
産業用計測ユニット(EIG)サービス利用規約 

 

第１条（目的） 

この規約（以下、「本規約」といいます）は、ソーラーフロンティア株式会社（以下、「当社」といいます）が提供す

る【産業用計測ユニット(EIG)サービス】（以下、「本サービス」といい、サービスの名称または内容が変更された場合は、

当該変更後のサービスを含みます）の利用に関するお客様と当社との権利義務関係その他本サービスの利用に関する条

件を定めることを目的とし、お客様と当社との間の本サービスの利用に係る⼀切の関係に適用されます。 

 

第２条（用語の定義） 

 本規約において使用される次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

 

（１） 「産業用計測ユニット(EIG)」とは、当社ならびに当社代理店および販売店が販売するオムロン株式会

社製産業用計測ユニット(EIG)3G ルーターなしおよびオムロン株式会社製産業用計測ユニット(EIG) 

3G ルーター付をいいます。 

（２） 「お客様設備」とは、本サービスを利用するためにお客様が設置するコンピュータ、電気通信設備、

その他の機器およびソフトウェアをいいます。 

（３） 「本サービス用設備」とは、当社が本サービスを提供するにあたり、当社が自らの判断により設置す

るコンピュータ、電気通信設備、その他の機器およびソフトウェアをいいます。 

（４） 「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備ならびに当社が本サービスを提供するために電気通

信事業者から提供を受ける電気通信回線および電気通信サービスを総称していいます。 

（５） 「電気通信サービス」とは、電気通信事業者が提供する、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、

その他電気通信設備を他人の通信の用に供するサービスをいいます。 

（６） 「本サービスのウェブサイト」とは、ドメインが solar-frontier-hems.com である当社が提供するウェ

ブサイト（ドメインが変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます）をいいます。 

（７） 「お客様データ等」とは、お客様が本サービスを利用して本サービス用設備に記録、保管、伝送また

は提供するデータ、ログ、その他の情報等をいいます。 

（８） 「営業日」とは、日本国における土日祝祭日および当社所定の休業日を除く日をいいます。 

 

第３条（本サービスの内容） 

当社は、お客様が当社指定の方法にて設置された産業用計測ユニット(EIG)を、お客様が電気通信サービスを利用して

インターネットに接続することによりインターネット回線を介して当該産業用計測ユニット(EIG)から本サービス用設

備に送信されたお客様のシステム（当社の太陽電池モジュールおよび当社所定のシステム機器で構成される太陽光発電

システムをいいます。以下同じ）の発電電⼒量、売買電⼒量等のデータを、本サービスのウェブサイトにて当社が定め

る仕様にて、お客様がお客様設備を用いて閲覧およびダウンロードができるサービスを提供します。本サービスの提供

区域は日本国内に限定されます。 

 

第４条（本サービスの利用条件） 

 本サービスを利用していただくには、次の条件を満たしていることが必要です。 

（１）産業用計測ユニット(EIG)を設置していただいていること。 

（２）産業用計測ユニット(EIG)を常時接続のブロードバンド回線でインターネットに接続していただいていること。 

（３）産業用計測ユニット(EIG)が正常に動作していること。 

（４）産業用計測ユニット(EIG)の利用開始時に、初回ログイン登録（本規約および個人情報の取扱いへの同意を含みま

す。）を済ませていただいていること。 

 



（５）産業用計測ユニット(EIG)に内蔵されている 3G ルーターが正常に動作可能な電波環境に設置されていること（産

業用計測ユニット(EIG)3G ルーター付をご使用の場合に限ります。） 

 

第５条（本サービスの利用開始） 

 本サービスの利用は、お客様が初回ログイン登録を完了された時点から開始されるものとします。 

 

第６条（本サービスの提供期間） 

本サービスの提供期間は、お客様が初回ログイン登録を完了された日から 10 年を経過する日までとします。 

  
 

第７条（利用料⾦） 

当社ならびに当社代理店および販売店が販売する産業用計測ユニット(EIG)を購入されたお客様は、第３条（本サービ

スの内容）に定める本サービスのご利用料⾦は無料です。 

 

第８条（利用のための設備設定・維持） 

１． お客様は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて産業用計測ユニット(EIG)およびお客様設備を設定

し、産業用計測ユニット(EIG)、お客様設備その他本サービスの利用に必要な環境を維持するものとします。 

２． お客様は、自己の費用と責任において、電気通信サービスを利用して産業用計測ユニット(EIG)およびお客様設備

をインターネットに接続するものとします。 

３．産業用計測ユニット(EIG)、お客様設備、インターネット接続その他本サービスの利用に必要な環境に不具合がある

場合、当社はお客様に対して本サービスを提供する義務を負わないものとします。 

４． 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、お客様データ等につい

て、監視、分析、調査その他の必要な⾏為を⾏うことができるものとします。ただし、当社はお客様データ等の監視お

よび管理等を⾏う義務を負うものではありません。 

５． 当社は、当社が本サービスおよび本サービスに付帯関連する業務の円滑な運営に必要と判断するソフトウェアの変

更を、産業用計測ユニット(EIG)およびお客様設備に対して当社の判断により実施できるものとします。かかる変更の実

施にあたっては当社からお客様に対して通知を⾏うものとします。 

 

第９条（ユーザＩＤおよびパスワード） 

１． お客様は、本サービスを利用するために必要となるユーザＩＤおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しな

いとともに、第三者に漏洩することのないよう、自己の費用と責任において厳重に管理（パスワードの適宜変更を含み

ます）するものとします。ユーザＩＤおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様自身

および第三者に発生した損害について、当社は⼀切の責任を負いません。 

２． 第三者がお客様のユーザＩＤおよびパスワードを用いて本サービスを利用した場合、当該利用はお客様による利用

とみなされるものとします。 

 

第１０条（変更の届出） 

 お客様は、本サービスの利用を開始された時点の氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、その他当社への届出内

容（初回ログイン登録時に登録された内容を含みます。以下同じ）に変更があるときは、速やかに本サービスのウェブ

サイトより変更⼿続を⾏うものとします。 

 

第１１条（禁止事項） 

１． お客様は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に規定する⾏為を⾏わないものとします。 

（１） お客様設備においてコンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載

または第三者が受信可能な状態にする⾏為 



（２） 本サービス用設備等に不正にアクセスする⾏為 

（３） 当社および第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する⾏為（本サービス用設備等に含まれるソフトウェアの

複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限られません） 

（４） 本サービス用設備等に過度な負荷をかける⾏為 

（５） 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権限なく改ざんまたは消去する⾏為 

（６） 本サービスの他の利用者のユーザ ID またはパスワードを利用する等第三者になりすまして本サービスを利用す

る⾏為 

（７） 本サービスの他の利用者の情報を収集する⾏為 

（８） 第三者に対し、本サービスを利用させる⾏為 

（９） 法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える⾏為 

（１０） 前各号のいずれかに該当するおそれがある⾏為 

（１１） その他本サービスの提供に支障を生じさせるおそれがある⾏為 

２． お客様の⾏為が第１項各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該⾏為に関連する情報を本サービス用設備から

削除できるものとします。 

３． お客様の⾏為が第１項各号に該当し、これにより当社および第三者に損害が発生した場合、お客様は直ちに当社お

よび第三者に対する損害賠償その他損害回復に必要な⾏為（第 1 項各号に該当する⾏為に関連する情報を本サービス用

設備から削除すること、事実確認、再発防止策の策定およびこれらの説明等を含みます）を⾏うものとします。 

 

第１２条（免責） 

１．当社は、以下の事由によりお客様または第三者に発生した損害、不利益等について、⼀切の責任を負いません。 

（１） 天災地変、騒乱、暴動、新型インフルエンザ・SARS 等の伝染病の流⾏、放射能汚染、⽔道・ガス・当社の自家

発電設備の能⼒を超えた電⼒の不⾜等の不可抗⼒ 

（２） 当社または本サービス用設備等を提供する電気通信事業者その他本サービスの提供に必要な役務等を当社に提供

する事業者による事業所の閉鎖または休業 

（３） お客様設備もしくはお客様のインターネット接続環境の障害または本サービス用設備までの電気通信回線または

インターネット接続サービスその他の電気通信サービスの不具合 

（４） 本サービス用設備からの応答時間等、電気通信回線またはインターネット接続サービスその他の電気通信サービ

スの性能の低下 

（５） セキュリティ対策によっても防御し得ないコンピュータウィルスへの感染、本サービス用設備に対する第三者に

よる不正アクセスもしくはアタック、通信経路上での傍受またはこれらの試み 

（６） 当社が定める⼿順またはセキュリティ⼿段等のお客様による不遵守 

（７） 政府機関または裁判所による法令等に基づく命令または処分等 

（８） その他当社の責に帰すべからざる事由 

２． 本サービスを通じてお客様に対して提供される情報等に関して生じたいかなる紛争、損害、不利益等について、当

社は責任を負いません。本サービスを通じてお客様に提供される電⼒発電量等の情報は、参考値としてお客様に提供さ

れるものであり、当社はその完全性、正確性、有用性その他何ら保証をするものではありません。 

３． 本サービスを利用するための産業用計測ユニット(EIG)およびお客様設備の操作はお客様の責任で⾏うものとし、

お客様または第三者による操作により産業用計測ユニット(EIG)およびお客様設備に不具合が生じた場合、当社はその責

任を負いません。 

４． 本サービスの利用に関して生じたいかなる紛争、損害、不利益等について、当社は責任を負いません。 

５． 当社への届出内容に誤りがあったこと、または当社への届出内容に変更が生じた場合に第１０条（変更の届出）に

基づきお客様が速やかに変更⼿続を⾏わなかったことにより生じたいかなる紛争、損害、不利益等について当社は責任



を負いません。 

６．第１９条（本サービス提供の中断）に基づく本サービスの全部または⼀部の中断および第２０条（本サービス提供

の中止または終了）に基づく本サービスの全部または⼀部の中止または終了により生じたいかなる紛争、損害、不利益

等について、当社は責任を負いません。 

７．本サービスのご利用によってお客様に生じた損害について当社の責に帰すべき事由がある場合、当社はお客様に対

して損害賠償責任を負います。本項または法令に基づき当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合には、その法律

構成の如何を問わず、賠償の対象は直接かつ通常の損害に限られ、賠償額はお客様が実際にお支払いになった産業用計

測ユニット(EIG)の代⾦相当額をもってその上限とします。 

 

第１３条（知的財産権） 

１． 当社は、本規約に定めるもののほか、当社または第三者が保有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的

財産権の利用または使用の許諾、譲渡等をお客様に⾏うものではありません。 

２． 本サービスのウェブサイトにおいて提供されるすべてのコンテンツ（⽂書、資料、画像、⾳声およびソフトウェア

を含み、以下、「コンテンツ」といいます）の著作権は、特段の定めがない限り、当社またはコンテンツの著作権を保有

する第三者に帰属しており、著作権法その他各種条約および法律等で保護されています。お客様は、私的使用目的の複

製、引用など著作権法上認められている範囲および本規約に定める範囲を除き、著作権者の許諾なしに、これらのコン

テンツの全部または⼀部を利用（複製、転載を含みます）または使用することはできません。 

３．本サービスの利用が第三者の保有する著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しているとして、第三者からお客

様に対して警告、請求または訴訟の提起がなされる等、第三者との間で紛争等が生じた場合、お客様は当社に対して速

やかにその旨を通知し、かつ、当社の求めに応じて、当該紛争等の防御および解決に必要となる権限、交渉または訴訟

等への参加の機会および援助を当社に与えるものとします。 

 

第１４条（再委託） 

 当社は、本サービスの全部または⼀部の提供を第三者（以下、「再委託先」といいます）に委託（再々委託等を含みま

す）することができるものとします。 

 

第１５条（個人情報等の取扱い） 

１． 当社は、別途お客様に同意いただく本サービスに係る個人情報の取扱いおよび別途当社が規定するプライバシーポ

リシーに基づきお客様に関わる個人情報を取り扱うものとします。なお、当社のプライバシーポリシーは以下のウェブ

サイトからご確認ください。 

http://www.solar-frontier.com/jpn/aboutus/privacy/index.html 

２． 当社は、お客様に関わる個人情報、本サービス用設備に保存されたお客様データ等および本サービスの利用を通じ

てお客様が入⼿することができるデータ等を当社が定めるところに従って管理（かかるデータ等の保存場所の変更およ

び削除を含みます。以下本条において同じ）することができ、これに対してお客様は異議を述べないものとします。 

３． お客様は、お客様に関わる個人情報、お客様データ等および本サービスの利用を通じてお客様が入⼿することがで

きるデータ等について、自らの費用と責任において必要に応じてバックアップを作成して保存するものとします。当社

は、第２項に基づくかかるデータ等の管理に際し、バックアップの作成等を実施する義務を負わないものとし、本サー

ビス用設備に保存されたお客様データ等および本サービスの利用を通じてお客様が入⼿することができるデータ等の消

失または破損に関して、その理由の如何を問わず、当社は⼀切責任を負いません。 

４． 当社は、本サービスの提供を通じて、お客様データ等その他お客様に関する個人情報と結合しない情報（発電電⼒

量、売電電⼒量等の電⼒データ、本サービスの利用状況およびお客様の属性情報（住所等）等）を取得し、当該情報を、

お客様のシステムの発電電⼒量の診断、運転状態の把握、故障等の不具合の解決、お客様に対する当社ならびに当社代

理店および販売店の製品情報の提供、本サービスに関連するソフトウェアおよびインターネット上でのサービスの開発



および提供、統計資料の作成、カタログ・提案資料等への掲載、その他本サービスに付帯関連する業務（以下、総称し

て「本サービス付帯関連業務」といいます）の実施のために利用できるものとします。 

５． 当社が第１４条（再委託）に基づき本サービスの全部または⼀部の提供を再委託先に委託する場合、再委託先によ

る本サービスの提供に必要な範囲に限り、当社はお客様に関わる個人情報を再委託先に提供することができるものとし

ます。 

６． 当社が本サービス付帯関連業務の全部または⼀部の実施を第三者に委託する場合、当該第三者による本付帯関連業

務の実施に必要な範囲に限り、当社は第４項に基づき取得したお客様データ等その他お客様に関する個人情報と結合し

ない情報を当該第三者に提供することができるものとします。 

７． 本サービスの提供または利用が中止または終了した後も、お客様に関わる個人情報および当社が第４項に基づき取

得したお客様データ等その他お客様に関する個人情報と結合しない情報の取り扱いは本条に従うものとします。 

 

第１６条（クッキー等について） 

当社は、お客様が本サービスのウェブサイトおよび当社のサーバーにアクセスしたことを認証すること、ならびにお客

様の本サービスのウェブサイトへのアクセス履歴および本サービスの利用状況を調査すること、その他お客様に対して

最適に本サービスを提供することを目的として、お客様が当社のサーバーにアクセスする際の IP アドレスに関する情報、

携帯電話端末でアクセスする場合の携帯電話の機体識別番号に関する情報およびクッキーの技術を利用して取得するお

客様のアクセス履歴等に関する情報を収集することがあり、お客様はこれに同意するものとします。なお、本サービス

の利用に際して使用されるブラウザでクッキーの設定を有効にしない場合には、本サービスを利用できないことがあり

ます。 

 

第１７条（第三者が提供する商品またはサービス等） 

本サービスに関連してお客様に対して提供される商品またはサービス等が当社以外の第三者（以下、「提供者」といいま

す）によって提供される場合には、当該商品またはサービス等は、提供者がお客様に対して提示し、お客様が同意する

内容および条件に基づき提供されるものとします。当社は、当該商品またはサービス等の提供に関して提供者がお客様

に対して提示する内容および条件ならびにこれらに基づく当該商品またはサービス等の提供について⼀切責任を負いま

せん。 

 

第１８条（第三者が提供する商品またはサービス等に関する情報） 

１． 当社は提供者が提供する商品またはサービス等に関する情報（広告および宣伝を含みます）を、提供者または当該

商品もしくはサービス等を取り扱う販売会社等から提供された資料に基づいて、お客様に対して提供することができま

す。 

２． 当社は、前項に基づきお客様に対して提供する提供者の商品またはサービス等に関する情報の内容の正確性に関し

て、⼀切責任を負いません。 

 

第１９条（本サービス提供の中断） 

１． 当社は、本サービス用設備等の定期点検を⾏うため、お客様に事前に通知の上、本サービスの全部または⼀部の提

供を中断することができるものとします。 

２． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合にはいつでも、本サービスの全部または⼀部の提供を中断することが

できるものとします。 

（１） 本サービス用設備等の保守を⾏う場合 

（２） 電気通信事業者が、本サービスを提供するために必要な電気通信回線または電気通信サービスの提供を中止また

は中断した場合 

（３） 本サービスを提供するために必要なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社



に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合 

（４） 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合 

（５）本サービスの利用に関して、お客様の⾏為が第１１条（禁止事項）第１項各号記載の⾏為に該当した場合 

（６） 第１２条（免責）第１項各号記載の事由に該当した場合 

 

第２０条（本サービス提供の中止または終了） 

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合はいつでも、本サービスの全部または⼀部の提供を中止または終了する

ことができるものとします。 

（１） 本サービス用設備等を提供する電気通信事業者が、当該提供を終了し、当社の合理的な努⼒をもってしても、当

社が代替の本サービス用設備等を構築することができない場合 

（２） 本サービスを提供するために必要なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が当該提

供を終了し、当社の合理的な努⼒をもってしても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合 

（３） 当社への届出内容に虚偽の内容が認められた場合 

（４） 第１０条（変更の届出）に基づく届出内容の変更⼿続が⾏われないことにより、お客様のご連絡先が不明となり、

本サービスの提供に支障がある場合 

（５） 本サービスの利用に関して、お客様の⾏為が第１１条（禁止事項）第１項各号記載の⾏為に該当した場合 

（６） 第１２条（免責）第１項各号記載の事由に該当した場合 

（７） お客様が本規約のいずれかに違反した場合 

（８） お客様と当社との信頼関係を害する特段の事情がある場合 

（９） その他、当社のやむをえない事情による場合 

 

第２１条（利用の終了） 

お客様は、当社所定の方法に基づき本サービス利用の解約⼿続をとることにより、本サービスの利用を終了すること

ができます。 

 

第２２条（本規約の変更） 

 当社は、本サービスの内容および利用料⾦等を含む本規約の内容を変更することができます。当社は、当該本規約の

内容を変更した場合、お客様へ通知を⾏うものとします。当該変更内容通知後、お客様が本サービスを利用した場合に

は、お客様は、本規約の変更に同意したものとみなし、変更された本規約が適用されるものとします。 

 

第２３条（本サービスに関する問合せ、連絡または通知の方法） 

１． お客様からの本サービスに関する問合せは当社に対して⾏うものとし、その連絡先は当社が別途定めるものとしま

す。 

2． お客様から当社に対する本サービスに関する問合せその他の連絡または通知、および当社からお客様に対する本規

約に基づく通知とその他の連絡または通知は、当社の定める方法により⾏うものとします。 

3． 前項の規定に基づき、当社からお客様に対する連絡または通知を電子メールの送信または本サービスのウェブサイ

トへの掲載の方法により⾏う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または本サービスのウ

ェブサイトへの掲載がなされた時点から効⼒を生じるものとします。 

 

第２４条（権利義務譲渡の禁止） 

 お客様は、本規約に基づく権利義務および本規約上の地位を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはな

らないものとします。 

 

第２５条（準拠法） 



 本規約は日本国の法令を準拠法とします。 

 

第２６条（合意管轄） 

 本サービスに関してお客様と当社との間で生じた⼀切の紛争については、東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄

裁判所とします。 

 

2016 年 8 月 5 日制定 

 
 

産業用計測ユニット(EIG)アラートメールサービス利用規約 

第 1 条（目的） 

この規約（以下、「本規約」といいます）は、ソーラーフロンティア株式会社（以下、「当社」といいます）が提供す

る【産業用計測ユニット(EIG)アラートメールサービス】（以下、「本サービス」といい、サービスの名称または内容が変

更された場合は、当該変更後のサービスを含みます）の利用に関するお客様と当社との権利義務関係その他本サービス

の利用に関する条件を定めることを目的とし、お客様と当社との間の本サービスの利用に係る⼀切の関係に適用されま

す。なお、本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の内容が優先して適用さ

れるものとします。 

 

第 2 条（本サービスの内容） 

当社はブロードバンド回線を介してお客様のシステム（当社の太陽電池モジュールおよび当社所定のシステム機器で

構成される太陽光発電システムをいいます。以下同じ）、から発電量等のデータを随時取得することにより、システムを

監視し、PV 発電量ゼロ検出時、発電量未送信検出時およびエラー発生時に、当社の定める期間内にお客様に通知いたし

ます。なお、本サービスの提供に関しては、日本語による対応となります。 

 

第 3 条（本サービスへのご加入要件） 

本サービスにご加入いただくには、次の要件を満たしていることが必要です。 

(1)当社もしくは当社代理店よりご購入いただいた太陽光発電システムを設置していただいていること。 

(2)当社ならびに当社代理店および販売店が販売するオムロン株式会社製産業用計測ユニット(EIG)3G ルーターなしおよ

びオムロン株式会社製産業用計測ユニット(EIG)3G ルーター付（以下、「産業用計測ユニット(EIG)」といいます。）を設

置していただいていること。 

 

第 4 条（本サービスのご利用条件） 

本サービスをご利用いただくには、次の条件を満たしていることが必要です。 

(1) 産業用計測ユニット(EIG)を設置していただいていること 

(2) 産業用計測ユニット(EIG)を常時接続のブロードバンド回線でインターネットに接続していただいていること 

(3) 産業用計測ユニット(EIG)が正常に動作していること 

(4) 産業用計測ユニット(EIG)の利用開始時に、初回ログイン登録（本規約および個人情報の取扱いへの同意を含みま

す。）を済ませていただいていること 

(5) 産業用計測ユニット(EIG)に内蔵されている 3G ルーターが正常に動作可能な電波環境に設置されていること（産

業用計測ユニット(EIG)3G ルーター付をご使用の場合に限ります。） 

 

第 5 条（本サービスのご利用の開始）  

本サービスのご利用は、お客様が初回ログイン登録を完了された時点から開始されるものとします。 

 

第 6 条（変更の届出） 



本サービスをご利用になるお客様は、本サービスのご利用を開始された時点の氏名、住所、電話番号、E メールアド

レス、その他当社への届出内容（初回ログイン登録時に登録された内容、または保証書に記載されている内容を含みま

す。以下同じ）に変更が生じた場合、速やかに当社へ届け出ていただくものとします。 

 

第 7 条（本サービスの提供期間） 

本サービスの提供期間（以下、「本サービス提供期間」といいます）は、お客様が初回ログイン登録を完了された日か

ら 10 年を経過する日までとします。 

 

第 8 条（免責事項） 

1. 当社は、本サービスを通じてお客様に対して提供される情報等に関して生じたいかなる紛争、損害、不利益等につ

いて責任を負いません。 

2. お客様の氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、その他当社への届出内容に変更が生じた場合に、第 6 条に基

づきお客様が当社に対して速やかに届出をされなかったことにより生じたいかなる紛争、損害、不利益等について、

当社は責任を負いません。 

3. 当社は、第 12 条に基づく本サービスの全部または⼀部の提供の中止または終了により生じたいかなる紛争、損害、

不利益等について責任を負いません。 

4. 当社は、産業用計測ユニット(EIG)の故障や通信の切断等によって第 4 条に定める本サービスのご利用条件を満た

さなくなった場合に生じたいかなる紛争、損害、不利益等について責任を負いません。なお、当社は通信の切断を

発⾒し、お客様に通知する義務を負いません。 

5. 本サービスのご利用によりシステムの異常の全てを発⾒できるものではありません。システムの異常を発⾒できな

かったことにより生じた紛争、損害、不利益等について、当社は責任を負いません。 

6. 当社が第 2 条に定める通知を⾏う場合で、お客様から当社に対する届出内容に従って通知をしても当該通知がお

客様に到達しないときは、当社はお客様に対する当該通知を⾏う義務を免れ、当該通知がされなかったことにより

生じたいかなる紛争、損害、不利益等について、当社は責任を負いません。 

7. 本サービスのご利用によってお客様に生じた損害について当社に帰責性がある場合、当社はお客様に対して損害賠

償責任を負います。本項または法令に基づき当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合には、その法律構成の

如何を問わず、賠償の対象は直接損害に限られ、賠償額はお客様が実際にお支払いになった産業用計測ユニット

(EIG)の代⾦相当額をもってその上限とします。 

 

第 9 条（利用料⾦等） 

1. 当社ならびに当社代理店および販売店が販売する産業用計測ユニット(EIG)ご購入れたお客様は、第 2 条に定める

本サービスのご利用料⾦は無料です。 

2. システムおよび産業用計測ユニット(EIG)の設置、産業用計測ユニット(EIG)を常時接続のブロードバンド回線でイ

ンターネットに接続するための通信機器および通信工事、その他第 3 条に定める本サービスへのご加入要件およ

び第 4 条に定める本サービスのご利用条件を満たすために必要となる費用については、お客様のご負担となりま

す。 

3. データ通信に使用するブロードバンド回線の利用料その他本サービスをご利用いただくために必要となる費用は

お客様のご負担となります。 

 

第 10 条（再委託） 

当社は本サービスの全部または⼀部の提供を第三者（以下、「再委託先」といいます）に委託することができるものと

します。 

 

第 11 条（利用者情報の取扱い）  



1. 当社はお客様に関わる個人情報について、別途当社が規定するプライバシーポリシーに従って取り扱います。 

なお、当社のプライバシーポリシーは以下のウェブサイトからご確認ください。 

http://www.solar-frontier.com/jpn/aboutus/privacy/index.html 

2. 当社が第 10 条に基づき本サービスの全部または⼀部の提供を再委託先に委託する場合、再委託先による本サービ

スの提供に必要な範囲に限り、当社はお客様に関わる個人情報を再委託先に提供することができるものとします。 

3. 当社はお客様による本サービスの利用状況等に関わる情報を個人が特定できない形での統計的な情報として、当社

の裁量で、利用および公開することができるものとし、お客様はこれに異議を唱えないものとします。 

4. 本サービスの提供または利用が終了した後も、お客様に関わる個人情報および本サービスの利用状況等に関わる情

報の取り扱いは本条に従うものとします。 

 

第 12 条（本サービスの提供の中止または終了） 

1. 本サービス提供期間にかかわらず、産業用計測ユニット(EIG)がインターネットに接続された履歴がある場合で、

6 ヶ月以上継続して産業用計測ユニット(EIG)のインターネット接続が切断されたときは、当社はお客様に対す

る本サービスの提供を事前に通知することなく終了するものとします。 

2. 当社は、お客様に対して事前に通知することによって、本サービスの全部または⼀部の提供を中止または終了す

ることができます。ただし、緊急を要する場合には、当社は、お客様に対して事前に通知することなく、本サー

ビスの全部または⼀部の提供を中止または終了することができるものとします 

3. 当社は、お客様が次のいずれかに該当すると判断した場合、当該お客様に対する本サービスの提供を、当該お客

様に対する通知をすることなくいつでも中止または終了することができるものとします。 

(1) 当社への届出内容に虚偽の内容が認められた場合 

(2) 第 6 条に基づく変更の届出がされないことにより、お客様のご連絡先が不明となり、本サービスの提供に支

障がある場合 

(3) 本規約のいずれかに違反した場合 

(4) 当社との信頼関係を害する特段の事情がある場合 

 

第 13 条（本サービスのご利用の終了） 

お客様は、当社所定の方法に基づき本サービス利用の解約⼿続をとることにより、本サービスのご利用を終了できる

ものとします。 

 

第 14 条（本規約等の変更） 

当社は本サービスの内容を含む本規約を変更することができます。当社は、当該本規約の変更をした場合、お客様へ

の通知を⾏うものとします。当該変更内容通知後、お客様が本サービスを利用した場合には、お客様は、本規約の変更

に同意したものとみなします。 

 
 

第 15 条（連絡または通知の方法） 

 お客様から当社に対する本サービスに関する問合せその他の連絡または通知、および当社からお客様に対する本規約

に基づく通知その他の連絡または通知は、当社の定める方法で⾏うものとします。 

 

第 16 条（権利義務の譲渡の禁止） 

お客様は、本規約に基づく権利および義務ならびに本規約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させて

はならないものとします。 

 

第 17 条（準拠法および裁判管轄） 

1. 本規約は日本国の法令を準拠法とします。 



2. 本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する⼀切の紛争については、東京地方裁判所を第⼀審の専属

的合意管轄裁判所とします。 

 

2016 年 8 月 5 日 

 

 
 


