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G-Station Manager 等サービス利用規約 

 →2021 年 4 月 1 日より会員規約を変更いたします。  

 

＜変更内容＞  

2021 年 4 月 1 日より合同会社日本充電サービス（NCS）は株式会社 e-Mobility Power

（eMP）へ事業の承継されることにより、規約中の会社名を NCS から eMP 変更致します。 

 

 

 G-Station Manager 等サービス利用規約 

 

本規約は、本申込書により、G-Station その他電気自動車用充電器（以下「充電器」といいま

す。）の使用に係るサービスを申し込んだ申込者とトヨタコネクティッド株式会社（以下「弊社」

といいます。）との間における G-Station Manager 等の使用に係るサービスに関する一切の事項

について、適用されます。 

第１章 総論 

 

（サービス規約等の適用範囲及び変更） 

第１条 本規約に付随、関連する諸規定は、この「G-Station Manager サービス利用規約」その

他付属の規約（以下合わせて単に「サービス規約」といいます。）の一部を構成するも

のとします。 

２ 弊社は、個別の登録設置者（次条で定義します。）と合意することなく、サービス規約

を変更（サービス規約を補充する諸規定の追加を含みます。）することができるものと

します。この場合、登録設置者に対し、サービス規約を変更する旨および変更後のサー

ビス規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に周知するものとします。 

３ 前項の周知は、当該効力発生日の 7 日前までに、下記のアドレスのウェブサイト（以下

「本サイト」といいます。）に掲載することにより行うものとします。 

記 

【URL】http://www.toyotaconnected.co.jp/G-Station/pdf/kiyaku.pdf 

 

４ サービス規約と第１項の諸規定の内容が異なるときは、諸規定の内容が優先して適用さ

れます。 

 

（定義） 

第２条 サービス規約において、次の用語はそれぞれ以下に定める意味で、用いられるものとし

ます。 

（１）登録設置者 

申込者のうち、サービス規約所定の手続きに従って、登録設置者向けサービスを
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受けるための登録を申し込み、弊社がこれを承諾した者 

（２）登録設置者向けサービス 

弊社が登録設置者に対して、サービス規約に基づき提供するサービス 

（３）登録設置者用サイト 

登録設置者が登録設置者向けサービスの一部又は全部を受けるためにアクセスす

る各登録設置者固有のウェブサイト 

（４）登録設置者用ＩＤ等 

登録設置者が、登録設置者用サイトにアクセスするのに必要なＩＤ及びパスワー

ド 

（５）会員 

充電器利用に係るサービスの会員規約を承諾し、所定の手続きに従って弊社へ会

員登録を申し込み、弊社がこれを承諾した者 

（６）充電サービス 

Ｇ－Ｓｔａｔｉｏｎその他の電気自動車用充電器のコネクタに適合する電気自動

車等の電気挿入口に接続して電気自動車等を充電する、登録設置者提供のサービ

ス 

（７）有料充電サービス 

充電サービスのうち、会員に有料で提供されるサービス 

（８）ｅＭＰ 

株式会社ｅ‐Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒ 

（９）ｅＭＰ設置加盟・提携店契約 

登録設置者が所有又は使用権原を有する本件充電器をｅＭＰに独占的に利用させ

ること等に関して合意し定めた、登録設置者とｅＭＰとの間で締結する契約 

（10）認証プロバイダー非会員料金徴収契約 

登録設置者保有の充電器にかかるｅＭＰビジター会員からの利用料金の徴収方法

等について弊社及びｅＭＰの役割を定めた、弊社とｅＭＰとの間の契約 

（11）ｅＭＰ加盟契約者 

ｅＭＰと充電器設置加盟店となる契約を締結した登録設置者 

（12）ｅＭＰ提携契約者 

ｅＭＰと充電器設置提携店となる契約を締結した登録設置者 

        （13）非ｅＭＰ設置登録者 

       ｅＭＰ加盟契約者でもなく、ｅＭＰ提携契約者でもない設置登録者 

（14）ビジター会員 

充電サービスを利用する都度、充電サービスの利用契約を登録設置者又はｅＭＰ

と締結する者 

 

第２章 登録設置者の申込み 
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（登録設置者の申込み） 

第３条 登録設置者となるためには、弊社所定の申込用紙に必要事項を記入し、当該申込書及び

サービス規約に定める条件に同意した上でこれを自ら弊社に提出する必要があります。 

２ 前項の申込みを弊社が承諾した時点で登録設置者向けサービスの利用契約（以下「本契

約」といいます。）が成立するものとします。 

 

（登録設置者において準備が必要なその他の事項） 

第４条 登録設置者が、登録設置者向けサービスを受けるためには、インターネットに接続可能

なパソコン等の弊社が別途指定するデバイス（以下単に「デバイス」といいます。）を

準備する必要があり、これを契約期間中維持しない場合には、登録設置者向けサービス

の全部又は一部を受けることができません。 

２ 登録設置者が、登録設置者向けサービスを受けるためには、通信可能な電子メールアド

レスを準備してこれを弊社に届け出る必要があり、この電子メールアドレスを契約期間

中維持しない場合には、登録設置者向けサービスの全部又は一部を受けることができま

せん。 

 

（登録申込みの拒否） 

第５条 弊社は、登録設置者の申込者が次のいずれかに該当する場合、登録設置者としての登録

を承諾しません。ただし、弊社が特に認めた場合を除きます。 

（１）個人利用（個人が事業以外で利用する行為）を目的とする場合 

（２）弊社が求める登録設置者の申込みに必要な事項（個人情報を含みます。）を、申

込用紙に記入しない場合、若しくは記入に虚偽、誤記又は漏れがあることが判明

した場合 

（３）サービス規約違反などにより登録設置者としての登録が取り消されたことがある

ことが判明した場合 

（４）反社会的勢力又はそのおそれがあることが判明した場合 

（５）弊社が、登録設置者としてふさわしくないと判断した場合 

 

第３章 登録設置者向けサービスに関する事項 

 

（登録設置者向けサービスの提供） 

第６条 弊社は、登録設置者に対して有料で、別表に記載の登録設置者向けサービスを提供する

ものとし、登録設置者は、弊社の定める方法に従い、登録設置者向けサービスを利用す

るものとします。 

 

（登録設置者向けサービスの提供方法） 

第７条 前条記載の登録設置者向けサービスは、その契約期間中、２４時間３６５日提供される
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ものとします。ただし、サービス規約所定の事由により一時中断することがあります。 

  ２ 登録設置者は、弊社指定のネットワーク環境がない場合又は指定ネットワーク環境への

接続が困難な場合、携帯通信(４Ｇ/ＬＴＥ)を使用するものとします。なお、登録設置

者は、弊社所定の通信費を支払うものとします。 

 

（登録設置者向けサービスの利用の対価） 

第８条 登録設置者は、登録設置者向けサービスの利用の対価（以下「サービス料金」といいま

す。）として、弊社に対して、予め届け出て承認を受けた方法により、本申込書で定め

た充電器１台当たりのサービス料金に、充電器の使用台数を乗じた額を支払わなければ

なりません。なお、サービス料金にかかる各種税法の定める税率は、税法の改定により

変動した時は、変動後の税率に自動改定されるものとします。なお、サービス料金は、

弊社の特段の指定がない限り、当該充電器の設置検収が完了した日の属する月の翌月１

日から発生するものとします。 

２ 登録設置者は、弊社が委託若しくは再委託した会社が、弊社に代わってサービス料金を

集金する場合があることを承諾するものとします。 

３ 本条第１項のサービス料金の支払方法は、月払いと年額（一括）払いの中から申込書で

定めるものとします。なお、サービス料金を年額（一括）払いで支払う場合、登録設置

者から登録の終了の申し出があったとしても、既に支払われた金額は返還しないものと

します。 

４ サービス料金は、年額（一括）払いの場合は毎年５月末日に、月払いの場合は当月末締

翌月の請求に従い、翌月末日までに支払われるものとします。 

５ 登録設置者は、弊社所定の手続きにより、支払方法の変更をすることができるものとし

ます。 

６ 登録設置者と収納代行会社又は金融機関などとの間で紛争が発生した場合は、各々該当

する当事者間で解決するものとし、弊社には一切の責任はないものとします。 

 

（遅延損害金） 

第９条 登録設置者は、サービス料金の支払いに関して、弊社の指定する支払期日を経過しても

なお支払いが行われない場合は、支払期日の翌日から支払い日までの日数について、年

１４．６パーセント（１年を３６５日とする日割計算によります。）の割合で計算して

得た金額を、遅延損害金として支払うものとします。 

 

（登録設置者向けサービス等に関する責任） 

第10条 登録設置者又は登録設置者用ＩＤ等を使用した者（登録設置者の役員、従業員を含みま

すが、これらに限られません。以下本条において登録設置者と合わせて「登録設置者

等」といいます。）が登録設置者向けサービスを受けるにあたり、又は充電サービスを

行うにあたり、登録設置者等自身又は第三者に対して生じた損害について、弊社は責任
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を負いません。 

２ 登録設置者は、登録設置者等が登録設置者向けサービスを受けるにあたり、又は充電サ

ービスを行うにあたり、第三者に対して故意又は過失により損害を与える行為をした場

合には、損害を被った者に対して賠償責任を負います。 

３ 万が一、登録設置者等による前項の行為に起因して、弊社が自ら又は第三者の判断に基

づき損害賠償を履行した場合には、弊社は登録設置者に対してこれを求償することがで

きます。 

 

第 4章 その他の事項 

 

（登録設置者向けサービスの利用） 

第11条 登録設置者は、登録設置者向けサービスを登録設置者のみ利用することができ、第三者

にこれを利用させることはできません。ただし、弊社が特に認めたもの（以下「許諾

者」といいます。）に限り利用することができます。登録設置者は許諾者に対しサービ

ス規約を遵守させるものとし、当該規約を違反したことにより発生した一切の損害につ

いて賠償する責めを負うものとします。 

２ 前項にかかわらず、登録設置者は、自己の役員及び従業員に前項のサービスを利用させ

ることができます。ただし、これらの者による行為の責任は、登録設置者が全て負うも

のとします。 

 

（登録設置者による有料充電サービスの提供） 

第12条 登録設置者は、登録設置者向けサービスを利用して、（a）非ｅＭＰ設置登録者である

場合には当該充電器を認証可能なカード会員及びビジター会員に対し、（b）ｅＭＰ提

携契約者である場合にはビジター会員に対し、弊社が定める方法により、有料充電サー

ビスを提供することができます。なお、登録設置者は、本項に定める者の有料充電サー

ビスの利用料金の設定を、弊社が登録設置者用サイトにおいて指定する範囲及び方法で

変更することができるものとします。 

２ 弊社は、前項に基づきカード会員又はビジター会員が登録設置者の有料充電サービスを

利用した実績を管理し、充電器の使用実績に基づき、弊社の指定カードで利用したカー

ド会員又はビジター会員から回収した当月分の有料充電サービスの利用料金から弊社の

定める代金回収手数料(利用料金に20％を乗じた額。1円未満は切り捨て。消費税別)、

並びに振込手数料を控除した額の合計額（前年の４月１日から当年の３月末日までの期

間の合計額）を、毎年６月末日に別途定めた登録設置者の口座へ振込むものとします。

なお、振込手数料は登録設置者負担とします。当該利用料金が当該控除額を下回る場

合、両社協議をした上でその取扱いについて決定するものとします。 

３ 弊社は、前項で定めた当月分の利用料金（代金回収手数料を差し引いた金額）について

記載した書面を登録設置者へ発行するものとします。2017年1月末時点の登録設置者に
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対して初回発行は2017年2月末とし、以降登録設置者に対して翌々月末日までに当月の

利用料金を記載した書面を送付します。 

４ 登録設置者は、当該書面を受領後、記載された利用料金に誤り等があった場合、７日以

内に弊社に連絡をするものとします。登録設置者が連絡なく７日を徒過した場合、当該

書面に記載された金額を承諾したものとします。 

５ 弊社は、登録設置者が弊社に対して支払うべきサービス料金その他の一切の債務を、そ

の履行期が未到来の場合においても、何らの通知を行うことなく、弊社が登録設置者に

支払うべき本条第２項の利用代金（代金回収手数料を控除後の金額。また、当月分のみ

ならず、それより前及びそれより後の利用代金も含みます。）と相殺することができま

す。 

 

（ｅＭＰによる有料充電サービスとの関係） 

第13条 登録設置者は、（a）ｅＭＰ加盟契約者である場合、又は（b）ｅＭＰ提携契約者であっ

て、カード会員が充電サービスの利用を希望する場合には、「充電器設置加盟・提携店

契約」に基づき、ｅＭＰが、登録設置者の充電器において認証可能なカード会員又はそ

のビジター会員に対し、ｅＭＰが別途定める方法により当該充電器を用いて有料充電サ

ービスを提供することを承諾するものとします。 

２ 前項の場合、充電器の利用実績管理及び利用料金の回収業務及び登録設置主に対する費

用の支払いについては、「充電器設置加盟・提携店契約」又は「認証プロバイダー非会

員料金徴収契約」に基づき、その一切をｅＭＰが行うものとします。なお、登録設置者

は、弊社の故意又は重過失によるものを除き、登録設置者とｅＭＰとの間で発生した如

何なる紛争、事故その他のトラブルについて、弊社がその責任を負わないことを予め承

諾します。 

 

（登録設置者用ＩＤ等の管理責任） 

第14条 登録設置者は、責任を持って自己の登録設置者用ＩＤ等の管理をするものとし、これを

使用してなされた一切の行為及びその結果について、その行為を自らしたか否かを問わ

ず一切の責任を負うものとします。 

２ 登録設置者は、自己の登録設置者用ＩＤ等を第三者に貸与、又は使用させることはでき

ないものとします。万が一、これが第三者に使用されたことにより登録設置者が損害を

被った場合であっても、その原因を問わず、弊社は一切の責任を負いません。 

３ 登録設置者は、他の登録設置者の登録設置者用ＩＤ等を使用して登録設置者向けサービ

スを利用することはできないものとします。万が一、登録設置者が他の登録設置者の登

録設置者用ＩＤ等を使用して登録設置者向けサービスを利用した場合、登録設置者はそ

れによって生じた一切の損害を直ちに賠償するほか、発生した一切の紛争をその責任と

負担において解決するものとします。 

４ 登録設置者は、登録設置者向けサービス又は充電サービスを通じて入手した会員の個人
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情報を厳重に管理する責任があり、契約期間中及び契約終了後も、第三者に開示・漏え

いしたり、本来の目的外に使用しません。万が一、この違反により会員等に生じた損害

や会員等からのクレームについては、登録設置者が自ら責任を負い、弊社は一切責任を

負いません。 

 

（変更の届出） 

第15条 登録設置者は、弊社への届出内容に変更があった場合には、弊社に対し速やかに所定の

変更届出を行うものとします。変更の届出を怠ったことにより、登録設置者、弊社、第

三者に損害が発生した場合、登録設置者が全ての責任を負うものとします。 

 

（登録設置者向けサービス内容の変更及び終了） 

第16条 弊社は、サービス規約に定める方法により、登録設置者向けサービスの内容を自由に追

加、変更、廃止し、又は終了させることができます。 

 

（登録設置者向けサービスの一時中断） 

第17条 弊社は、次のいずれかに該当する場合には、登録設置者へ通知することなく、登録設置

者向けサービスの提供を一時的に中断することがあります。 

（１）登録設置者向けサービスのサーバー等のシステム保守を定期的に、又は緊急に行

う場合 

（２）火災、停電などにより登録設置者向けサービスの提供ができなくなった場合 

（３）地震、噴火、洪水、津波などの天災により登録設置者向けサービスの提供ができ

なくなった場合 

（４）戦争、暴動、騒乱、労働争議などにより登録設置者向けサービスの提供ができな

くなった場合 

（５）通信サービスが停止された場合 

（６）充電器とセンターとの通信環境が不安定な場合 

（７）登録設置者のデバイスの使用環境その他の事情により通信障害が生じた場合 

（８）その他、運用上又は技術上、弊社が登録設置者向けサービスの提供の一時的な中

断を必要と判断した場合 

２ 登録設置者は、自らの都合により、弊社の定める様式に従って、登録設置者向けサービ

スの一時中断及び再開を申し出ることができるものとします。但し、契約期間内におけ

る一時中断については、契約期間内のサービス料金は返還しません。 

３ 登録設置者向けサービスの一時中断後に再開する場合は、弊社が別途定める再開手数料

を、弊社の請求に従って支払うものとします。 

 

（権利義務の譲渡禁止） 

第18条 登録設置者は、登録設置者の地位その他サービス規約に基づく権利又は義務の全部又は
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一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 

 

（贈収賄の禁止） 

第19条  登録設置者は、国内外で適用される贈収賄禁止規定を遵守するものとします。 

２ 登録設置者は、営業又は営業上の便宜を、獲得又は維持することを目的として、直接又

は間接に次に定める事項を行うことはできません。 

（１）第三者に不正行為を行わせるために、金銭その他の利益若しくは便益の提供、提

供の約束、又は提供の申し出を行う（以下「金銭の提供等」といいます。）こ

と。 

（２）公務員その他これに準ずる者に影響を与えるために、金銭の提供等を行うこと。 

（３）その他、前二号に準ずる行為を行うこと。 

 

（公正な取引の確保） 

第20条 登録設置者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、その他国内外の競争

法令を遵守することにより、公正かつ自由な競争を確保するものとします。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第21条 登録設置者は、現在及び将来にわたって、自己、自己の役員、自己の支配的株主、又は

自己の代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、その他暴力団若しくは暴力団員を不当に利用する者、暴力、威力

若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、又はこれらの者と密接な関係

を有する者に該当しないことを相互に表明しこれを確約するものとします。 

 

（輸出関連） 

第22条 登録設置者は、本契約に関連して弊社から提供を受ける物品、情報等（以下「提供物

等」といいます。）が、我が国及び他国の輸出規制（我が国の外国為替及び外国貿易法

及びこれに関する省令を含み、以下「輸出規制」といいます。）の対象となる可能性が

あることを確認し、これら輸出規制を遵守するとともに、輸出規制により要求される手

続を、自己の費用と責任において履践することを誓約するものとします。 

２ 登録設置者は、提供物等を、本契約の定めに従った民生用途に限り、使用することがで

きるものとし、大量破壊兵器（核兵器、化学兵器、生物兵器など）又は通常兵器の設

計、開発、生産又は貯蔵の目的で使用してはならず、これらの目的を有するおそれがあ

ると合理的に判断できる個人又は法人には、直接、間接を問わず、提供してはならない

ものとします。 

 

（登録設置者向けサービスに含まれる情報の利用目的） 

第23条 登録設置者は、登録設置者向けサービスに含まれるコンテンツ等の著作権その他の知的
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財産権が法令又は条約で保護されていることを認識したうえで、著作権者その他知的財

産権の権利者（以下「著作権者等」といいます。）の承諾を得ることなく、登録設置者

向けサービスを通じて入手したいかなる情報も、複製、改ざん、販売、出版その他のい

かなる方法によっても登録設置者向けサービスの利用以外の目的で利用することはでき

ないものとします。 

２ 登録設置者は、著作権者等の承諾を得ることなく、登録設置者向けサービスを通じて入

手したいかなる情報も、複製、改ざん、販売、出版その他のいかなる方法によっても第

三者をして使用させ、又は公開することはできないものとします。 

 

（個人情報の取扱い） 

第24条 サービス規約で個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含みます。）をいいます。 

２ 弊社は、本条第４項で定める目的のために、次の各号で定める情報に含まれる、登録設

置者の個人情報を取得します。 

（１）登録設置者としての登録申込みにあたり、登録設置者が弊社に提供した情報 

（２）登録設置者としての登録後に、登録内容の変更、追加その他の目的で、登録設置

者が弊社に提供した情報 

（３）登録設置者の登録設置者向けサービスの利用状況及びその履歴に関する情報 

３ 登録設置者は、前項第３号の情報に含まれる登録設置者の個人情報を、弊社が登録設置

者から取得するほかに、会員から取得することに同意します。 

４ 弊社は、登録設置者の個人情報を安全に管理し、次の目的のために個人情報を利用でき

るものとし、登録設置者はこれに同意します。 

（１）充電器稼働監視のための個人認証 

（２）充電器利用状況把握のための個人認証 

（３）充電器の各種管理のための個人認証 

（４）有料充電サービス料金の集金代行業務 

（５）サービス規約の履行に必要な行為の実施 

（６）弊社から登録設置者へのお知らせその他各種連絡 

（７）充電器若しくは弊社が実施する充電器以外の物又はサービスの宣伝広告 

（８）商品・サービスの企画・開発等あるいはお客様満足度向上策等の検討のための調

査 

５ 弊社は、弊社の提供する登録設置者向けサービスその他サービス規約に基づく業務をコ

ールセンター運営会社等の第三者に委託することがあります。弊社が当該委託先に対

し、登録設置者が登録設置者向けサービスを利用するにあたり必要な個人情報を開示す

る場合、当該委託先における個人情報の安全な管理について責任をもって監督し、個人
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情報の漏洩・滅失等の防止に努めるものとします。 

６ 弊社は、登録設置者、会員又は第三者の権利又は法律上保護されるべき利益を保護する

ために必要と判断する場合、弊社が従うべき法的義務のために必要がある場合は、登録

設置者の個人情報を開示することがあり、登録設置者はあらかじめこれを承諾します。 

７ 登録設置者は、弊社が取得した登録設置者の個人情報について、個人情報の保護に関す

る法律の定めるところにより弊社に対して開示するよう請求することができるものとし

ます。万が一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、速やかに訂正又

は削除に応じます。  

８ 登録設置者の個人情報に関するお問い合わせについては、以下のＧ－Ｓｔａｔｉｏｎサ

ポートセンターまでご連絡ください。 

 

【Ｇ－Ｓｔａｔｉｏｎサポートセンター】 ＴＥＬ ０５６１－５７－６８８８ 

（２４時間 年中無休） 

 

９ 弊社における個人情報保護管理者は次に記載します。 

【個人情報保護管理者】 Ｇ－Ｓｔａｔｉｏｎ事業担当部門長 

〒４６０－０００３  

名古屋市中区錦一丁目１１番１１号 

名古屋インターシティ１４階 

ＴＥＬ ０５２－２１９－６７００  

ＵＲＬ： https://www.toyotaconnected.co.jp/ 

 

（登録設置者としての資格の取消し） 

第25条 弊社は、登録設置者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録設置者に通知又は催告

することなく、登録設置者としての登録を取り消すことができるものとします。この場合

において、登録設置者は、弊社に対する債務があるときは、その全額をただちに支払うも

のとします。なお、既に支払われた金員の払戻しは一切行いません。 

（１）登録設置者としての登録後に、第５条各号の拒否事由に該当することが判明した

場合 

（２）登録設置者がサービス規約に違反した場合 

（３）登録設置者が登録設置者向けサービスの利用にあたり弊社に対して損害を与えた

場合 

（４）登録設置者が登録設置者向けサービスの運営を妨害した場合 

（５）弊社に対して虚偽の申告をした場合 

（６）その他、弊社が登録設置者として不適当と判断した場合 

 

（登録設置者による登録終了申出） 
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第26条 登録設置者は、登録終了を希望する場合、弊社へ速やかに所定の解約届出を行うものと

します。終了の効力は、弊社に解約届出が到達し、弊社がこれを承諾した時点で生じる

ものとします。 

２ 解約届出時点で、契約期間が残っている場合、登録設置者は、残存期間のサービス料金

を弊社に対し支払うものとします。 

３ 本条第１項に従い解約届出をした登録設置者は、弊社に対する債務がある場合にはその

全額をただちに支払うものとします。 

４ 解約届出を怠ったことにより、登録設置者、弊社、第三者に損害が発生した場合、登録

設置者が一切の責任を負うものとします。 

 

（損害賠償等） 

第27条 登録設置者は、登録設置者向けサービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場

合、自己の責任と負担をもって解決し、弊社には一切の迷惑をかけないものとします。 

２ 登録設置者がサービス規約に違反した行為、又は不正若しくは違法な行為によって弊社

に損害を与えた場合、弊社は当該登録設置者に対して損害賠償を請求することができま

す。 

 

（非保証及び免責等） 

第28条 弊社は、登録設置者による登録設置者向けサービスの利用又はこれらのサービス提供に

関する有用性若しくは正確性についていかなる保証もせず、その内容、遅延又は中断な

どにより発生した登録設置者の損害に対して、いかなる責任も負いません。 

２ 弊社が登録設置者向けサービスの一部につき、変更又は廃止した場合、これらの変更又

は廃止に関して、弊社は何らの義務も責任も負いません。 

３ 弊社は、登録設置者向けサービスの提供にあたり、第三者が登録設置者に与えた損害に

ついて、何らの義務も責任も負いません。 

４ 登録設置者向けサービスの提供に関連して、登録設置者と第三者との間で紛争が生じた

場合は、登録設置者と当該第三者との間で解決するものとし、登録設置者は、弊社に何

らの請求又は苦情を申し立てないものとします。 

５ 弊社がサービス規約に違反して登録設置者に損害を与えた場合における賠償は、弊社の

故意又は重大な過失がある場合にのみ行い、その賠償額は、登録設置者から受領済（最

大で損害の発生した月から遡って１２か月分）のサービス料金を上限とします。 

 

（期間） 

第29条 本契約の契約期間は、初年度は検収月翌月 1日から翌年 3月末までとし、期間満了６０

日前までに弊社又は登録設置者のいずれか一方が別段の意思表示をしない場合には、さら

に１年間更新されるものとし、以後も同様とします。 
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（準拠法及び専属的合意管轄裁判所） 

第30条 サービス規約は、日本法に従って解釈するものとします。また、サービス規約に関する

一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（付則） 

２０２１年４月１日 改訂施行 
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（別表） 

１．登録設置者向けサービス内容 

※本サイトで掲載された内容と異なる場合は、本サイトが優先します。 

充電スタンド稼働監視 登録設置者の充電器の状態情報を弊社が監視し、登録設置者は自身のデバイス

を通じて同状態情報を把握することができるサービス 

※「状態情報」とは、充電器本体が正常に稼働している状態であるかや、充電

器とセンター間のネットワークが正常に通信できる状態であるかをいいます。 

認証サービス 充電器とセンター間で連携（セキュリティ有り）し、充電器利用時の利用者認

証を行うサービス 

認証及びアプリケーション

センター保守 

認証及びアプリケーションを 24 時間 365 日稼動させる為のセンター保守サービ

ス 

リモートメンテナンス 充電器に組み込まれたソフトウェアのアップデートファイルを充電器に配信す

るメンテナンスサービス 

アプリケーション提供 登録設置者が充電器の利用状況等を確認できるほか、カレンダー設定等を可能

なアプリケーションを提供する。 

サポートセンター 登録設置者向けサービスに関する質問、問合せについて、コールセンターにお

いてオペレーターにより対応するサービス 

 

 

 

 


