
 

 

「KDDI IoTクラウド ～マットセンサー～」利用規約 

 

「KDDI IoTクラウド ～マットセンサー～」(以下「本サービス」といいます)のご利用に

あたっては、以下の「KDDI IoTクラウド ～マットセンサー～」利用規約(以下「本利用規

約」)の内容に承諾いただく必要があります。 

 

第1条 (適用) 

1. KDDI株式会社(以下「当社」といいます)は、本利用規約に従って本サービスを提供し

ます。当社が本サービスの円滑な運用を図るため定める本サービスの利用に関する諸

規定(ご利用条件等を含みますが、これらに限られません)は、本利用規約の一部を構

成するものとします。本サービスの提供にあたり、本利用規約に定めのない事項は、

当社が別に定める「KDDIソリューションサービス基本要綱」（以下「基本要綱」とい

います）に基づくこととします。 

2. 本利用規約には、お申し込み時に定める本サービスを利用するための専用機器(以下

「本サービス機器」といいます)を当社がお客様にレンタルし、お客様がこれを借り

受ける場合の条件も合わせて定めるものとします。本サービス機器のレンタルにあた

り、本利用規約に定めのない事項は、基本要綱に基づくこととします。 

3. 本利用規約には、本サービスを利用するための通信回線(以下「本サービス回線」と

いいます)を、お客様が利用する場合の条件も合わせて定めるものとします。本サー

ビス回線の提供にあたり、本利用規約に定めのない事項は、当社が別に定める

「SORACOM Air for セルラー 通信サービス契約約款」（以下「本約款」といいます）

に基づくこととします。本サービス回線はお客様にレンタルされる本サービス機器に

予め設定した状態で提供されます。本サービス回線は、本サービス利用以外の目的で

の利用は原則禁止とします。 

4. 当社は、民法の定めに従い、本利用規約、基本要綱及び本約款（以下総称して「本利

用規約等」といいます）を変更することができます。この場合、本サービスの提供条

件は変更後の本利用規約等によります。なお、当社は、変更後の本利用規約等及びそ

の効力発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後

の本利用規約等は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

5. 本利用規約の内容と基本要綱又は本約款の内容とが矛盾・抵触する場合は、本利用規

約の内容が優先して適用されるものとします。 

6. 本サービスから連携された他のサイトの利用については、当該サイトの利用規約等に

同意のうえ、それに従ってご利用いただくものとし、当社はお客様の当該サイトの利

用について一切責任を負わないものとします。 

7. お客様が本サービスの利用を通じ商品を購入する場合であっても、当社は商品の売買



 

 

契約及び代金決済には一切関与しません。 

 

第2条 (ご利用に係る契約) 

1. お客様が本利用規約に同意し、且つ「KDDI IoTクラウド ～マットセンサー～」利用申

込書を提出した時点をもって、お客様と当社との間で本サービスのご利用に係る契約

(以下「本サービス利用契約」といいます)が成立するものとします。 

2. 当社は、本サービス利用契約の締結如何に依らず、お客様が下記の事項の何れか一つ

に該当することが判明した場合には、当社は当社の裁量で本サービス提供を拒否する

ことができるものとします。 

① 本サービス利用申込みに際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義や架空

名義の利用・虚偽記載・誤記等、事実と異なる記載または記載漏れがある場合 

② 第１０条に規定の禁止事項または第１０条に規定の本サービス停止・取り消し事

項を行っているまたは行っていると合理的に推定できる場合 

③ お客様が過去に本サービス利用に際し、本サービス利用契約違反を繰り返した場

合、またはこのような者であると合理的に疑われる場合 

④ その他、当社が本サービスの提供を不適切または不可能と判断した場合 

 

第3条 (本料金) 

1. 本サービスは、お申込み時に定める料金(以下「本料金」といいます)でご利用いただ

けます。但し、初期設定費用、設置費用等は本料金とは別にお客様のご負担となりま

す。 

2. 本料金には本サービス回線の回線利用料も含まれます。但し、本サービスを利用する

目的以外で本サービス回線を利用して生じた回線利用料は別途お支払いいただくもの

とします。 

3. 前２項に定める本料金その他の費用は、お申し込み時に定める方法、条件でお支払い

頂くものとします。 

 

第4条 (最低利用期間) 

本サービスはお申し込み時に最低利用期間を定めます。ご利用開始から定められた最低利

用期間を経ずに契約解除された場合は、違約金として、最低利用期間の残期間に対応する

本料金を全額お支払い頂きます。 

 

第5条  (本サービス利用契約の延長) 

本サービス利用契約が満了する日または最低利用期間が完了する日の 6 週間前までに、お

客様から当社に対し書面にて何らの意思表示がないときは、本サービス利用契約期間を同

一の条件をもってさらに 1年間延長するものとし、以後も同様とします。 



 

 

 

第6条 (保証の範囲) 

1. 当社は、本サービス利用契約及び個別契約等に別段の定めがある場合を除き、本サービ

ス機器の引き渡し時において本サービス機器が正常な性能を備えた状態で引き渡され

ることを保証します。 

2. 本サービス機器の引き渡し後の保証及びその期間については、お申し込み時に定める

条件に従うものとします。 

 

第7条 (本サービス機器の使用・維持) 

1. 本サービス機器の使用・維持にあたり、お客様は善良な管理者の注意義務を払い、且つ

官公庁等の規則、指示を遵守します。 

2. 本サービス機器の保守、メンテナンスに係る費用はお客様がその費用を負担します。た

だし、当社の責に帰すべき事由により必要となった保守、メンテナンスに係る費用は、

当社が負担するものとします。 

 

第8条 (知的財産権) 

1. 本サービスに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他の権利は、当社または当

社に対し使用許諾を行っている第三者に帰属します。 

2. お客様は、当社及び第三者の許諾を得ずに本サービスに関する情報の翻訳、編集及び改

変等を行い、または第三者に使用させたり公開することはできません。また、お客様は、

著作権法に定める私的使用の範囲を超えて本サービスに関する情報を複製することは

できません。 

3. お客様が本条の規定に違反して問題が生じた場合、お客様は、自己の費用と責任にお

いて問題を解決するものとし、当社に迷惑や損害を与えてはなりません。 

4. 本サービスの提供に際し、当社は日本国外における権利者の知的財産権に対していか

なる保証もせず、また一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失によ

る場合はこの限りではありません。 

5. 本サイト上には商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下、総称して「商標等」といい

ます。）が表示される場合がありますが、当社は、本利用規約によりお客様その他の

第三者に対し何ら当該商標を譲渡し、または使用を許諾するものではなく、お客様

は、本サイト上の未登録商標に対し商標登録の出願をしてはならないものとします。

また、お客様は本サービスに関わる発明その他の知的財産に関し特許権、実用新案

権、意匠権、商標権の出願申請を行う、著作権に関する登録を申請する等の行為はし

てはならないものとします。 

 



 

 

第9条 (情報の利用) 

1. 当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報について、当社が別に定める

「プライバシーポリシー」に従って適切に取り扱うものとします。 

2. 当社は、「プライバシーポリシー」に基づき、本サービス提供及びこれに付随する業

務に必要な範囲で個人情報、登録情報その他お客様に関する情報の取扱いを業務委託

先に委託することができるものとします。 

3. 本サービスを利用することによる、商品等の残高情報の取得、管理、蓄積、更新等

は、お客様自身が本サービスを利用することにより自らの意思で行う行為であり、お

客様は、これらの行為により生ずる結果全てについて責任を負い、当社は、これらの

行為により生ずる結果について一切責任を負わないものとします。ただし、当社の故

意又は重過失による場合はこの限りではありません。 

4. お客様は、当社がお客様のアクセスログデータ、暗号化された個人情報、その他の情

報を取得して本サービスの改良、開発等に利用することに同意するものとします。 

5. お客様は、本サービスを利用して取得した全ての情報に関連する一切の判断を、お客

様自身の責任の下で行うこと及び当該判断により行われた取引等の一切の結果につい

て当社が責任を負わないこと並びに、本サービスの利用に関してお客様と第三者との

間で紛議が生じた場合、当社の故意又は重過失による場合を除き、お客様は当社に対

して一切責任を追及できないことを予め了承するものとします。 

6. 当社は、本サービスの適切な運用のため、お客様の購買情報その他本サービスの利用

状況等に関する情報を確認することがあります。お客様は、自己の本サービスの利用

状況等が当社によって確認される可能性があることにあらかじめ同意するものとしま

す。 

7. 本サービスによって当社が確認する情報の内容及び期間については、当社が任意に定

めることができるものとし、お客様は、これにあらかじめ同意するものとします。 

8. 当社は、お客様の購買情報その他本サービスの利用状況等に関する情報に関し、当月

期を含む直近の６ヶ月期分を保存します。但し、これらの情報が損失しても当社は何

ら責任を負わないものとし、お客様は、これにあらかじめ同意するものとします。 

9. 当社は、当社との個別契約に基づき委託先へ本サービスの運用を通じて取得した情報

を提供することがあります。当該情報の提供は当社の判断により決定できるものと

し、お客様は、これにあらかじめ同意するものとします。 

10. 当社は、本サービス提供に伴い取得する個人が特定可能な情報を除くユーザー属性情

報、商品・在庫情報及び購買・発注データサービス利用情報(以下、「サービス利用情

報」といいます。)を、当社の裁量に基づき、本サービス内に限らず、あらゆる用途

と場所において自由に複製、翻訳、編集及び改変等して使用し、第三者に提供し、内

容を調査し、本サービス及び本サービス以外の広告宣伝活動に利用し、本サービスま

たは本サービス以外の広告等と組み合わせて編集及び掲載し、並びに第三者がこれら



 

 

を行うことを許諾することができるものとします。 

11. 当社が許諾する第三者は、お客様に対して何ら告知することなく、本条１０項に記載

する行為を行うことができ、また当該行為についてお客様に対しいかなる対価、報酬

の支払いも必要としないものとします。お客様はこれらを予め異議無く承諾し、当社

が許諾する第三者に対して当該行為に関する一切の責任を免除し、著作者人格権その

他の権利を行使しないものとします。 

 

第10条 (禁止事項) 

1. お客様は、本サービスをお客様が利用するためにのみ利用できるものとし、広告目的

等、当社が事前に書面により同意又は許可した目的以外での利用及び二次利用を一切

してはならないものとします。 

2. お客様は、本サービスに関して以下の行為を一切行ってはならないものとします。 

① 当社及び第三者の権利を侵害するまたはその虞がある行為 

② 本サービスの運営を妨害する又はその虞がある行為 

③ 法令に違反する又は違反する可能性がある行為 

④ 当社が定めた方法以外の方法で本サービスの一部若しくは全部を利用する行為、

又はその虞がある行為 

⑤ 本サービスを利用する目的以外で本サービス回線を利用する行為 

⑥ 本サービスと同種又は類似のサービスを行う行為（但し当社の書面による事前許

諾を得た場合は除く） 

⑦ 商業用の広告・宣伝行為、またはそれと疑わしき行為。但し、当社が許諾した場

合は除く 

⑧ 利用にあたり虚偽の申告、届出を行なう行為 

⑨ 訴訟中及び今後訴訟になりうる行為。 

⑩ 他のお客様の個人情報を収集・蓄積する行為 

⑪ その他合理的な理由に基づき不適当と判断される行為 

3. お客様は、本サービス及び本サービス機器に係るいかなる権利又は義務も第三者に移

転又は譲渡することはできません。 

4. お客様は、本サービス及び本サービスを通じて得るデータ及び情報等について、当社

の事前の承諾を得ることなく無断で、転載・複製・複写・修正・改変・公衆送信・頒

布・貸与・翻訳・翻案・二次的著作物の作成、リバースエンジニアリング、逆コンパ

イル、逆アセンブル等を行うことはできず、また、第三者に譲渡、使用許諾、その他

の処分を行うことはできません。 

5. 理由の如何を問わずお客様は本サービス機器を当社の書面による同意なく移転、改

造、加工、分解、転貸及び第三者への譲渡、担保に差入れる等、当社および当社パー

トナーの所有権を侵害するような行為を一切しないものとします。 



 

 

 

第11条 (連絡・通知事項) 

1. お客様及び当社は次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面によ

り相手方当事者に通知します。 

① 名称又は商号を変更したとき。 

② 住所を移転したとき。 

③ 代表者を変更したとき。 

④ 事業の内容に重要な変更があったとき。 

2. 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡または通知、及び

本利用規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡または通知は、当

社の定める方法で行うものとします。 

3. 当社は、お客様が登録したメールアドレスに広告・宣伝等のメールを配信することがあ

ります。 

 

第12条 (免責) 

1. お客様は、本利用規約の内容を理解した上で、本サービスをお客様自身の責任で利用す

るものとします。 

2. 当社は、本サービスの内容及び結果について、その完全性、正確性、安全性、目的適合

性又は有用性等につき、何ら保証するものではなく、当該内容及び結果が第三者の権利

を侵害しないことについて何ら保証するものではありません。 

3. 当社は、お客様が本サービスを利用することにより知り得た口座情報や個人情報に起

因して損害を受けた場合、事由の如何を問わず、何らの責任を負わないものとします。

ただし、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。 

4. 当社は、本サービス利用に必要な当社製品の機器を使用するにあたり、当社が指定する

方法以外での使用をした場合、その他お客様の使用上の不注意によって生じた損害に

ついては、当社は何ら責任を負わないものとします。 

5. 当社は、通信回線の障害その他事由の如何を問わずあらゆる場合でも、お客様が本サー

ビスの提供を受けられなかったとしても、当社は何ら責任を負わないものとします。た

だし、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。 

6. 当社は本サービスにおけるいかなるデータ、情報についてもウイルス等の不可抗力の

要因により消去・変更されないことを保障するものではありません。お客様は、かかる

データ、情報を自己の責任において適宜保存するものとします。 

7. お客様が本サービスの利用に関して被った財産的損害、信用損害、その他一切の損害に

ついて、当社は、事由の如何を問わず何ら責任を負わないものとします。ただし、当社

の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。 

8. 当社及び情報提供者は、原則として、お客様間の通信や活動に関与しません。万一お客



 

 

様間で紛争や問題が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。 

9. お客様以外の第三者とお客様との間で紛争が起こった場合には、紛争の当事者である

お客様は自己の責任でこれ解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。また、

当該第三者が損害を被った場合には、当該お客様がこれを賠償するものとし、当社は一

切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではあり

ません。 

10. 当社は、本サイト上のいかなる情報をも、更新または訂正する義務を負いません。 

 

第13条  (追加、変更、廃止等) 

1. 当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスで提供される機能の全部又は一

部を追加、変更又は廃止することができるものとします。                                     

第14条 (中断) 

1. 当社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむえな

い理由により本サービスの提供を中断することがあります。 

2. 当社が本サービスを中断する場合、中断の 3 日前までにお客様に事前に通知を行うも

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. 1項に基づく中断によりお客様に損害等が生じた場合であっても、当社は当該損害等に

ついて一切責任を負わないものとします。 

 

第15条 (中止)  

1. 当社は、やむを得ない事由により、本サービスの提供を中止することがあります。 

2. 当社は、当社が本サービスを終了する場合、その終了予定日から１ヶ月前までにお客様

に事前に通知を行うものとします。 

3. 1項に基づく中止によりお客様に損害等が生じた場合であっても、当社は当該損害等に

ついて一切責任を負わないものとします。 

 

第16条 (本サービス利用契約の終了等) 

1. お客様は、当社に対し書面にて解約の通知を行うことにより、本サービス利用契約を解

除することができます。 

2. 当社は、お客様が第 10条に違反した場合、お客様に事前に通知又は催告を行うことな

く、本サービス利用契約を解除することができます。 

3. 当社は、事由の如何を問わず本サービス利用契約が終了した場合、お客様が本サービス

を利用して保存した情報、お客様の本サービスご利用に係る情報等をすべて消去する

ことができるものとします。 

4. 理由の如何を問わず本サービス利用契約が終了する場合には、本サービス利用契約終

了日より 2 週間以内に、お客様の費用負担において本サービス機器の取り外し及び本



 

 

サービス機器が正常な性能を備えた状態で当社へのご返却いただくものとします。 

5. 当社は下記の事項の何れか一つにでも該当することが判明した場合、当社の裁量によ

り、当該お客様の本サービス利用を一時停止または取り消すことができるものとし、当

該お客様は予め異議無くこれを承諾するものとします。 

① 本規約上の義務に違反した場合 

② 本サービスの運営・保守管理上、必要であると当社が判断した場合 

③ 反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営

若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しく

は関与を行っていると当社が判断した場合 

④ 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更

生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった

場合 

⑤ 自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合 

⑥ 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 

⑦ 租税公課の滞納処分を受けた場合等、本サービス利用に係る料金支払能力に重大

な疑義が生じた場合 

⑧ その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合 

6. 前項に基づき本サービスの利用を一時停止する場合、当社はお客様に対する通知・催告

をもって、当社が指定する一定の期間内にお客様自身において前条に違反する事由を

除去すべき旨を告知するものとし、お客様は当該期間内にかかる告知に従い、前条に違

反するまたは違反する可能性がある事由を解消するものとします。 

7. 前項の期間内に前条に違反する可能性が消滅したと当社が判断できない場合、当社は、

お客様に通知したうえで、当該お客様の本サービス利用を取り消すことができるもの

とし、お客様は当社による当該措置に対し異議を述べず、当社からお客様に対する損害

補填義務等も発生せず、お客様より当社へ損害賠償請求を行わないものとします。なお、

本サービスの利用停止期間中に発生した本サービス利用契約に基づく当社への料金支

払いに関し、当社はお客様への返還義務を負わないものとします。 

8. 当社が本条の規定に基づいてお客様のサービス利用を取り消した場合、当該お客様が

当該取消日から１年以内に当社による当該お客様の本サービス利用停止または取り消

しに関する判断について重大な誤りがないことを立証しない限り、当社所定の方法に

より通知することをもって、当該お客様の本サービス利用契約を解約することができ

ます。但し、本条第５項に該当する場合、当該規定が本項に優先します。 

9. 当社は、お客様が本条第５項所定の事由に該当し、かつ、当社の業務遂行に支障を来た

すと当社が判断した場合には、事前の通知なしに直ちに本サービス利用契約を解約す

ることができるものとし、お客様は異議無くこれを承諾するものとします。 

10. 当社は、本条に基づく本サービス利用契約の解約及びそれに伴う行為によりお客様及



 

 

びその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。 

11. お客様は、本条に基づく本サービス利用契約解約後も当社が第９条に定める方法によ

り当該お客様の本サービス利用情報を保有・利用すること、及び本サービス利用契約の

解約後も当社及びその他の第三者に対する一切の義務（損害賠償義務を含みますが、こ

れに限りません。）を免れるものではないことを、予め異議無く承諾するものとします。 

 

第17条 (本サービス機器の滅失又は紛失) 

1. お客様の責に帰すべき事由によりお客様が本サービス機器を滅失又は紛失した場合、

ただちにその旨を当社へ通知するものとします。 

2. お客様の責に帰すべき事由により本サービス機器を滅失または紛失した場合、当社の

選択により、本サービス機器の代替機器の購入代金相当額または修理代金相当額をお

客様負担にてお支払いただくものとします。 

 

第18条 (通信の秘密) 

1. 当社は、電気通信事業法に基づき、お客様の通信の秘密を守ります。ただし、本規約に

定める場合またはお客様サービス提供の必要上やむを得ないと当社が判断した場合、

またはお客様から同意を取得した場合はこの限りではありません。 

2. 本サービスの提供にあたって、本サービス機器の設定情報、通信場所、通信時間、通信

先および測定した重量情報については、通信の秘密の対象から除外するものとし、お客

様はこれに同意したものとします。 

3. 当社は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、当該各号に定める範囲内において前

項の守秘義務を負わないものとします。 

① 刑事訴訟法または犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処

分または裁判所の命令が行われた場合 

② 法令に基づく行政処分が行われた場合 

③ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法

律第４条に基づく開示請求の要件が満たされていると当社が判断した場合 

④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合 

⑤ その他当社が必要と判断した場合 

 

第19条 (損害賠償) 

1. 当社は、本サービス利用によりお客様その他の第三者に生じた一切の損害につき、重大

な過失または故意がある場合を除き、その賠償義務を負いません。 

2. 当社は、お客様その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害

（間接損害や逸失利益を含みます）に関し、損害の可能性を当社に対し事前に通知され

ていた場合にも、重大な過失または故意がある場合を除き、一切の責任を負わないもの



 

 

とします。 

3. 本条 1 項及び 2 項に規定される、当社の重大な過失または故意による当社が責を負う

事由により、お客様が損害を被った場合は、当社は 1か月分の本料金を上限としてお客

様に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとします。 

 

第20条 (完全合意、分離可能性) 

1. 本利用規約は、本利用規約に含まれる事項に関する当社とお客様との完全な合意を構

成し、口頭または書面を問わず、本利用規約に含まれる事項に関する当社とお客様との

事前の合意、表明及び了解に優先します。 

2. 本利用規約、個別規定及び追加規定は、本サービスに関する事項について当社とお客様

との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本利用規約に含まれる事項に関す

る当社とお客様との事前の合意、表明及び了解に優先します。なお、本サービス利用に

関し、当社と利用者が個別契約を締結する場合、当該個別契約に明示的な規定がない限

り、本利用規約の規定が優先するものとします。 

 

第21条 (裁判管轄) 

お客様との間で本利用規約の内容について疑義又は本サービスに関して争いが生じた場合

には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第22条 (準拠法) 

本利用規約は、日本国の法律に基づき解釈されます。 

 

 

以上 

 

改訂履歴 

施行 2019年 3月 25日 初版発行 

改訂 2020年 3月 31日 第 2版発行 


