構造その他の情報の全部または一部を保持せず、かつ衛星データ等を復元
することができない不可逆なものを指し、以下、
「二次成果物」といいます）を、第三
者（二次成果物を利用する第三者を、以下、
「エンドユーザー」といいます）に無償で
利用させることができます。この場合、利用者は二次成果物に、上位規約等（第１５条
で定義します）に基づく権利表示をしなければなりません。また、利用者はエンドユー
ザーに対して本約款および上位規約等を遵守させる義務を負うものとします。
３．利用者は、二次成果物をエンドユーザーに有償で利用させる場合（以下、「商用利用」
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といいます）には、当社と別途契約を締結する必要があります。なお、当社は、当該利
用に関する契約締結が適切ではないと当社が判断した場合には、利用者と当該契約を
締結しないことができるものとし、その理由について当該利用者に開示する義務は負
わないものとします。
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．エンドユーザーが行った一切の行為（不作為を含みます）は、利用者の関与の有無を問
わず、利用者が行った行為とみなされ、利用者は、当社および第三者に対して民事上の
全ての責任および義務（エンドユーザーが当社および第三者に対して負うものを含み
ます。
）を負うことについて同意します。
６．二次成果物の利用に関して利用者は一切の責任を負うものとし、当社は、利用者または
エンドユーザーによる二次成果物の利用に関し、利用契約上、また、当該二次成果物の
利用に関して当社と利用者との間で締結した契約上も、何らの義務ないし責任も負い
ません。
第１４条（情報の維持、管理等）
１．利用者は、本サービスの利用にあたって、当社が発行したアカウントおよびパスワード、
サーバ設備、通信設備、その他本サービスに関し利用者において維持管理を要する情報、
機器、ソフトウェア、システム等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、
当該管理により生じた結果（当社が発行したアカウントまたはパスワードを第三者に
開示し、漏洩しまたは推知されたことにより生じた結果を含みます）につき当社に対し
全責任を負うものとします。
２．利用者は、本サービスに関し当社が利用者の利用に供した機器（以下、
「本件機器」と
いいます）に保存したデータ（個人情報、機密情報その他本サービスの提供開始以降に
本件機器の利用者用の領域上に保存された全てのデータをいい、以下、
「利用者データ」
といいます）を、自己の責任と費用負担において管理し、バックアップを行うものとし
ます。当社は、利用者データに対して何ら関与および関知するものではなく、事由の如
何にかかわらず、次の各号に該当する事項について、第２２条第２項ただし書に定める
場合を除き、何ら責任を負うものではありません。
i.

利用者データの漏洩、滅失等に関する発生

ii.

利用者データの漏洩、滅失等に対する当社での予防

iii.

利用者データの漏洩、滅失等が発生した場合の当社での対応
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iv.

利用者データの復旧

３．利用者は、事由の如何にかかわらず、解約または解除により、本サービスの利用契約が
終了する場合、当該利用契約の終了の日までに、本サービスに関する本件機器から利用
者データを削除するものとします。当該利用契約が終了したにもかかわらず、本サービ
スに関する本件機器に利用者データが残置されていた場合、当社は当該利用者データ
を削除することができ、当該削除に関し何らの責任も負わないものとします。
第１５条（上位規約等への同意）
１．利用者は、本サービスにおいて利用者が利用する衛星データ等、機器、OS、アプリケ
ーション、ソフトウェアその他のもの（以下、「利用機器等」といいます）について、
利用機器等の提供元が、約款、規約、ライセンスその他名称を問わず、当該利用機器等
の利用に関する条件（利用時における最新のものを指し、以下、
「上位規約等」といい
ます）を定めている場合、本サービスの利用に際し、上位規約等を確認し、遵守する義
務を負い、当該上位規約等の内容は、本サービスに適用されます。なお、衛星データ等
の利用に関し、利用者が上位規約等に違反したことによる責任は利用者が負うものと
し、当該違反により当社が被った損害は、利用者が補償するものとします。
２．本約款に特別に定める場合を除き、衛星データ等の利用に関し本約款と上位規約等に矛
盾または抵触する規定がある場合、上位規約等の規定が優先して適用されるものとし
ます。
第１６条（データ等の利用）
１．利用者は、本サービスにおいて提供される衛星データ等、OS、アプリケーション、ソ
フトウェア等（以下、これらを併せて「提供データ等」といいます）について、本サー
ビスにおいて自らが利用する目的にのみ利用（将来の商用利用の目的のために二次成
果物を開発する場合を含みます）することが可能であり、上位規約等において認められ
る範囲を超えてこれを利用すること（上位規約等において許諾されていない提供デー
タ等の本サービス外へのダウンロード、複製および再配布等を含みますが、これに限り
ません）はできないものとします。なお、利用者が、二次成果物の商用利用を開始する
場合には、第１３条第３項に従って、当社と別途契約を締結しなければなりません
２．提供データ等に関する著作権その他の一切の権利は、提供データ等の権利者に帰属しま
す。当社は、利用者に対し、これらの権利について譲渡、許諾等を行うものではありま
せん。ただし、提供データ等の権利者が、利用者が本サービスにおいて提供データ等を
利用するにあたって当社からの許諾が必要であるとする場合であって、かつ、当社が当
該許諾をすることが可能であると認める場合には、当社は、当該権利者の定めるところ
に従って、本サービスの利用に必要な範囲に限り利用者に対し許諾をするものとしま
す。利用者は、提供データ等の利用に際しては、必ず上位規約等の定めに従うものとし
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ます。
３．利用者は、前二項に定める利用者に認められた利用範囲を超えた提供データ等の利用ま
たは前項に定める提供データ等の権利を侵害したことによって当社に損害を与えた場
合、これを賠償する責任を負うものとします。
４．当社は、提供データ等に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証
（完全性、正確性、第三者の権利の非侵害性を含みますが、これらに限りません）も行
わないものとします。
第１７条（違反等に対する措置）
１．当社は、利用者が第１２条その他本約款で定める禁止事項に該当する行為を行ったと当
社が認めた場合、利用者の本サービスの利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求
等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、その他本サービスの運営上必要であると当
社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置をいずれか単独でまたは複数組み合
わせて講ずることがあります。
i.

第１２条その他本約款で定める禁止事項に該当する行為を止めるよう要求

ii.

他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求

iii.

本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報（二次成果物に関する情
報も含み、次号も同じです）を削除するよう要求

iv.

事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてイ
ンターネット上に掲載した情報の全部または一部を本件機器から削除し、または
他者が閲覧できない状態に置く

v.

本サービスの機能の一部の利用を制限

vi.

次条第１項の規定に基づき本サービスの提供を一時停止

vii. 第１０条第１項の規定に基づき利用契約を解除
２．当社は、前項に基づき前項各号のいずれかの措置を講ずる場合には、利用者に対して、
事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの
限りではありません。
第１８条（提供の一時停止等）
１．当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービ
スの全部または一部の提供を一時停止し、または当該利用者による本サービスの利用
の全部または一部を制限することができます。当該一時停止または利用制限に関し、当
社は利用者に対し何らの責任も負いません。
i.

利用者が当社と別途締結する契約に基づく利用料金の支払いを遅滞した場合

ii.

利用者の行為（不作為を含みます）により当社のサーバ設備または電気通信設備
等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じる
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と当社が認めた場合
iii.

利用者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合

iv.

前条第１項第１号、同第２号、または同第３号の要求を受けた利用者が、当社の
指定する期間内に当該要求に応じない場合

v.

その他、本約款に違反したと当社が判断した場合

２．当社は、本サービスの提供の一時停止または利用の制限をする場合には、利用者に対し
て事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合は
この限りではありません。
３．当社が第１項に基づき本サービスの提供の一時停止または利用の制限をした場合であ
っても、利用者は、当該一時停止または利用制限期間における本サービスの利用料金を
支払うものとします。
第１９条（利用者の損害賠償責任）
１．利用者またはその代理人もしくは使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行
為により当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に対し、その損害を賠償するものと
します。
提供の中断等
第２０条（提供の中断）
１．当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの一部または全部の提供を中断する
ことがあります。
i.

サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合

ii.

電気通信事業法第８条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、または
そのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要が
ある場合

iii.

電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合

iv.

日本または日本以外の国の公権力（公的機関を含みます。以下、
「公的機関等」と
いいます）による命令、処分、要請等があった場合

v.

第三者の行為（不作為を含みます）により当社のサーバ設備または電気通信設備
等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じる
と当社が認めた場合

２．当社は、前項に基づき本サービスの提供を中断する場合には、各利用者に対して、事前
にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限り
ではありません。
３．当社は、第１項に基づき本サービスの提供を中断する場合、当該中断の目的達成のため
に必要な範囲で、サーバ設備または電気通信設備等を移設等することができるものと
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します。
４．当社は、第１項に基づき本サービスの提供を中断する場合に、当該中断または前項に基
づく移設等により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。
５．当社が第１項に基づき本サービスの提供を中断した場合であっても、利用者は、当該中
断期間における本サービスの利用料金を支払うものとします。
第２１条（提供の廃止）
１．当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの全部または一部を廃止することがあ
ります。その際は、廃止する１ヶ月前までに利用者に対し事前に通知を行うものとしま
す。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちに本サービスの利用者へ
の提供を廃止する必要が生じたと当社が判断したときは、利用者に通知を行うことな
く直ちに廃止を行う場合があります。
２．前項に基づき本サービスの提供を廃止する場合、当該廃止により利用者が被った損害に
ついて、当社は賠償する責任を負いません。
免責等
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．当社は、本約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損
害（本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェア
の不具合・故障、本サービスの提供の遅延、利用者設置データの損壊・消失および第三
者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・
クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りま
せん。以下同じ）については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任（日
本および日本以外の国におけるものの両方を含みます。以下、同じ）を問わず賠償の責
任を負わないものとします。ただし、個人（事業としてまたは事業のために契約の当事
者となる場合におけるものを除きます）の利用者が当社の故意または重大な過失によ
り損害を被った場合については、この限りではありません。この場合、当社は、当社の
責めに帰すべき事由による債務不履行または不法行為により生じた直接の通常損害に
ついてのみ、賠償する責任を負うものとします。
３．前項に基づき当社が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。
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４．第２項にかかわらず、当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本
または日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インタ
ーネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリングまたは
遮断、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由に
よる本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対し
て何らの責任を負わないものとします。
５．利用者の本サービスの利用に起因して日本または日本以外の国における第三者と当社
または利用者との間に発生した紛争に関しては、当該利用者が自らその責任と費用負
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。
雑則
第２３条（通信の秘密の保護）
１．当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第４条に基づき
保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存
します。
２．当社は、刑事訴訟法第２１８条（令状による捜索）その他同法の定めに基づく強制の処
分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者
の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第４条（発信者情報の開
示請求等）に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、そ
れぞれ前項の守秘義務および日本以外の国の法令に基づく守秘義務を負わないものと
します。
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２４条（個人情報の保護、PCI DSS への準拠）
１．当社は、利用者の個人情報を、当社が提供するウェブサイトにおいて定める「個人情報
の取扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
２．当社は、本サービスの提供おいて、PCI DSS が定める物理的セキュリティの要件を遵
守します。
第２５条（反社会的勢力の排除）
１．利用者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者（利用者が業務
を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介し
て用いる下請事業者を含みます。以下同じ）が、本サービスの利用開始日において次の
各号の一に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確約す
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るものとします。
i.

暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準
構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知
能暴力集団、その他これらに準じる者（以下、「反社会的勢力」と総称します）で
あること。

ii.

反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる
関係を有すること。

iii. 自己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
もってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有する
こと。
iv. 反社会的勢力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。
v.

反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

２．利用者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三
者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用い
る行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を
妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
３．当社は、利用者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該利用者に何ら
の通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができ
るものとし、解除された当該利用者は、解除により損害を被ったとしても当社に対して
何ら損害賠償請求をすることはできないものとします。
４．当社は、利用者が反社会的勢力に該当すると当社が認めた場合には、当該利用者に対し、
必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、当該利用者は速やかにこれ
に応じなければならないものとします。当該利用者がこれに速やかに応じず、あるいは、
虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた
場合、当社は、当該利用者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部
または一部を解除することができるものとし、解除された当該利用者は、解除により損
害を被ったとしても当社に対して何ら損害賠償請求をすることはできないものとしま
す。
第２６条（準拠法）
１．本約款および利用契約の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとしま
す。
第２７条（紛争の解決）
１．利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社
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および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
２．利用契約に起因し、または利用契約に関連する一切の紛争について、利用者が当社を提
訴する場合は、東京地方裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。当
社が利用者を提訴する場合は、それぞれの国の法により裁判管轄を有する裁判所に加
え、東京地方裁判所に提訴をすることができ、また、当社の選択により、裁判所への提
訴に代えて、日本の東京における日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って行われる
仲裁により解決することができ、利用者はこれに同意します。当該仲裁は、当社によっ
て選任される１名の仲裁人により行われ、仲裁手続の言語は日本語とします。当該仲裁
における判断は上訴の権利を伴わず、利用者および当社を拘束します。
第２８条（分離可能性）
１．本約款について、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日本または
利用者が居住する国（利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国）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、当該約款の残りの規定および一
部が無効また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。
第２章 サービスの種類
Tellus data Operation System
第２９条（OS サービスの内容）
１．Tellus data Operation System（以下、
「OS サービス」といいます）は、衛星データ等
（利用者がアップロードしたデータを含みます）を本サービスの画面上で閲覧し、解析
しおよび表示画面のスクリーンショットをすることができるサービスです。
第３０条（禁止事項）
１．利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
i.

OS サービスを利用して、本サービスにおいて提供される衛星データ等（上位規約
等において複製が許諾されているものを除く）を本サービス外にダウンロードす
る行為

ii.

当社が別途指定する容量制限を超過するデータその他当社が適切でないと判断す
るデータをアップロードする行為

iii.

表示画面をダウンロードしたファイルに埋め込まれた権利表示を、削除または改
変して、当該ファイルを第三者に提供する行為
統合開発環境

第３１条（IDE サービスの内容）
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１．統合開発環境（以下、
「IDE サービス」といいます）は、衛星データ等を解析するソフ
トウェアの開発環境です。
第３２条（IDE 契約）
１．IDE サービスの利用には、当社との間で別途契約（以下、
「IDE 契約」といいます）が
必要となります。IDE サービスの提供条件の詳細は、IDE 契約に定めるものとします。
２．IDE サービスは、当社が提供する「さくらのクラウドサービス」を利用します。利用者
は、当社が定める、利用者が IDE サービスの利用を行っている時点で最新の「基本約
款」および「さくらのクラウド約款」を遵守するものとします。
第３３条（契約期間）
１．IDE サービスの契約期間は、IDE 契約に定めるものとします。ただし、IDE サービス
の契約期間にかかわらず、本約款に基づく本サービスの利用契約が終了した場合には、
IDE 契約も当然に終了するものとします。
２．利用者は、契約期間の満了により、または事由の如何にかかわらず、解約もしくは解除
により、IDE 契約が終了する場合、当該終了の日までに、IDE サービスに関する本件
機器から利用者データを削除するものとします。IDE 契約が終了したにもかかわらず、
IDE サービスに関する本件機器に利用者データが残置されていた場合、当社は当該利
用者データを削除することができ、当該削除に関し何らの責任も負わないものとしま
す。
第３４条（禁止事項）
１．利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
i.

IDE サービスを、本サービスにおいて提供される衛星データ等の解析以外の目的
で利用する行為

ii.

IDE サービスを利用して、本サービスにおいて提供される衛星データ等（上位規
約等において複製が許諾されているものを除く）を本サービス外にダウンロード
する行為

iii.

IDE サービスを利用して作成した二次成果物に、上位規約等に定められた権利表
示をせずに第三者に提供する行為
APIおよびコンピューティングリソース

第３５条（API サービスの内容）
１．API（以下、
「本 API」といいます）は、本サービスで提供する衛星データ等を呼び出
して利用することができるインターフェースであり、コンピューティングリソース（以
下、
「本コンピューティングリソース」といいます）は、本 API により呼び出した衛星
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データ等の解析に用いることができるサーバ機能またはサーバ設備です（以下、本節に
おいて本 API と本コンピューティングリソースを併せて
「API サービス」
といいます）
。
第３６条（API 契約）
１．API サービスの利用には、当社と別途契約（以下、
「API 契約」といいます）が必要と
なります。API サービスの提供条件の詳細は、API 契約に定めるものとします。
２．API サービスは、当社が提供する「さくらの VPS サービス」、
「さくらのクラウドサー
ビス」または「さくらの専用サーバサービス」を利用します。利用者は、当社が定める、
利用者が API サービスの利用を行っている時点で最新の「基本約款」および利用する
サービスのサービス別約款を遵守するものとします。
第３７条（契約期間）
１．API サービスの契約期間は、API 契約に定めるものとします。ただし、API 契約の契
約期間にかかわらず、本約款に基づく本サービス利用契約が終了した場合には、API 契
約も当然に終了するものとします。
２．利用者は、契約期間の満了により、または事由の如何にかかわらず、解約もしくは解除
により、API 契約が終了する場合、当該終了の日までに、API サービスに関する本件機
器から利用者データを削除するものとします。API 契約が終了したにもかかわらず、
API サービスに関する本件機器に利用者データが残置されていた場合、当社は当該利
用者データを削除することができ、当該削除に関し何らの責任も負わないものとしま
す。
第３８条（トークン等の利用）
１．利用者は、利用者に対して当社が発行した本 API のトークンその他の情報（以下、
「ト
ークン等」といいます）を、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理に
より生じた結果（トークン等を第三者に開示し、漏洩しまたは推知されたことにより生
じた結果を含みます）につき当社に対し全責任を負うものとします。
２．利用者は、トークン等を本コンピューティングリソースにおいてのみ利用できるものと
し、本サービス外の環境から利用してはなりません。
３．利用者は、トークン等を第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買、質入れ等をして
はなりません。
４．利用者は、利用者以外の第三者に対して当社が発行したトークン等を利用してはなりま
せん。
第３９条（禁止事項）
１．利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
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i.

API サービスを、本サービスにおいて提供される衛星データ等の解析以外の目的
で利用する行為

ii.

API サービスを利用して、本サービスにおいて提供される衛星データ等（上位規
約等において複製が許諾されているものを除く）を本サービス外にダウンロード
する行為

iii.

当社が別途指定する本 API のリクエスト制限を超過してリクエストを送信する行
為

iv.

API サービスを利用して作成した二次成果物に、上位規約等に定められた権利表
示をせずに第三者に提供する行為
その他のサービス

第４０条（サービスの追加、変更）
１．当社は、本サービスに対して合理的な更新を随時行うことができ、サービスの追加、変
更を行うことができるものとします。
附則
第１条（適用開始）
この約款は、２０１９年２月２１日に制定され、同日より適用されます。
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Tellus Service Terms and Conditions
Chapter 1

General Provisions

Section 1

General Rules

Article 1.
1.

Purpose and Application, Language, etc.

This Tellus Service Terms and Conditions (these “Terms”) provides the terms and conditions of
use of “Tellus,” which is the platform service provided for the satellite data, etc. (the “Service”;
the details will be set forth in Article 2), provided by SAKURA Internet Inc. (“SAKURA”).

2.

Upon executing an agreement with a person who wishes to use the Service (such agreement, the
“Usage Agreement”; the person executing the Usage Agreement with SAKURA, the “User”),
SAKURA will provide the Service to the User, under these Terms. These Terms will be applied to
the Usage Agreement, and the content of the Usage Agreement shall be governed by these Terms.

3.

Unless otherwise stated, the webpages specified in these Terms (whether specified by URL, name
or other methods) do not constitute a part of these Terms.

4.

All of these Terms, the Usage Agreement hereunder and the explanation regarding the Service by
SAKURA (including those on the website provided by SAKURA) in the Japanese language is the
official text, and those in other languages will not be considered to be the official text. If there are
differences in the content in the Japanese language and in another language, the contents in the
Japanese language will prevail, and the content in the other language will not supplement or
revise the contents in the Japanese language.

5.

The calendar such as the year, month, date and time in the Usage Agreement under these Terms
shall be according to the Japanese calendar.

6.

Unless there is a particular notice, the names of the laws and regulations in these Terms will mean
the names of the laws and regulations of Japan.

Article 2.
1.

Contents and Language of the Service

The Service is a platform service that provides data acquired by using artificial satellites (the
“Satellite Data”) and data acquired in association with positioning information (the “Groundbased Data”; the Satellite Data and the Ground-based Data, collectively as the “Satellite Data,
Etc.”), and other data, and provides the service for utilizing such data. The User may use the
Service for development, research or training purposes, and create the Secondary Deliverables set
forth in Article 13(2).

2.

The specific contents of each service provided in the Service by SAKURA will be according to as
set forth in these Terms and in the website provided by SAKURA.

3.

Unless otherwise permitted by SAKURA, the language used by SAKURA when providing the
Service will be Japanese or English. The same will apply to the Application, and the handling
after termination or expiration, of the Usage Agreement regarding the Service.

Article 3.

Notices, Reports
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1.

Notices and reports from SAKURA to the User will be made by a method SAKURA determines
to be appropriate, such as by sending an email to the email address User registered when using
the Service, delivering documents, or posting on the website provided by SAKURA. Unless
otherwise permitted by SAKURA, the language used in notices and reports will be Japanese or
English. The User must prepare at its expense and responsibility an environment that can
correctly receive and view emails using Japanese and English and an environment that can
correctly view the website provided by SAKURA.

2.

From the methods described in the preceding clause, if SAKURA gives a notice or a report by
sending an email or by posting on the website provided by SAKURA, such notice or report shall
be considered to have been made on the day that such transmission or the processing that is
necessary for enabling the transmission is completed.

3.

In the event SAKURA gives a notice or report to the User by a method described in clause 1,
even if such notice or report does not arrive at the User or if the Japanese of the email or of the
website provided by SAKURA cannot be correctly displayed, SAKURA will not bear any
responsibility for damages that arise as a result of such non-arrival or inability to be correctly
displayed.

4.

The language that can be used if the User makes a claim, notice, inquiry or other communication
to SAKURA (the “Communications”) will be Japanese or English only, regardless of the method
used for such Communications (including, but not limited to, email, mail, facsimile and
telephone), and if another language is used in the Communications, such Communications will be
deemed to have not been made.

Article 4.
1.

Amendment of Terms and Conditions

SAKURA may amend these Terms. If these Terms are amended, the amended Terms shall apply
to the Usage Agreement that has already been executed.

2.

If SAKURA amends these Terms, SAKURA shall notify User by sending an email or by posting
on the website provided by SAKURA that it will amend these Terms, the contents of the amended
Terms and the effective date of the amendment, by seven (7) days prior to making the
amendment.

Section 2.
Article 5.
1.

Usage Agreement
Usage Agreement

A person who wishes to use the Service shall enter the necessary matters on the application screen
on the website provided by SAKURA and make an application for use by transmission to
SAKURA (the “Application”; the person making the Application, the “Applicant”), and if as a
result of conducting an examination of such Application by the method designated by SAKURA,
SAKURA notifies the Applicant of the approval, the Usage Agreement will be formed when such
notice is made. Furthermore, if an item below applies, SAKURA may not approve the
Application:
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(i) If SAKURA determines that the provision of the Service regarding the Application or the
preparation and maintenance of the Server Facilities or the Telecommunications Facilities
(defined in Article 12) regarding the Service is difficult;
(ii) If SAKURA determines that there is the likelihood that Applicant will fail to perform the
contractual obligations if Applicant executes the Usage Agreement with SAKURA, such as if
Applicant has failed to perform contractual obligations with SAKURA in the past;
(iii) If SAKURA determines that there are false statements in the content of the Application;
(iv) If Applicant does not reside in any of the countries to which the Service is provided that are
separately set forth by SAKURA (the “Designated Countries”);
(v) If there is a reason provided in item (ii) or item (iii) of Article 10(1) as to the Applicant;
(vi) If the credit card or deposit account that Applicant specifies as the one to be used for the
payment of fees of the Service cannot be properly used for payment;
(vii) If the Applicant is a minor, an adult ward, a person under curatorship or is a person under
assistance who has been made subject to the ruling under paragraph (1) of Article 17 of the
Civil Code, and SAKURA determines that a consent or otherwise of a statutory agent,
guardian, curator or assistant has not been obtained for the Application, or if SAKURA
determines that the Applicant is in a similar situation in the Designated Countries;
(viii)

If SAKURA determines that significant business or technical difficulties can be

found regarding the provision of the Service to the Applicant;
(ix) If SAKURA determines that there is the likelihood that Applicant will use the Service in a
manner that will cause SAKURA to lose social credibility;
(x) If SAKURA determines that the Applicant is an organized crime-related person or a person
belonging to another anti-social organization or is a person that is equivalent to an organized
crime-related person or a person belonging to another anti-social organization in Japan; or
(xi) If SAKURA otherwise determines that it will be unreasonable to approve the Application.
2.

If SAKURA rejects the Application for the Service pursuant to the provisions of the preceding
clause, SAKURA shall promptly notify the Applicant. Furthermore, SAKURA does not bear an
obligation to disclose the reason for rejecting the Application.

Article 6.
1.

Notification of Changes to Contract Matters

If there are changes to the registered matters for the Application, the User shall promptly give
notification to SAKURA by the form designated by SAKURA.

2.

If the corporation that is the User merges, the corporation that survives after the merger or the
corporation that is newly established by the merger shall submit the documents designated by
SAKURA to SAKURA within 14 days of the effective date of the merger.

3.

SAKURA shall not bear responsibility for any damages incurred by the User or a third party due
to the notification of change in the preceding two clauses being late or due to the User failing to
make such notification, and even if a notice or report from SAKURA does not arrive or arrives
late due to such notification being late or due to the User failing to make such notification, such
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notice or report shall be deemed to have arrived as of when it would ordinarily arrive.
4.

If the following circumstances occur to the User, SAKURA will apply clause 2 and clause 3 only
if the identity or the continuation of business of the User can be recognized, and may recognize
the change of the User to the person for whom substantial sameness or substantial continuation of
business of the User can be recognized:
(i) Change from an individual to a corporation;
(ii) Division of a corporation that is the User or succession to a new corporation due to a
business transfer;
(iii) Change of the representative of a voluntary organization that is the User; or
(iv) Other change similar to the preceding items.
Inheritance

Article 7.
1.

If an individual who was the User dies, the Usage Agreement shall terminate; provided, however,
that if an heir submits documents designated by SAKURA to individually succeed the status in
such Usage Agreement, within 14 days from the commencement of inheritance, such heir shall be
able to succeed the status in the Usage Agreement.
Transfer, etc. of Status, etc. in the Usage Agreement

Article 8.
1.

The User may not transfer or provide as collateral or otherwise its status or rights in the Usage
Agreement to a third party, nor have a third party accept its status or obligations in the Usage
Agreement, without the prior written approval of SAKURA.

2.

The User shall bear all civil obligations and responsibility under the Usage Agreement or the laws
and regulations to SAKURA, regardless of the User’s involvement, for any acts (including
omissions) conducted by a third party by using the account issued by SAKURA regarding the use
of the Service.
Termination by the User

Article 9.
1.

The User may terminate the Usage Agreement, as of the termination date notified by SAKURA,
by giving notice to SAKURA by the method designated by SAKURA. Furthermore, if there are
liabilities owed to SAKURA, the User shall immediately make all payments therefor.

Article 10.
1.

Termination by SAKURA

If the User corresponds to any of the reasons provided below, SAKURA shall be able to
immediately terminate the Usage Agreement without giving any notice or demand to such User,
and if such User has liabilities owed to SAKURA, such User shall duly lose the benefit of time
and immediately make all payments thereof:
(i) If the User corresponds to an item of Article 5(1), an item of Article 12(1), an item of Article
18(1) or otherwise a prohibited matter set forth in the Terms;
(ii) If the User is late in paying the usage fee under the agreement separately executed with
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SAKURA in relation to the Service;
(iii) If the User receives a petition for attachment, provisional attachment, provisional disposition,
a disposition for failure to pay or auction, if there is a petition for the commencement of
insolvency proceedings such as bankruptcy proceedings, civil rehabilitation proceedings,
special liquidation proceedings or corporate reorganization proceedings, or the User enters
liquidation, of if SAKURA determines that the User is in a situation that is similar thereto in
the Designated Countries;
(iv) If payment is stopped, such as if notes or checks are dishonored, or there is another
significant reason where the User’s financial status has deteriorated; or
(v) If SAKURA determines that there is the possibility of SAKURA’s license or permit or other
relevant qualification will be revoked by the Government Agencies due to the User’s act
(including an omission).
Section 3.
Article 11.
1.

Usage Fee
Usage Fee

The Service will be free of charge until the later date of March 31, 2020 or a date separately set
forth by SAKURA; provided, however, that SAKURA shall be able to provide services for a
charge by executing a separate agreement with the User, in relation to the Service, and the usage
fee, payment method and payment deadline thereof and other matters shall be set forth in the
agreement executed between SAKURA and the User.

2.

With respect to after the end of the free period set forth in the preceding clause, SAKURA shall
be able to provide for a charge all or a part of the Service that had been provided for free, from a
date separately provided by SAKURA. The User who wishes to use the Service from after such
date is required to give consent upon confirming these Terms and the other contents of the
agreement regarding the use of the Service with SAKURA again.

Section 4.
Article 12.
1.

Terms of Use of the Service
Prohibited Matters

When using the Service (including the use of the Secondary Deliverables), the User may not
engage in the below acts:
(i) Act that infringes the intellectual property rights (whether in or outside of Japan), such as
copyrights, trademark rights and patent rights, of SAKURA or a third party, or an act that has
the likelihood thereof;
(ii) Act that infringes the property, privacy, portrait rights or other rights of SAKURA or a third
party, or an act that has the likelihood thereof;
(iii) Act that discriminates against or slanders, libels or insults SAKURA or a third party, aids the
discrimination against SAKURA or a third party, or damages the reputation or credibility
thereof, or an act that has the likelihood thereof;
(iv) Act that is tied to anything that is considered to be a crime under the laws and regulations of
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Japan or the laws and regulations applicable to the User (including laws and regulations that
SAKURA determines to be applicable; in addition, laws and regulations include ordinances
and rules; the same applies hereafter in these Terms), such as fraud, abuse of controlled
substances, child prostitution and illegal sale of deposit accounts and mobile phones, or an
act that has the likelihood thereof;
(v) Act of transmitting or posting images, text or other items that are considered to be obscenity,
child pornography or child abuse under the laws and regulations of Japan or the laws and
regulations applicable to the User;
(vi) Act of establishing something that is considered to be a pyramid scheme under the laws and
regulations of Japan or the laws and regulations applicable to the User, or making
solicitations thereto;
(vii) Act of altering or clearing information that can be used by the Service;
(viii)

Act of transmitting or posting harmful computer programs such as viruses;

(ix) Act of accessing without authorization (including, but not limited to, reverse engineering,
reverse compiling, reverse assembling or other act of extracting some or all of the source
codes by some other method) the facilities such as server and network equipment regarding
the Service (including those installed by the User, the “Server Facilities”), or SAKURA’s
router equipment, backbone facilities, line facilities, power supply facilities and other
facilities used by SAKURA to provide the Service (excluding the Server Facilities) (the
“Telecommunications Facilities”);
(x) Act of sending an email to others for the purpose of advertising, promoting or soliciting
(such as spam email) or an email that would cause others to feel disgust or has the likelihood
there of (harassing emails), act of interfering with the receipt of emails by others, act of
requesting the forwarding of linked emails (chain emails) and the act of sending emails
pursuant to such requests;
(xi) Act that causes an interference to the use or operation of the facilities of SAKURA or a third
party, or to the Server Facilities or the Telecommunications Facilities, or an act that has the
likelihood thereof;
(xii) Act of using the Service by a method or in a manner that causes an interference to the
communications of a third party, or an act that has the likelihood thereof;
(xiii)

An act that interferes with SAKURA’s provision of the Service, or has the

likelihood thereof;
(xiv)

Act of illegally engaging in or soliciting gaming or gambling, in light of the laws

and regulations of Japan or the laws and regulations applicable to the User;
(xv) Act of directly and expressly contracting, mediating or inducing (including requesting
others) an illegal act under the laws and regulations of Japan or the laws and regulations
applicable to the User (such as the transfer of firearms, provision of child pornography,
forgery of official documents, murder or making threats);
(xvi)

Act of posting or sending to an unspecified large number of people atrocious
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information such as a scene of a murder, information such as video of abusing animals, or
other information that would cause others to feel disgust under socially accepted conventions
or has the likelihood thereof;
(xvii)

Act of inducing or soliciting someone to kill oneself;

(xviii)

Act of having an unspecified person aid the posting or otherwise on a webpage

information that is tied to a crime or illegal act, or has a high likelihood thereof, information
that would unjustly slander, libel or insult others or infringe the privacy thereof, or
information that has the likelihood thereof;
Act that would significantly cause a nuisance to other Users or a third party, an act

(xix)

that would not be socially permitted, or an act that has the likelihood thereof;
(xx) Act that contravenes public order and morals, or an act that has the likelihood thereof;
Act that violates the laws and regulations of Japan or the laws and regulations

(xxi)

applicable to the User, or an act that has the likelihood thereof;
With respect to the User subject to the laws and regulations of the People’s

(xxii)

Republic of China (“China”), the following acts:
a.

Act of posting contents regulated by the laws and regulations of China;

b.

In the event of operating a business that requires a special license or permit according to
the laws and regulations of China, an act of posting contents without such license or
permit;

c.

Act of posting contents of dissident opinions against China;

d.

Act of posting contents of extreme opinions against the culture and customs of China;

e.

Act of posting contents that threaten to endanger the secrecy or safety of China; or

f.

Act of expressing imperialistic or feudalistic ideology or superstitions;
Act of posting a link in a manner or for the purpose of aiding one’s act while

(xxiii)

knowing that one’s act will correspond to any of the preceding items; or
An act that SAKURA otherwise determines to be inappropriate as the User of the

(xxiv)
Service.
2.

Other than the above items, SAKURA may separately set forth the prohibited matters and matters
to be noted on the website provided by SAKURA as necessary, and the User shall comply
therewith.

Article 13.
1.

Third Party Use

The User may not have anyone other than itself use all or a part of the Service (including, but not
limited to, and whether directly or indirectly, loaning or issuing the ID, account, password or
other information and letting them use the service, or letting them use services that incorporate
the Service), whether for a charge or for free.

2.

The User may have a third person (a third party using the Secondary Deliverables, the “End
User”) use for free the secondary deliverables that the User creates by using the Service (which
means something that does not preserve all or a part of the pixel construction or other information
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preserved by the Satellite Data, Etc. and is irreversible so that the Satellite Data, Etc. cannot be
reconstructed, the “Secondary Deliverables”). In such instance, the User must display the rights
under the Superior Agreements (defined in Article 15) on the Secondary Deliverables. In addition,
the User shall bear the obligation to have the End User comply with these Terms and the Superior
Agreements.
3.

If the User lets the End User use the Secondary Deliverables for a charge (the “Commercial
Use”), the User is required to separately execute an agreement with SAKURA. Furthermore, if
SAKURA determines that the execution of an agreement regarding such use is not appropriate,
SAKURA shall be able to not execute such agreement with the User, and shall not bear an
obligation to disclose the reason thereof to such User.

4.

Notwithstanding the preceding two clauses, the User may not let anyone corresponding to the
below use the Secondary Deliverables:
(i) A person who corresponds to any of Article 21(2)(i) of the Act on Ensuring Appropriate
Handling of Satellite Remote Sensing Data (Act No. 77 of 2016) (the “Remote Sensing
Act”); or
(ii) A person who does not satisfy the standard of Article 21(3)(ii) of the Remote Sensing Act.

5.

Any act (including omissions) conducted by the End User will be deemed to be an act conducted
by the User, regardless of the User’s involvement, and the User consents to bearing all civil
responsibility and obligations to SAKURA and third parties (including those that the End User
will bear to SAKURA and third parties).

6.

The User shall bear all responsibility regarding the use of the Secondary Deliverables, and
SAKURA will not bear any obligation or responsibility under the Usage Agreement regarding the
use of the Secondary Deliverables by the User or the End User, nor under any agreement executed
between SAKURA and the User regarding the use of such Secondary Deliverables.

Article 14.
1.

Maintenance and Management of Information

The User shall properly manage at its responsibility the account and password issued by
SAKURA, the Server Facilities, communications facilities, and other information, equipment,
software and systems that require maintenance and management by the User regarding the
Service, and shall bear all responsibility to SAKURA for the results arising due to such
management (including results arising due to disclosing or divulging the account or password
issued by SAKURA, or such account or password being inferred by a third party).

2.

The User shall manage and back-up at its responsibility and burden of expense the data saved on
the equipment (personal information, confidential information and all other data saved on the area
of the Equipment for the User after the commencement of the provision of the Service; the “User
Data”) that SAKURA provides for use to the User regarding the Service (the “Equipment”).
SAKURA will not have any involvement or interest in the User Data, and, unless otherwise
provided in the proviso to Article 22(2), will not bear any responsibility for the below matters, for
any reason whatsoever:
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(i) Occurrence regarding the divulgence, loss or otherwise of the User Data;
(ii) Prevention by SAKURA against the divulgence, loss or otherwise of the User Data;
(iii) Response by SAKURA if the divulgence, loss or otherwise of the User Data occurs; and
(iv) Restoration of the User Data.
3.

If the Usage Agreement of the Service ends, due to cancellation or termination, regardless of the
reason therefor, the User shall remove the User Data from the Equipment regarding the Service
by such end date of the Usage Agreement. Notwithstanding such Usage Agreement ending, if the
User Data is left behind on the Equipment regarding the Service, SAKURA may remove such
User Data and shall not bear any responsibility regarding such removal.

Article 15.
1.

Consent to Superior Agreements

With respect to the Satellite Data, Etc., equipment, the OS, applications, software and other items
used by the User in the Service (the “Utilized Equipment”), if the provider of the Utilized
Equipment has set forth conditions regarding the use of such Utilized Equipment (the “Superior
Agreements”), regardless of whether it is a terms and conditions, license or of another name, the
User bears an obligation to confirm and comply with the Superior Agreements when using the
Service, and the contents of such Superior Agreements will apply to the Service. Furthermore, the
User shall bear responsibility due to the User having breached the Superior Agreements regarding
the use of the Satellite Data, Etc., and the User shall compensate the damages incurred by
SAKURA due to such breach.

2.

Unless otherwise specified in these Terms, if there are provisions in these Terms and the Superior
Agreements regarding the use of the Satellite Data, Etc. that are inconsistent or conflict, the
provisions of the Superior Agreements shall prevail.

Article 16.
1.

Use of Data, etc.

The User may use the Satellite Data, Etc., the OS, applications and software (collectively, the
“Provided Data”) solely for the purpose of its use in the Service (including if the Secondary
Deliverables are developed for the purpose of the Commercial Use in the future), and may not use
them beyond the scope approved in the Superior Agreements (including, but not limited to,
downloads to outside the Service, reproductions and redistributions of the Provided Data that are
not licensed in the Superior Agreements). Furthermore, if the User commences the Commercial
Use of the Secondary Deliverables, the User must execute a separate agreement with SAKURA,
pursuant to Article 13(3).

2.

Copyrights and any other rights regarding the Provided Data will belong to the rights holder of
the Provided Data. SAKURA does not transfer, license or otherwise these rights to the User;
provided, however, that in the event the rights holder of the Provided Data needs a license from
SAKURA for the User to use the Provided Data in the Service, and if SAKURA determines that
such license is possible, SAKURA shall license to the User to the extent necessary for the use of
the Service, pursuant to as provided by such rights holder. The User shall always comply with the
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provisions of the Superior Agreements when using the Provided Data.
3.

If SAKURA incurs damages due to the use of the Provided Data in excess of the scope of use
permitted for the User as set forth in the preceding two clauses or to the infringement of rights of
the Provided Data set forth in the preceding two clauses, the User shall bear the responsibility to
compensate such damages.

4.

SAKURA shall not make any warranty (including, but not limited to, completeness, accuracy, and
non-infringement of third party rights), whether express or implicit, regarding the Provided Data.

Article 17.
1.

Measures against Violations, etc.

SAKURA may take any of the below measures by itself or in combination of several against the
User, if SAKURA determines that the User has engaged in an act that corresponds to a prohibited
matter set forth in Article 12 or elsewhere in these Terms, if a complaint or claim is made against
SAKURA by another party regarding the User’s use of the Service and SAKURA determines it to
be necessary, or if SAKURA otherwise determines it to be necessary for the operation of the
Service:
(i) Demand to stop the act corresponding to a prohibited matter set forth in Article 12 or
elsewhere in these Terms;
(ii) Demand to conduct consultations with such other party for resolving the complaint or claim;
(iii) Demand to remove information posted on the internet by using the Service (including
information regarding the Secondary Deliverables; the same applies in the following item);
(iv) Remove all or a part of the information that the User or the User-related party posted on the
internet through the Service from the Equipment, or place them in a condition so they cannot
be viewed by others, without prior notice;
(v) Restrict the use of a part of the function of the Service;
(vi) Temporarily suspend the provision of the Service under the provisions of Article 18(1); and
(vii) Terminate the Usage Agreement under the provisions of Article 10(1).

2.

If SAKURA takes any of the measures in the items of the preceding clause under the preceding
clause, SAKURA will notify the User of that effect, the reason and period in advance; provided,
however, that this shall not apply in the event of an emergency.

Article 18.
1.

Temporary Suspension of Provision

If any of the following reasons apply, SAKURA may temporarily suspend the provision of all or a
part of the Service to such User, or restrict all or part of the use of the Service by such User.
SAKURA will not bear any liability to the User regarding such temporary suspension or usage
restriction:
(i) If User is late in paying the usage fee under an agreement separately executed with
SAKURA;
(ii) If SAKURA determines that an interference to the execution of SAKURA’s business will
arise, such as the occurrence of an interference to SAKURA’s Server Facilities or
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Telecommunications Facilities, due to an act (or omission) of the User, or there is the
likelihood thereof;
(iii) If it is discovered that the User stated a false matter in the Application;
(iv) If the User receiving the demand in items (i), (ii) or (iii) of Article 17(1) does not respond to
such demand within the period specified by SAKURA; or
(v) If SAKURA otherwise determines that the User breached these Terms.
2.

If SAKURA temporarily suspends the provision or restricts the use of the Service, SAKURA will
notify the User of that effect, the reason and period in advance; provided, however, that this shall
not apply in the event of an emergency.

3.

Even if SAKURA temporarily suspends the provision or restricts the use of the Service under
clause 1, the User shall pay the usage fee of the Service for the period of such temporary
suspension or usage restriction.

Article 19.
1.

User’s Liability for Compensation of Damages

If the User or its agent or employee or other person related to the User causes damages to
SAKURA due to an act that breaches these Terms, the User shall compensate such damages to
SAKURA.

Section 5.
Article 20.
1.

Suspension of Provision
Suspension of Provision

If any of the following reasons apply, SAKURA may suspend the provision of a part or all of the
Service:
(i) If it is necessary for the maintenance, construction, relocation or otherwise of the Server
Facilities or the Telecommunications Facilities;
(ii) If it is necessary to prioritize communications in an emergency for the public interest because
of an occurrence of a natural disaster, incident or other emergency under the provisions of
Article 8 of the Telecommunications Business Act, or there is the likelihood thereof;
(iii) If a telecommunications carrier, etc. suspends the provision of the telecommunications
service;
(iv) If there is an order, disposition, demand or the like by a government authority of Japan or a
country other than Japan (including government agencies; the “Government Agencies”); or
(v) If SAKURA determines that an interference to the execution of SAKURA’s business will
arise, such as the occurrence of an interference to SAKURA’s Server Facilities or
Telecommunications Facilities, due to an act (or omission) of a third party, or there is the
likelihood thereof.

2.

If SAKURA suspends the provision of the Service under the preceding clause, SAKURA will
notify each User of that effect, the reason and period in advance; provided, however, that this
shall not apply in the event of an emergency.

3.

If SAKURA suspends the provision of the Service under clause 1, SAKURA shall be able to
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relocate the Server Facilities or the Telecommunications Facilities, to the extent necessary to
achieve the purpose of such suspension.
4.

If SAKURA suspends the provision of the Service under clause 1, SAKURA will not bear
responsibility to compensate damages that each User incurs due to such suspension or the
relocation or otherwise under the preceding clause.

5.

Even if SAKURA suspends the provision of the Service under clause 1, the User shall pay the
usage fee of the Service for the period of such suspension.

Article 21.
1.

Discontinuation of Provision

SAKURA may inevitably discontinue all or part of the Service due to business circumstances. In
such instance, notification shall be made in advance to the User by one (1) month prior to the
discontinuation. When SAKURA determines that a need to immediately discontinue the provision
of the Service to the User arises due to an order, disposition, demand or otherwise by a
Government Agency, the discontinuation may be made immediately without making a notification
to the User.

2.

If the provision of the Service will be discontinued under the preceding clause, SAKURA will not
bear responsibility for compensating the damages incurred by User due to such discontinuation.

Section 6.

Exclusion of Liability, etc.

Article 22.

No Warranty, Exclusion of Liability

1.

Unless otherwise specified in these Terms, SAKURA shall not make any warranty (including, but
not limited to, fitness for a particular purpose, validity of functions and effect, quality of service,
safety against threats, merchantability, completeness, accuracy, identity or integrity of the
reproduced or relocated data, non-infringement of third party rights, normal operation of the
equipment and facilities provided to the User under the Service, and normal provision of the
Service), whether expressly or implicitly, regarding the provision of the Service to the User.

2.

Unless otherwise specified in these Terms, SAKURA shall not bear responsibility, whether
responsibility for default, responsibility for tort or other legal responsibility (including both of
those in Japan and in a country outside of Japan), for compensating damages incurred by User
regarding the use of the Service (including, but not limited to, damages due to impossibility of
using the Service, defect or malfunction of an equipment, facility or software provided by the
Service, delay in the provision of the Service, damage to, loss of or theft or divulging by a third
party of the User installed data, infection by a virus or malware, and the unauthorized access,
cracking or misuse of a security hole by a third party); provided, however, that this shall not apply
if an individual (excluding instances where an individual is a part to an agreement as a business or
for the business) User incurs damages due to SAKURA’s willful act or gross negligence. In such
instance, SAKURA shall bear responsibility for compensating only the direct and ordinary
damages that arise due to the default or tort attributable to SAKURA.

3.

If SAKURA pays compensation under the preceding clause, such payment shall be made in
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Japanese yen.
4.

Notwithstanding clause 2, SAKURA shall not bear any responsibility to the User for any delay of
performance or impossibility of performance of all or a part of the Service due to a natural
disaster, war, riot, civil war, other force majeure, enactment or abolishment of a law or regulation
of Japan or a country other than Japan, an order, disposition or demand by the Government
Agencies, usage restriction of the internet, filtering or blocking of a part of the communications
via the internet, labor dispute, transportation or communication lines or other reason not
attributable to SAKURA.

5.

Disputes that arise between a third party in Japan or a country other than Japan and SAKURA or
the User due to the User’s use of the Service shall be resolved by such User at its responsibility
and burden of expense, and SAKURA will not bear any responsibility.

Section 7.
Article 23.
1.

Miscellaneous Provisions
Protection of Confidentiality of Communications

SAKURA will protect the confidentiality of communications that are handled in relation to the
provision of the Service under Article 4 of the Telecommunications Business Act, and will use or
save them only to the extent necessary to secure the smooth provision of the Service.

2.

SAKURA shall not bear a duty of confidentiality under of the preceding clause nor a duty of
confidentiality under the laws and regulations of a country other than Japan, to the extent set forth
in the Code of Criminal Procedure and the warrant, if a compulsory disposition under Article 218
of the Code of Criminal Procedure (search pursuant to a warrant) or another provision thereunder
is made, and to the extent of the request for disclosure, if the requirements for the request for
disclosure under Article 4 of the Act on the Limitation of Liability for Damages of Specified
Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification
Information of Senders (Demand for Disclosure of Identification Information of the Sender, Etc.).

3.

If the User engages in a prohibited act that corresponds to any item of Article 12 and interferes
with the provision of the Service, SAKURA may provide to a third party a part of the User’s
information that belongs to the confidentiality of communications to the extent determined by
SAKURA to be necessary to secure the smooth provision of the Service.

Article 24.
1.

Protection of Personal Information, Compliance with PCI DSS

SAKURA shall appropriately handle the personal information of the User based on the “Handling
of Personal Information” set forth on the website provided by SAKURA.

2.

SAKURA will comply with the requirements of physical security set forth by PCI DSS in
providing the Service.

Article 25.
1.

Elimination of Anti-Social Forces

The User shall represent that it and its agents, persons serving as an intermediary and persons
assisting with performance (a person who the User uses to conduct business, regardless of
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whether an individual or a corporation, and includes multiple subcontractors used through third
parties such as customers; the same applies hereafter) do not correspond to any of the below items
as of the date of commencement of the use of the Service, and covenants that they will not
correspond thereto in the future:
(i) An organized crime group, an organized crime group member, a person for whom five years
have not passed since ceasing to be an organized crime group member, an associate member
of an organized crime group, an organized crime group-related person, an organized crime
group-related business, a corporate racketeer, a group engaging in criminal activities under
the pretext of conducting social campaigns, crime groups involved in intellectual crimes and
other persons similar thereto (collectively, “Anti-Social Forces”);
(ii) Having a relationship that is recognized to be one where Anti-Social Forces substantially
controls management or is substantially involved in management;
(iii) Having a relationship that is recognized as improperly using Anti-Social Forces, such as for
the purpose of obtaining unlawful profits for itself or a third party or the purpose of causing
damages to a third party;
(iv) Having a relationship that is recognized as being involved such as by providing funds or the
like or granting benefits to Anti-Social Forces; or
(v) Having a relationship with Anti-Social Forces that should be socially condemned.
2.

The User covenants that it and its agents, persons serving as an intermediary and persons assisting
with performance will not by itself or themselves, or by using a third party, engage in fraud,
violent acts, acts using threatening language, unreasonable acts of demand that exceed legal
responsibility, acts that damage SAKURA’s credibility or interfere with SAKURA’s business,
and other acts similar thereto against SAKURA or parties related to SAKURA.

3.

If SAKURA determines that the User breached either of the preceding two clauses, SAKURA
shall be able to immediately terminate all or a part of the Usage Agreement, without giving any
notice or demand to such User, and such terminated User shall not be able to make any claims for
compensation of damages against SAKURA even if the User incurs damages due to the
termination.

4.

If SAKURA determines that the User corresponds to Anti-Social Forces, SAKURA may request
such User to explain or submit materials as needed, and such User must promptly comply
therewith. If such User does not promptly comply therewith or if SAKURA determines that such
User did not comply in good faith such as by giving a false explanation or submitting false
materials, SAKURA shall be able to immediately terminate all or a part of the Usage Agreement,
without giving any notice or demand to such User, and such terminated User shall not be able to
make any claims for compensation of damages against SAKURA even if the User incurs damages
due to the termination.

Article 26.
1.

Governing Law

These Terms and the Usage Agreement shall be governed by, and construed in accordance with,
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the laws of Japan.
Article 27.
1.

Resolution of Disputes

If a dispute, question or matter that has not been decided arises as to the Usage Agreement,
SAKURA and the User shall resolve such matter upon consultation in good faith.

2.

If the User files an action against SAKURA with respect to any dispute attributable to the Usage
Agreement or relating to the Usage Agreement, the Tokyo District Court will be the exclusive
court with jurisdiction of the first instance. If SAKURA files an action against the User,
SAKURA may file an action with the Tokyo District Court, in addition to the courts having
jurisdiction according to the respective laws of the country, and at SAKURA’s option, such
dispute can be resolved by arbitration conducted pursuant to the Commercial Arbitration Rules of
the Japan Commercial Arbitration Association in Tokyo, Japan, instead of by filing an action with
the courts, and the User will consent thereto. Such arbitration will be conducted by one (1)
arbitrator appointed by SAKURA, and the language of the arbitration proceedings will be
Japanese. The judgment of such arbitration will be binding on the User and SAKURA, regardless
of the right to appeal.

Article 28.
1.

Severability

Even if any provision of these Terms or a part thereof is determined to be invalid or unenforceable
by the Consumer Contract Act or the laws or regulations of Japan or the country in which the
User resides (if the User is a corporation, the country in which the User’s head office is located),
the remaining provisions of such terms and conditions and the remaining parts of the provision of
which a part was determined to be invalid or unenforceable shall remain in full force and effect.

Chapter 2.

Types of Services

Section 1.

Tellus Data Operation System

Article 29.
1.

Content of the OS Service

The Tellus data Operation System (the “OS Service”) is a service where the Satellite Data, Etc.
(including data uploaded by the User) can be viewed and analyzed on the screen of the Service
and a screenshot of the display screen can be taken.

Article 30.
1.

Prohibited Matters

The User may not engage in the below acts:
(i) Act of downloading the Satellite Data, Etc. provided in the Service (excluding those for
which reproduction is permitted in the Superior Agreements) outside of the Service by using
the OS Service;
(ii) Act of uploading data that exceeds the quota restriction separately specified by SAKURA or
other data determined to be improper by SAKURA; and
(iii) Act of removing or altering the display of rights embedded in the file to which the display
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screen is downloaded and providing such file to a third party.
Section 2.
Article 31.
1.

Integrated Development Environment
Content of the IDE Service

The integrated development environment (the “IDE Service”) is the development environment of
the software for analyzing the Satellite Data, Etc.

Article 32.
1.

IDE Agreement

A separate agreement with SAKURA will be required for the use of the IDE Service (the “IDE
Agreement”). The details of the terms and conditions for providing the IDE Service shall be set
forth in the IDE Agreement.

2.

The IDE Service will use the “Sakura Cloud Service” provided by SAKURA. The User shall
comply with the most recent “Basic Terms and Conditions” and the “Sakura Cloud Terms and
Conditions,” as of when the User is using the IDE Service, set forth by SAKURA.

Article 33.
1.

Term

The term of the IDE Service shall be set forth in the IDE Agreement; provided, however, that
notwithstanding the term of the IDE Agreement, if the Usage Agreement for the Service under
these Terms ends, the IDE Agreement shall also duly end.

2.

If the IDE Agreement ends, due to an expiration of the term, or is cancelled or terminated
regardless of the reason therefor, the User shall remove the User Data from the Equipment
regarding the IDE Service by such end date. Notwithstanding the IDE Agreement ending, if the
User Data is left behind on the Equipment regarding the IDE Service, SAKURA may remove
such User Data and shall not bear any responsibility regarding such removal.

Article 34.
1.

Prohibited Matters

The User may not engage in the below acts:
(i) Act of using the IDE Service for purposes other than the analysis of the Satellite Data, Etc.
provided in the Service;
(ii) Act of downloading the Satellite Data, Etc. provided in the Service (excluding those for
which reproduction is permitted in the Superior Agreements) outside of the Service by using
the IDE Service; and
(iii) Act of providing the Secondary Deliverables created by using the IDE Service without
displaying thereon the rights set forth in the Superior Agreement.

Section 3.
Article 35.
1.

API and Computing Resource
Content of the API Service

The API is an interface that summons the Satellite Data, Etc. provided by the Service and enables
their use, and the computing resources (the “Computing Resource”) is the server function or the
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Server Facilities can be used for the analysis of the Satellite Data, Etc. summoned by the API (in
this Section, the API and the Computing Resource collectively as the “API Service”).
Article 36.
1.

API Agreement

A separate agreement with SAKURA will be required for the use of the API Service (the “API
Agreement”). The details of the terms and conditions for providing the API Service shall be set
forth in the API Agreement.

2.

The API Service will use the “Sakura VPS Service,” the “Sakura Cloud Service” or the “Sakura
Exclusive Server Service” provided by SAKURA. The User shall comply with the most recent
“Basic Terms and Conditions” and the terms and conditions by service for the services used, as of
when the User is using the API Service, set forth by SAKURA.

Article 37.
1.

Term

The term of the API Service shall be set forth in the API Agreement; provided, however, that
notwithstanding the term of the API Agreement, if the Usage Agreement for the Service under
these Terms ends, the API Agreement shall also duly end.

2.

If the API Agreement ends, due to an expiration of the term, or is cancelled or terminated
regardless of the reason therefor, the User shall remove the User Data from the Equipment
regarding the API Service by such end date. Notwithstanding the API Agreement ending, if the
User Data is left behind on the Equipment regarding the API Service, SAKURA may remove
such User Data and shall not bear any responsibility regarding such removal.

Article 38.
1.

Use of Tokens

The User shall properly manage the API tokens and other information issued by SAKURA to the
User (the “Tokens”) at its responsibility, and shall bear all responsibility to SAKURA for the
results arising due to such management (including results arising due to disclosing or divulging
the Tokens to or the Tokens being inferred by a third party).

2.

The User shall only be able to use the Tokens in the Computing Resource and may not use them
from environments outside of the Service.

3.

The User may not let a third party use the Tokens nor loan, transfer, sell, pledge or otherwise the
Tokens to a third party.

4.

The User may not use the Tokens issued by SAKURA to a third party other than the User.

Article 39.
1.

Prohibited Matters

The User may not engage in the below acts:
(i) Act of using the API Service for purposes other than the analysis of the Satellite Data, Etc.
provided in the Service;
(ii) Act of downloading the Satellite Data, Etc. provided in the Service (excluding those for
which reproduction is permitted in the Superior Agreements) outside of the Service by using
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the API Service;
(iii) Act of sending requests in excess of the API’s request restriction separately set forth by
SAKURA; and
(iv) Act of providing the Secondary Deliverables created by using the API Service without
displaying thereon the rights set forth in the Superior Agreement.
Section 4.
Article 40.
1.

Other Services
Addition and Changes to Service

SAKURA may make reasonable renewals to the Service at any time, and shall be able to make
additions and changes of services.

Supplementary Provisions
Article 1.

Commencement of Application

These Terms and Conditions have been enacted on, and will apply from, February 21, 2019.
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