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2021年 4月 21日 

リモートセンシング関連サービスご利用のお客様各位 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 

 

農林水産省「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン」への対応に伴う 

リモートセンシング関連サービス利用規約（約款）の改定について 

 

日頃より、当社および当社グループ会社が提供しておりますスマートアシストリモート及びリモートセ

ンシング関連サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、農林水産省により 2020 年 3 月に策定された「農業分野における AI・データに関する契

約ガイドライン（以下、AI・データに関する契約ガイドライン）」の内容を踏まえ、2021年 4月 1日付け

で下記のリモートセンシング関連サービス利用規約（約款）を一部改定及び新規制定いたしました。 

つきましては、下記の利用規約（約款）の効力発生日までにご確認いただきますようよろしくお願

い致します。効力発生日以降は、リモートセンシング診断結果サイトの利用には、改定後の利用規約

（約款）への同意が必要になります。 

なお、JA 様からお申込みのお客様は、お申込みいただいた JA 様独自の利用規約（約款）と  

なっている場合がありますので、お申込みいただいた JA様にご確認ください。 

また、特販店様から 2020 年 6 月 1 日～2021 年 4 月 15 日にお申込みのお客様の利用規約

（約款）の契約内容については、既存の契約内容から変更ありません。 

この度の改定により、いくつかの相違点がございますが、スマートアシストリモート及びリモートセンシ

ング関連サービスの利用規約（約款）は、「AI・データに関する契約ガイドライン」に準拠した内容とな

っております。 

今後とも、スマートアシストリモート及びリモートセンシング関連サービスをよろしくお願いします。 

 

記 

 

1. 一部改定及び新規制定した利用規約（約款） 

※ 原文は後項をご確認ください。 

１） ヤンマー営業所/特販店様からのお申込みのお客様向け 

➢ リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託約款（一部改定） 

➢ リモートセンシング解析サービス業務委託約款（一部改定） 

※ 2020 年 6 月 1 日～2021 年 4 月 15 日に特販店様からお申込みのお客様の利用規約（約款）の契約内容は、既存

の契約内容から変更ありません。 

２） JA様からお申込みのお客様向け 

➢ リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託約款（一部改定） 

➢ リモートセンシング解析サービス業務委託約款（新規制定） 

※ お申込みいただいた JA様独自の利用規約（約款）となっている場合がありますので、お申込みいただいた JA様に 

ご確認ください。なお、リモートセンシング関連サービスに関し、お客様との間で紛争が生じた場合、お客様は 

お申込みいただいた JA様との間でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負うものでは

ありません。 

2. 効力発生日 

2021年 6月 15日 

以上 
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【ヤンマー営業所/特販店様からお申込みのお客様向け】 

2021 年 4 月 1 日改定版利用規約（約款） 
リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．ヤンマーアグリジャパン株式会社が提供する「リモートセンシング・マップ連動可変追肥

業務委託」を用いたサービスの内容・利用料金その他の条件は、この「リモートセンシング・

マップ連動可変追肥業務委託約款」（以下「本約款」）によります。 

２．本約款において、以下の各用語は、次の各号にそれぞれ定める意味を有するものとし

ます。 

(1)お客様 

本サービスを申し込み、利用される方（別表では「お客様」又は「データ提供者」とします） 

(2)当社 

ヤンマーアグリジャパン株式会社（別表では「データ受領者」とします） 

(3)グループ会社 

直接又は間接に、当事者を支配し、当事者が支配する又は当事者と共通の法人等に

よって支配されている、法人、会社その他の団体。本定義において使用される「支配」と

は、過半数の議決権付株式その他これに類似する権利を直接的又は間接的に有する

ことをいう。但し、法人、会社その他の団体は、その支配が存続する限りにおいてのみ、

本約款において当事者の関係会社とみなされる 

(4)当社グループ会社 

ヤンマーホールディングス株式会社、ヤンマーアグリ株式会社、ヤンマーヘリ＆アグリ株

式会社及びその他の当社のグループ会社 

(5)協力業者 

当社が本サービスを提供するために空撮、データ分析、マップの作成、追肥作業、その

他の関連業務を委託する各業者（当社グループ会社及びその協力業者を含みます） 

(6)本サービス 

リモートセンシング又はマップ連動可変追肥を用いたサービスであり、具体的には第 2 条

に記載するサービス 

(7)リモートセンシング 

当社又は協力業者が無人航空機により圃場上空から撮影したセンシングデータを基に、

当社又は協力業者が圃場生育状況のマップとそれらのレポートを作成し、当社がお客

様にこれらを提供すること 

(8)マップ連動可変追肥 

当社又は協力業者が提供する追肥作業であり、リモートセンシングによって得られたマッ

プを基に作成された施肥マップを活用して無人航空機により行うもの 

(9)センシングデータ 

空撮によって得られたカメラやセンサー等が出力する画像及び数値で表される情報及

びこの情報を基に計算される生育状態を示す数値で表される情報（別表の「当初デー

タ等」としての「撮影データ」のほか、当社・当社グループ会社・協力業者が取得したもの

を含みます） 

(10)マップ 

次の２つの図を意味します（別表では「派生データ」に含まれます） 

①「生育マップ」 

圃場内の区域ごとに生育状態を表すデータを色で表した図。なお、詳細は「NDVI マップ」

「植被率マップ」「NDVI×植被率マップ」の 3 種類により示すものとします。 

②「施肥マップ」 

生育マップを基に圃場内の区域毎に肥料の量を表した図。 

(11)レポート 

センシングデータに基づく圃場ごとの生育状態の平均値とばらつきを示したもの（別表で

は「派生データ」に含まれます） 

(12)圃場 

日本国内にある圃場で、本サービスの申込み時に本サービスの対象としてお客様が指

定し、当社が承諾した圃場 

(13)圃場地図 

圃場を固有の記号で識別できるように表した地図 

(14)圃場リスト 

当社所定の書式により圃場を特定して必要な情報を記載し、各圃場に圃場地図と同じ

記号を付して一覧にしたもの 

(15)空撮 

当社又は協力業者が準備した無人航空機及び撮影機材を使用して、圃場を上空から

撮影すること並びにマップ作成に必要なデータを取得すること 

(16)空撮予定日 

本サービスの申込み時に、当社とお客様との間で仮に決めた空撮を行う日 

(17)事前打合せ 

空撮作業・追肥作業の日程の決定、作業当日の作業に必要な事項を決定・確認する

ために当社とお客様との間で行う打合せ（なお、対面での方法に限定しない） 

(18)ID 

お客様を識別するために用いられる文字の組み合わせによって作られたコードで、当社

が発行するもの 

(19)スマートアシストリモート契約 

お客様が本サービスの利用の前提条件として締結する「SMARTASSIST-Remote (スマ

ートアシストリモート) システム利用約款」及び「スマートアシストリモートサービスプライバ

シーポリシー」 

(20)当初データ等 

当社がお客様から受領する情報（ノウハウほか）、データ及び／又は画像で別表 1 に特

定されたもの 

(21)派生データ 

当社が当初データ等を加工等することによって新たに生じたデータ又はデータ群で別表

１で特定されたもの 

(22)加工等 

当初データ等を加工、分析、編集、統合等し、派生データを生成すること 

(23)知的財産権等 

特許権、意匠権、実用新案権、著作権（著作権法第２７及び第２８条に定める権利を

含む）、商標権その他の一切の知的財産権（これらを受ける権利を含む）及び発明、創

作、著作物、意匠、商標、営業秘密、ノウハウその他の一切の知的財産 

第２条（本サービス内容） 

当社がお客様に提供する本サービスの内容は、以下各号の通りとします。 

(1)リモートセンシング 

① 業務内容 

a. 圃場において上空から空撮する作業１回 

b. センシングデータに基づく圃場ごとの生育マップの作成、お客様への提供 

c. レポートの作成、お客様への提供 

② 事前打合せ・日程変更 

当社は、お客様と空撮予定日の約２週間前に事前打合せを行い、空撮作業の日程

撮影日を確定します。なお、定植作業日及びその後の天候によって適正な撮影時

期が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、必要に応じて空撮作業の日

程・撮影日を変更するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき生育マップ及びレポートが正常に作成されな

い場合があること、その場合は当該圃場に係る生育マップ及びレポートは提供されな

いことを確認し、予め了承するものとします。 

(2)マップ連動可変追肥 

① 業務内容 

a. マップ連動可変追肥のための施肥マップの作成とお客様への提供作成された施

肥マップは、作成後、速やかにお客様に提供するものとします。但し、施肥マップ

の作成及び提供は、生育マップが正常に作成できた範囲に限ります。 

b. 施肥マップに基づく圃場への追肥作業 

(i)追肥範囲 

リモートセンシングを実施した圃場のうち、当該リモートセンシングによって実際に施

肥マップが得られた範囲内で、お客様と当社との間で合意したエリア。 

(ii)施肥量 

前１．(1)のリモートセンシングによって得られた施肥マップに基づき、お客様と当社

との間で合意した施肥量。 

(iii)使用肥料の手配 

お客様は、自己の申込書に従い、マップ連動可変追肥に使用する肥料を手配す

るものとします。但し、マップ連動可変追肥本業務において使用する肥料は、当社

又は協力業者が指定する期間及び機材に使用可能なものであり、かつ、空中散

布に適合した仕様を満足しているものに限ります。 

お客様は、肥料によっては物性についての事前試験が必要な場合があること、事

前試験結果によっては施肥できないことがあること、肥料を変更しなければならな

いことを予め了承するものとします。 

② 事前打合せ・日程変更 

追肥作業の日程実施日その他マップ連動可変追肥の作業に必要な事項については、

事前打合せによりお客様と当社との間で決定するものとします。なお、その後、諸事

情により適正な追肥時期が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、必要

に応じて追肥作業の日程を変更もしくは中止するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき施肥マップが正常に作成されない場合がある

こと、生育マップ又は施肥マップが作成されなかった圃場についてはマップ連動可変

追肥が実施されないことを確認し、予め了承するものとします。 

お客様は、当社又は協力業者が実施するマップ連動可変施肥作業後に、当社又は

協力業者に対し、当社が別途定める様式の作業確認書を提出するものとします。 

第３条（契約の単位と成立日） 

本サービスの申込みにあたり、お客様は申込書に圃場リストを添付して当社に提出する

ものとします。お客様から書面又は電磁的方法により提出いただく申込書ごとに 1 件の

契約とし、当該申込に対するお客様から当社への申込書到着日をもって、契約成立日

とします。なお、お客様は、契約成立日から 1 年間（以下「申込書有効期限」）のうちに

空撮予定日を設定するものとします。 

第４条（権利譲渡の禁止等） 

本サービスは、当社から ID が付与されたお客様に限定して提供されるものであり、お客

様は、本約款に基づきもしくはこれに関連して発生する権利義務を、日本国内外を問わ

ず第三者に譲渡、移転、貸与、提供、担保供与等できないものとします。 

第５条（通知） 

１．本約款に基づきお客様が、当社に対して通知が必要な場合には、当社から別途書面

等にて指定を受けた場合を除き、当社のお客様担当又は以下に記載の当社担当部

門に通知すれば足りるものとします。但し、本約款で別段の規定のある場合は、書面に

より通知するものとします。 

＜当社担当部門＞ 

 ヤンマーアグリジャパン株式会社 

 ソリューション推進部 リモートセンシング担当係 

 電話番号：06-6376-6032 

 E-mail：yaj_sol_remote@yanmar.com 

  （受付時間： 10:00～12:00、 13:00～17:00） 

  （※土日祝日及び弊社指定休日を除く） 

２．本約款に基づき当社が、お客様に対して通知が必要な場合には、お客様から別途書

面等にて指定を受けた場合を除き、当社に登録された電子メールアドレス宛に電子メ

ールを送付する方法又は電話番号宛にご連絡する方法により通知すれば足りるものと

します。但し、本約款で別段の規定のある場合は、書面により通知するものとします。 

３．お客様は、申込書記載事項に変更があった場合、そのことを速やかに当社に通知する

ものとします。当該手続きを怠ったことによりお客様に不具合が発生した場合、当社は

何らの責任も負わないものとします。 

４．当社は､お客様から前項の届出を受けた場合、お客様にその届出のあった事実を証明

する書類の提出を求める場合があります。 

第６条（期間） 

１．本約款の契約期間は、第３条に定める契約成立日を開始日とし、第２条に従い当社か

らお客様にマップ及びレポートが提供された日から３か年経過した日を終了日とします。 

２．契約期間中及び契約期間満了又は終了後における相手方受領データ（第２３条に定

義）の保持期間（利用期限）は、別表２に定めるとおりとします。 

３．当社は、契約期間中であっても、第２条に従い当社からお客様にマップ及びレポートが

提供された日から１年間、対象のセンシングデータ（但し、派生データ等を除きます）を

保管し、それ以降は、当社の判断により、お客様に対する一切の責任を負うことなく、

当該センシングデータ（但し、派生データ等を除きます）の全部又は一部を削除するこ

とができます。 

第７条（解約及び解約料） 

１．お客様は、本約款を解約しようとするときは、事前打合せ日の前日までにその旨を当

社に通知するものとし、当社が当該通知を受けた日をもって、本約款の解約日とします。

この場合、当社は、お客様から解約料を申し受けることはありません。 

２．お客様が事前打合せを実施した後、追肥予定日の 7 日前までに解約の通知をされた

場合、本サービスの利用料金の 50％を、また、追肥予定日の 6 日前から追肥予定日

までに解約の通知をされた場合、本サービスの利用料金の 100％をお客様に請求す

ることがあります。 

３．当社は、契約成立日の後であっても、当社の判断により空撮予定日の最低１ヶ月前に

お客様に通知することにより、お客様に対する一切の責任を負うことなく本サービスの

全部もしくは一部の提供を停止し、又は本約款を解約することができるものとします。 

４．前項の通知は、書面又は口頭の方法により実施するものとします。但し、緊急の場合そ

の他やむを得ない場合は、当社所定の WEB サイトに掲載する方法により実施すること

ができるものとします。 

第８条（反社会勢力との関係拒絶） 

１．お客様は、自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に定義する暴力団、その関係団体等及び/又はそれらの構成員をいう。）でないこと、

反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名誉・信用

を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、又は不当な要求行為をなさないこと、お客様の

主要な出資者又は役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。 

２．お客様は、前項に対する違反を発見した場合、ただちに当社にその事実を報告するも

のとします。 

３．当社は、第１項に対する違反又はその可能性があるものと判断した場合、催告手続を

経ることなく、また、何らの損害賠償金を支払うことなく、ただちに本約款及びこれに付

属関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合、

当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではないものとします。 

 第９条（官庁への手続き） 

空撮時及び追肥作業時の無人航空機の飛行に際して、航空法その他関係法令・条

例・規則等により許可・承認が必要な場合、当社又は協力業者において所轄官公庁へ

申請するものとします。 

第１０条（飛行制限・飛行停止） 

１．当社及び協力業者は、航空法その他関係法令・条例・規則・通達等により認められる

空域かつ安全を確保できる空域でのみ無人航空機の飛行による空撮、及び、追肥作

業を実施します。 

２．当社及び協力業者は、次のいずれかに該当する場合は、空撮、及び、追肥作業を行

いません。 

(1)航空法その他関係法令・条例・規則等により許可・承認が必要な空域において国

土交通省等から飛行許可・承認が得られない場合 

(2)高圧電線・電波搭・無線施設の近傍で機体との接触又は電波障害が発生する場

合 

(3)交通量の多い道路以外に離着陸場所がなく、安全に離着陸できない場合 

(4)圃場が交通量の多い道路又は鉄道に接し、旋回時にその上空の飛行を回避でき

ない場合 

(5)その他第三者の所有又は管理に係る資産の上空、学校・病院、不特定多数人が

集まる場所等の上空を飛行しなければ作業できない場合 

(6)風雨により飛行中の姿勢が安定しない場合 

(7)その他、当社が派遣する作業員が、圃場近辺の環境、状況、気象状況等により、

空撮又は追肥作業を行うことが関係法令に抵触する恐れがある又は空撮・追肥作

業を行う上で安全を確保できないと判断した場合 

第 11 条（本サービスの利用料金） 

本サービスの利用料金は、以下の項目から構成される。 

本サービス 項  目 

リモートセンシング 空撮料金（基本料金・追加料金） 

解析料金（生育マップ及びレポート作成の料金を含む） 

マップ連動可変追肥 基本料金・追加料金（施肥マップ作成及び追肥作業を

含む） 

肥料測定料金 

補助作業員派遣料金 

お客様は、別に定めた利用料金額及びこれに係る消費税の全額を、以下に定める基

準日の属する月の末日締めで当社が発行する請求書記載の期限までに、当該請求書

記載の方法に従い、当社に支払うものとします。 

利用する本サービスの内容 基 準 日 

リモートセンシング及びマップ連動可変  

追肥を委託する場合 

追肥作業が完了した日 

リモートセンシングのみを委託する場合 生育マップ及びレポートを受領した日 

２．当社は、本条により受領した本サービスの利用料金等を理由の如何を問わず、一切払

い戻す義務を負わないものとします。なお、本条の理由には、本約款第 2 条第(1)号

③及び第(2)号③の場合も含むものとします。 

第 12 条（利用料金の改定） 

本サービスの範囲・内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動・その他により契約

締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、お客様と協議の上、本サービスの

利用料金額を改定することができるものとします。 

第 13 条（提供の停止について） 

１．当社は、お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、契約期間中であ

っても本サービスの提供を停止し、本約款を解除できるものとします。この場合、お客

様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を

弁済するものとします。 

(1)所轄官公庁の許可・承認到着時期が撮影適期を逸脱したとき 

(2)本約款の申込みに際し、虚偽の事項を当社に申告したことが判明したとき 

(3)解散又は死亡したとき 

(4)支払停止又は支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手につき不渡りの処分を受

けたとき、あるいは取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき、又は滞納

処分を受けたとき 

(6)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は

清算手続に入ったとき 

(7)前各号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反し、当社が相当期間を定めて是

正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、又は本約款を解除しようとする

ときは、あらかじめその理由及び停止期日をお客様に通知します。但し、緊急を要する

等やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

第 14 条（免責） 

１．当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部を提供でき

なかった又は提供しなかったとしても、お客様又は第三者に発生した損害に関して、何

らの責任も負わないものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 10 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社、当社グループ会社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の

発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

２．当社は、お客様が本サービスを利用した後、お客様において生産される米等の産物の

収量・品質・等級が低下し、これにより損害が生じたとしても、一切その責任を負わない

ものとします。 

３．お客様が本サービスに関連して当社以外の第三者からサービス提供を受ける場合、

当社は、当該第三者の提供するサービスに関して生じた一切の損害について、責任を

負いません。 

第 15 条（利用料金の一部請求） 

本サービスの提供にあって、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしく

は一部を提供できなかった又は提供しなかったとしても、当社は、お客様に全部もしくは

提供できた一部について、お客様に請求できるものとし、お客様はこれらを支払う義務を

負うものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 10 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社、当社グループ会社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の

発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

第 16 条（当初データ等の取得） 

１． 当社は、別表１に記載の手法、その他お客様との間で合意した方法により、当初デー

タ等を取得するものとし、偽りその他不正の手段により当初データ等を取得いたしませ

ん。 

２． 当初データ等の中に第三者の知見、実験、発見、農作業その他の活動によって取得

されたデータ（以下「第三者提供データ」）がある場合には、お客様は、当該第三者か

ら第三者提供データを本約款に基づき処分をする権限を付与されていることを、当社

に対して表明し、保証します。 

第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等） 

１． 当事者間で別途合意をした場合を除き、当初データ等の各自の利用権限は、別表１

に定めるとおりとします。 

２． 当事者間で別途合意をした場合を除き、派生データに関する各自の利用権限は、別

表１に定めるとおりとします。 

３． 当社及びお客様は、本約款に定める利用権限を超えて、当初データ等又は派生デー

タを利用（第三者への開示、譲渡、利用許諾を含む）等してはならないものとします。 

４．お客様は、第１項の定めに従い、当初データ等を利用等することができますが、当初デ

ータ等は当社に対する書類や電子ファイルの提出、Web サイト又はスマートフォンアプ

リからの入力、所定の Web サイトへのアップロードなど、お客様自身から提供されたデ

ータであるため、当社からお客様に対して改めて提供することはいたしません。 

５．お客様が、本約款で定める利用権限の範囲内において、派生データの利用等を望む

場合には、特段の申込書式による申請を不要とし、お客様ご自身で派生データを本サ

ービスを通じて取得するものとします。但し、お客様に対する派生データの提供に費用

を要する場合には、当社は別途定める手数料をお客様に請求できるものとします。 

６．当初データ等及び派生データの取得期間等に関しては、別表２に定めるとおりとします。 

７．当初データ等に関してお客様が創出した知的財産権（データベースの著作物に関する

権利を含むが、これらに限らない）がある場合には、当該知的財産権は当該お客様に

帰属するものとします。但し、当初データ等のうち、当社又は第三者に知的財産権が

帰属するものはこの限りではないものとします。 

８．派生データの作成又は利用に基づき生じた知的財産権等は、当事者間で別途合意を

した場合を除き、当社に帰属するものとします。但し、派生データに関する知的財産権

が第三者に帰属する場合にはこの限りではないものとします。 

第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保証） 

１．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、自己が提供する当初データ等又は派生

データ（以下「相手方提供データ」。当社においてはセンシングデータを含む。）の完全

性、正確性、確実性、有用性等及び相手方提供データが第三者の知的財産権等そ

の他の権利を侵害しないことのいずれもついて保証しません。 

２．お客様は、相手方提供データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

はお客様のパーソナルコンピューターその他の利用端末ならびにお客様のサーバー内

に記録されている全ての電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとし

ます。 

３．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、創出又は提供を予定していた相手方提

供データが必ず創出又は提供されること、相手方提供データがそれぞれ相手方に継

続的に提供されることをいずれも保証するものではありません。 

第 19 条（利用権限の配分に対する対価） 

お客様、当社は、第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等）により、相手

方に当初データ等及び派生データの利用権限を配分することにつき、相手方に対して、

譲渡費用、利用許諾に対する対価その他の対価を請求する権利を有しないものとしま

す。なお、本サービスの利用料金は、本条の「対価」に該当するものではありません。 

第 20 条（収益の分配） 

当社が、本約款の契約期間中に、お客様のみの知的財産権等に基づく当初データ等

を用いて生成した派生データを利用して新たに創出した事業又はサービスによって得た

収益（以下「本収益」）の分配の有無・分配条件等については、別途双方の寄与度等に

応じてお客様と当社が事前に協議の上合意により決定します。なお、本サービスの利用

料金は本条の「本収益」に該当するものではありません。 

第 21 条（分担金の支払い） 

当社は、合理的な理由に基づく場合、お客様に対して、データ保管費用等の分担金の

支払いを求めることができます。 

第 22 条（利用状況の報告及び監査） 

１． お客様は、当社に対し、当社による当初データ等の利用が本約款の条件に適合してい
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る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

２． 当社は、お客様に対し、お客様による派生データの利用が本約款の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

３． お客様又は当社は、第１項又は前項に基づく報告が当初データ等又は派生データの

利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合で、かつ、相手方による本約款

に違反する事態が発生している又は発生するおそれのあることが合理的に疑われる場

合には、２０営業日前までに相手方に対して書面による通知をすることを条件に、１年

に１回を限度として、相手方の指定する担当部門所在地において、自ら及び／又は自

らが指定した第三者をして、当初データ等又は派生データの利用状況の監査を実施

することができるものとします。この場合、監査を実施するお客様又は当社は、相手方

の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものとし

ます。 

４． 前項による監査の結果、当社又はお客様が本約款に違反して当初データ等又は派生

データを利用していたことが発覚した場合、お客様又は当社は相手方に対し監査に要

した費用を支払うものとします。 

第 23 条（相手方受領データの管理） 

１. お客様及び当社は、相手方から受領するデータ（以下「相手方受領データ」）を他の情

報又はデータと明確に区別し、自己のものを管理するのと同一の注意義務をもって管

理・保管するものとします。なお、相手方受領データのうち、別表により営業秘密として

定めているものについては、営業秘密としての保護のための要件を満たす水準の管理

を行うものとします。 

２. お客様は、相手方受領データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

は、お客様のパソコン等の端末本体並びにお客様のサーバー内に記録されている全て

の電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとします。 

３. お客様及び当社は、相手方受領データの管理状況について合理的な疑義が生じた場

合には、相手方に対していつでも書面による報告を求めることができるものとします。こ

の場合において、相手方受領データの漏えい又は喪失のおそれがあると相手方が判

断した場合、お客様又は当社は、相手方に対して当初データ等及び派生データの管

理方法・保管方法の是正を求めることができるものとします。 

４. 前項の報告又は是正の要求がなされた場合、その要求を受けたお客様又は当社は

速やかにこれに応じなければならないものとします。 

５. お客様及び当社は、相手方受領データを第三者に提供又は開示する場合には、当該

第三者との間で適切な秘密保持契約を締結するなどして、当該第三者に対し、適切

な相手方受領データに関する秘密保持と保管を履行させなければならないものとしま

す。 

第 24 条（データ漏えい等の場合の対応及び責任） 

１. 当社は、当初データ等の漏えい、喪失、本約款に定める利用権限を超えた当初デー

タ等の利用等の本約款に違反する当初データ等の利用等（以下「当初データ等の漏

えい等」）を発見した場合、又は当初データ等の漏えい等が合理的に疑われる場合、

直ちにお客様にその旨を通知しなければならないものとします。 

２. 当社は、派生データの漏えい、喪失、本約款に定める利用権限を超えた派生データの

利用等の本約款に違反する派生データの利用等（以下「派生データの漏えい等」）を

発見した場合、又は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにお客様

にその旨を通知しなければならないものとします。 

３. 当社から派生データを受領したお客様が、派生データの漏えい等を発見した場合、又

は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに当社にその旨を通知しな

ければならないものとします。 

４. 本条第１項又は第２項に該当する場合、当社は、自己の費用と責任において、当初デ

ータ等の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、当初データ等

の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査

し、再発防止策について検討しその内容をお客様に報告しなければならないものとしま

す。 

５. お客様が管理する領域で派生データの漏えい等が生じ、又は派生データの漏えい等

が合理的に疑われる場合には、お客様は、自己の費用と責任において、派生データの

漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、

その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を当社に報告しなければなら

ないものとします。 

６. 漏えい又は喪失（以下これらを総称して「漏えい等」）が発生し、又は漏えい等が発生

した可能性のある当初データ等又は派生データに個人データが含まれている場合には、

漏えい等を生じさせた当社又はお客様は、法令の定めに従い、個人情報保護委員会

に対してその旨報告し、その指示に従うものとします。 

７. お客様及び当社は、相手方提供データに、第三者の知的財産権等の対象となるデー

タが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やか

に相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議及び協力して、当該第三者の

許諾を得ること又は問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、相

手方が相手方提供データの利用権限を行使できるよう努めるものとします。 

８. お客様は、当社が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により当初データ等又は派生データが喪失又は毀損され、あるいは意

図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又

は第三者に損害が発生した場合であっても、当社に対していかなる損害賠償をも請求

しないものとします。但し、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理する当

社が、漏えい等が発覚した又は漏えい等が合理的に疑われる当初データ等及び／又

は派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシステ

ムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティ及びバックアップ体制を備えていた場

合（なお、当社が、自らが管理するシステムの全部又は一部の運営・管理を第三者に

委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対する

適切な監督を行っていたことを含む。）に適用されるものとします。 

９. 当社は、お客様が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により派生データが喪失又は毀損され、あるいは意図しない第三者に

開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又は第三者に損害が

発生した場合であっても、お客様に対していかなる損害賠償をも請求しないものとしま

す。但し、お客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

第 25 条（責任の制限等） 

１. お客様は、当社による当初データ等の利用に関連する、又は当初データ等の当社の

利用に基づき生じた知的財産権等の当社による利用に関連する一切の請求、損失、

損害又は費用（合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これ

らに類する侵害を含むがこれに限らない）に関し責任を負わないものとします。但し、お

客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

２. 当社は、当初データ等の利用に起因又は関連して第三者との間で紛争、クレーム又は

請求（以下「紛争等」）が生じた場合には、直ちにお客様に対して書面により通知するも

のとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を解決する。お客様は、

当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとします。但し、当該紛争等がお客様の

帰責事由に基づく場合はこの限りではありません。 

３. 当社は、前項に定める紛争等に起因又は関連してお客様が損害、損失又は費用（合

理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」）を被った場合（但し、当該紛争等がお客

様の帰責事由に基づく場合を除く）、お客様に対して、当該損害等を補填するものとし

ます。但し、当社が負担する当該損害等の補填額は、当該損害等が発生した年度の

本サービスの利用料金相当額を上限とします。 

第 26 条（当初データ等・派生データの範囲の変更） 

当社は、本約款の契約期間開始時にはその創出、取得又は収集を想定し得なかった、

別表１の記載内容に実質的な変更が生じるような新たなデータを創出、取得又は収集

することができることを知り、そのデータの利活用を求めるときは、本約款を修正すること

によって、お客様に対してその旨通知し、当初データ等及び派生データの範囲を変更す

ることができるものとします。 

第 27 条（秘密保持） 

１．お客様及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の販売上、技術上その他の

業務上の秘密にかかる一切の情報（以下「秘密情報」）を相手方の事前の書面による

承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。但し、当社は、本約款の履行及

び第 28 条（お客様情報・個人情報の利用）に定める目的のために、お客様の秘密情

報を当社グループ会社及び協力業者に守秘義務を課した上で開示することができるも

のとします。 

２．前項の規定に関わらず、お客様及び当社は、以下のいずれかに該当する情報につい

ては、前項の秘密保持義務を負わないものとします。 

(1)受領前にすでに公知となっていた情報 

(2)受領した当事者の責によらない事由により、受領後に公知となった情報 

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)秘密保持の対象から除外する旨の書面による相手方の事前承諾を得た情報 

３．本条の規定は、お客様及び当社が、法令の定めにより又は権限のある官公署からの要

求により秘密情報の開示を強制された場合、当該強制された範囲内で秘密情報を開

示することを妨げるものではありません。 

第 28 条（お客様情報・個人情報の利用） 

１．当社及び当社グループ会社は、以下(1)に定めるお客様情報を、以下(2)に定める利

用目的のために取得・利用するものとします。なお、(1)のお客様情報のうち、特定の個

人を識別することができる情報を、特に「個人情報」といいます。 

(1)お客様情報 

①お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、

施肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

②本サービス遂行上取得した別表２に定めるお客様入力データ・撮影データ・可

変施肥データ 

(2)利用目的 

①業務上のご連絡をするため 

②本サービスの提供のため 

③当社及び当社グループ会社が取り扱う製品・サービス、当社及び当社グループ

会社が開催（協賛・後援等を含む）するセミナー・展示会・実演会等に関するご

案内をするため 

④定期点検のご案内、本サービスの提供についての保守又は障害対応等アフタ

ーサービス活動を行うため 

⑤当社及び当社グループ会社の製品使用やサービスに関する顧客満足度調査

等のアンケートにご協力をいただくため 

⑥当社及び当社グループ会社のサービス及び製品の機能向上、価値向上、新機

能開発、新製品開発、新サービスの開発と運営、本サービスの改良及び統計

的分析・マーケティング分析をするため 

⑦お客様からのお問い合せ又はご依頼等への対応、情報の提供等をさせていた

だくため 

⑧農業又はこれに関連する事業全体の発展に寄与する研究開発及び実証実験、

お客様が運営する農業関連事業の生産性向上のための分析等をするため 

⑨個人を特定できないように加工したうえで、本サービスの利用例として紹介する

ため 

⑩その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意をいただいた目的のため 

２．当社及び当社グループ会社は、適用される法令・ガイドライン等を遵守し、個人情報を

安全に管理して共同で利用するものとします。なお、個人情報の管理について責任を

有する者は、当社代表取締役とします。 

３．当社及び当社グループ会社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、

協力業者などの業務委託先に提供できるものとします。なお、当該業務委託先には、

お客様がお住まいの国以外に所在する者が含まれる場合があります。 

４．当社及び当社グループ会社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、

特約店、販売店等に提供できるものとします。なお、当社又は当社グループ会社が従

うべき法令上の義務等の、特段の事情がある場合は、当社又は当社グループ会社は

お客様の同意なしに必要な第三者へ個人情報の提供を行うことがあります。なお、当

該第三者には、お客様がお住まいの国以外に所在する者が含まれる場合があります。 

５．お客様は、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、個人情報に関して開

示、訂正・追加・削除、利用停止・消去等（以下「開示等」）を当社に請求できるものと

します。当社は、当該請求が、お客様本人によるものであることを確認した上で、法令

の規定に従い必要があると判断した場合、合理的な期間内に、開示等に応じます。 

６．お客様は、本サービスの申込書の提出により、本条各項の定めに同意されたものとしま

す。 

第 29 条（準拠法・合意管轄） 

本約款は、日本国内法に準拠するものとします。本約款に関する紛争については、大

阪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 30 条（損害賠償） 

１．本約款又は本サービスの遂行に関し当社が責任を負う場合、当社の故意又は重過失

による場合を除き、当社は、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害の範囲で、

且つ、当該損害等が発生した年度の本サービスの利用料金相当額を上限とする金銭

賠償責任を負うものとします。 

２．お客様は、本約款に特に定める他、本約款に違反したことにより、又は故意もしくは過

失により、当社又は協力業者に損害を与えた場合、当社に対してその全ての損害（合

理的な弁護士費用を含み、これに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものと

します。 

第 31 条（残存条項） 

本約款が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合であっても、本約款

第４条（権利譲渡の禁止等）、第 14 条（免責）、第 17 条（当初データ等及び派生デー

タの利用権限等）、第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保

証）、第 19 条（利用権限の配分に対する対価）、第 21 条 （分担金の支払い）、第 22

条 （利用状況の報告及び監査）、第 23 条 （相手方受領データの管理）、第 24 条（デ

ータ漏えい等の場合の対応及び責任）、第 25 条（責任の制限等）、第 28 条（お客様

情報・個人情報の利用）、第 29 条（準拠法・合意管轄）、第 30 条（損害賠償）及び本

条の各規定は、本約款の終了後も有効に存続するものとし、第 27 条（秘密保持）の規

定は本約款の終了後も５年間有効に存続するものとします。 

第 32 条（本約款の変更） 

当社は、本約款をいつでも変更することができます。この場合、当社は、変更後の約款

に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、効力発生日を定めたうえ

で、当社所定の WEB サイトに掲示することによりお客様に通知するものとし、当該通知

に表示された効力発生日又はその後において本サービスを継続して利用しているお客

様は、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。なお、お客様は、変更後の約

款の内容に同意されない場合、効力発生日までに当社に対して書面により通知するこ

とにより、当該効力発生日をもって、本約款を将来に向かって解約することができます。 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 

2020 年 4 月 1 日制定 

2021 年 4 月 1 日改定 

別表２　当初データ等・派生データに関する期間

データの種類 取得期間
相手方受領データの
保持期間（利用期限）

備考

・ 当社は、契約期間終了後であっても、本約款に定める目的及び別表1に定める利
用権限の範囲内で利用することができる。

・ 当社は、第2条に従い提供したマップ及びレポートの作成に用いた当初データ等
は、当該レポートが提供された日から1年間保管し、それ以降は、当社の判断により、
お客様に対する一切の責任を負うことなく、全部又は一部を削除できる。

・ 当社は、お客様からの請求があった場合、別表1に定めるお客様入力データの全
部又は一部を削除する。ただし、派生データ内の当初データ等（派生データに連携さ
れている当初データ等を含む）には適用しない。

・お客様は、契約期間（レポート受領から3年間）中、本約款に定める目的及び別表1
に定める利用権限の範囲内で、本サービスを通して派生データを利用することができ
る。

・お客様は、契約期間終了後であっても、本約款に定める目的及び別表1に定める
利用権限の範囲内で取得済みの派生データを利用することができる。

派生データ 契約期間中に取得する

お客様がリモートセンシングの契約期間中に、スマート
アシストリモート契約を解約した場合、当社は左記「契
約期間終了後」と同様の対応を取ることができる。

申込書有効期限内に取得する。
（契約成立日から1年間）

当初データ等

別表１
当初データ等の詳細、利用権限

概要
当初データ等の提供方法

(データ受領者がデータ提供者から当初データ等
を取得する方法)

知的財産権等・個人情報等の有無 データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

お客様入力データ
スマートアシストリモートリモートセンシング診断結
果サイトでお客様が手作業を伴って生成登録す
る数値、画像及び文字列

お客様がWebサイト又はスマートフォンアプリを
使っての入力、または書類や電子ファイルの圃
場リストに入力して手渡しやメール等で提供

一部含む。
(お客様が提供する栽培状況を表す数値及び文
字列に関するノウハウ・営業秘密・個人情報等)

撮影データ

サービス利用契約後、お客様が自己所有するド
ローン搭載のカメラ及びセンサーが取得した以下
の画像及び数値
近赤外線画像／緑画像
／統合日照センサー値(画像に含む)
／位置情報(画像に含む)
※　当社及び当社グループ会社、協力業者が取
得した場合は「撮影データ」に含まれない。

お客様が自己所有するカメラ搭載ドローンによる
撮影で取得された当初データを所定のWEBサイ
トからサーバーへアップロード

知的財産権等・個人情報は含まない。

可変施肥データ
可変施肥を行う場合に、お客様が紙または電子
ファイルに入力した状態で提供する以下の数値
及び文字列(肥料名、施肥量等)

お客様が所定の様式の書類を手渡し、または電
子ファイルを電子メールで提供

一部含む。
(可変施肥を行う場合に、お客様が提供する肥
料を決定する数値及び文字列に関するノウハウ・
営業秘密等)

派生データの詳細、利用権限

概要
当社からの提供方法
(当社等がお客様に

派生データを提供する方法)
データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

「お客様入力データ」
「撮影データ」から生成
される派生データ

NDVIマップ／NDVI平均値(圃場ごと)／NDVIバラ
つき(圃場ごと)／植被率マップ／植被率平均値
(圃場ごと)／植被率バラつき(圃場ごと)／NDVI
×植被率マップ／NDVI×植被率平均値(圃場ご
と)／NDVI×植被率バラつき(圃場ごと)等

「可変施肥データ」から
生成される派生データ

可変追肥確認シート(紙)等

データの種類

派生データを生成し、データ提供者へ開示す
る目的及び本約款に記載する利用目的の範
囲で、
・自己利用することができる(当社グループ会社
による利用を含む。以下、本別表において同じ)。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

データ受領者の本サービスを通して提供される

データの種類

当初データ等

(データ受領者がデータ提
供者から提供される全て

のデータおよび画像)

・自己利用することができる。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

派生データ

(データ受領者が当初
データ等を加工等して新
たに創出させたデータで、
データ受領者のサービス
を通して提供されるデー

タ)

・本サービス利用目的の範囲で、自己利用す
ることができる。
・ データ受領者による事前承諾なく、派生データ
を改変等することはできない。
ただし、スマートアシストリモート又はリモートセンシ
ング診断結果サイトから出力したファイルは自己
利用の範囲で改変することができる(改ざん等当
社又は第三者の権利を害するような方法を除
く)。
・データ受領者による事前の書面承諾なく派生
データを第三者に開示、譲渡又は利用許諾等し
てはならない。

お客様・当社等の間で別途合意をした場合を
除き、
・自己利用することができる(改変等を含む)。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。
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【ヤンマー営業所/特販店様からお申込みのお客様向け】 

現行利用規約（約款） 
リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．ヤンマーアグリジャパン株式会社が提供する「リモートセンシング・マップ連動可変追肥

業務委託」を用いたサービスの内容・利用料金その他の条件は、この「リモートセンシング・

マップ連動可変追肥業務委託約款」（以下、「本約款」）によります。 

２．本約款において、以下の各用語は、次の各号にそれぞれ定める意味を有するものとし

ます。 

(1)お客様 

本サービスを申し込み、利用される方 

(2)当社 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 

(3)グループ会社 

直接又は間接に、当事者を支配し、当事者が支配する又は当事者と共通の法人等に 

よって支配されている、法人、会社その他の団体。本定義において使用される「支配」と 

は、過半数の議決権付株式その他これに類似する権利を直接的又は間接的に有する 

ことをいう。ただし、法人、会社その他の団体は、その支配が存続する限りにおいてのみ、 

本約款において当事者の関係会社とみなされる 

(4)当社グループ会社 

ヤンマーホールディングス株式会社、ヤンマーアグリ株式会社、ヤンマーヘリ＆アグリ株 

式会社、ファームアイ株式会社及びその他の当社のグループ会社 

(5)協力業者 

当社が本サービスを提供するために空撮、データ分析、マップの作成、追肥作業、その 

他の関連業務を委託する各業者（当社グループ会社及びその協力業者を含みます） 

(6)本サービス 

リモートセンシング又はマップ連動可変追肥を用いたサービスであり、具体的には第 2条 

に記載するサービス 

(7)リモートセンシング 

当社又は協力業者が無人航空機により圃場上空から撮影したデータを基に、当社又は 

協力業者が圃場生育状況のマップとそれらのレポートを作成し、当社がお客様にこれら 

を提供すること 

(8)マップ連動可変追肥 

当社又は協力業者が提供する追肥作業であり、リモートセンシングによって得られたマッ 

プを基に作成された施肥マップを活用して無人航空機により行うもの 

(9)データ 

空撮によって得られたカメラが出力する数値で表される情報及びこの情報を基に計算さ 

れる生育状態を示す数値で表される情報 

(10)マップ 

次の２つの図を意味します。  

①「生育マップ」 

圃場内の区域ごとに生育状態を表すデータを色で表した図。なお、詳細は「NDVI マッ 

プ」「植被率マップ」の 2種類により示すものとします。 

②「施肥マップ」 

生育マップを基に必要な肥料の量を表した図。 

(11)圃場 

日本国内にある圃場で、本サービスの申込み時に本サービスの対象としてお客様が指 

定し、当社が承諾した圃場 

(12)圃場地図 

圃場を固有の記号で識別できるように表した地図 

(13)圃場リスト 

当社所定の書式により圃場を特定して必要な情報を記載し、各圃場に圃場地図と同じ 

記号を付して一覧にしたもの 

(14)空撮 

当社又は協力業者が準備した無人航空機及び撮影機材を使用して、圃場を上空から 

撮影すること並びにマップ作成に必要なデータを取得すること 

(15)空撮予定日 

本サービスの申込み時に、当社とお客様との間で仮に決めた空撮を行う日 

(16)事前打合せ 

空撮作業・追肥作業の日程の決定、作業当日の作業に必要な事項を決定・確認する 

ために当社とお客様との間で行う打合せ（なお、対面での方法に限定しない） 

(17)ID 

お客様を識別するために用いられる文字の組み合わせによって作られたコードで、当社 

が発行するもの 

第２条（本サービス内容） 

当社がお客様に提供する本サービスの内容は、以下各号の通りとします。 

(1)リモートセンシング 

① 業務内容 

a. 圃場において上空から空撮する作業１回 

b. データに基づく圃場ごとの生育マップの作成、お客様への提供 

c. データに基づく圃場ごとの生育状態の平均値とばらつきを示すレポート（以下、「レ 

ポート」）の作成、お客様への提供 

② 事前打合せ・日程変更 

当社は、お客様と空撮予定日の約２週間前に事前打合せを行い、空撮作業の日程 

撮影日を確定します。なお、定植作業日及びその後の天候によって適正な撮影時期 

が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、必要に応じて空撮作業の日程 

撮影日を変更するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき生育マップ及びレポートが正常に作成されな 

い場合があること、その場合は当該圃場に係る生育マップ及びレポートは提供されな 

いことを確認し、予め了承するものとします。なお、リモートセンシングのみを委託した 

お客様は、当社からの生育マップ及びレポートの受領と引き換えに、当社に対し、当 

社が別途定める様式の受領書を提出するものとします。 

(2)マップ連動可変追肥 

① 業務内容 

a.マップ連動可変追肥のための施肥マップの作成とお客様への提供作成された施肥 

マップは、作成後、速やかにお客様に提供するものとします。ただし、施肥マップの作

成及び提供は、生育マップが正常に作成できた範囲に限ります。 

b. 施肥マップに基づく圃場への追肥作業 

(i)追肥範囲 

リモートセンシングを実施した圃場のうち、当該リモートセンシングによって実際に施 

肥マップが得られた範囲内で、お客様と当社との間で合意したエリア。 

(ii)施肥量 

前１．(1)のリモートセンシングによって得られた施肥マップに基づき、お客様と当社 

との間で合意した施肥量。 

(iii)使用肥料の手配 

お客様は、自己の申込書に従い、マップ連動可変追肥に使用する肥料を手配す 

るものとします。ただし、マップ連動可変追肥本業務において使用する肥料は、当 

社又は協力業者が指定する期間及び機材に使用可能なものであり、かつ、空中 

散布に適合した仕様を満足しているものに限ります。 

お客様は、肥料によっては物性についての事前試験が必要な場合があること、事 

前試験結果によっては施肥できないことがあること、肥料を変更しなければならな 

いことらを予め了承するものとします。 

② 事前打合せ・日程変更 

追肥作業の日程実施日その他マップ連動可変追肥の作業に必要な事項については、

事前打合せによりお客様と当社との間で決定するものとします。なお、その後、諸事

情により適正な追肥時期が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、必要

に応じて追肥作業の日程を変更もしくは中止するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき施肥マップが正常に作成されない場合がある

こと、生育マップ又は施肥マップが作成されなかった圃場についてはマップ連動可変

追肥が実施されないことを確認し、予め了承するものとします。 

お客様は、当社からの施肥マップの受領と引き換えに、当社に対し、当社が別途定

める様式の受領書を提出するものとします。 

第３条（契約の単位と成立日） 

本サービスの申込みにあたり、お客様は申込書に圃場リストを添付して当社に提出す

るものとします。お客様から書面又は電磁的方法により提出いただく申込書ごとに 1

件の契約とし、当該申込に対するお客様から当社への申込書到着日をもって、契約

成立日とします。 

第４条（権利譲渡の禁止等） 

１．本サービスは、当社から ID が付与されたお客様に限定して提供されるものであり、お客

様は、本約款に基づく権利義務及び本サービスにより得られたデータ・マップ・レポー

ト等を、日本国内外を問わず第三者に譲渡、移転、貸与、提供、担保供与等できな

いものとします。 

２．データ、マップ、レポートその他の本サービスにより得られた一切の成果物に関する著

作権等の知的財産権その他の一切の権利及び権益は、当社又は協力業者に帰属

します。 

第５条（お客様の名称等の変更に伴う通知） 

１．お客様は、申込書記載事項に変更があった場合、そのことを速やかに当社に通知する

ものとします。当該手続きを怠ったことによりお客様に不具合が発生した場合、当社

は何らの責任も負わないものとします。 

２．当社は､お客様から前項の届出を受けた場合、お客様にその届出のあった事実を証明

する書類の提出を求める場合があります。 

第６条（契約期間） 

１．本約款の期間は、第３条に定める契約成立日を開始日とし、第 2 条に従いマップ及び

レポートを受領された日から３か年経過した日を終了日とします。 

２．当社は、契約期間満了後においては、データ・マップ・レポート等の提供は一切行わな

いものとします。 

第７条（解約および解約料） 

１．お客様は、本約款を解約しようとするときは、事前打合せ日の前日までにその旨を当

社に通知するものとし、当社が当該通知を受けた日をもって、本約款の解約日としま

す。 

この場合、当社は、お客様から解約料を申し受けることはありません。 

２．事前打合せを実施した後、追肥予定日の 7 日前までに解約の通知をされた場合、本

サービスの利用料金の 50％を、また、追肥予定日の 6 日前から追肥予定日までに

解約の通知をされた場合、本サービスの利用料金の 100％をお客様に請求すること

があります。 

３．当社は、契約成立日の後であっても、当社の判断により空撮予定日の最低１ヶ月前に

お客様に通知することにより、お客様に対する一切の責任を負うことなく本サービスの

全部もしくは一部の提供を停止し、又は本約款を解約することができるものとします。 

４．前項の通知は、書面又は口頭の方法により実施するものとします。ただし、緊急の場合

その他やむを得ない場合は、当社所定の WEB サイトに掲載する方法により実施する

ことができるものとします。 

第８条（反社会勢力との関係拒絶） 

１．お客様は、自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律」に定義する暴力団、その関係団体等及び/又はそれらの構成員をいう。）でない

こと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名

誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、又は不当な要求行為をなさないこと、

お客様の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証する

ものとします。 

２．お客様は、前項に対する違反を発見した場合、ただちに当社にその事実を報告するも

のとします。 

３．当社は、第１項に対する違反又はその可能性があるものと判断した場合、催告手続を

経ることなく、また、何らの損害賠償金を支払うことなく、ただちに本約款及びこれに付

属関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場

合、当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではないものとします。 

第９条（データ保証等） 

１．当社は、お客様が本サービスを通じて取得するデータ、マップ、レポート等の完全性、

正確性、確実性、有用性等について保証しません。 

２．お客様は、本サービスにより提供を受ける物及びデータ・マップ・レポート等につき、自

己の責任により記録、保存するものとし、当社はお客様のパーソナルコンピューターそ

の他の利用端末ならびにお客様のサーバー内に記録されている全ての電磁的記録

の保全について、一切の保証を行わないものとします。 

第１０条（官庁への手続き） 

空撮時及び追肥作業時の無人航空機の飛行に際して、航空法その他関係法令・条

例・規則等により許可・承認が必要な場合、当社又は協力業者において所轄官公庁

へ申請するものとします。 

第１１条（飛行制限・飛行停止） 

１．当社及び協力業者は、航空法その他関係法令・条例・規則・通達等により認められる

空域かつ安全を確保できる空域でのみ無人航空機の飛行による空撮、及び、追肥

作業を実施します。 

２．当社及び協力業者は、次のいずれかに該当する場合は、空撮、及び、追肥作業を行

いません。 

(1)航空法その他関係法令・条例・規則等により許可・承認が必要な空域において国

土交通省等から飛行許可・承認が得られない場合 

(2)高圧電線・電波搭・無線施設の近傍で機体との接触又は電波障害が発生する場

合 

(3)交通量の多い道路以外に離着陸場所がなく、安全に離着陸できない場合 

(4)圃場が交通量の多い道路又は鉄道に接し、旋回時にその上空の飛行を回避でき

ない場合 

(5)その他第三者の所有又は管理に係る資産の上空、学校・病院、不特定多数人が

集まる場所等の上空を飛行しなければ作業できない場合 

(6)風雨により飛行中の姿勢が安定しない場合 

(7)その他、当社が派遣する作業員が、圃場近辺の環境、状況、気象状況等により、

空撮又は追肥作業を行うことが関係法令に抵触する恐れがある又は空撮・追肥作

業を行う上で安全を確保できないと判断した場合 

第１２条（本サービスの利用料金） 

本サービスの利用料金は、以下の項目から構成される。 

本サービス 項  目 

リモートセンシング 空撮料金（基本料金・追加料金） 

解析料（生育マップ及びレポート作成の料金を含む） 

マップ連動可変追肥 基本料金・追加料金（施肥マップ作成及び追肥作業

を含む） 

お客様は、別に定めた利用料金額及びこれに係る消費税の全額を、以下に定める基準 

日の属する月の末日締めで当社が発行する請求書記載の期限までに、当該請求書記 

載の方法に従い、当社に支払うものとします。 

利用する本サービスの内容 基 準 日 

リモートセンシング及びマップ連動可変

追肥を委託する場合 

追肥作業が完了した日 

リモートセンシングのみを委託する場合 生育マップ及びレポートを受領した

日 

２．当社は、本条により受領した本サービスの利用料金等を理由の如何を問わず、一切払

い戻す義務を負わないものとします。なお、本条の理由には、本約款第 2 条第(1)号

③及び第(2)号③の場合も含むものとします。 

第１３条（利用料金の改定） 

本サービスの範囲・内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動・その他により契

約締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、お客様と協議の上、本サー

ビスの利用料金額を改定することができるものとします。 

第１４条（提供の停止について） 

１．当社は、お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、契約期間中であ

っても本サービスの提供を停止し、本約款を解除できるものとします。この場合、お客

様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を

弁済するものとします。 

(1)所轄官公庁の許可・承認到着時期が撮影適期を逸脱したとき 

(2)本約款の申込みに際し、虚偽の事項を当社に申告したことが判明したとき 

(3)解散又は死亡したとき 

(4)支払停止又は支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手につき不渡りの処分を受け

たとき、あるいは取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき、又は滞納処分

を受けたとき 

(6)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は清

算手続に入ったとき 

(7)前各号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反し、当社が相当期間を定めて是正を

求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、又は本約款を解除しようとする

ときは、あらかじめその理由及び停止期日をお客様に通知します。ただし、緊急を要

する等やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

第１５条（免責） 

１．当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部を提供でき

なかった又は提供しなかったとしても、お客様又は第三者に発生した損害に関して、

何らの責任も負わないものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 11 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 14条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社、当社グループ会社もしくは協力業者が利用する電気通信設備における障害

の発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

２．当社は、お客様が本サービスを利用した後、お客様において生産される米等の産物の

収量・品質・等級が低下し、これにより損害が生じたとしても、一切その責任を負わな

いものとします。 

３．お客様が本サービスに関連して当社以外の第三者からサービス提供を受ける場合、

当社は、当該第三者の提供するサービスに関して生じた一切の損害について、責任

を負いません。 

第１６条（利用料金の一部請求） 

本サービスの提供にあって、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もし

くは一部を提供できなかった又は提供しなかったとしても、当社は、お客様に全部もし

くは提供できた一部について、お客様に請求できるものとし、お客様はこれらを支払う

義務を負うものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 11 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 14条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社、当社グループ会社もしくは協力業者が利用する電気通信設備における障害

の発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

第１7条（秘密保持） 

１．お客様及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の販売上、技術上その他

の業務上の秘密にかかる一切の情報（以下、「秘密情報」）を相手方の事前の書面

による承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。ただし、当社は、本約款

の履行並びに第１8 条（お客様情報の利用）及び第１9 条（個人情報等の利用）に定

める目的のために、お客様の秘密情報を当社グループ会社及び協力業者に守秘義

務を課した上で開示することができるものとします。 

２．前項の規定に関わらず、お客様及び当社は、以下のいずれかに該当する情報につい

ては、前項の秘密保持義務を負わないものとします。 

(1)受領前にすでに公知となっていた情報 

(2)受領した当事者の責によらない事由により、受領後に公知となった情報 

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)秘密保持の対象から除外する旨の書面による相手方の事前承諾を得た情報 

３．本条の規定は、お客様及び当社が、法令の定めにより又は権限のある官公署からの要

求により秘密情報の開示を強制された場合、当該強制された範囲内で秘密情報を

開示することを妨げるものではありません。 

第１8条（お客様情報の利用） 

１．お客様は、本サービスの利用に伴い、当社、当社グループ会社及び協力業者が、次の

お客様に関する情報（以下、「お客様情報」）を取得し、本サービス提供の目的のた

めに共同で利用することに同意します。 

(1)お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、施

肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

(2)本サービス遂行上取得したお客様の圃場のデータ及び当該データの分析により取

得される一切の情報 

(3)その他本サービスに関連して得た一切の情報 

２．前項により共同利用される情報の管理について責任を有する者は、当社代表取締役

とします。 

第 19条（個人情報等の利用） 

１．当社及び当社グループ会社は、所定の WEB サイトに掲載するプライバシーポリシーの

定めるところにより、以下（1）に定めるお客様に係る個人情報等を、以下(2)に定める

利用目的のために取得し、これを安全に管理して共同で利用するものとします。この

場合、個人情報等及び共同利用される情報の管理について責任を有する者は、当

社代表取締役とします。 

(1)個人情報等 

①お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、

施肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

②本サービス遂行上取得したお客様の圃場のデータ及び当該データの分析により

取得される一切の情報 

③その他本サービスに関連して得た一切の情報 

(2)利用目的 

①業務上のご連絡をするため 

②本サービスの提供のため 

③当社及び当社グループ会社が取り扱う製品・サービス、当社及び当社グループ

会社が開催（協賛・後援等を含む）するセミナー・展示会・実演会等に関するご案

内をするため 

④定期点検のご案内、本サービスの提供についての保守又は障害対応等アフター

サービス活動を行うため 

⑤当社及び当社グループ会社の製品使用やサービスに関する顧客満足度調査等

のアンケートにご協力をいただくため 

⑥当社及び当社グループ会社のサービス及び製品の機能向上、価値向上、新機

能開発、新製品開発、新サービスの開発と運営及びそのマーケティング分析をす

るため 

⑦お客様からのお問い合せ又はご依頼等への対応、情報の提供等をさせていただ

くため 

２．お客様は、本サービスの申込書の提出により、当社及び当社グループ会社がそれぞれ

お客様の個人情報等を前項に定める各目的に従い、取り扱うことに同意されたものと

します。 

第 20条（準拠法・合意管轄） 

本約款は、日本国内法に準拠するものとします。本約款に関する紛争については、

大阪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２1条（損害賠償） 

１．本約款又は本サービスの遂行に関し当社が責任を負う場合、当社の故意又は重過失

による場合を除き、当社は、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害の範囲で、

且つ、本サービスの利用料金相当額を上限とする金銭賠償責任を負うものとします。 

２．お客様は、本約款に特に定める他、本約款に違反したことにより、又は故意もしくは過

失により、当社又は協力業者に損害を与えた場合、当社に対してその全ての損害

（合理的な弁護士費用を含み、これに限られません。）を直ちに賠償する責任を負う

ものとします。 

第２2条（残存条項） 

本約款が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合であっても、本約

款第４条（権利譲渡の禁止等）、第９条（データ保証等）、第 15 条（免責）、第１8 条

（お客様情報の利用）、第１9 条（個人情報等の利用）、第 20 条（準拠法・合意管

轄）、第 21条（損害賠償）及び本条の各規定は、本約款の終了後も有効に存続する

ものとし、第 17 条（秘密保持）の規定は本約款の終了後も５年間有効に存続するも

のとします。 

第 23条（本約款の変更） 

当社は、本約款をいつでも変更することができます。この場合、当社は、変更後の約

款に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、効力発生日を定め

たうえで、当社所定の WEB サイトに掲示することによりお客様に通知するものとし、当

該通知に表示された効力発生日またはその後において本サービスを継続して利用し

ているお客様は、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。なお、お客様は、

変更後の約款の内容に同意されない場合、効力発生日までに当社に対して書面に

より通知することにより、当該効力発生日をもって、本約款を将来に向かって解約す

ることができます。 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 

2020年４月 1日制定 
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【ヤンマー営業所/特販店様からお申込みのお客様向け】 

2021 年 4 月 1 日改定版利用規約（約款） 

リモートセンシング解析サービス業務委託約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．ヤンマーアグリジャパン株式会社が提供する「リモートセンシング解析サービス業務委

託」を用いたサービスの内容・利用料金その他の条件は、この「リモートセンシング解析

サービス業務委託約款」（以下「本約款」）によります。 

２．本約款において、以下の各用語は、次の各号にそれぞれ定める意味を有するものとし

ます。 

(1)お客様 

本サービスを申し込み、利用される方（別表では「お客様」又は「データ提供者」とします） 

(2)当社 

ヤンマーアグリジャパン株式会社（別表では「データ受領者」とします） 

(3)グループ会社 

直接又は間接に、当事者を支配し、当事者が支配する又は当事者と共通の法人等に

よって支配されている、法人、会社その他の団体。本定義において使用される「支配」

とは、過半数の議決権付株式その他これに類似する権利を直接的又は間接的に有す

ることをいう。但し、法人、会社その他の団体は、その支配が存続する限りにおいての

み、本約款において当事者の関係会社とみなされる 

(4)当社グループ会社 

ヤンマーホールディングス株式会社、ヤンマーアグリ株式会社、ヤンマーヘリ＆アグリ

株式会社及びその他の当社のグループ会社 

(5)協力業者 

当社が本サービスを提供するためにデータ分析、生育マップの作成、その他の関連業

務を委託する各業者（当社グループ会社及びその協力業者を含みます） 

(6)本サービス 

リモートセンシングを用いたサービスであり、具体的には第 2 条に記載するサービス 

(7)リモートセンシング 

お客様が準備した当社指定の機種の無人航空機により圃場上空から撮影したセンシ

ングデータを基に、当社又は協力業者が圃場生育状況のマップとそれらのレポートを

作成し、当社がお客様にこれらを提供すること 

(8)センシングデータ 

空撮によって得られたカメラやセンサー等が出力する画像及び数値で表される情報及

びこの情報を基に計算される生育状態を示す数値で表される情報 

(9)生育マップ 

圃場内の区域ごとに生育状態を表すデータを色で表した図。なお、詳細は「NDVI マッ

プ」「植被率マップ」「NDVI×植被率マップ」の 3 種類により示すものとします（別表では

「派生データ」に含まれます） 

(10)レポート 

センシングデータに基づく圃場ごとの生育状態の平均値とばらつきを示したもの（別表で

は「派生データ」に含まれます） 

(11)圃場 

日本国内にある圃場で、本サービスの申込み時に本サービスの対象としてお客様が指

定し、当社が承諾した圃場 

(12)空撮 

お客様が準備した当社指定の機種の無人航空機及び撮影機材を使用して、圃場を

上空から撮影すること並びに生育マップ作成に必要なデータを取得すること 

(13)ID 

お客様を識別するために用いられる文字の組み合わせによって作られたコードで、当

社が発行するもの 

(14)スマートアシストリモート契約 

お客様が本サービスの利用の前提条件として締結する「SMARTASSIST-Remote (スマ

ートアシストリモート) システム利用約款」及び「スマートアシストリモートサービスプライバ

シーポリシー」 

(15)当初データ等 

当社がお客様から受領する情報（ノウハウほか）、データ及び／又は画像で別表 1 に特

定されたもの 

(16)派生データ 

当社が当初データ等を加工等することによって新たに生じたデータ又はデータ群で別表

１で特定されたもの 

(17)加工等 

当初データ等を加工、分析、編集、統合等し、派生データを生成すること 

(18)知的財産権等 

特許権、意匠権、実用新案権、著作権（著作権法第２７及び第２８条に定める権利を

含む）、商標権その他の一切の知的財産権（これらを受ける権利を含む）及び発明、

創作、著作物、意匠、商標、営業秘密、ノウハウその他の一切の知的財産 

第２条（本サービス内容） 

当社がお客様に提供する本サービスの内容は、以下の通りとします。 

【リモートセンシング解析サービス】 

① 業務内容 

ａ. センシングデータに基づく圃場ごとの生育マップの作成、お客様への提供 

ｂ. レポートの作成、お客様への提供 

② 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき生育マップ及びレポートが正常に作成されな

い場合があること、その場合は当該圃場に係る生育マップ及びレポートは提供されな

いことを確認し、予め了承するものとします。 

また、お客様が空撮したデータに不具合がある場合又は当社提供のリモートセンシン

グに適合しない場合、当該圃場に係る生育マップ及びレポートが不完全なものとなる

こと又は提供されないことがあることを確認し、予め了承するものとします。 

第３条（契約の単位と成立日） 

本サービスの申込みにあたり、お客様は申込書を記入して当社に提出するものとします。

お客様から書面又は電磁的方法により提出いただく申込書ごとに 1 件の契約とし、当該

申込に対するお客様から当社への申込書到着日をもって、契約成立日とします。 

なお、お客様は、契約成立日から 1 年間（以下、「申込書有効期限」）、当該申込書に

基づき、お客様が空撮したデータを当社所定の WEB サイトにアップロードすることにより、

本サービスを回数の制限なく利用することができます。 

第４条（権利譲渡の禁止等） 

本サービスは、当社から ID が付与されたお客様に限定して提供されるものであり、お客様

は、本約款に基づきもしくはこれに関連して発生する権利義務を、日本国内外を問わ

ず第三者に譲渡、移転、貸与、提供、担保供与等できないものとします。 

第５条（通知） 

１．本約款に基づきお客様が、当社に対して通知が必要な場合には、当社から別途書面

等にて指定を受けた場合を除き、当社のお客様担当又は以下に記載の当社担当部

門に通知すれば足りるものとします。但し、本約款で別段の規定のある場合は、書面に

より通知するものとします。 

＜当社担当部門＞ 

 ヤンマーアグリジャパン株式会社 

 ソリューション推進部 リモートセンシング担当係 

 電話番号：06-6376-6032 

 E-mail：yaj_sol_remote@yanmar.com 

  （受付時間： 10:00～12:00、 13:00～17:00） 

  （※土日祝日及び弊社指定休日を除く） 

２．本約款に基づき当社が、お客様に対して通知が必要な場合には、お客様から別途書

面等にて指定を受けた場合を除き、当社に登録された電子メールアドレス宛に電子メ

ールを送付する方法又は電話番号宛にご連絡する方法により通知すれば足りるものと

します。但し、本約款で別段の規定のある場合は、書面により通知するものとします。 

３．お客様は、申込書記載事項に変更があった場合、そのことを速やかに当社に通知する

ものとします。当該手続きを怠ったことによりお客様に不具合が発生した場合、当社は

何らの責任も負わないものとします。 

４．当社は､お客様から前項の届出を受けた場合、お客様にその届出のあった事実を証明

する書類の提出を求める場合があります。 

第６条（期間） 

１．本約款の契約期間は、第３条に定める契約成立日を開始日とし、お客様が申込書有

効期限内に当社所定の WEB サイトにアップロードした空撮データにもとづいて第２条に

従い当社からお客様に生育マップ及びレポートが最後に提供された日から３か年経過

した日を終了日とします。 

２．契約期間中及び契約期間満了又は終了後における相手方受領データ（第２３条に定

義）の保持期間（利用期限）は、別表２に定めるとおりとします。 

３．当社は、契約期間中であっても、第２条に従い当社からお客様に生育マップ及びレポ

ートが提供された日から１年間、対象のセンシングデータ（但し、派生データを除きます）

を保管し、それ以降は、当社の判断により、お客様に対する一切の責任を負うことなく、

当該センシングデータ（但し、派生データを除きます）の全部又は一部を削除すること

ができます。 

第７条（解約及び解約料） 

１．お客様は、本約款を解約しようとするときは、お客様が空撮したデータを当社所定の

WEBサイトにアップロードする日の前日までにその旨を当社に通知するものとし、当社が

当該通知を受けた日をもって、本約款の解約日とします。 

この場合、当社は、お客様から解約料を申し受けることはありません。 

２．お客様が空撮したデータを当社所定の WEB サイトにアップロードした後、当社による解

析作業開始の前日までに解約の通知をされた場合、本サービスの利用料金の 50％

を、また、当社による解析作業開始日以降に解約の通知をされた場合、本サービスの

利用料金の 100％をお客様に請求することがあります。 

３．当社は、契約成立日の後であっても、当社の判断によりお客様に通知することにより、

お客様に対する一切の責任を負うことなく本サービスの全部もしくは一部の提供を停止

し、又は本約款を解約することができるものとします。 

４．前項の通知は、書面又は口頭の方法により実施するものとします。但し、緊急の場合そ

の他やむを得ない場合は、当社所定の WEB サイトに掲載する方法により実施すること

ができるものとします。 

第８条（反社会勢力との関係拒絶） 

１．お客様は、自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に定義する暴力団、その関係団体等及び/又はそれらの構成員をいう。）でないこと、

反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名誉・信用

を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、又は不当な要求行為をなさないこと、お客様の

主要な出資者又は役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。 

２．お客様は、前項に対する違反を発見した場合、ただちに当社にその事実を報告するも

のとします。 

３．当社は、第１項に対する違反又はその可能性があるものと判断した場合、催告手続を

経ることなく、また、何らの損害賠償金を支払うことなく、ただちに本約款及びこれに付

属関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合、

当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではないものとします。 

第９条（官庁への手続き） 

お客様は、空撮時の無人航空機の飛行に際して、航空法その他関係法令・条例・規則

等により許可・承認が必要な場合、所轄官公庁へ申請するものとします。 

第 10 条（飛行制限・飛行停止） 

お客様は、航空法その他関係法令・条例・規則・通達等により認められる空域かつ安全

を確保できる空域でのみ無人航空機の飛行による空撮を実施します。 

第 11 条（本サービスの利用料金） 

１．本サービスの利用料金は、以下の項目から構成される。 

本サービス 項  目 

リモートセンシング解析サービス 解析料金（生育マップ及びレポート作

成の料金を含む） 

お客様は、別に定めた利用料金額及びこれに係る消費税の全額を、以下に定める基

準日の属する月の末日締めで当社が発行する請求書記載の期限までに、当該請求書

記載の方法に従い、当社に支払うものとします。 

利用する本サービスの内容 基 準 日 

リモートセンシング解析サービス 生育マップ及びレポートを受領した日 

２．当社は、本条により受領した本サービスの利用料金等を理由の如何を問わず、一切払

い戻す義務を負わないものとします。なお、本条の理由には、本約款第 2 条②の場合

も含むものとします。 

第 12 条（利用料金の改定） 

本サービスの範囲・内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動・その他により契約

締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、お客様と協議の上、本サービスの

利用料金額を改定することができるものとします。 

第 13 条（提供の停止について） 

１．当社は、お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、契約期間中であ

っても本サービスの提供を停止し、本約款を解除できるものとします。この場合、お客

様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を

弁済するものとします。 

(1)所轄官公庁の許可・承認到着時期が撮影適期を逸脱したとき 

(2)本約款の申込みに際し、虚偽の事項を当社に申告したことが判明したとき 

(3)解散又は死亡したとき 

(4)支払停止又は支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手につき不渡りの処分を受

けたとき、あるいは取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき、又は滞納処

分を受けたとき 

(6)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は

清算手続に入ったとき 

(7)前各号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反し、当社が相当期間を定めて是正

を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、又は本約款を解除しようとする

ときは、あらかじめその理由及び停止期日をお客様に通知します。但し、緊急を要する

等やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

第 14 条（免責） 

１．当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部を提供でき

なかった又は提供しなかったとしても、お客様又は第三者に発生した損害に関して、何

らの責任も負わないものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(3)当社、当社グループ会社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の

発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(4)第２条（本サービス内容）②により、圃場の全部又は一部につき生育マップ又はレポ

ートが、正常に作成できず若しくは不完全なものとなること又は提供されないとき 

(5)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供でき

ないとき 

(6)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができな

いとき 

２．当社は、お客様が本サービスを利用した後、お客様において生産される米等の産物の

収量・品質・等級が低下し、これにより損害が生じたとしても、一切その責任を負わない

ものとします。 

３．お客様が本サービスに関連して当社以外の第三者からサービス提供を受ける場合、

当社は、当該第三者の提供するサービスに関して生じた一切の損害について、責任を

負いません。 

第 15 条（利用料金の一部請求） 

本サービスの提供にあって、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしく

は一部を提供できなかった又は提供しなかったとしても、当社は、お客様に全部もしくは

提供できた一部について、お客様に請求できるものとし、お客様はこれらを支払う義務を

負うものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(3)当社、当社グループ会社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の

発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき  

(4)第２条（本サービス内容）②により、圃場の全部又は一部につき生育マップ又はレポ

ートが、正常に作成できず若しくは不完全なものとなること又は提供されないとき 

(5)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供でき

ないとき 

(6)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができな

いとき 

第 16 条（当初データ等の取得） 

１．当社は、別表１に記載の手法、その他お客様との間で合意した方法により、当初データ

等を取得するものとし、偽りその他不正の手段により当初データ等を取得いたしません。 

２．当初データ等の中に第三者の知見、実験、発見、農作業その他の活動によって取得さ

れたデータ（以下「第三者提供データ」）がある場合には、お客様は、当該第三者から

第三者提供データを本約款に基づき処分をする権限を付与されていることを、当社に

対して表明し、保証します。 

第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等） 

１． 当事者間で別途合意をした場合を除き、当初データ等の各自の利用権限は、別表１

に定めるとおりとします。 

２． 当事者間で別途合意をした場合を除き、派生データに関する各自の利用権限は、別

表１に定めるとおりとします。 

３． 当社及びお客様は、本約款に定める利用権限を超えて、当初データ等又は派生デー

タを利用（第三者への開示、譲渡、利用許諾を含む）等してはならないものとします。 

４．お客様は、第１項の定めに従い、当初データ等を利用等することができますが、当初デ

ータ等は当社に対する書類や電子ファイルの提出、Web サイト又はスマートフォンアプ

リからの入力、所定の Web サイトへのアップロードなど、お客様自身から提供されたデ

ータであるため、当社からお客様に対して改めて提供することはいたしません。 

５．お客様が、本約款で定める利用権限の範囲内において、派生データの利用等を望む

場合には、特段の申込書式による申請を不要とし、お客様ご自身で派生データを本サ

ービスを通じて取得するものとします。但し、お客様に対する派生データの提供に費用

を要する場合には、当社は別途定める手数料をお客様に請求できるものとします。 

６．当初データ等及び派生データの取得期間等に関しては、別表２に定めるとおりとします。 

７．当初データ等に関してお客様が創出した知的財産権（データベースの著作物に関する

権利を含むが、これらに限らない）がある場合には、当該知的財産権は当該お客様に

帰属するものとします。但し、当初データ等のうち、当社又は第三者に知的財産権が

帰属するものはこの限りではないものとします。 

８．派生データの作成又は利用に基づき生じた知的財産権等は、当事者間で別途合意を

した場合を除き、当社に帰属するものとします。但し、派生データに関する知的財産権

が第三者に帰属する場合にはこの限りではないものとします。 

第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保証） 

１．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、自己が提供する当初データ等又は派生

データ（以下「相手方提供データ」。当社においてはセンシングデータを含む。）の完全

性、正確性、確実性、有用性等及び相手方提供データが第三者の知的財産権等そ

の他の権利を侵害しないことのいずれもついて保証しません。 

２．お客様は、相手方提供データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

はお客様のパーソナルコンピューターその他の利用端末ならびにお客様のサーバー内

に記録されている全ての電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとし

ます。 

３．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、創出又は提供を予定していた相手方提

供データが必ず創出又は提供されること、相手方提供データがそれぞれ相手方に継

続的に提供されることをいずれも保証するものではありません。 

第 19 条（利用権限の配分に対する対価） 

お客様、当社は、第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等）により、相手

方に当初データ等及び派生データの利用権限を配分することにつき、相手方に対して、

譲渡費用、利用許諾に対する対価その他の対価を請求する権利を有しないものとしま

す。なお、本サービスの利用料金は、本条の「対価」に該当するものではありません。 

第 20 条（収益の分配） 

当社が、本約款の契約期間中に、お客様のみの知的財産権等に基づく当初データ等

を用いて生成した派生データを利用して新たに創出した事業又はサービスによって得た

収益（以下「本収益」）の分配の有無・分配条件等については、別途双方の寄与度等に

応じてお客様と当社が事前に協議の上合意により決定します。なお、本サービスの利用

料金は本条の「本収益」に該当するものではありません。 

第 21 条（分担金の支払い） 

当社は、合理的な理由に基づく場合、お客様に対して、データ保管費用等の分担金の

支払いを求めることができます。 

第 22 条（利用状況の報告及び監査） 

１． お客様は、当社に対し、当社による当初データ等の利用が本約款の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

２． 当社は、お客様に対し、お客様による派生データの利用が本約款の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

３． お客様又は当社は、第１項又は前項に基づく報告が当初データ等又は派生データの

利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合で、かつ、相手方による本約款

に違反する事態が発生している又は発生するおそれのあることが合理的に疑われる場

合には、２０営業日前までに相手方に対して書面による通知をすることを条件に、１年

に１回を限度として、相手方の指定する担当部門所在地において、自ら及び／又は自

らが指定した第三者をして、当初データ等又は派生データの利用状況の監査を実施

することができるものとします。この場合、監査を実施するお客様又は当社は、相手方

の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものとし

ます。 

４． 前項による監査の結果、当社又はお客様が本約款に違反して当初データ等又は派生

データを利用していたことが発覚した場合、お客様又は当社は相手方に対し監査に要

した費用を支払うものとします。 

第 23 条（相手方受領データの管理） 

１. お客様及び当社は、相手方から受領するデータ（以下「相手方受領データ」）を他の情

報又はデータと明確に区別し、自己のものを管理するのと同一の注意義務をもって管

理・保管するものとします。なお、相手方受領データのうち、別表により営業秘密として

定めているものについては、営業秘密としての保護のための要件を満たす水準の管理

を行うものとします。 

２. お客様は、相手方受領データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

は、お客様のパソコン等の端末本体並びにお客様のサーバー内に記録されている全て

の電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとします。 

３. お客様及び当社は、相手方受領データの管理状況について合理的な疑義が生じた場

合には、相手方に対していつでも書面による報告を求めることができるものとします。こ

の場合において、相手方受領データの漏えい又は喪失のおそれがあると相手方が判

断した場合、お客様又は当社は、相手方に対して当初データ等及び派生データの管

理方法・保管方法の是正を求めることができるものとします。 

４. 前項の報告又は是正の要求がなされた場合、その要求を受けたお客様又は当社は

速やかにこれに応じなければならないものとします。 

５. お客様及び当社は、相手方受領データを第三者に提供又は開示する場合には、当該

第三者との間で適切な秘密保持契約を締結するなどして、当該第三者に対し、適切

な相手方受領データに関する秘密保持と保管を履行させなければならないものとしま

す。 

第 24 条（データ漏えい等の場合の対応及び責任） 

１. 当社は、当初データ等の漏えい、喪失、本約款に定める利用権限を超えた当初デー

タ等の利用等の本約款に違反する当初データ等の利用等（以下「当初データ等の漏

えい等」）を発見した場合、又は当初データ等の漏えい等が合理的に疑われる場合、

直ちにお客様にその旨を通知しなければならないものとします。 

２. 当社は、派生データの漏えい又は喪失、本約款に定める利用権限を超えた派生デー

タの利用等の本約款に違反する派生データの利用等（以下「派生データの漏えい等」）

を発見した場合、又は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにお客

様にその旨を通知しなければならないものとします。 

３. 当社から派生データを受領したお客様が、派生データの漏えい等を発見した場合、又

は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに当社にその旨を通知しな

ければならないものとします。 

４. 本条第１項又は第２項に該当する場合、当社は、自己の費用と責任において、当初デ

ータ等の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、当初データ等

の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査

し、再発防止策について検討しその内容をお客様に報告しなければならないものとしま

す。 

５. お客様が管理する領域で派生データの漏えい等が生じ、又は派生データの漏えい等

が合理的に疑われる場合には、お客様は、自己の費用と責任において、派生データの

漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、

その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を当社に報告しなければなら

ないものとします。 

６. 漏えい又は喪失（以下これらを総称して「漏えい等」）が発生し、又は漏えい等が発生

した可能性のある当初データ等又は派生データに個人データが含まれている場合には、

漏えい等を生じさせた当社又はお客様は、法令の定めに従い、個人情報保護委員会

に対してその旨報告し、その指示に従うものとします。 

７. お客様及び当社は、相手方提供データに、第三者の知的財産権等の対象となるデー

タが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やか

に相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議及び協力して、当該第三者の

許諾を得ること又は問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、相

手方が相手方提供データの利用権限を行使できるよう努めるものとします。 

８. お客様は、当社が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により当初データ等又は派生データが喪失又は毀損され、あるいは意

図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又

は第三者に損害が発生した場合であっても、当社に対していかなる損害賠償をも請求

しないものとします。但し、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理する

当社が、漏えい等が発覚した又は漏えい等が合理的に疑われる当初データ等及び／

又は派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシス

テムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティ及びバックアップ体制を備えていた

場合（なお、当社が、自らが管理するシステムの全部又は一部の運営・管理を第三者

に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対

する適切な監督を行っていたことを含む。）に適用されるものとします。 

９. 当社は、お客様が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により派生データが喪失又は毀損され、あるいは意図しない第三者に
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開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又は第三者に損害が

発生した場合であっても、お客様に対していかなる損害賠償をも請求しないものとしま

す。但し、お客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

第 25 条（責任の制限等） 

１. お客様は、当社による当初データ等の利用に関連する、又は当初データ等の当社の

利用に基づき生じた知的財産権等の当社による利用に関連する一切の請求、損失、

損害又は費用（合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これ

らに類する侵害を含むがこれに限らない）に関し責任を負わないものとします。但し、お

客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

２. 当社は、当初データ等の利用に起因又は関連して第三者との間で紛争、クレーム又は

請求（以下「紛争等」）が生じた場合には、直ちにお客様に対して書面により通知するも

のとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を解決する。お客様は、

当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとします。但し、当該紛争等がお客様の

帰責事由に基づく場合はこの限りではありません。 

３. 当社は、前項に定める紛争等に起因又は関連してお客様が損害、損失又は費用（合

理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」）を被った場合（但し、当該紛争等がお客

様の帰責事由に基づく場合を除く）、お客様に対して、当該損害等を補填するものとし

ます。但し、当社が負担する当該損害等の補填額は、当該損害等が発生した年度の

本サービスの利用料金相当額を上限とします。 

第 26 条（当初データ等・派生データの範囲の変更） 

当社は、本約款の契約期間開始時にはその創出、取得又は収集を想定し得なかった、

別表１の記載内容に実質的な変更が生じるような新たなデータを創出、取得又は収集

することができることを知り、そのデータの利活用を求めるときは、本約款を修正すること

によって、お客様に対してその旨通知し、当初データ等及び派生データの範囲を変更す

ることができるものとします。 

第 27 条（秘密保持） 

１．お客様及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の販売上、技術上その他の

業務上の秘密にかかる一切の情報（以下「秘密情報」）を相手方の事前の書面による

承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。但し、当社は、本約款の履行及

び第 28 条（お客様情報・個人情報の利用）に定める目的のために、お客様の秘密情

報を当社グループ会社及び協力業者に守秘義務を課した上で開示することができるも

のとします。 

２．前項の規定に関わらず、お客様及び当社は、以下のいずれかに該当する情報につい

ては、前項の秘密保持義務を負わないものとします。 

(1)受領前にすでに公知となっていた情報 

(2)受領した当事者の責によらない事由により、受領後に公知となった情報 

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)秘密保持の対象から除外する旨の書面による相手方の事前承諾を得た情報 

３．本条の規定は、お客様及び当社が、法令の定めにより又は権限のある官公署からの要

求により秘密情報の開示を強制された場合、当該強制された範囲内で秘密情報を開

示することを妨げるものではありません。 

第 28 条（お客様情報・個人情報の利用） 

１．当社及び当社グループ会社は、以下(1)に定めるお客様情報を、以下(2)に定める利

用目的のために取得・利用するものとします。なお、(1)のお客様情報のうち、特定の個

人を識別することができる情報を、特に「個人情報」といいます。 

(1)お客様情報 

①お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、

施肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

②本サービス遂行上取得した別表２に定めるお客様入力データ・撮影データ 

(2)利用目的 

①業務上のご連絡をするため 

②本サービスの提供のため 

③当社及び当社グループ会社が取り扱う製品・サービス、当社及び当社グループ会

社が開催（協賛・後援等を含む）するセミナー・展示会・実演会等に関するご案内

をするため 

④定期点検のご案内、本サービスの提供についての保守又は障害対応等アフター

サービス活動を行うため 

⑤当社及び当社グループ会社の製品使用やサービスに関する顧客満足度調査等

のアンケートにご協力をいただくため 

⑥当社及び当社グループ会社のサービス及び製品の機能向上、価値向上、新機能

開発、新製品開発、新サービスの開発と運営、本サービスの改良及び統計的分

析・マーケティング分析をするため 

⑦お客様からのお問い合せ又はご依頼等への対応、情報の提供等をさせていただく

ため 

⑧農業又はこれに関連する事業全体の発展に寄与する研究開発及び実証実験、お

客様が運営する農業関連事業の生産性向上のための分析等をするため 

⑨個人を特定できないように加工したうえで、本サービスの利用例として紹介するた

め 

⑩その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意をいただいた目的のため 

２．当社及び当社グループ会社は、適用される法令・ガイドライン等を遵守し、個人情報を

安全に管理して共同で利用するものとします。なお、個人情報の管理について責任を

有する者は、当社代表取締役とします。 

３．当社及び当社グループ会社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、

協力業者などの業務委託先に提供できるものとします。なお、当該業務委託先には、

お客様がお住まいの国以外に所在する者が含まれる場合があります。 

４．当社及び当社グループ会社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、

特約店、販売店等に提供できるものとします。なお、当社又は当社グループ会社が従う

べき法令上の義務等の、特段の事情がある場合は、当社又は当社グループ会社はお客

様の同意なしに必要な第三者へ個人情報の提供を行うことがあります。なお、当該第三

者には、お客様がお住まいの国以外に所在する者が含まれる場合があります。 

５．お客様は、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、個人情報に関して開

示、訂正・追加・削除、利用停止・消去等（以下「開示等」）を当社に請求できるものと

します。当社は、当該請求が、お客様本人によるものであることを確認した上で、法令

の規定に従い必要があると判断した場合、合理的な期間内に、開示等に応じます。 

６．お客様は、本サービスの申込書の提出により、本条各項の定めに同意されたものとしま

す。 

第 29 条（準拠法・合意管轄） 

本約款は、日本国内法に準拠するものとします。本約款に関する紛争については、大

阪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 30 条（損害賠償） 

１．本約款又は本サービスの遂行に関し当社が責任を負う場合、当社の故意又は重過失

による場合を除き、当社は、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害の範囲で、

且つ、当該損害等が発生した年度の本サービスの利用料金相当額を上限とする金銭

賠償責任を負うものとします。 

２．お客様は、本約款に特に定める他、本約款に違反したことにより、又は故意もしくは過

失により、当社又は協力業者に損害を与えた場合、当社に対してその全ての損害（合

理的な弁護士費用を含み、これに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものと

します。 

第 31 条（残存条項） 

本約款が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合であっても、本約款

第４条（権利譲渡の禁止等）、第 14 条（免責）、第 17 条（当初データ等及び派生デー

タの利用権限等）、第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保

証）、第 19 条（利用権限の配分に対する対価）、第 21 条 （分担金の支払い）、第 22

条（利用状況の報告及び監査）、第 23 条（相手方受領データの管理）、第 24 条（デー

タ漏えい等の場合の対応及び責任）、第 25 条（責任の制限等）、第 28 条（お客様情

報・個人情報の利用）、第 29 条（準拠法・合意管轄）、第 30 条（損害賠償）及び本条

の各規定は、本約款の終了後も有効に存続するものとし、第 27 条（秘密保持）の規定

は本約款の終了後も５年間有効に存続するものとします。 

第 32 条（本約款の変更） 

当社は、本約款をいつでも変更することができます。この場合、当社は、変更後の約款

に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、効力発生日を定めたうえ

で、当社所定の WEB サイトに掲示することによりお客様に通知するものとし、当該通知

に表示された効力発生日又はその後において本サービスを継続して利用しているお客

様は、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。なお、お客様は、変更後の約

款の内容に同意されない場合、効力発生日までに当社に対して書面により通知するこ

とにより、当該効力発生日をもって、本約款を将来に向かって解約することができます。 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 

2020 年 1 月 1 日制定 

2021 年 4 月 1 日改定 

別表２　当初データ等・派生データに関する期間

データの種類 取得期間
相手方受領データの
保持期間（利用期限）

備考

・ 契約期間終了後であっても、当社は、本約款に定める目的及び別表1に定める利
用権限の範囲内で利用することができる。

・ 当社は、第2条に従い提供したマップ及びレポートの作成に用いた当初データ等
は、当該レポートが提供された日から1年間保管し、それ以降は、当社の判断により、
お客様に対する一切の責任を負うことなく、全部又は一部を削除できる。

・ 当社は、お客様からの請求があった場合、別表１に定めるお客様入力データの全
部又は一部を削除する。ただし、派生データ内の当初データ等（派生データに連携さ
れている当初データ等を含む）には適用しない。

・お客様は、契約期間（レポート受領から3年間）中は、本約款に定める目的及び別
表1に定める利用権限の範囲内で、本サービスを通して派生データを利用することが
できる。

・お客様は、契約期間終了後であっても、本約款に定める目的及び別表1に定める
利用権限の範囲内で取得済みの派生データを利用することができる。

お客様がリモートセンシングの契約期間中に、スマート
アシストリモート契約を解約した場合、当社は左記「契
約期間終了後」と同様の対応を取ることができる。

申込書有効期限内に取得する。
（契約成立日から1年間）

当初データ等

派生データ 契約期間中に取得する

別表１
当初データ等の詳細、利用権限

概要
当初データ等の提供方法

（データ受領者がデータ提供者から当初データ等
を取得する方法）

知的財産権等・個人情報等の有無 データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

お客様入力データ
スマートアシストリモートリモートセンシング診断結
果サイトでお客様が手作業を伴って生成登録す
る数値、画像及び文字列

お客様がWebサイト又はスマートフォンアプリを
使っての入力、または書類や電子ファイルの圃
場リストに入力して手渡しやメール等で提供

一部含む。
（お客様が提供する栽培状況を表す数値及び文
字列に関するノウハウ・営業秘密・個人情報等）

撮影データ

サービス利用契約後、お客様が自己所有するド
ローン搭載のカメラ及びセンサーが取得した以下
の画像及び数値
近赤外線画像／緑画像
／統合日照センサー値（画像に含む）
／位置情報（画像に含む）

お客様が自己所有するカメラ搭載ドローンによる
撮影で取得された当初データを所定のWEBサイ
トからサーバーへアップロード

知的財産権等・個人情報は含まない。

派生データの詳細、利用権限

概要
当社からの提供方法

（当社等がお客様に派生データを
提供する方法）

データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

派生データ

（データ受領者が当初
データ等を加工等して新
たに創出させたデータで、
データ受領者のサービス
を通して提供されるデー

タ）

「お客様入力データ」「撮
影データ」から生成される
派生データ

NDVIマップ／NDVI平均値(圃場ごと）／NDVIバラ
つき(圃場ごと）／植被率マップ／植被率平均値
(圃場ごと）／植被率バラつき(圃場ごと）／NDVI
×植被率マップ／NDVI×植被率平均値(圃場ご
と）／NDVI×植被率バラつき(圃場ごと）等

データ受領者の本サービスを通して提供される

・本サービス利用目的の範囲で、自己利用す
ることができる。
・ データ受領者による事前承諾なく、派生データ
を改変等することはできない。
ただし、スマートアシストリモート又はリモートセンシ
ング診断結果サイトから出力したファイルは自己
利用の範囲で改変することができる（改ざん等
当社又は第三者の権利を害するような方法を除
く）。
・データ受領者による事前の書面承諾なく派生
データを第三者に開示、譲渡又は利用許諾等し
てはならない。

お客様・当社等の間で別途合意をした場合を
除き、
・自己利用することができる（改変等を含む）。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

データの種類

派生データを生成し、データ提供者へ開示す
る目的及び本約款に記載する利用目的の範
囲で、
・自己利用することができる（当社グループ会社
による利用を含む。以下、本別表において同
じ）。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

データの種類

当初データ等

（データ受領者がデータ提
供者から提供される全て

のデータおよび画像）

・自己利用することができる。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。
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【ヤンマー営業所/特販店様からお申込みのお客様向け】 

現行利用規約（約款） 
リモートセンシング解析サービス業務委託約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．ヤンマーアグリジャパン株式会社が提供する「リモートセンシング解析サービス業務委

託」を用いたサービスの内容・利用料金その他の条件は、この「リモートセンシング解析

サービス業務委託約款」（以下、「本約款」）によります。 

２．本約款において、以下の各用語は、次の各号にそれぞれ定める意味を有するものとし

ます。 

(1)お客様 

本サービスを申し込み、利用される方 

(2)当社 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 

(3)グループ会社 

直接又は間接に、当事者を支配し、当事者が支配する又は当事者と共通の法人等に

よって支配されている、法人、会社その他の団体。本定義において使用される「支配」

とは、過半数の議決権付株式その他これに類似する権利を直接的又は間接的に有す

ることをいう。ただし、法人、会社その他の団体は、その支配が存続する限りにおいての

み、本約款において当事者の関係会社とみなされる。 

(4)当社グループ会社 

ヤンマーホールディングス株式会社、ヤンマーアグリ株式会社、ヤンマーヘリ＆アグリ

株式会社、ファームアイ株式会社及びその他の当社のグループ会社 

(5)協力業者 

当社が本サービスを提供するためにデータ分析、生育マップの作成、その他の関連業

務を委託する各業者（当社グループ会社及びその協力業者を含みます） 

(6)本サービス 

リモートセンシングを用いたサービスであり、具体的には第 2条に記載するサービス 

(7)リモートセンシング 

お客様が準備した当社指定の機種の無人航空機により圃場上空から撮影したデータ

を基に、当社又は協力業者が圃場生育状況のマップとそれらのレポートを作成し、当

社がお客様にこれらを提供すること 

(8)データ 

空撮によって得られたカメラが出力する数値で表される情報及びこの情報を基に計算

される生育状態を示す数値で表される情報 

(9)生育マップ 

圃場内の区域ごとに生育状態を表すデータを色で表した図。なお、詳細は「NDVI マッ

プ」「植被率マップ」の 2種類により示すものとします。 

(10)圃場 

日本国内にある圃場で、本サービスの申込み時に本サービスの対象としてお客様が指

定し、当社が承諾した圃場 

(11)空撮 

お客様が準備した当社指定の機種の無人航空機及び撮影機材を使用して、圃場を

上空から撮影すること並びに生育マップ作成に必要なデータを取得すること 

(12)ID 

お客様を識別するために用いられる文字の組み合わせによって作られたコードで、当

社が発行するもの 

第２条（本サービス内容） 

当社がお客様に提供する本サービスの内容は、以下の通りとします。 

【リモートセンシング解析サービス】 

① 業務内容 

ａ. データに基づく圃場ごとの生育マップの作成、お客様への提供 

ｂ. データに基づく圃場ごとの生育状態の平均値とばらつきを示すレポート（以下、「レ

ポート」）の作成、お客様への提供 

② 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき生育マップ及びレポートが正常に作成されな

い場合があること、その場合は当該圃場に係る生育マップ及びレポートは提供されな

いことを確認し、予め了承するものとします。 

また、お客様が空撮したデータに不具合がある場合又は当社提供のリモートセンシン

グに適合しない場合、当該圃場に係る生育マップ及びレポートが不完全なものとなる

こと又は提供されないことがあることを確認し、予め了承するものとします。 

なお、お客様は、当社からの生育マップ及びレポートの受領と引き換えに、当社に対

し、当社が別途定める様式の受領書を提出するものとします。 

第３条（契約の単位と成立日） 

本サービスの申込みにあたり、お客様は申込書を記入して当社に提出するものとします。

お客様から書面又は電磁的方法により提出いただく申込書ごとに 1件の契約とし、当該

申込に対するお客様から当社への申込書到着日をもって、契約成立日とします。 

なお、お客様は、契約成立日から 1 年間（以下、「申込書有効期限」）、当該申込書に

基づき、お客様が空撮したデータを当社所定のWEBサイトにアップロードすることにより、

本サービスを回数の制限なく利用することができます。 

第４条（権利譲渡の禁止等） 

１．本サービスは、当社から ID が付与されたお客様に限定して提供されるものであり、お客

様は、本約款に基づく権利義務及び本サービスにより得られたデータ・生育マップ・レ

ポート等を、日本国内外を問わず第三者に譲渡、移転、貸与、提供、担保供与等でき

ないものとします。 

２．データ、生育マップ、レポートその他の本サービスにより得られた一切の成果物に関す

る著作権等の知的財産権その他の一切の権利及び権益は、当社又は協力業者に帰

属します。 

第５条（お客様の名称等の変更に伴う通知） 

１．お客様は、申込書記載事項に変更があった場合、そのことを速やかに当社に通知する

ものとします。当該手続きを怠ったことによりお客様に不具合が発生した場合、当社は

何らの責任も負わないものとします。 

２．当社は､お客様から前項の届出を受けた場合、お客様にその届出のあった事実を証明

する書類の提出を求める場合があります。 

第６条（契約期間） 

１．本約款の期間は、第３条に定める契約成立日を開始日とし、お客様が申込書有効期

限内に当社所定の WEBサイトにアップロードした空撮データにもとづいて第 2条に従い

作成された生育マップ及びレポートを最後に受領した日から３か年経過した日を終了

日とします。 

２．当社は、契約期間満了後においては、データ・生育マップ・レポート等の提供は一切行

わないものとします。 

第７条（解約および解約料） 

１．お客様は、本約款を解約しようとするときは、お客様が空撮したデータを当社所定の

WEBサイトにアップロードする日の前日までにその旨を当社に通知するものとし、当社が

当該通知を受けた日をもって、本約款の解約日とします。 

この場合、当社は、お客様から解約料を申し受けることはありません。 

２．お客様が空撮したデータを当社所定の WEB サイトにアップロードした後、当社による解

析作業開始の前日までに解約の通知をされた場合、本サービスの利用料金の 50％

を、また、当社による解析作業開始日以降に解約の通知をされた場合、本サービスの

利用料金の 100％をお客様に請求することがあります。 

３．当社は、契約成立日の後であっても、当社の判断によりお客様に通知することにより、

お客様に対する一切の責任を負うことなく本サービスの全部もしくは一部の提供を停止

し、又は本約款を解約することができるものとします。 

４．前項の通知は、書面又は口頭の方法により実施するものとします。ただし、緊急の場合

その他やむを得ない場合は、当社所定の WEB サイトに掲載する方法により実施するこ

とができるものとします。 

第８条（反社会勢力との関係拒絶） 

１．お客様は、自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に定義する暴力団、その関係団体等及び/又はそれらの構成員をいう。）でないこと、

反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名誉・信用

を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、又は不当な要求行為をなさないこと、お客様の

主要な出資者又は役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。 

２．お客様は、前項に対する違反を発見した場合、ただちに当社にその事実を報告するも

のとします。 

３．当社は、第１項に対する違反又はその可能性があるものと判断した場合、催告手続を

経ることなく、また、何らの損害賠償金を支払うことなく、ただちに本約款及びこれに付

属関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合、

当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではないものとします。 

第９条（データ保証等） 

１．当社は、お客様が本サービスを通じて取得するデータ、生育マップ、レポート等の完全

性、正確性、確実性、有用性等について保証しません。 

２．お客様は、本サービスにより提供を受ける物及びデータ・生育マップ・レポート等につき、

自己の責任により記録、保存するものとし、当社はお客様のパーソナルコンピューター

その他の利用端末ならびにお客様のサーバー内に記録されている全ての電磁的記録

の保全について、一切の保証を行わないものとします。 

第１０条（官庁への手続き） 

お客様は、空撮時の無人航空機の飛行に際して、航空法その他関係法令・条例・規則

等により許可・承認が必要な場合、所轄官公庁へ申請するものとします。 

第１１条（飛行制限・飛行停止） 

お客様は、航空法その他関係法令・条例・規則・通達等により認められる空域かつ安全

を確保できる空域でのみ無人航空機の飛行による空撮を実施します。 

第１２条（本サービスの利用料金） 

１．本サービスの利用料金は、以下の項目から構成される。 

本サービス 項  目 

リモートセンシング解析サービス 解析料金（生育マップ及びレポート作

成の料金を含む） 

お客様は、別に定めた利用料金額及びこれに係る消費税の全額を、以下に定める基

準日の属する月の末日締めで当社が発行する請求書記載の期限までに、当該請求書

記載の方法に従い、当社に支払うものとします。 

利用する本サービスの内容 基 準 日 

リモートセンシング解析サービス 生育マップ及びレポートを受領した日 

２．当社は、本条により受領した本サービスの利用料金等を理由の如何を問わず、一切払

い戻す義務を負わないものとします。なお、本条の理由には、本約款第 2 条②の場合

も含むものとします。 

第１３条（利用料金の改定） 

本サービスの範囲・内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動・その他により契約

締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、お客様と協議の上、本サービスの

利用料金額を改定することができるものとします。 

第１４条（提供の停止について） 

１．当社は、お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、契約期間中であ

っても本サービスの提供を停止し、本約款を解除できるものとします。この場合、お客

様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を

弁済するものとします。 

(1)所轄官公庁の許可・承認到着時期が撮影適期を逸脱したとき 

(2)本約款の申込みに際し、虚偽の事項を当社に申告したことが判明したとき 

(3)解散又は死亡したとき 

(4)支払停止又は支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手につき不渡りの処分を受

けたとき、あるいは取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき、又は滞納処

分を受けたとき 

(6)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は

清算手続に入ったとき 

(7)前各号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反し、当社が相当期間を定めて是正

を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、又は本約款を解除しようとする

ときは、あらかじめその理由及び停止期日をお客様に通知します。ただし、緊急を要す

る等やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

第１５条（免責） 

１．当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部を提供でき

なかった又は提供しなかったとしても、お客様又は第三者に発生した損害に関して、何

らの責任も負わないものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 14条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(3)当社、当社グループ会社もしくは協力業者が利用する電気通信設備における障害

の発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(4)第２条（本サービス内容）②により、圃場の全部又は一部につき生育マップ又はレポ

ートが、正常に作成できず若しくは不完全なものとなること又は提供されないとき 

(5)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供でき

ないとき 

(6)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができな

いとき 

２．当社は、お客様が本サービスを利用した後、お客様において生産される米等の産物の

収量・品質・等級が低下し、これにより損害が生じたとしても、一切その責任を負わない

ものとします。 

３．お客様が本サービスに関連して当社以外の第三者からサービス提供を受ける場合、

当社は、当該第三者の提供するサービスに関して生じた一切の損害について、責任を

負いません。 

第１６条（利用料金の一部請求） 

本サービスの提供にあって、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしく

は一部を提供できなかった又は提供しなかったとしても、当社は、お客様に全部もしくは

提供できた一部について、お客様に請求できるものとし、お客様はこれらを支払う義務を

負うものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 14条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(3)当社、当社グループ会社もしくは協力業者が利用する電気通信設備における障害

の発生、又はその保守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(4)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(5)第２条（本サービス内容）②により、圃場の全部又は一部につき生育マップ又はレポ

ートが、正常に作成できず若しくは不完全なものとなること又は提供されないとき 

(6)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供でき

ないとき 

(7)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができな

いとき 

第１7条（秘密保持） 

１．お客様及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の販売上、技術上その他の

業務上の秘密にかかる一切の情報（以下、「秘密情報」）を相手方の事前の書面によ

る承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。ただし、当社は、本約款の履

行並びに第１8条（お客様情報の利用）及び第１9条（個人情報等の利用）に定める目

的のために、お客様の秘密情報を当社グループ会社及び協力業者に守秘義務を課し

た上で開示することができるものとします。 

２．前項の規定に関わらず、お客様及び当社は、以下のいずれかに該当する情報につい

ては、前項の秘密保持義務を負わないものとします。 

(1)受領前にすでに公知となっていた情報 

(2)受領した当事者の責によらない事由により、受領後に公知となった情報 

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)秘密保持の対象から除外する旨の書面による相手方の事前承諾を得た情報 

３．本条の規定は、お客様及び当社が、法令の定めにより又は権限のある官公署からの要

求により秘密情報の開示を強制された場合、当該強制された範囲内で秘密情報を開

示することを妨げるものではありません。 

第１8条（お客様情報の利用） 

１．お客様は、本サービスの利用に伴い、当社、当社グループ会社及び協力業者が、次の

お客様に関する情報（以下、「お客様情報」）を取得し、本サービス提供の目的のため

に共同で利用することに同意します。 

(1)お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、施

肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

(2)本サービス遂行上取得したお客様の圃場のデータ及び当該データの分析により取

得される一切の情報 

(3)その他本サービスに関連して得た一切の情報 

２．前項により共同利用される情報の管理について責任を有する者は、当社代表取締役

とします。 

第 19条（個人情報等の利用） 

１．当社及び当社グループ会社は、所定の WEB サイトに掲載するプライバシーポリシーの

定めるところにより、以下（1）に定めるお客様に係る個人情報等を、以下(2)に定める

利用目的のために取得し、これを安全に管理して共同で利用するものとします。この場

合、個人情報等及び共同利用される情報の管理について責任を有する者は、当社代

表取締役とします。 

(1)個人情報等 

①お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、

施肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

②本サービス遂行上取得したお客様の圃場のデータ及び当該データの分析により取

得される一切の情報 

③その他本サービスに関連して得た一切の情報 

(2)利用目的 

①業務上のご連絡をするため 

②本サービスの提供のため 

③当社及び当社グループ会社が取り扱う製品・サービス、当社及び当社グループ会

社が開催（協賛・後援等を含む）するセミナー・展示会・実演会等に関するご案内

をするため 

④定期点検のご案内、本サービスの提供についての保守又は障害対応等アフター

サービス活動を行うため 

⑤当社及び当社グループ会社の製品使用やサービスに関する顧客満足度調査等

のアンケートにご協力をいただくため 

⑥当社及び当社グループ会社のサービス及び製品の機能向上、価値向上、新機能

開発、新製品開発、新サービスの開発と運営及びそのマーケティング分析をする

ため 

⑦お客様からのお問い合せ又はご依頼等への対応、情報の提供等をさせていただく

ため 

２．お客様は、本サービスの申込書の提出により、当社及び当社グループ会社がそれぞれ

お客様の個人情報等を前項に定める各目的に従い、取り扱うことに同意されたものとし

ます。 

第 20条（準拠法・合意管轄） 

本約款は、日本国内法に準拠するものとします。本約款に関する紛争については、大

阪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２1条（損害賠償） 

１．本約款又は本サービスの遂行に関し当社が責任を負う場合、当社の故意又は重過失

による場合を除き、当社は、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害の範囲で、

且つ、本サービスの利用料金相当額を上限とする金銭賠償責任を負うものとします。 

２．お客様は、本約款に特に定める他、本約款に違反したことにより、又は故意もしくは過

失により、当社又は協力業者に損害を与えた場合、当社に対してその全ての損害（合

理的な弁護士費用を含み、これに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものと

します。 

第２2条（残存条項） 

本約款が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合であっても、本約款

第４条（権利譲渡の禁止等）、第９条（データ保証等）、第 15条（免責）、第１8条（お客

様情報の利用）、第１9条（個人情報等の利用）、第 20条（準拠法・合意管轄）、第 21

条（損害賠償）及び本条の各規定は、本約款の終了後も有効に存続するものとし、第

17条（秘密保持）の規定は本約款の終了後も５年間有効に存続するものとします。 

第 23条（本約款の変更） 

当社は、本約款をいつでも変更することができます。この場合、当社は、変更後の約款

に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、効力発生日を定めたうえ

で、当社所定の WEB サイトに掲示することによりお客様に通知するものとし、当該通知

に表示された効力発生日またはその後において本サービスを継続して利用しているお

客様は、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。なお、お客様は、変更後の

約款の内容に同意されない場合、効力発生日までに当社に対して書面により通知する

ことにより、当該効力発生日をもって、本約款を将来に向かって解約することができます。 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 

2020年４月 1日制定 
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【JA 様からお申込みのお客様向け】 

2021 年 4 月 1 日改定版利用規約（約款） 

リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．当社（次項に定義）が提供する「リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託」を

用いたサービスの内容・利用料金その他の条件は、この「リモートセンシング・マップ連

動可変追肥業務委託約款」（以下、「本約款」）によります。 

２．本約款において、以下の各用語は、次の各号にそれぞれ定める意味を有するものとし

ます。 

(1)お客様 

本サービスを申し込み、利用される方（別表では「お客様」又は「データ提供者」とします） 

(2)当社 

お客様より申し込みを受け付けた JA 又は特販店（別表では「データ受領者」とします） 

(3)協力業者 

当社が本サービスを提供するために空撮、データ分析、マップの作成、追肥作業、その

他の関連業務を委託する各業者で、ヤンマーアグリジャパン株式会社等のヤンマーグ

ループの会社を含みます 

(4)本サービス 

リモートセンシング又はマップ連動可変追肥を用いたサービスであり、具体的には第 2 条

に記載するサービス 

(5)リモートセンシング 

当社又は協力業者が無人航空機により圃場上空から撮影したセンシングデータを基に、

当社又は協力業者が圃場生育状況のマップとそれらのレポートを作成し、当社がお客

様にこれらを提供すること 

(6)マップ連動可変追肥 

当社又は協力業者が提供する追肥作業であり、リモートセンシングによって得られたマッ

プを基に作成された施肥マップを活用して無人航空機により行うもの 

(7)センシングデータ 

空撮によって得られたカメラやセンサー等が出力する画像及び数値で表される情報及

びこの情報を基に計算される生育状態を示す数値で表される情報（別表の「当初デー

タ等」としての「撮影データ」のほか、当社・当社グループ会社・協力業者が取得したもの

を含みます） 

(8)マップ 

次の２つの図を意味します（別表では「派生データ」に含まれます） 

①「生育マップ」 

圃場内の区域ごとに生育状態を表すデータを色で表した図。なお、詳細は「NDVI マッ

プ」「植被率マップ」「NDVI×植被率マップ」の 3 種類により示すものとします。 

②「施肥マップ」 

生育マップを基に圃場内の区域毎に肥料の量を表した図。 

(9)レポート 

センシングデータに基づく圃場ごとの生育状態の平均値とばらつきを示したもの（別表で

は「派生データ」に含まれます） 

(10)圃場 

日本国内にある圃場で、本サービスの申込み時に本サービスの対象としてお客様が指

定し、当社が承諾した圃場 

(11)圃場地図 

圃場を固有の記号で識別できるように表した地図 

(12)圃場リスト 

当社所定の書式により圃場を特定して必要な情報を記載し、各圃場に圃場地図と同じ

記号を付して一覧にしたもの 

(13)空撮 

当社又は協力業者が準備した無人航空機及び撮影機材を使用して、圃場を上空から

撮影すること並びにマップ作成に必要なデータを取得すること 

(14)空撮予定日 

本サービスの申込み時に、当社とお客様との間で仮に決めた空撮を行う日 

(15)事前打合せ 

空撮作業・追肥作業の日程の決定、作業当日の作業に必要な事項を決定・確認する

ために当社とお客様との間で行う打合せ（なお、対面での方法に限定しない） 

(16)ID 

お客様を識別するために用いられる文字の組み合わせによって作られたコードで、当社

が発行するもの 

(17)スマートアシストリモート契約 

お客様が本サービスの利用の前提条件として締結する「SMARTASSIST-Remote (スマ

ートアシストリモート) システム利用約款」及び「スマートアシストリモートサービスプライバ

シーポリシー」 

(18)当初データ等 

当社がお客様から受領する情報（ノウハウほか）、データ及び／又は画像で別表 1 に特

定されたもの 

(19)派生データ 

当社が当初データ等を加工等することによって新たに生じたデータ又はデータ群で別表

１で特定されたもの 

(20)加工等 

当初データ等を加工、分析、編集、統合等し、派生データを生成すること 

(21)知的財産権等 

特許権、意匠権、実用新案権、著作権（著作権法第２７及び第２８条に定める権利を

含む）、商標権その他の一切の知的財産権（これらを受ける権利を含む）及び発明、創

作、著作物、意匠、商標、営業秘密、ノウハウその他の一切の知的財産 

第２条（本サービス内容） 

当社がお客様に提供する本サービスの内容は、以下各号の通りとします。 

(1)リモートセンシング 

① 業務内容 

a. 圃場において上空から空撮する作業１回 

b. センシングデータに基づく圃場ごとの生育マップの作成、お客様への提供 

c. レポートの作成、お客様への提供 

② 事前打合せ・日程変更 

当社は、お客様と空撮予定日の約２週間前に事前打合せを行い、空撮作業の日

程撮影日を確定します。なお、定植作業日及びその後の天候によって適正な撮

影時期が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、必要に応じて空撮作

業の日程撮影日を変更するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき生育マップ及びレポートが正常に作成され

ない場合があること、その場合は当該圃場に係る生育マップ及びレポートは提供さ

れないことを確認し、予め了承するものとします。 

(2)マップ連動可変追肥 

① 業務内容 

a.マップ連動可変追肥のための施肥マップの作成とお客様への提供 

作成された施肥マップは、作成後、速やかにお客様に提供するものとします。但

し、施肥マップの作成及び提供は、生育マップが正常に作成できた範囲に限り

ます。 

b. 施肥マップに基づく圃場への追肥作業 

(i)追肥範囲 

リモートセンシングを実施した圃場のうち、当該リモートセンシングによって実

際に施肥マップが得られた範囲内で、お客様と当社との間で合意したエリア。 

(ii)施肥量 

前１．(1)のリモートセンシングによって得られた施肥マップに基づき、お客様と

当社との間で合意した施肥量。 

(iii)使用肥料の手配 

お客様は、自己の申込書に従い、マップ連動可変追肥に使用する肥料を手

配するものとします。但し、マップ連動可変追肥本業務において使用する肥

料は、当社又は協力業者が指定する期間及び機材に使用可能なものであり、

かつ、空中散布に適合した仕様を満足しているものに限ります。 

お客様は、肥料によっては物性についての事前試験が必要な場合があること、

事前試験結果によっては施肥できないことがあること、肥料を変更しなければ

ならないことを予め了承するものとします。 

② 事前打合せ・日程変更 

追肥作業の日程実施日その他マップ連動可変追肥の作業に必要な事項につい

ては、事前打合せによりお客様と当社との間で決定するものとします。なお、その後、

諸事情により適正な追肥時期が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、

必要に応じて追肥作業の日程を変更もしくは中止するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき施肥マップが正常に作成されない場合が

あること、生育マップ又は施肥マップが作成されなかった圃場についてはマップ連

動可変追肥が実施されないことを確認し、予め了承するものとします。 

お客様は、当社又は協力業者が実施するマップ連動可変施肥作業後に、当社又

は協力業者に対し、当社が別途定める様式の作業確認書を提出するものとします。 

 

第３条（契約の単位と成立日） 

本サービスの申込みにあたり、お客様は申込書に圃場リストを添付して当社に提出する

ものとします。お客様から書面又は電磁的方法により提出いただく申込書ごとに 1 件の

契約とし、当該申込に対するお客様から当社への申込書到着日をもって、契約成立日

とします。なお、お客様は、契約成立日から 1 年間（以下「申込書有効期限」）のうちに

空撮予定日を設定するものとします。 

第４条（権利譲渡の禁止等） 

本サービスは、当社から ID が付与されたお客様に限定して提供されるものであり、お客

様は、本約款に基づきもしくはこれに関連して発生する権利義務を、日本国内外を問わ

ず第三者に譲渡、移転、貸与、提供、担保供与等できないものとします。 

第５条（通知） 

１．本約款に基づきお客様が、当社に対して通知が必要な場合には、別途定める場合を

除き、当社のお客様担当に通知すれば足りるものとします。但し、本約款で別段の規

定のある場合は、書面により通知するものとします。 

２．本約款に基づき当社が、お客様に対して通知が必要な場合には、お客様から別途書

面等にて指定を受けた場合を除き、当社に登録された電子メールアドレス宛に電子メ

ールを送付する方法又は電話番号宛にご連絡する方法により通知すれば足りるものと

します。但し、本約款で別段の規定のある場合は、書面により通知するものとします。 

３．お客様は、申込書記載事項に変更があった場合、そのことを速やかに当社又は以下

の協力業者に通知するものとします。当該手続きを怠ったことによりお客様に不具合が

発生した場合、当社は何らの責任も負わないものとします。 

＜協力業者担当部門＞ 

 ヤンマーアグリジャパン株式会社 

 ソリューション推進部 リモートセンシング担当係 

 電話番号：06-6376-6032 

 E-mail：yaj_sol_remote@yanmar.com 

  （受付時間： 10:00～12:00、 13:00～17:00） 

  （※土日祝日及び弊社指定休日を除く） 

４．当社（前項の協力会社を含む）は､お客様から前項の届出を受けた場合、お客様にそ

の届出のあった事実を証明する書類の提出を求める場合があります。 

第６条（期間） 

１．本約款の契約期間は、第３条に定める契約成立日を開始日とし、第２条に従い当社か

らお客様にマップ及びレポートが提供された日から３か年経過した日を終了日とします。 

２．契約期間中及び契約期間満了又は終了後における相手方受領データ（第２３条に定

義）の保持期間（利用期限）は、別表２に定めるとおりとします。 

３．当社は、契約期間中であっても、第２条に従い当社からお客様にマップ及びレポートが

提供された日から１年間、対象のセンシングデータ（但し、派生データ等を除きます）

を保管し、それ以降は、当社の判断により、お客様に対する一切の責任を負うことなく、

当該センシングデータ（但し、派生データ等を除きます）の全部又は一部を削除する

ことができます。 

第７条（解約及び解約料） 

１．お客様は、本約款を解約しようとするときは、事前打合せ日の前日までにその旨を当

社に通知するものとし、当社が当該通知を受けた日をもって、本約款の解約日とします。 

この場合、当社は、お客様から解約料を申し受けることはありません。 

２．お客様が事前打合せを実施した後、追肥予定日の 7 日前までに解約の通知をされた

場合、本サービスの利用料金の 50％を、また、追肥予定日の 6 日前から追肥予定日

までに解約の通知をされた場合、本サービスの利用料金の 100％をお客様に請求す

ることがあります。 

３．当社は、契約成立日の後であっても、当社の判断により空撮予定日の最低１ヶ月前に

お客様に通知することにより、お客様に対する一切の責任を負うことなく本サービスの

全部もしくは一部の提供を停止し、又は本約款を解約することができるものとします。 

４．前項の通知は、書面又は口頭の方法により実施するものとします。但し、緊急の場合そ

の他やむを得ない場合は、当社所定の WEB サイトに掲載する方法により実施すること

ができるものとします。 

第８条（反社会勢力との関係拒絶） 

１．お客様は、自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に定義する暴力団、その関係団体等及び/又はそれらの構成員をいう。）でないこと、

反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名誉・信用

を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、又は不当な要求行為をなさないこと、お客様の

主要な出資者又は役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。 

２．お客様は、前項に対する違反を発見した場合、ただちに当社にその事実を報告するも

のとします。 

３．当社は、第１項に対する違反又はその可能性があるものと判断した場合、催告手続を

経ることなく、また、何らの損害賠償金を支払うことなく、ただちに本約款及びこれに付

属関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合、

当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではないものとします。 

第９条（官庁への手続き） 

空撮時及び追肥作業時の無人航空機の飛行に際して、航空法その他関係法令・条

例・規則等により許可・承認が必要な場合、当社又は協力業者において所轄官公庁

へ申請するものとします。 

第 10 条（飛行制限・飛行停止） 

１．当社及び協力業者は、航空法その他関係法令・条例・規則・通達等により認められる

空域かつ安全を確保できる空域でのみ無人航空機の飛行による空撮、及び、追肥作

業を実施します。 

２．当社及び協力業者は、次のいずれかに該当する場合は、空撮、及び、追肥作業を行

いません。 

(1)航空法その他関係法令・条例・規則等により許可・承認が必要な空域において国

土交通省等から飛行許可・承認が得られない場合 

(2)高圧電線・電波搭・無線施設の近傍で機体との接触又は電波障害が発生する場

合 

(3)交通量の多い道路以外に離着陸場所がなく、安全に離着陸できない場合 

(4)圃場が交通量の多い道路又は鉄道に接し、旋回時にその上空の飛行を回避でき

ない場合 

(5)その他第三者の所有又は管理に係る資産の上空、学校・病院、不特定多数人が

集まる場所等の上空を飛行しなければ作業できない場合 

(6)風雨により飛行中の姿勢が安定しない場合 

(7)その他、当社が派遣する作業員が、圃場近辺の環境、状況、気象状況等により、

空撮又は追肥作業を行うことが関係法令に抵触する恐れがある又は空撮・追肥作

業を行う上で安全を確保できないと判断した場合 

第 11 条（本サービスの利用料金） 

1．本サービスの利用料金は、以下の項目から構成される。 

本サービス 項  目 

リモートセンシング 空撮料金（基本料金・追加料金） 

解析料金（生育マップ及びレポート作成の料金を含

む） 

マップ連動可変追肥 基本料金・追加料金（施肥マップ作成及び追肥作業

を含む） 

肥料測定料金 

補助作業員派遣料金 

お客様は、別に定めた利用料金額及びこれに係る消費税の全額を、以下に定める基

準日の属する月の末日締めで当社が発行する請求書記載の期限までに、当該請求書

記載の方法に従い、当社に支払うものとします。 

利用する本サービスの内容 基 準 日 

リモートセンシング及びマップ連動可変追

肥を委託する場合 

追肥作業が完了した日 

リモートセンシングのみを委託する場合 生育マップ及びレポートを受領した日 

２．当社は、本条により受領した本サービスの利用料金等を理由の如何を問わず、一切払

い戻す義務を負わないものとします。なお、本条の理由には、本約款第２条第(1)号③

及び第(2)号③の場合も含むものとします。 

第 12 条（利用料金の改定） 

本サービスの範囲・内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動・その他により契約

締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、お客様と協議の上、本サービスの

利用料金額を改定することができるものとします。 

第 13 条（提供の停止について） 

１．当社は、お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、契約期間中であ

っても本サービスの提供を停止し、本約款を解除できるものとします。この場合、お客

様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を

弁済するものとします。 

(1)所轄官公庁の許可・承認到着時期が撮影適期を逸脱したとき 

(2)本約款の申込みに際し、虚偽の事項を当社に申告したことが判明したとき 

(3)解散又は死亡したとき 

(4)支払停止又は支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手につき不渡りの処分を受

けたとき、あるいは取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき、又は滞納

処分を受けたとき 

(6)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は

清算手続に入ったとき 

(7)前各号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反し、当社が相当期間を定めて是

正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、又は本約款を解除しようとする

ときは、あらかじめその理由及び停止期日をお客様に通知します。但し、緊急を要する

等やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

第 14 条（免責） 

１．当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部を提供でき

なかった又は提供しなかったとしても、お客様又は第三者に発生した損害に関して、何

らの責任も負わないものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 10 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の発生、又はその保

守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

２．当社は、お客様が本サービスを利用した後、お客様において生産される米等の産物の

収量・品質・等級が低下し、これにより損害が生じたとしても、一切その責任を負わない

ものとします。 

３．お客様が本サービスに関連して当社以外の第三者からサービス提供を受ける場合、

当社は、当該第三者の提供するサービスに関して生じた一切の損害について、責任を

負いません。 

第 15 条（利用料金の一部請求） 

本サービスの提供にあって、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしく

は一部を提供できなかった又は提供しなかったとしても、当社は、お客様に全部もしくは

提供できた一部について、お客様に請求できるものとし、お客様はこれらを支払う義務を

負うものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 10 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の発生、又はその保

守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

第 16 条（当初データ等の取得） 

１． 当社は、別表１に記載の手法、その他お客様との間で合意した方法により、当初デー

タ等を取得するものとし、偽りその他不正の手段により当初データ等を取得いたしませ

ん。 

２． 当初データ等の中に第三者の知見、実験、発見、農作業その他の活動によって取得

されたデータ（以下「第三者提供データ」）がある場合には、お客様は、当該第三者か

ら第三者提供データを本約款に基づき処分をする権限を付与されていることを、当社

に対して表明し、保証します。 

第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等） 

１． 当事者間で別途合意をした場合を除き、当初データ等の各自の利用権限は、別表１

に定めるとおりとします。 

２． 当事者間で別途合意をした場合を除き、派生データに関する各自の利用権限は、別

表１に定めるとおりとします。 

３． 当社及びお客様は、本約款に定める利用権限を超えて、当初データ等又は派生デー

タを利用（第三者への開示、譲渡、利用許諾を含む）等してはならないものとします。 

４．お客様は、第１項の定めに従い、当初データ等を利用等することができますが、当初デ

ータ等は当社に対する書類や電子ファイルの提出、Web サイト又はスマートフォンアプ

リからの入力、所定の Web サイトへのアップロードなど、お客様自身から提供されたデ

ータであるため、当社からお客様に対して改めて提供することはいたしません。 

５．お客様が、本約款で定める利用権限の範囲内において、派生データの利用等を望む

場合には、特段の申込書式による申請を不要とし、お客様ご自身で派生データを本サ

ービスを通じて取得するものとします。但し、お客様に対する派生データの提供に費用

を要する場合には、当社は別途定める手数料をお客様に請求できるものとします。 

６．当初データ等及び派生データの取得期間等に関しては、別表２に定めるとおりとします。 

７．当初データ等に関してお客様が創出した知的財産権（データベースの著作物に関する

権利を含むが、これらに限らない）がある場合には、当該知的財産権は当該お客様に

帰属するものとします。但し、当初データ等のうち、当社又は第三者に知的財産権が

帰属するものはこの限りではないものとします。 

８．派生データの作成又は利用に基づき生じた知的財産権等は、当事者間で別途合意を

した場合を除き、当社に帰属するものとします。但し、派生データに関する知的財産権

が第三者に帰属する場合にはこの限りではないものとします。 

第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保証） 

１．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、自己が提供する当初データ等又は派生

データ（以下「相手方提供データ」。当社においてはセンシングデータを含む。）の完全

性、正確性、確実性、有用性等及び相手方提供データが第三者の知的財産権等そ

の他の権利を侵害しないことのいずれもついて保証しません。 

２．お客様は、相手方提供データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

はお客様のパーソナルコンピューターその他の利用端末ならびにお客様のサーバー内

に記録されている全ての電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとし

ます。 

３．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、創出又は提供を予定していた相手方提

供データが必ず創出又は提供されること、相手方提供データがそれぞれ相手方に継

続的に提供されることをいずれも保証するものではありません。 

第 19 条（利用権限の配分に対する対価） 

お客様、当社は、第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等）により、相手

方に当初データ等及び派生データの利用権限を配分することにつき、相手方に対して、

譲渡費用、利用許諾に対する対価その他の対価を請求する権利を有しないものとしま

す。なお、本サービスの利用料金は、本条の「対価」に該当するものではありません。 

第 20 条（収益の分配） 

当社が、本約款の契約期間中に、お客様のみの知的財産権等に基づく当初データ等

を用いて生成した派生データを利用して新たに創出した事業又はサービスによって得た

収益（以下「本収益」）の分配の有無・分配条件等については、別途双方の寄与度等に

応じてお客様と当社が事前に協議の上合意により決定します。なお、本サービスの利用

料金は本条の「本収益」に該当するものではありません。 

第 21 条 （分担金の支払い） 

当社は、合理的な理由に基づく場合、お客様に対して、データ保管費用等の分担金の

支払いを求めることができます。 

第 22 条 （利用状況の報告及び監査） 

１． お客様は、当社に対し、当社による当初データ等の利用が本約款の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

２． 当社は、お客様に対し、お客様による派生データの利用が本約款の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

３． お客様又は当社は、第１項又は前項に基づく報告が当初データ等又は派生データの

利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合で、かつ、相手方による本約款

に違反する事態が発生している又は発生するおそれのあることが合理的に疑われる場
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合には、２０営業日前までに相手方に対して書面による通知をすることを条件に、１年

に１回を限度として、相手方の指定する担当部門所在地において、自ら及び／又は自

らが指定した第三者をして、当初データ等又は派生データの利用状況の監査を実施

することができるものとします。この場合、監査を実施するお客様又は当社は、相手方

の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものとし

ます。 

４． 前項による監査の結果、当社又はお客様が本約款に違反して当初データ等又は派生

データを利用していたことが発覚した場合、お客様又は当社は相手方に対し監査に要

した費用を支払うものとします。 

第 23 条（相手方受領データの管理） 

１. お客様及び当社は、相手方から受領するデータ（以下「相手方受領データ」）を他の情

報又はデータと明確に区別し、自己のものを管理するのと同一の注意義務をもって管

理・保管するものとします。なお、相手方受領データのうち、別表により営業秘密として

定めているものについては、営業秘密としての保護のための要件を満たす水準の管理

を行うものとします。 

２. お客様は、相手方受領データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

は、お客様のパソコン等の端末本体並びにお客様のサーバー内に記録されている全て

の電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとします。 

３. お客様及び当社は、相手方受領データの管理状況について合理的な疑義が生じた場

合には、相手方に対していつでも書面による報告を求めることができるものとします。こ

の場合において、相手方受領データの漏えい又は喪失のおそれがあると相手方が判

断した場合、お客様又は当社は、相手方に対して当初データ等及び派生データの管

理方法・保管方法の是正を求めることができるものとします。 

４. 前項の報告又は是正の要求がなされた場合、その要求を受けたお客様又は当社は

速やかにこれに応じなければならないものとします。 

５. お客様及び当社は、相手方受領データを第三者に提供又は開示する場合には、当該

第三者との間で適切な秘密保持契約を締結するなどして、当該第三者に対し、適切

な相手方受領データに関する秘密保持と保管を履行させなければならないものとしま

す。 

第 24 条（データ漏えい等の場合の対応及び責任） 

１. 当社は、当初データ等の漏えい、喪失、本約款に定める利用権限を超えた当初デー

タ等の利用等の本約款に違反する当初データ等の利用等（以下「当初データ等の漏

えい等」）を発見した場合、又は当初データ等の漏えい等が合理的に疑われる場合、

直ちにお客様にその旨を通知しなければならないものとします。 

２. 当社は、派生データの漏えい又は喪失、本約款に定める利用権限を超えた派生デー

タの利用等の本約款に違反する派生データの利用等（以下「派生データの漏えい等」）

を発見した場合、又は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにお客

様にその旨を通知しなければならないものとします。 

３. 当社から派生データを受領したお客様が、派生データの漏えい等を発見した場合、又

は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに当社にその旨を通知しな

ければならないものとします。 

４. 本条第１項又は第２項に該当する場合、当社は、自己の費用と責任において、当初デ

ータ等の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、当初データ等

の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査

し、再発防止策について検討しその内容をお客様に報告しなければならないものとしま

す。 

５. お客様が管理する領域で派生データの漏えい等が生じ、又は派生データの漏えい等

が合理的に疑われる場合には、お客様は、自己の費用と責任において、派生データの

漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、

その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を当社に報告しなければなら

ないものとします。 

６. 漏えい又は喪失（以下これらを総称して「漏えい等」）が発生し、又は漏えい等が発生

した可能性のある当初データ等又は派生データに個人データが含まれている場合には、

漏えい等を生じさせた当社又はお客様は、法令の定めに従い、個人情報保護委員会

に対してその旨報告し、その指示に従うものとします。 

７. お客様及び当社は、相手方提供データに、第三者の知的財産権等の対象となるデー

タが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やか

に相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議及び協力して、当該第三者の

許諾を得ること又は問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、相

手方が相手方提供データの利用権限を行使できるよう努めるものとします。 

８. お客様は、当社が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により当初データ等又は派生データが喪失又は毀損され、あるいは意

図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又

は第三者に損害が発生した場合であっても、当社に対していかなる損害賠償をも請求

しないものとします。但し、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理する

当社が、漏えい等が発覚した又は漏えい等が合理的に疑われる当初データ等及び／

又は派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシス

テムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティ及びバックアップ体制を備えていた

場合（なお、当社が、自らが管理するシステムの全部又は一部の運営・管理を第三者

に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対

する適切な監督を行っていたことを含む。）に適用されるものとします。 

９. 当社は、お客様が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により派生データが喪失又は毀損され、あるいは意図しない第三者に

開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又は第三者に損害が

発生した場合であっても、お客様に対していかなる損害賠償をも請求しないものとしま

す。但し、お客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

第 25 条（責任の制限等） 

１. お客様は、当社による当初データ等の利用に関連する、又は当初データ等の当社の

利用に基づき生じた知的財産権等の当社による利用に関連する一切の請求、損失、

損害又は費用（合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これ

らに類する侵害を含むがこれに限らない）に関し責任を負わないものとします。但し、お

客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

２. 当社は、当初データ等の利用に起因又は関連して第三者との間で紛争、クレーム又は

請求（以下「紛争等」）が生じた場合には、直ちにお客様に対して書面により通知するも

のとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を解決する。お客様は、

当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとします。但し、当該紛争等がお客様の

帰責事由に基づく場合はこの限りではありません。 

３. 当社は、前項に定める紛争等に起因又は関連してお客様が損害、損失又は費用（合

理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」）を被った場合（但し、当該紛争等がお客

様の帰責事由に基づく場合を除く）、お客様に対して、当該損害等を補填するものとし

ます。但し、当社が負担する当該損害等の補填額は、当該損害等が発生した年度の

本サービスの利用料金相当額を上限とします。 

第 26 条（当初データ等・派生データの範囲の変更） 

当社は、本約款の契約期間開始時にはその創出、取得又は収集を想定し得なかった、

別表１の記載内容に実質的な変更が生じるような新たなデータを創出、取得又は収集

することができることを知り、そのデータの利活用を求めるときは、本約款を修正すること

によって、お客様に対してその旨通知し、当初データ等及び派生データの範囲を変更す

ることができるものとします。 

第 27 条（秘密保持） 

１．お客様及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の販売上、技術上その他の

業務上の秘密にかかる一切の情報（以下「秘密情報」）を相手方の事前の書面による

承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。但し、当社は、本約款の履行及

び第 28 条（お客様情報・個人情報の利用）に定める目的のために、お客様の秘密情

報を協力業者に守秘義務を課した上で開示することができるものとします。 

２．前項の規定に関わらず、お客様及び当社は、以下のいずれかに該当する情報につい

ては、前項の秘密保持義務を負わないものとします。 

(1)受領前にすでに公知となっていた情報 

(2)受領した当事者の責によらない事由により、受領後に公知となった情報 

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)秘密保持の対象から除外する旨の書面による相手方の事前承諾を得た情報 

３．本条の規定は、お客様及び当社が、法令の定めにより又は権限のある官公署からの要

求により秘密情報の開示を強制された場合、当該強制された範囲内で秘密情報を開

示することを妨げるものではありません。 

第 28 条（お客様情報・個人情報の利用） 

１．当社及び協力業者は、以下（1）に定めるお客様情報を、以下(2)に定める利用目的の

ために取得・利用するものとします。なお、(1)のお客様情報のうち、特定の個人を識別

することができる情報を、特に「個人情報」といいます。 

(1)お客様情報 

①お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、

施肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

②本サービス遂行上取得した別表２に定めるお客様入力データ・撮影データ・可変

施肥データ 

(2)利用目的 

①業務上のご連絡をするため 

②本サービスの提供のため 

③当社が取り扱うヤンマーグループの製品・サービス等に関するご案内をするため 

④定期点検のご案内、本サービスの提供についての保守又は障害対応等アフター

サービス活動を行うため 

⑤当社が取り扱うヤンマーグループの製品使用やサービスに関する顧客満足度調

査等のアンケートにご協力をいただくため 

⑥当社が取り扱うヤンマーグループのサービス及び製品の機能向上、価値向上、

新機能開発、新製品開発、新サービスの開発と運営、本サービスの改良及び統

計的分析・マーケティング分析をするため 

⑦お客様からのお問い合せ又はご依頼等への対応、情報の提供等をさせていただ

くため 

⑧農業又はこれに関連する事業全体の発展に寄与する研究開発及び実証実験、

お客様が運営する農業関連事業の生産性向上のための分析等をするため 

⑨個人を特定できないように加工したうえで、本サービスの利用例として紹介するた

め 

⑩その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意をいただいた目的のため 

２．当社及び協力業者は、適用される法令・ガイドライン等を遵守し、個人情報を安全に管

理して、共同で利用するものとします。なお、個人情報の管理について責任を有する者

は、当社代表理事組合長又は代表取締役とします。 

３．当社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、業務委託先に提供で

きるものとします。なお、当該業務委託先には、お客様がお住まいの国以外に所在す

る者が含まれる場合があります。 

４．当社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、第三者に提供できるも

のとします。なお、当社が従うべき法令上の義務等の、特段の事情がある場合は、当

社はお客様の同意なしに必要な第三者へ個人情報の提供を行うことがあります。なお、

当該第三者には、お客様がお住まいの国以外に所在する者が含まれる場合がありま

す。 

５．お客様は、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、個人情報に関して開

示、訂正・追加・削除、利用停止・消去等（以下「開示等」）を当社に請求できるものと

します。当社は、当該請求が、お客様本人によるものであることを確認した上で、法令

の規定に従い必要があると判断した場合、合理的な期間内に、開示等に応じます。 

６．お客様は、本サービスの申込書の提出により、本条各項の定めに同意されたものとしま

す。 

第 29 条（準拠法・合意管轄） 

本約款は、日本国内法に準拠するものとします。本約款に関する紛争については、大

阪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 30 条（損害賠償） 

１．本約款又は本サービスの遂行に関し当社が責任を負う場合、当社の故意又は重過失

による場合を除き、当社は、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害の範囲で、

且つ、当該損害等が発生した年度の本サービスの利用料金相当額を上限とする金銭

賠償責任を負うものとします。 

２．お客様は、本約款に特に定める他、本約款に違反したことにより、又は故意もしくは過

失により、当社又は協力業者に損害を与えた場合、当社に対してその全ての損害（合

理的な弁護士費用を含み、これに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものと

します。 

第 31 条（残存条項） 

本約款が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合であっても、本約款

第４条（権利譲渡の禁止等）、第 14 条（免責）、第 17 条（当初データ等及び派生デー

タの利用権限等）、第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保

証）、第 19 条（利用権限の配分に対する対価）、第 21 条（分担金の支払い）、第 22

条（利用状況の報告及び監査）、第 23 条（相手方受領データの管理）、第 24 条（デー

タ漏えい等の場合の対応及び責任）、第 25 条（責任の制限等）、第 28 条（お客様情

報・個人情報の利用）、第 29 条（準拠法・合意管轄）、第 30 条（損害賠償）及び本条

の各規定は、本約款の終了後も有効に存続するものとし、第 27 条（秘密保持）の規定

は本約款の終了後も５年間有効に存続するものとします。 

第 32 条（本約款の変更） 

当社は、本約款をいつでも変更することができます。この場合、当社は、変更後の約款

に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、効力発生日を定めたうえ

で、当社所定の WEB サイトに掲示することによりお客様に通知するものとし、当該通知

に表示された効力発生日又はその後において本サービスを継続して利用しているお客

様は、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。なお、お客様は、変更後の約

款の内容に同意されない場合、効力発生日までに当社に対して書面により通知するこ

とにより、当該効力発生日をもって、本約款を将来に向かって解約することができます。 

 

2020 年 4 月 1 日制定 

2021 年 4 月 1 日改定 

別表２　当初データ等・派生データに関する期間

データの種類 取得期間
相手方受領データの
保持期間（利用期限）

備考

・ 当社は、契約期間終了後であっても、本約款に定める目的及び別表1に定める利
用権限の範囲内で利用することができる（協力業者による利用を含む。以下、本別
表において同じ）。

・ 当社は、第2条に従い提供したマップ及びレポートの作成に用いた当初データ等
は、当該レポートが提供された日から1年間保管し、それ以降は、当社の判断により、
お客様に対する一切の責任を負うことなく、全部又は一部を削除できる。

・ 当社は、お客様からの請求があった場合、別表1に定めるお客様入力データの全
部又は一部を削除する。ただし、派生データ内の当初データ等（派生データに連携さ
れている当初データ等を含む）には適用しない。

・お客様は、契約期間（レポート受領から3年間）中、本約款に定める目的及び別表1
に定める利用権限の範囲内で、本サービスを通して派生データを利用することができ
る。

・お客様は、契約期間終了後であっても、本約款に定める目的及び別表1に定める
利用権限の範囲内で取得済みの派生データを利用することができる。

お客様がリモートセンシングの契約期間中に、スマート
アシストリモート契約を解約した場合、当社は左記「契
約期間終了後」と同様の対応を取ることができる。

申込書有効期限内に取得する。
（契約成立日から1年間）

当初データ等

派生データ 契約期間中に取得する

別表１
当初データ等の詳細、利用権限

概要
当初データ等の提供方法

（データ受領者がデータ提供者から当初データ等
を取得する方法）

知的財産権等・個人情報等の有無 データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

お客様入力データ
スマートアシストリモートリモートセンシング診断結
果サイトでお客様が手作業を伴って生成登録す
る数値、画像及び文字列

お客様がWebサイト又はスマートフォンアプリを
使っての入力、または書類や電子ファイルの圃
場リストに入力して手渡しやメール等で提供

一部含む。
（お客様が提供する栽培状況を表す数値及び文
字列に関するノウハウ・営業秘密・個人情報等）

撮影データ

サービス利用契約後、お客様が自己所有するド
ローン搭載のカメラ及びセンサーが取得した以下
の画像及び数値
近赤外線画像／緑画像
／統合日照センサー値（画像に含む）
／位置情報（画像に含む）
※　当社及び協力業者が取得した場合は「撮影
データ」に含まれない。

お客様が自己所有するカメラ搭載ドローンによる
撮影で取得された当初データを所定のWEBサイ
トからサーバーへアップロード

知的財産権等・個人情報は含まない。

可変施肥データ
可変施肥を行う場合に、お客様が紙または電子
ファイルに入力した状態で提供する以下の数値
及び文字列（肥料名、施肥量等）

お客様が所定の様式の書類を手渡し、または電
子ファイルを電子メールで提供

一部含む。
（可変施肥を行う場合に、お客様が提供する肥
料を決定する数値及び文字列に関するノウハウ・
営業秘密等）

派生データの詳細、利用権限

概要
当社からの提供方法

（当社等がお客様に派生データを提供する方法）
データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

「お客様入力データ」「撮
影データ」から生成される
派生データ

NDVIマップ／NDVI平均値(圃場ごと）／NDVIバラつき
(圃場ごと）／植被率マップ／植被率平均値(圃場ご
と）／植被率バラつき(圃場ごと）／NDVI×植被率
マップ／NDVI×植被率平均値(圃場ごと）／NDVI×
植被率バラつき(圃場ごと）等

「可変施肥データ」から生
成される派生データ

可変追肥確認シート（紙）等

データの種類

派生データを生成し、データ提供者へ開示す
る目的及び本約款に記載する利用目的の範
囲で、
・自己利用することができる（協力業者による利
用を含む。以下、本別表において同じ）。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

データ受領者の本サービスを通して提供される

データの種類

当初データ等

（データ受領者がデータ提
供者から提供される全て

のデータおよび画像）

・自己利用することができる。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

派生データ

（データ受領者が当初デー
タ等を加工等して新たに創
出させたデータで、データ受
領者のサービスを通して提

供されるデータ）

・本サービス利用目的の範囲で、自己利用するこ
とができる。
・ データ受領者による事前承諾なく、派生データを
改変等することはできない。
ただし、スマートアシストリモート又はリモートセンシン
グ診断結果サイトから出力したファイルは自己利用
の範囲で改変することができる（改ざん等当社又は
第三者の権利を害するような方法を除く）。
・データ受領者による事前の書面承諾なく派生デー
タを第三者に開示、譲渡又は利用許諾等してはな
らない。

お客様・当社等の間で別途合意をした場合を除
き、
・自己利用することができる（改変等を含む）。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することができ
る。
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【JA様からお申込みのお客様向け】 

現行利用規約（約款） 
リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．当社（次項に定義）が提供する「リモートセンシング・マップ連動可変追肥業務委託」を

用いたサービスの内容・利用料金その他の条件は、この「リモートセンシング・マップ連

動可変追肥業務委託約款」（以下、「本約款」）によります。 

２．本約款において、以下の各用語は、次の各号にそれぞれ定める意味を有するものとし

ます。 

(1)お客様 

本サービスを申し込み、利用される方 

(2)当社 

お客様より申し込みを受け付けた JA又は特販店 

(3)協力業者 

当社が本サービスを提供するために空撮、データ分析、マップの作成、追肥作業、その

他の関連業務を委託する各業者で、ヤンマーアグリジャパン株式会社、ファームアイ株

式会社等のヤンマーグループの会社を含みます 

(4)本サービス 

リモートセンシング又はマップ連動可変追肥を用いたサービスであり、具体的には第 2条

に記載するサービス 

(5)リモートセンシング 

当社又は協力業者が無人航空機により圃場上空から撮影したデータを基に、当社又は

協力業者が圃場生育状況のマップとそれらのレポートを作成し、当社がお客様にこれら

を提供すること 

(6)マップ連動可変追肥 

当社又は協力業者が提供する追肥作業であり、リモートセンシングによって得られたマッ

プを基に作成された施肥マップを活用して無人航空機により行うもの 

(7)データ 

空撮によって得られたカメラが出力する数値で表される情報及びこの情報を基に計算さ

れる生育状態を示す数値で表される情報 

(8)マップ 

次の２つの図を意味します。  

①「生育マップ」 

圃場内の区域ごとに生育状態を表すデータを色で表した図。なお、詳細は「NDVIマッ

プ」「植被率マップ」の 2種類により示すものとします。 

②「施肥マップ」 

生育マップを基に必要な肥料の量を表した図。 

(9)圃場 

日本国内にある圃場で、本サービスの申込み時に本サービスの対象としてお客様が指

定し、当社が承諾した圃場 

(10)圃場地図 

圃場を固有の記号で識別できるように表した地図 

(11)圃場リスト 

当社所定の書式により圃場を特定して必要な情報を記載し、各圃場に圃場地図と同じ

記号を付して一覧にしたもの 

(12)空撮 

当社又は協力業者が準備した無人航空機及び撮影機材を使用して、圃場を上空から

撮影すること並びにマップ作成に必要なデータを取得すること 

(13)空撮予定日 

本サービスの申込み時に、当社とお客様との間で仮に決めた空撮を行う日 

(14)事前打合せ 

空撮作業・追肥作業の日程の決定、作業当日の作業に必要な事項を決定・確認する

ために当社とお客様との間で行う打合せ（なお、対面での方法に限定しない） 

(15)ID 

お客様を識別するために用いられる文字の組み合わせによって作られたコードで、当社

が発行するもの 

第２条（本サービス内容） 

当社がお客様に提供する本サービスの内容は、以下各号の通りとします。 

(1)リモートセンシング 

① 業務内容 

a. 圃場において上空から空撮する作業１回 

b. データに基づく圃場ごとの生育マップの作成、お客様への提供 

c. データに基づく圃場ごとの生育状態の平均値とばらつきを示すレポート（以下、

「レポート」）の作成、お客様への提供 

② 事前打合せ・日程変更 

当社は、お客様と空撮予定日の約２週間前に事前打合せを行い、空撮作業の日

程撮影日を確定します。なお、定植作業日及びその後の天候によって適正な撮

影時期が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、必要に応じて空撮作

業の日程撮影日を変更するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき生育マップ及びレポートが正常に作成され

ない場合があること、その場合は当該圃場に係る生育マップ及びレポートは提供さ

れないことを確認し、予め了承するものとします。なお、リモートセンシングのみを委

託したお客様は、当社からの生育マップ及びレポートの受領と引き換えに、当社に

対し、当社が別途定める様式の受領書を提出するものとします。 

(2)マップ連動可変追肥 

① 業務内容 

a.マップ連動可変追肥のための施肥マップの作成とお客様への提供 

作成された施肥マップは、作成後、速やかにお客様に提供するものとします。ただし、 

施肥マップの作成及び提供は、生育マップが正常に作成できた範囲に限ります。 

b. 施肥マップに基づく圃場への追肥作業 

(i)追肥範囲 

リモートセンシングを実施した圃場のうち、当該リモートセンシングによって実際に 

施肥マップが得られた範囲内で、お客様と当社との間で合意したエリア。 

(ii)施肥量 

前１．(1)のリモートセンシングによって得られた施肥マップに基づき、お客様と 

当社との間で合意した施肥量。 

(iii)使用肥料の手配 

お客様は、自己の申込書に従い、マップ連動可変追肥に使用する肥料を手配 

するものとします。ただし、マップ連動可変追肥本業務において使用する肥料は、 

当社又は協力業者が指定する期間及び機材に使用可能なものであり、かつ、 

空中散布に適合した仕様を満足しているものに限ります。 

お客様は、肥料によっては物性についての事前試験が必要な場合があること、 

事前試験結果によっては施肥できないことがあること、肥料を変更しなければな 

らないことを予め了承するものとします。 

② 事前打合せ・日程変更 

追肥作業の日程実施日その他マップ連動可変追肥の作業に必要な事項につい

ては、事前打合せによりお客様と当社との間で決定するものとします。なお、その後、

諸事情により適正な追肥時期が前後した場合、当社は、お客様との間で協議の上、

必要に応じて追肥作業の日程を変更もしくは中止するものとします。 

③ 確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき施肥マップが正常に作成されない場合が

あること、生育マップ又は施肥マップが作成されなかった圃場についてはマップ連

動可変追肥が実施されないことを確認し、予め了承するものとします。 

お客様は、当社からの施肥マップの受領と引き換えに、当社に対し、当社が別途

定める様式の受領書を提出するものとします。 

第３条（契約の単位と成立日） 

本サービスの申込みにあたり、お客様は申込書に圃場リストを添付して当社に提出す

るものとします。お客様から書面又は電磁的方法により提出いただく申込書ごとに 1 件

の契約とし、当該申込に対するお客様から当社への申込書到着日をもって、契約成

立日とします。 

第４条（権利譲渡の禁止等） 

１．本サービスは、当社から ID が付与されたお客様に限定して提供されるものであり、お客

様は、本約款に基づく権利義務及び本サービスにより得られたデータ・マップ・レポート

等を、日本国内外を問わず第三者に譲渡、移転、貸与、提供、担保供与等できないも

のとします。 

２．データ、マップ、レポートその他の本サービスにより得られた一切の成果物に関する著

作権等の知的財産権その他の一切の権利及び権益は、当社又は協力業者に帰属し

ます。 

第５条（お客様の名称等の変更に伴う通知） 

１．お客様は、申込書記載事項に変更があった場合、そのことを速やかに当社に通知する

ものとします。当該手続きを怠ったことによりお客様に不具合が発生した場合、当社は

何らの責任も負わないものとします。 

２．当社は､お客様から前項の届出を受けた場合、お客様にその届出のあった事実を証明

する書類の提出を求める場合があります。 

第６条（契約期間） 

１．本約款の期間は、第３条に定める契約成立日を開始日とし、第 2 条に従いマップ及び

レポートを受領された日から３か年経過した日を終了日とします。 

２．当社は、契約期間満了後においては、データ・マップ・レポート等の提供は一切行わな

いものとします。 

第７条（解約および解約料） 

１．お客様は、本約款を解約しようとするときは、事前打合せ日の前日までにその旨を当

社に通知するものとし、当社が当該通知を受けた日をもって、本約款の解約日とします。 

この場合、当社は、お客様から解約料を申し受けることはありません。 

２．事前打合せを実施した後、追肥予定日の 7 日前までに解約の通知をされた場合、本

サービスの利用料金の 50％を、また、追肥予定日の 6日前から追肥予定日までに解

約の通知をされた場合、本サービスの利用料金の 100％をお客様に請求することがあ

ります。 

３．当社は、契約成立日の後であっても、当社の判断により空撮予定日の最低１ヶ月前に

お客様に通知することにより、お客様に対する一切の責任を負うことなく本サービスの

全部もしくは一部の提供を停止し、又は本約款を解約することができるものとします。 

４．前項の通知は、書面又は口頭の方法により実施するものとします。ただし、緊急の場合

その他やむを得ない場合は、当社所定の WEB サイトに掲載する方法により実施するこ

とができるものとします。 

第８条（反社会勢力との関係拒絶） 

１．お客様は、自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に定義する暴力団、その関係団体等及び/又はそれらの構成員をいう。）でないこと、

反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名誉・信用

を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、又は不当な要求行為をなさないこと、お客様の

主要な出資者又は役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。 

２．お客様は、前項に対する違反を発見した場合、ただちに当社にその事実を報告するも

のとします。 

３．当社は、第１項に対する違反又はその可能性があるものと判断した場合、催告手続を

経ることなく、また、何らの損害賠償金を支払うことなく、ただちに本約款及びこれに付

属関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合、

当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではないものとします。 

第９条（データ保証等） 

１．当社は、お客様が本サービスを通じて取得するデータ、マップ、レポート等の完全性、

正確性、確実性、有用性等について保証しません。 

２．お客様は、本サービスにより提供を受ける物及びデータ・マップ・レポート等につき、自

己の責任により記録、保存するものとし、当社はお客様のパーソナルコンピューターそ

の他の利用端末ならびにお客様のサーバー内に記録されている全ての電磁的記録の

保全について、一切の保証を行わないものとします。 

第１０条（官庁への手続き） 

空撮時及び追肥作業時の無人航空機の飛行に際して、航空法その他関係法令・条

例・規則等により許可・承認が必要な場合、当社又は協力業者において所轄官公庁

へ申請するものとします。 

第１１条（飛行制限・飛行停止） 

１．当社及び協力業者は、航空法その他関係法令・条例・規則・通達等により認められる

空域かつ安全を確保できる空域でのみ無人航空機の飛行による空撮、及び、追肥作

業を実施します。 

２．当社及び協力業者は、次のいずれかに該当する場合は、空撮、及び、追肥作業を行

いません。 

(1)航空法その他関係法令・条例・規則等により許可・承認が必要な空域において国

土交通省等から飛行許可・承認が得られない場合 

(2)高圧電線・電波搭・無線施設の近傍で機体との接触又は電波障害が発生する場

合 

(3)交通量の多い道路以外に離着陸場所がなく、安全に離着陸できない場合 

(4)圃場が交通量の多い道路又は鉄道に接し、旋回時にその上空の飛行を回避でき

ない場合 

(5)その他第三者の所有又は管理に係る資産の上空、学校・病院、不特定多数人が

集まる場所等の上空を飛行しなければ作業できない場合 

(6)風雨により飛行中の姿勢が安定しない場合 

(7)その他、当社が派遣する作業員が、圃場近辺の環境、状況、気象状況等により、

空撮又は追肥作業を行うことが関係法令に抵触する恐れがある又は空撮・追肥作

業を行う上で安全を確保できないと判断した場合 

第１２条（本サービスの利用料金） 

1．本サービスの利用料金は、以下の項目から構成される。 

本サービス 項  目 

リモートセンシング 空撮料金（基本料金・追加料金） 

解析料（生育マップ及びレポート作成の料金を含む） 

マップ連動可変追肥 基本料金・追加料金（施肥マップ作成及び追肥作業

を含む） 

お客様は、別に定めた利用料金額及びこれに係る消費税の全額を、以下に定める基

準日の属する月の末日締めで当社が発行する請求書記載の期限までに、当該請求書

記載の方法に従い、当社に支払うものとします。 

利用する本サービスの内容 基 準 日 

リモートセンシング及びマップ連動可変

追肥を委託する場合 

追肥作業が完了した日 

リモートセンシングのみを委託する場合 生育マップ及びレポートを受領した

日 

２．当社は、本条により受領した本サービスの利用料金等を理由の如何を問わず、一切払

い戻す義務を負わないものとします。なお、本条の理由には、本約款第 2 条第(1)号

③及び第(2)号③の場合も含むものとします。 

第１３条（利用料金の改定） 

本サービスの範囲・内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動・その他により契約

締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、お客様と協議の上、本サービスの

利用料金額を改定することができるものとします。 

第１４条（提供の停止について） 

１．当社は、お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、契約期間中であ

っても本サービスの提供を停止し、本約款を解除できるものとします。この場合、お客

様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を

弁済するものとします。 

(1)所轄官公庁の許可・承認到着時期が撮影適期を逸脱したとき 

(2)本約款の申込みに際し、虚偽の事項を当社に申告したことが判明したとき 

(3)解散又は死亡したとき 

(4)支払停止又は支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手につき不渡りの処分を受

けたとき、あるいは取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき、又は滞納

処分を受けたとき 

(6)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は

清算手続に入ったとき 

(7)前各号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反し、当社が相当期間を定めて是

正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、又は本約款を解除しようとする

ときは、あらかじめその理由及び停止期日をお客様に通知します。ただし、緊急を要す

る等やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

第１５条（免責） 

１．当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部を提供でき

なかった又は提供しなかったとしても、お客様又は第三者に発生した損害に関して、何

らの責任も負わないものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 11 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 14条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の発生、又はその保

守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

２．当社は、お客様が本サービスを利用した後、お客様において生産される米等の産物の

収量・品質・等級が低下し、これにより損害が生じたとしても、一切その責任を負わない

ものとします。 

３．お客様が本サービスに関連して当社以外の第三者からサービス提供を受ける場合、

当社は、当該第三者の提供するサービスに関して生じた一切の損害について、責任を

負いません。 

第１６条（利用料金の一部請求） 

本サービスの提供にあって、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしく

は一部を提供できなかった又は提供しなかったとしても、当社は、お客様に全部もしくは

提供できた一部について、お客様に請求できるものとし、お客様はこれらを支払う義務を

負うものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 11 条(飛行制限・飛行停止)第 2 項により空撮又は追肥作業を行わなかったと

きもしくは行えなかったとき 

(3)第 14条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(4)当社、又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の発生、又はその保

守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(5)当社の責めに帰さない事由により、空撮又は追肥作業の場所等において必要な機

材等の修理、代替手段を講じることができなかったとき 

(6)第２条（本サービス内容）第(1)号③又は第(2)号③により、圃場の全部又は一部に

つきマップ又はレポートを正常に作成できず、これを提供しなかったとき、もしくは、

圃場の全部又は一部につきマップ連動可変追肥が実施されなかったとき 

(7)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(8)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

第１７条（秘密保持） 

１．お客様及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の販売上、技術上その他の

業務上の秘密にかかる一切の情報（以下、「秘密情報」）を相手方の事前の書面によ

る承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。ただし、当社は、本約款の履

行及び第 18 条（個人情報等の利用）に定める目的のために、お客様の秘密情報を協

力業者に守秘義務を課した上で開示することができるものとします。 

２．前項の規定に関わらず、お客様及び当社は、以下のいずれかに該当する情報につい

ては、前項の秘密保持義務を負わないものとします。 

(1)受領前にすでに公知となっていた情報 

(2)受領した当事者の責によらない事由により、受領後に公知となった情報 

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)秘密保持の対象から除外する旨の書面による相手方の事前承諾を得た情報 

３．本条の規定は、お客様及び当社が、法令の定めにより又は権限のある官公署からの要

求により秘密情報の開示を強制された場合、当該強制された範囲内で秘密情報を開

示することを妨げるものではありません。 

第１８条（個人情報等の利用） 

１．当社及び協力業者は、以下（1）に定めるお客様に係る個人情報等を、以下(2)に定め

る利用目的のために取得し、これを安全に管理して共同で利用するものとします。この

場合、個人情報等及び共同利用される情報の管理について責任を有する者は、当社

代表取締役とします。 

(1)個人情報等 

①お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、

施肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

②本サービス遂行上取得したお客様の圃場のデータ及び当該データの分析により

取得される一切の情報 

③その他本サービスに関連して得た一切の情報 

(2)利用目的 

①業務上のご連絡をするため 

②本サービスの提供のため 

③当社が取り扱うヤンマーグループの製品・サービス等に関するご案内をするため 

④定期点検のご案内、本サービスの提供についての保守又は障害対応等アフター

サービス活動を行うため 

⑤当社が取り扱うヤンマーグループの製品使用やサービスに関する顧客満足度調

査等のアンケートにご協力をいただくため 

⑥当社が取り扱うヤンマーグループのサービス及び製品の機能向上、価値向上、

新機能開発、新製品開発、新サービスの開発と運営及びそのマーケティング分

析をするため 

⑦お客様からのお問い合せ又はご依頼等への対応、情報の提供等をさせていただ

くため 

２．お客様は、本サービスの申込書の提出により、当社及び協力業者がそれぞれお客様

の個人情報等を前項に定める各目的に従い、取り扱うことに同意されたものとします。 

第１９条（準拠法・合意管轄） 

本約款は、日本国内法に準拠するものとします。本約款に関する紛争については、大

阪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２０条（損害賠償） 

１．本約款又は本サービスの遂行に関し当社が責任を負う場合、当社の故意又は重過失

による場合を除き、当社は、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害の範囲で、

且つ、本サービスの利用料金相当額を上限とする金銭賠償責任を負うものとします。 

２．お客様は、本約款に特に定める他、本約款に違反したことにより、又は故意もしくは過

失により、当社又は協力業者に損害を与えた場合、当社に対してその全ての損害（合

理的な弁護士費用を含み、これに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものと

します。 

第２１条（残存条項） 

本約款が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合であっても、本約款

第４条（権利譲渡の禁止等）、第９条（データ保証等）、第 15 条（免責）、第 18 条（個

人情報等の利用）、第 19条（準拠法・合意管轄）、第 20条（損害賠償）及び本条の各

規定は、本約款の終了後も有効に存続するものとし、第 17 条（秘密保持）の規定は本

約款の終了後も５年間有効に存続するものとします。 

第２２条（本約款の変更） 

当社は、本約款をいつでも変更することができます。この場合、当社は、変更後の約款

に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、効力発生日を定めたうえ

で、当社所定の WEB サイトに掲示することによりお客様に通知するものとし、当該通知

に表示された効力発生日またはその後において本サービスを継続して利用しているお

客様は、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。なお、お客様は、変更後の

約款の内容に同意されない場合、効力発生日までに当社に対して書面により通知する

ことにより、当該効力発生日をもって、本約款を将来に向かって解約することができます。 
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【JA 様からお申込みのお客様向け】 

2021 年 4 月 1 日新規制定利用規約（約款） 

リモートセンシング解析サービス業務委託約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．当社（次項に定義）が提供する「リモートセンシング解析サービス業務委託」を用いたサ

ービスの内容・利用料金その他の条件は、この「リモートセンシング解析サービス業務

委託約款」（以下、「本約款」）によります。 

２．本約款において、以下の各用語は、次の各号にそれぞれ定める意味を有するものとし

ます。 

(1)お客様 

本サービスを申し込み、利用される方（別表では「お客様」又は「データ提供者」とします） 

(2)当社 

お客様より申し込みを受け付けた JA 又は特販店（別表では「データ受領者」とします） 

(3)協力業者 

当社が本サービスを提供するためにデータ分析、生育マップの作成、その他の関連業

務を委託する各業者で、ヤンマーアグリジャパン株式会社等のヤンマーグループの会

社を含みます 

(4)本サービス 

リモートセンシングを用いたサービスであり、具体的には第 2 条に記載するサービス 

(5)リモートセンシング 

お客様が準備した当社指定の機種の無人航空機により圃場上空から撮影したセンシン

グデータを基に、当社又は協力業者が圃場生育状況のマップとそれらのレポートを作成

し、当社がお客様にこれらを提供すること 

(6)センシングデータ 

空撮によって得られたカメラやセンサー等が出力する画像及び数値で表される情報及

びこの情報を基に計算される生育状態を示す数値で表される情報 

(7)生育マップ 

圃場内の区域ごとに生育状態を表すデータを色で表した図。なお、詳細は「NDVI マップ」

「植被率マップ」「NDVI×植被率マップ」の 3 種類により示すものとします。（別表では「派

生データ」に含まれます） 

(8)レポート 

センシングデータに基づく圃場ごとの生育状態の平均値とばらつきを示したもの（別表で

は「派生データ」に含まれます） 

(9)圃場 

日本国内にある圃場で、本サービスの申込み時に本サービスの対象としてお客様が指

定し、当社が承諾した圃場 

(10)空撮 

お客様が準備した当社指定の機種の無人航空機及び撮影機材を使用して、圃場を上

空から撮影すること並びに生育マップ作成に必要なデータを取得すること 

(11)ID 

お客様を識別するために用いられる文字の組み合わせによって作られたコードで、当社

が発行するもの 

(12)スマートアシストリモート契約 

お客様が本サービスの利用の前提条件として締結する「SMARTASSIST-Remote (スマ

ートアシストリモート) システム利用約款」及び「スマートアシストリモートサービスプライバ

シーポリシー」 

(13)当初データ等 

当社がお客様から受領する情報（ノウハウほか）、データ及び／又は画像で別表 1 に特

定されたもの 

(14)派生データ 

当社が当初データ等を加工等することによって新たに生じたデータ又はデータ群で別表

１で特定されたもの 

(15)加工等 

当初データ等を加工、分析、編集、統合等し、派生データを生成すること 

(16)知的財産権等 

特許権、意匠権、実用新案権、著作権（著作権法第２７及び第２８条に定める権利を

含む）、商標権その他の一切の知的財産権（これらを受ける権利を含む）及び発明、創

作、著作物、意匠、商標、営業秘密、ノウハウその他の一切の知的財産 

第２条（本サービス内容） 

当社がお客様に提供する本サービスの内容は、以下の通りとします。 

【リモートセンシング解析サービス】 

① 業務内容 

a. センシングデータに基づく圃場ごとの生育マップの作成、お客様への提供 

ｂ.レポートの作成、お客様への提供 

②確認事項 

お客様は、圃場の全部又は一部につき生育マップ及びレポートが正常に作成され

ない場合があること、その場合は当該圃場に係る生育マップ及びレポートは提供さ

れないことを確認し、予め了承するものとします。 

また、お客様が空撮したデータに不具合がある場合又は当社提供のリモートセンシ

ングに適合しない場合、当該圃場に係る生育マップ及びレポートが不完全なものと

なること又は提供されないことがあることを確認し、予め了承するものとします。 

第３条（契約の単位と成立日） 

本サービスの申込みにあたり、お客様は申込書を記入して当社に提出するものとします。

お客様から書面又は電磁的方法により提出いただく申込書ごとに 1 件の契約とし、当該

申込に対するお客様から当社への申込書到着日をもって、契約成立日とします。なお、

お客様は、契約成立日から 1 年間（以下「申込書有効期限」）、当該申込書に基づき、

お客様が空撮したデータを当社所定の WEB サイトにアップロードすることにより、本サー

ビスを回数の制限なく利用することができます。 

第４条（権利譲渡の禁止等） 

本サービスは、当社から ID が付与されたお客様に限定して提供されるものであり、お客

様は、本約款に基づきもしくはこれに関連して発生する権利義務を、日本国内外を問わ

ず第三者に譲渡、移転、貸与、提供、担保供与等できないものとします。 

第５条（通知） 

１．本約款に基づきお客様が、当社に対して通知が必要な場合には、別途定める場合を

除き、当社のお客様担当に通知すれば足りるものとします。但し、本約款で別段の規

定のある場合は、書面により通知するものとします。 

２．本約款に基づき当社が、お客様に対して通知が必要な場合には、お客様から別途書

面等にて指定を受けた場合を除き、当社に登録された電子メールアドレス宛に電子メ

ールを送付する方法又は電話番号宛にご連絡する方法により通知すれば足りるものと

します。但し、本約款で別段の規定のある場合は、書面により通知するものとします。 

３．お客様は、申込書記載事項に変更があった場合、そのことを速やかに当社又は以下

の協力業者に通知するものとします。当該手続きを怠ったことによりお客様に不具合が

発生した場合、当社は何らの責任も負わないものとします。 

＜協力業者担当部門＞ 

 ヤンマーアグリジャパン株式会社 

 ソリューション推進部 リモートセンシング担当係 

 電話番号：06-6376-6032 

 E-mail：yaj_sol_remote@yanmar.com 

  （受付時間： 10:00～12:00、 13:00～17:00） 

  （※土日祝日及び弊社指定休日を除く） 

４．当社（前項の協力会社を含む）は､お客様から前項の届出を受けた場合、お客様にそ

の届出のあった事実を証明する書類の提出を求める場合があります。 

第６条（期間） 

１．本約款の契約期間は、第３条に定める契約成立日を開始日とし、お客様が申込書有

効期限内に当社所定の WEB サイトにアップロードした空撮データにもとづいて第２条に

従い当社からお客様に生育マップ及びレポートが最後に提供された日から３か年経過

した日を終了日とします。 

２．契約期間中及び契約期間満了又は終了後における相手方受領データ（第２３条に定

義）の保持期間（利用期限）は、別表２に定めるとおりとします。 

３．当社は、契約期間中であっても、第２条に従い当社からお客様に生育マップ及びレポ

ートが提供された日から１年間、対象のセンシングデータ（但し、派生データ等を除きま

す）を保管し、それ以降は、当社の判断により、お客様に対する一切の責任を負うこと

なく、当該センシングデータ（但し、派生データ等を除きます）の全部又は一部を削除

することができます。 

第７条（解約及び解約料） 

１．お客様は、本約款を解約しようとするときは、お客様が空撮したデータを当社所定の

WEBサイトにアップロードする日の前日までにその旨を当社に通知するものとし、当社が

当該通知を受けた日をもって、本約款の解約日とします。 

この場合、当社は、お客様から解約料を申し受けることはありません。 

２．お客様が空撮したデータを当社所定の WEB サイトにアップロードした後、当社による解

析作業開始の前日までに解約の通知をされた場合、本サービスの利用料金の 50％

を、また、当社による解析作業開始日以降に解約の通知をされた場合、本サービスの

利用料金の 100％をお客様に請求することがあります。 

３．当社は、契約成立日の後であっても、当社の判断によりお客様に通知することにより、

お客様に対する一切の責任を負うことなく本サービスの全部もしくは一部の提供を停止

し、又は本約款を解約することができるものとします。 

４．前項の通知は、書面又は口頭の方法により実施するものとします。但し、緊急の場合そ

の他やむを得ない場合は、当社所定の WEB サイトに掲載する方法により実施すること

ができるものとします。 

第８条（反社会勢力との関係拒絶） 

１．お客様は、自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に定義する暴力団、その関係団体等及び/又はそれらの構成員をいう。）でないこと、

反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を名乗るなどして、相手方の名誉・信用

を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、又は不当な要求行為をなさないこと、お客様の

主要な出資者又は役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。 

２．お客様は、前項に対する違反を発見した場合、ただちに当社にその事実を報告するも

のとします。 

３．当社は、第１項に対する違反又はその可能性があるものと判断した場合、催告手続を

経ることなく、また、何らの損害賠償金を支払うことなく、ただちに本約款及びこれに付

属関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合、

当社は、お客様に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではないものとします。 

第９条（官庁への手続き） 

お客様は、空撮時の無人航空機の飛行に際して、航空法その他関係法令・条例・規

則等により許可・承認が必要な場合、所轄官公庁へ申請するものとします。 

第 10 条（飛行制限・飛行停止） 

お客様は、航空法その他関係法令・条例・規則・通達等により認められる空域かつ安全

を確保できる空域でのみ無人航空機の飛行による空撮を実施します。 

第 11 条（本サービスの利用料金） 

1．本サービスの利用料金は、以下の項目から構成される。 

本サービス 項  目 

リモートセンシング解析サービス 解析料金（生育マップ及びレポート作成の

料金を含む） 

お客様は、別に定めた利用料金額及びこれに係る消費税の全額を、以下に定める基

準日の属する月の末日締めで当社が発行する請求書記載の期限までに、当該請求書

記載の方法に従い、当社に支払うものとします。 

利用する本サービスの内容 基 準 日 

リモートセンシング解析サービス 生育マップ及びレポートを受領した日 

２．当社は、本条により受領した本サービスの利用料金等を理由の如何を問わず、一切払

い戻す義務を負わないものとします。なお、本条の理由には、本約款第２条②の場合

も含むものとします。 

第 12 条（利用料金の改定） 

本サービスの範囲・内容に変更があったとき、又は経済情勢の変動・その他により契約

締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、お客様と協議の上、本サービスの

利用料金額を改定することができるものとします。 

第 13 条（提供の停止について） 

１．当社は、お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、契約期間中であ

っても本サービスの提供を停止し、本約款を解除できるものとします。この場合、お客

様は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を

弁済するものとします。 

(1)所轄官公庁の許可・承認到着時期が撮影適期を逸脱したとき 

(2)本約款の申込みに際し、虚偽の事項を当社に申告したことが判明したとき 

(3)解散又は死亡したとき 

(4)支払停止又は支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手につき不渡りの処分を受

けたとき、あるいは取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき、又は滞納

処分を受けたとき 

(6)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は

清算手続に入ったとき 

(7)前各号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反し、当社が相当期間を定めて是

正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、又は本約款を解除しようとする

ときは、あらかじめその理由及び停止期日をお客様に通知します。但し、緊急を要する

等やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

第 14 条（免責） 

１．当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部を提供でき

なかった又は提供しなかったとしても、お客様又は第三者に発生した損害に関して、何

らの責任も負わないものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(3)当社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の発生、又はその保

守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(4)第２条（本サービス内容）②により、圃場の全部又は一部につき生育マップ又はレポ

ートが、正常に作成できず若しくは不完全なものとなること又は提供されないとき 

(5)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(6)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

２．当社は、お客様が本サービスを利用した後、お客様において生産される米等の産物の

収量・品質・等級が低下し、これにより損害が生じたとしても、一切その責任を負わない

ものとします。 

３．お客様が本サービスに関連して当社以外の第三者からサービス提供を受ける場合、

当社は、当該第三者の提供するサービスに関して生じた一切の損害について、責任を

負いません。 

第 15 条（利用料金の一部請求） 

本サービスの提供にあって、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしく

は一部を提供できなかった又は提供しなかったとしても、当社は、お客様に全部もしくは

提供できた一部について、お客様に請求できるものとし、お客様はこれらを支払う義務を

負うものとします。 

(1)台風、強風、豪雨、雷その他の悪天候、天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力の発

生その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 

(2)第 13 条(提供の停止について)により本サービスの提供を停止したとき 

(3)当社又は協力業者が利用する電気通信設備における障害の発生、又はその保

守・修理・工事等により本サービスを提供できなかったとき 

(4)第２条（本サービス内容）②により、圃場の全部又は一部につき生育マップ又はレポ

ートが、正常に作成できず若しくは不完全なものとなるまたは提供されないとき 

(5)お客様のパーソナルコンピューター等電子機器の不具合あるいは故障等により、電

磁的記録が破損あるいは滅失したことにより、本サービスの全部又は一部を提供で

きないとき 

(6)その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの全部又は一部の提供ができ

ないとき 

第 16 条（当初データ等の取得） 

１． 当社は、別表１に記載の手法、その他お客様との間で合意した方法により、当初デー

タ等を取得するものとし、偽りその他不正の手段により当初データ等を取得いたしませ

ん。 

２． 当初データ等の中に第三者の知見、実験、発見、農作業その他の活動によって取得

されたデータ（以下「第三者提供データ」）がある場合には、お客様は、当該第三者か

ら第三者提供データを本約款に基づき処分をする権限を付与されていることを、当社

に対して表明し、保証します。 

第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等） 

１． 当事者間で別途合意をした場合を除き、当初データ等の各自の利用権限は、別表１

に定めるとおりとします。 

２． 当事者間で別途合意をした場合を除き、派生データに関する各自の利用権限は、別

表１に定めるとおりとします。 

３． 当社及びお客様は、本約款に定める利用権限を超えて、当初データ等又は派生デー

タを利用（第三者への開示、譲渡、利用許諾を含む）等してはならないものとします。 

４．お客様は、第１項の定めに従い、当初データ等を利用等することができますが、当初デ

ータ等は当社に対する書類や電子ファイルの提出、Web サイト又はスマートフォンアプ

リからの入力、所定の Web サイトへのアップロードなど、お客様自身から提供されたデ

ータであるため、当社からお客様に対して改めて提供することはいたしません。 

５．お客様が、本約款で定める利用権限の範囲内において、派生データの利用等を望む

場合には、特段の申込書式による申請を不要とし、お客様ご自身で派生データを本サ

ービスを通じて取得するものとします。但し、お客様に対する派生データの提供に費用

を要する場合には、当社は別途定める手数料をお客様に請求できるものとします。 

６．当初データ等及び派生データの取得期間等に関しては、別表２に定めるとおりとします。 

７．当初データ等に関してお客様が創出した知的財産権（データベースの著作物に関する

権利を含むが、これらに限らない）がある場合には、当該知的財産権は当該お客様に

帰属するものとします。但し、当初データ等のうち、当社又は第三者に知的財産権が

帰属するものはこの限りではないものとします。 

８．派生データの作成又は利用に基づき生じた知的財産権等は、当事者間で別途合意を

した場合を除き、当社に帰属するものとします。但し、派生データに関する知的財産権

が第三者に帰属する場合にはこの限りではないものとします。 

第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保証） 

１．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、自己が提供する当初データ等又は派生

データ（以下「相手方提供データ」。当社においてはセンシングデータを含む。）の完全

性、正確性、確実性、有用性等及び相手方提供データが第三者の知的財産権等そ

の他の権利を侵害しないことのいずれもついて保証しません。 

２．お客様は、相手方提供データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

はお客様のパーソナルコンピューターその他の利用端末ならびにお客様のサーバー内

に記録されている全ての電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとし

ます。 

３．お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、創出又は提供を予定していた相手方提

供データが必ず創出又は提供されること、相手方提供データがそれぞれ相手方に継

続的に提供されることをいずれも保証するものではありません。 

第 19 条（利用権限の配分に対する対価） 

お客様、当社は、第 17 条（当初データ等及び派生データの利用権限等）により、相手

方に当初データ等及び派生データの利用権限を配分することにつき、相手方に対して、

譲渡費用、利用許諾に対する対価その他の対価を請求する権利を有しないものとしま

す。なお、本サービスの利用料金は、本条の「対価」に該当するものではありません。 

第 20 条（収益の分配） 

当社が、本約款の契約期間中に、お客様のみの知的財産権等に基づく当初データ等

を用いて生成した派生データを利用して新たに創出した事業又はサービスによって得た

収益（以下「本収益」）の分配の有無・分配条件等については、別途双方の寄与度等に

応じてお客様と当社が事前に協議の上合意により決定します。なお、本サービスの利用

料金は本条の「本収益」に該当するものではありません。 

第 21 条 （分担金の支払い） 

当社は、合理的な理由に基づく場合、お客様に対して、データ保管費用等の分担金の

支払いを求めることができます。 

第 22 条 （利用状況の報告及び監査） 

１． お客様は、当社に対し、当社による当初データ等の利用が本約款の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

２． 当社は、お客様に対し、お客様による派生データの利用が本約款の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。 

３． お客様又は当社は、第１項又は前項に基づく報告が当初データ等又は派生データの

利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合で、かつ、相手方による本約款

に違反する事態が発生している又は発生するおそれのあることが合理的に疑われる場

合には、２０営業日前までに相手方に対して書面による通知をすることを条件に、１年

に１回を限度として、相手方の指定する担当部門所在地において、自ら及び／又は自

らが指定した第三者をして、当初データ等又は派生データの利用状況の監査を実施

することができるものとします。この場合、監査を実施するお客様又は当社は、相手方

の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものとし

ます。 

４． 前項による監査の結果、当社又はお客様が本約款に違反して当初データ等又は派生

データを利用していたことが発覚した場合、お客様又は当社は相手方に対し監査に要

した費用を支払うものとします。 

第 23 条（相手方受領データの管理） 

１. お客様及び当社は、相手方から受領するデータ（以下「相手方受領データ」）を他の情

報又はデータと明確に区別し、自己のものを管理するのと同一の注意義務をもって管

理・保管するものとします。なお、相手方受領データのうち、別表により営業秘密として

定めているものについては、営業秘密としての保護のための要件を満たす水準の管理

を行うものとします。 

２. お客様は、相手方受領データにつき、自己の責任により記録、保存するものとし、当社

は、お客様のパソコン等の端末本体並びにお客様のサーバー内に記録されている全て

の電磁的記録の保全について、一切の保証を行わないものとします。 

３. お客様及び当社は、相手方受領データの管理状況について合理的な疑義が生じた場

合には、相手方に対していつでも書面による報告を求めることができるものとします。こ

の場合において、相手方受領データの漏えい又は喪失のおそれがあると相手方が判

断した場合、お客様又は当社は、相手方に対して当初データ等及び派生データの管

理方法・保管方法の是正を求めることができるものとします。 

４. 前項の報告又は是正の要求がなされた場合、その要求を受けたお客様又は当社は

速やかにこれに応じなければならないものとします。 

５. お客様及び当社は、相手方受領データを第三者に提供又は開示する場合には、当該

第三者との間で適切な秘密保持契約を締結するなどして、当該第三者に対し、適切

な相手方受領データに関する秘密保持と保管を履行させなければならないものとしま

す。 

第 24 条（データ漏えい等の場合の対応及び責任） 

１. 当社は、当初データ等の漏えい、喪失、本約款に定める利用権限を超えた当初デー

タ等の利用等の本約款に違反する当初データ等の利用等（以下「当初データ等の漏

えい等」）を発見した場合、又は当初データ等の漏えい等が合理的に疑われる場合、

直ちにお客様にその旨を通知しなければならないものとします。 

２. 当社は、派生データの漏えい又は喪失、本約款に定める利用権限を超えた派生デー

タの利用等の本約款に違反する派生データの利用等（以下「派生データの漏えい等」）

を発見した場合、又は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにお客

様にその旨を通知しなければならないものとします。 

３. 当社から派生データを受領したお客様が、派生データの漏えい等を発見した場合、又

は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに当社にその旨を通知しな

ければならないものとします。 

４. 本条第１項又は第２項に該当する場合、当社は、自己の費用と責任において、当初デ

ータ等の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、当初データ等

の漏えい等又は派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査

し、再発防止策について検討しその内容をお客様に報告しなければならないものとしま

す。 

５. お客様が管理する領域で派生データの漏えい等が生じ、又は派生データの漏えい等

が合理的に疑われる場合には、お客様は、自己の費用と責任において、派生データの

漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、

その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を当社に報告しなければなら

ないものとします。 

６. 漏えい又は喪失（以下これらを総称して「漏えい等」）が発生し、又は漏えい等が発生

した可能性のある当初データ等又は派生データに個人データが含まれている場合には、

漏えい等を生じさせた当社又はお客様は、法令の定めに従い、個人情報保護委員会

に対してその旨報告し、その指示に従うものとします。 

７. お客様及び当社は、相手方提供データに、第三者の知的財産権等の対象となるデー

タが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やか

に相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議及び協力して、当該第三者の

許諾を得ること又は問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、相

手方が相手方提供データの利用権限を行使できるよう努めるものとします。 

８. お客様は、当社が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により当初データ等又は派生データが喪失又は毀損され、あるいは意

図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又

は第三者に損害が発生した場合であっても、当社に対していかなる損害賠償をも請求

しないものとします。但し、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理する

当社が、漏えい等が発覚した又は漏えい等が合理的に疑われる当初データ等及び／

又は派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシス

テムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティ及びバックアップ体制を備えていた

場合（なお、当社が、自らが管理するシステムの全部又は一部の運営・管理を第三者

に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対

する適切な監督を行っていたことを含む。）に適用されるものとします。 

９. 当社は、お客様が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピ

ュータのバグ、設備又は通信サービスの不備又は停止、停電、誤操作、クラウドサービ

ス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メインテナンス、その他当社のコントロール

の及ばない事象により派生データが喪失又は毀損され、あるいは意図しない第三者に

開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自ら又は第三者に損害が

発生した場合であっても、お客様に対していかなる損害賠償をも請求しないものとしま

す。但し、お客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

第 25 条（責任の制限等） 

１. お客様は、当社による当初データ等の利用に関連する、又は当初データ等の当社の

利用に基づき生じた知的財産権等の当社による利用に関連する一切の請求、損失、

損害又は費用（合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これ

らに類する侵害を含むがこれに限らない）に関し責任を負わないものとします。但し、お
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客様の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

２. 当社は、当初データ等の利用に起因又は関連して第三者との間で紛争、クレーム又は

請求（以下「紛争等」）が生じた場合には、直ちにお客様に対して書面により通知するも

のとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を解決する。お客様は、

当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとします。但し、当該紛争等がお客様の

帰責事由に基づく場合はこの限りではありません。 

３. 当社は、前項に定める紛争等に起因又は関連してお客様が損害、損失又は費用（合

理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」）を被った場合（但し、当該紛争等がお客

様の帰責事由に基づく場合を除く）、お客様に対して、当該損害等を補填するものとし

ます。但し、当社が負担する当該損害等の補填額は、当該損害等が発生した年度の

本サービスの利用料金相当額を上限とします。 

第 26 条（当初データ等・派生データの範囲の変更） 

当社は、本約款の契約期間開始時にはその創出、取得又は収集を想定し得なかった、

別表１の記載内容に実質的な変更が生じるような新たなデータを創出、取得又は収集

することができることを知り、そのデータの利活用を求めるときは、本約款を修正すること

によって、お客様に対してその旨通知し、当初データ等及び派生データの範囲を変更す

ることができるものとします。 

第 27 条（秘密保持） 

１．お客様及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の販売上、技術上その他の

業務上の秘密にかかる一切の情報（以下「秘密情報」）を相手方の事前の書面による

承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。但し、当社は、本約款の履行及

び第 28 条（お客様情報・個人情報の利用）に定める目的のために、お客様の秘密情

報を協力業者に守秘義務を課した上で開示することができるものとします。 

２．前項の規定に関わらず、お客様及び当社は、以下のいずれかに該当する情報につい

ては、前項の秘密保持義務を負わないものとします。 

(1)受領前にすでに公知となっていた情報 

(2)受領した当事者の責によらない事由により、受領後に公知となった情報 

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(4)秘密保持の対象から除外する旨の書面による相手方の事前承諾を得た情報 

３．本条の規定は、お客様及び当社が、法令の定めにより又は権限のある官公署からの要

求により秘密情報の開示を強制された場合、当該強制された範囲内で秘密情報を開

示することを妨げるものではありません。 

第 28 条（お客様情報・個人情報の利用） 

１．当社及び協力業者は、以下（1）に定めるお客様情報を、以下(2)に定める利用目的の

ために取得・利用するものとします。なお、(1)のお客様情報のうち、特定の個人を識別

することができる情報を、特に「個人情報」といいます。 

(1)お客様情報 

①お客様の氏名、住所、電話番号、圃場情報、作付情報、農作物情報、栽培暦、

施肥計画等、本サービスの申込みに伴い当社が取得した一切の情報 

②本サービス遂行上取得した別表２に定めるお客様入力データ・撮影データ 

(2)利用目的 

①業務上のご連絡をするため 

②本サービスの提供のため 

③当社が取り扱うヤンマーグループの製品・サービス等に関するご案内をするため 

④定期点検のご案内、本サービスの提供についての保守又は障害対応等アフター

サービス活動を行うため 

⑤当社が取り扱うヤンマーグループの製品使用やサービスに関する顧客満足度調

査等のアンケートにご協力をいただくため 

⑥当社が取り扱うヤンマーグループのサービス及び製品の機能向上、価値向上、

新機能開発、新製品開発、新サービスの開発と運営、本サービスの改良及び統

計的分析・マーケティング分析をするため 

⑦お客様からのお問い合せ又はご依頼等への対応、情報の提供等をさせていただ

くため 

⑧農業又はこれに関連する事業全体の発展に寄与する研究開発及び実証実験、

お客様が運営する農業関連事業の生産性向上のための分析等をするため 

⑨個人を特定できないように加工したうえで、本サービスの利用例として紹介するた

め 

⑩その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意をいただいた目的のため 

２．当社及び協力業者は、適用される法令・ガイドライン等を遵守し、個人情報を安全に管

理して、共同で利用するものとします。なお、個人情報の管理について責任を有する者

は、当社代表理事組合長又は代表取締役とします。 

３．当社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、業務委託先に提供で

きるものとします。なお、当該業務委託先には、お客様がお住まいの国以外に所在す

る者が含まれる場合があります。 

４．当社は、個人情報を第１項の利用目的のために必要な範囲で、第三者に提供できるも

のとします。なお、当社が従うべき法令上の義務等の、特段の事情がある場合は、当

社はお客様の同意なしに必要な第三者へ個人情報の提供を行うことがあります。なお、

当該第三者には、お客様がお住まいの国以外に所在する者が含まれる場合がありま

す。 

５．お客様は、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、個人情報に関して開

示、訂正・追加・削除、利用停止・消去等（以下「開示等」）を当社に請求できるものとし

ます。当社は、当該請求が、お客様本人によるものであることを確認した上で、法令の規

定に従い必要があると判断した場合、合理的な期間内に、開示等に応じます。 

６．お客様は、本サービスの申込書の提出により、本条各項の定めに同意されたものとしま

す。 

第 29 条（準拠法・合意管轄） 

本約款は、日本国内法に準拠するものとします。本約款に関する紛争については、大

阪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 30 条（損害賠償） 

１．本約款又は本サービスの遂行に関し当社が責任を負う場合、当社の故意又は重過失

による場合を除き、当社は、お客様に現実に発生した通常且つ直接の損害の範囲で、

且つ、当該損害等が発生した年度の本サービスの利用料金相当額を上限とする金銭

賠償責任を負うものとします。 

２．お客様は、本約款に特に定める他、本約款に違反したことにより、又は故意もしくは過

失により、当社又は協力業者に損害を与えた場合、当社に対してその全ての損害（合

理的な弁護士費用を含み、これに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものと

します。 

第 31 条（残存条項） 

本約款が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合であっても、本約款

第４条（権利譲渡の禁止等）、第 14 条（免責）、第 17 条（当初データ等及び派生デー

タの利用権限等）、第 18 条（センシングデータ、当初データ等及び派生データの非保

証）、第 19 条（利用権限の配分に対する対価）、第 21 条（分担金の支払い）、第 22

条（利用状況の報告及び監査）、第 23 条（相手方受領データの管理）、第 24 条（デー

タ漏えい等の場合の対応及び責任）、第 25 条（責任の制限等）、第 28 条（お客様情

報・個人情報の利用）、第 29 条（準拠法・合意管轄）、第 30 条（損害賠償）及び本条

の各規定は、本約款の終了後も有効に存続するものとし、第 27 条（秘密保持）の規定

は本約款の終了後も５年間有効に存続するものとします。 

第 32 条（本約款の変更） 

当社は、本約款をいつでも変更することができます。この場合、当社は、変更後の約款

に従って本サービスを提供します。本約款の変更については、効力発生日を定めたうえ

で、当社所定の WEB サイトに掲示することによりお客様に通知するものとし、当該通知

に表示された効力発生日又はその後において本サービスを継続して利用しているお客

様は、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。なお、お客様は、変更後の約

款の内容に同意されない場合、効力発生日までに当社に対して書面により通知するこ

とにより、当該効力発生日をもって、本約款を将来に向かって解約することができます。 
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別表１
当初データ等の詳細、利用権限

概要
当初データ等の提供方法

（データ受領者がデータ提供者から当初データ等
を取得する方法）

知的財産権等・個人情報等の有無 データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

お客様入力データ
スマートアシストリモートリモートセンシング診断結
果サイトでお客様が手作業を伴って生成登録す
る数値、画像及び文字列

お客様がWebサイト又はスマートフォンアプリを
使っての入力、または書類や電子ファイルの圃
場リストに入力して手渡しやメール等で提供

一部含む。
（お客様が提供する栽培状況を表す数値及び文
字列に関するノウハウ・営業秘密・個人情報等）

撮影データ

サービス利用契約後、お客様が自己所有するド
ローン搭載のカメラ及びセンサーが取得した以下
の画像及び数値
近赤外線画像／緑画像
／統合日照センサー値（画像に含む）
／位置情報（画像に含む）

お客様が自己所有するカメラ搭載ドローンによる
撮影で取得された当初データを所定のWEBサイ
トからサーバーへアップロード

知的財産権等・個人情報は含まない。

派生データの詳細、利用権限

概要
当社からの提供方法

（当社等がお客様に派生データを提供する方法）
データ提供者の利用権限 データ受領者の利用権限

派生データ

（データ受領者が当初
データ等を加工等して新
たに創出させたデータで、
データ受領者のサービス
を通して提供されるデー

タ）

「お客様入力データ」か
ら生成される派生データ

NDVIマップ／NDVI平均値(圃場ごと）／NDVIバラ
つき(圃場ごと）／植被率マップ／植被率平均値
(圃場ごと）／植被率バラつき(圃場ごと）／NDVI
×植被率マップ／NDVI×植被率平均値(圃場ご
と）／NDVI×植被率バラつき(圃場ごと）等

データ受領者の本サービスを通して提供される

・本サービス利用目的の範囲で、自己利用す
ることができる。
・ データ受領者による事前承諾なく、派生データ
を改変等することはできない。
ただし、スマートアシストリモート又はリモートセンシ
ング診断結果サイトから出力したファイルは自己
利用の範囲で改変することができる（改ざん等
当社又は第三者の権利を害するような方法を除
く）。
・データ受領者による事前の書面承諾なく派生
データを第三者に開示、譲渡又は利用許諾等し
てはならない。

お客様・当社等の間で別途合意をした場合を
除き、
・自己利用することができる（改変等を含む）。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

データの種類

派生データを生成し、データ提供者へ開示す
る目的及び本約款に記載する利用目的の範
囲で、
・自己利用することができる（協力業者による利
用を含む。以下、本別表において同じ）。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

データの種類

当初データ等

（データ受領者がデータ提
供者から提供される全て

のデータおよび画像）

・自己利用することができる。
・第三者に開示、譲渡又は利用許諾することが
できる。

別表２　当初データ等・派生データに関する期間

データの種類 取得期間
相手方受領データの
保持期間（利用期限）

備考

・ 当社は、契約期間終了後であっても、本約款に定める目的及び別表1に定める利
用権限の範囲内で利用することができる（協力業者による利用を含む。以下、本別
表において同じ）。

・ 当社は、第2条に従い提供したマップ及びレポートの作成に用いた当初データ等
は、当該レポートが提供された日から1年間保管し、それ以降は、当社の判断により、
お客様に対する一切の責任を負うことなく、全部又は一部を削除できる。

・ 当社は、お客様からの請求があった場合、別表1に定めるお客様入力データの全
部又は一部を削除する。ただし、派生データ内の当初データ等（派生データに連携さ
れている当初データ等を含む）には適用しない。

・お客様は、契約期間（レポート受領から3年間）中、本約款に定める目的及び別表1
に定める利用権限の範囲内で、本サービスを通して派生データを利用することができ
る。

・お客様は、契約期間終了後であっても、本約款に定める目的及び別表1に定める
利用権限の範囲内で取得済みの派生データを利用することができる。

お客様がリモートセンシングの契約期間中に、スマート
アシストリモート契約を解約した場合、当社は左記「契
約期間終了後」と同様の対応を取ることができる。

申込書有効期限内に取得する。
（契約成立日から1年間）

当初データ等

派生データ 契約期間中に取得する
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