カメラシェアリングサービス「PaN」ウェブサイト等利用規約

第1条
1.

規約の適用

PaN ウェブサイト利用規約（以下「本規約」といいます）は、カメラシェアリングサー
ビス PaN(以下「PaN」といいます) のご利用にあたり、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ
ーションズ株式会社（以下「サイト運営者」といいます）の提供する PaN ウェブサイト
（以下、
「本サイト」といいます）及び PaN アプリケーション（以下、
「本アプリケーシ
ョン」といいます）のご利用に関する条件について定めるものです（以下、総称して「本
サイト等」といいます）
。

2.

本規約は、本サイト等を利用する者（以下「ユーザ」といいます）とサイト運営者との
間の本サイト等の利用に関する一切の関係に適用されます。

3.

PaN の利用にあたっては、設置された施設、空間、イベント等で定められる規約が適用
されます。

4.

サイト運営者は、ユーザによる本サイトの利用又は本アプリケーションのインストー
ルをもって、ユーザが本規約に同意したものとみなします。

5.

ユーザが未成年者である場合は、親権者など法定代理人の同意（本規約への同意を含み
ます）を得たうえで本サイト等を利用しなければなりません。

6.

サイト運営者は本規約を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後
の本規約の内容及びその効力発生時期を、本サイト、本アプリケーションを提供するプ
ラ ッ ト フ ォ ー ム 上 お よ び 当 社 の Web サ イ ト 上 (https://www.ntt.com/aboutus/disclosure/tariff.html)への掲載その他の適切な方法により周知します。

7.

本規約の変更の効力が発生した後、ユーザが、特段の申し出なく、本サイト等を利用し
たとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かか
る変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り提供条件は変更後の規約により
ます。

第2条

用語の定義

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
（１）PaN ウェブサイト又は本サイト：PaN ID 又は撮影 ID（以下、PaN ID 及び撮影 ID
を総称して「ID 等」といいます）を使ってログインできる、コンテンツを閲覧等する
ためのウェブサイト
（２）PaN アプリケーション又は本アプリケーション：ID 等を使ってログインできる、
コンテンツを閲覧等するためのスマートフォン向けのアプリケーション
（３）PaN：写真又は動画を撮影する当社が指定するカメラ（以下「カメラ」といいま
す）が設置された施設、空間、イベント等で ID 等を使ってユーザが任意でカメラで撮
影したコンテンツをサイト運営者の電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電

気的設備（以下、「電気通信設備」といいます）にアップロードし、本サイト等でコン
テンツを入手できるサービス
（４）PaN ID：サイト運営者がユーザを識別するために用いる撮影 ID 及び第三者提供
サービスのログイン情報と紐付けて管理している ID
（５）撮影 ID：ユーザが撮影した写真データをアップロード及びダウンロードするた
めに用いられるユーザを識別する英字及び数字の組み合わせ
（６）ユーザデータ：本サイト等の利用にあたり、ユーザが登録した氏名、メールアド
レス、住所、電話番号等、当該ユーザ個人を識別できるすべての情報
（７）コンテンツ：PaN で撮影、加工、保存、共有されるデータ、画像、文字、音等そ
の他すべての情報
（８）第三者提供サービス：第三者のアプリケーション、ウェブサイトおよびサービス

第３条
1.

本サイト等の利用

ユーザは、ID 等を本サイト等のログイン画面に入力するか、カメラでの撮影及びコン
テンツがアップロードされているサイト運営者が指定するサイトにアクセスすること
で本サイト等を利用できます。

2.

本サイト等の利用に要する通信料等の費用は、ユーザが負担するものとします。

3.

ユーザは、本規約の他、本サイト等上に掲示される注意事項等についても遵守するもの
とします。

4.

ユーザは、通信環境その他の事情により、本サイト等の全部又は一部の機能が利用でき
ない場合があることを予め了承するものとします。

第４条
1.

第三者提供サービスとの連携

ユーザが第三者提供サービスの認証技術を利用し本サイト等にログインする場合、本
サイト等はユーザーネームや暗号化されたアクセス認証にかかる情報などユーザの認
証情報を取得することができるものとし、ユーザは予めこれを承諾するものとします。

2.

ユーザが本サイト等の共有機能を利用する上で、連携する第三者の提供するサービス
のログイン情報を本サイト等に入力又は連携することを許可した場合には、本サイト
等と第三者提供サービス間でコンテンツを送信又は受信することができるものとし、
ユーザは予めこれを承諾するものとします。

3.

第三者提供サービスは利用規約及びプライバシーポリシーを有する場合があり、利用
時には係る利用規約およびプライバシーポリシーが適用されます。ユーザはこれら規
約を遵守し、自己の責任で第三者提供サービスを利用することとし、ユーザ又は第三者
に発生した損害についてサイト運営者は責任を負いません。

第５条

ユーザの義務

1.

ユーザは次の事項に違反しないものとします。
（１）サイト運営者又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
（２）本サイト等によりアクセス可能なサイト運営者又は第三者のデータの改ざん、
消去等をしないこと。
（３）第三者になりすまして本サイト等を利用する行為をしないこと。
（４）意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
（５）サイト運営者の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える
行為をしないこと。
（６）本アプリケーションの誤作動を誘引する行為をしないこと。
（７）本アプリケーションが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない
効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は配布を行う行為をしないこと。
（８）本サイト等の内外を問わず、ID 等又はコンテンツを第三者に有償で貸与・譲
渡・売買などをしないこと。
（９）前号に定める行為の申し込みの誘引、申込及び承諾を含む一切の準備行為をし
ないこと。
（１０）本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収
集する行為をしないこと。
（１１）利用申込の際又はその後にサイト運営者に届け出た事項について変更が生じ
た場合、遅滞なくその旨をサイト運営者所定の方法により届け出ること。
（１２）その他、法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、本サイト等の運営を
妨害する行為、サイト運営者の信用を毀損する行為、又はサイト運営者若しくは第三
者に不利益を与える行為をしないこと。その他前各号に該当するおそれのある行為又
はこれに類する行為をしないこと。
（１３）ユーザは前項の規定に違反して本サイト等に係るサイト運営者の設備等を毀
損したときには、サイト運営者が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要
な費用を負担すること。

2.

サイト運営者は、ユーザの本条に規定する義務違反によりユーザ又はその他の者に発
生する損害について責任を負わないものとします。

3.

ユーザは、ID 等を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせ
てはならないものとします。サイト運営者は、ID 等の一致を確認した場合、当該 ID 等
を保有する者として登録されたユーザが本サイト等を利用したものとみなします。

4.

ユーザが前項の規定に違反して本サイト等に係るサイト運営者の業務遂行又はサイト
運営者の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとサイト運営者が判断
した場合、ユーザに割り当てた ID 等の変更その他必要な措置をとる場合があります。
当該措置によりユーザに発生する損害について、サイト運営者は責任を負わないもの
とします。

5.

サイト運営者は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめ理由を添えて
その旨をユーザに通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ
ん。

第６条
1.

ユーザの地位の承継

相続によりユーザの地位の承継があったときは、相続人は、そのユーザの地位を承継す
るものとします。

2.

前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人をサイト運営
者に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様と
します。

第７条

地位の譲渡

ユーザは、本サイト等のユーザとしての地位を譲渡することができません。ただしサイ
ト運営者が譲渡を承認した場合はこの限りではありません。

第８条

本サイト等の終了

1.

サイト運営者は本サイト等の一部又は全部を終了することがあります。

2.

前項の規定による本サイト等の一部又は全部の終了があったときは、本サイト等の一
部又は全部の利用は終了するものとします。

3.

サイト運営者は、本サイト等の一部又は全部の終了に伴い、サイト運営者の裁量により、
事前に通知することなく当該ユーザの ID 等を削除することができるものとし、ユーザ
は終了時に残存している本サイト等の一切のコンテンツが消滅する場合があることに
同意するものとします。

4.

サイト運営者は、本サイト等の一部又は全部の終了に伴い、ユーザ又は第三者に発生す
る損害については、責任を負わないものとします。

5.

サイト運営者は第 1 項の規定により本サイト等の一部又は全部を終了しようとすると
きは、その旨を相当な期間をおいて、あらかじめユーザに通知します。

第９条
1.

サイト運営者の権利

サイト運営者は、本サイト等の改善、広告機能の提供、新機能の企画等のためにユーザ
が PaN を通じて送信したコンテンツ、及びユーザが第三者提供サービスに送受信した
コンテンツを解析することができるものとし、またサイト運営者の裁量により、個人を
識別できない形式に加工して解析結果を第三者に提供できるものとします。

2.

サイト運営者は、ユーザの同意を得た場合に限り、PaN の認知拡大や広告機能の提供等
のためにユーザのコンテンツを利用または第三者に提供し利用させることができるも
のとします。

3.

サイト運営者は、本条に基づきサイト運営者が行った措置によりユーザ又は第三者に
発生した損害について、サイト運営者の故意または重大な過失による場合を除き、サイ
ト運営者は責任を負いません。

4.

サイト運営者は、本サイト等の全部または一部機能を第三者に委託、及び第三者（海外
に拠点を置く会社を含みます）が提供するサービスを利用して提供できるものとし、ユ
ーザはかかる委託及び利用を承諾するものとします。

第１０条
1.

サイト運営者の知的財産権

本サイト等の提供に関連してサイト運営者がユーザに提供、貸与又は提示するソフト
ウェア等のプログラム又は物品（本条において「プログラム等」といいます）に関する
著作権及びそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権はサイト運営者又はサイト運
営者の指定するものに帰属するものとします。

2.

ユーザは、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。
（１）本サイト等の利用目的以外に使用しないこと。
（２）複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイ
ル、逆アセンブル他、本サイト等のソースコードの解析を行わないこと。
（３）営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・売買・担保設定等しないこ

と。
（４）サイト運営者の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
3.

本条の規定は本サイト等の終了後も効力を有するものとします。

第１１条

プライバシーポリシー等

本サイト等の提供に関連して、ユーザデータ、生年月日、お申込のサービス内容等の取
得した個人情報については、ユーザからの問い合わせ窓口であるエヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ株式会社のプライバシーポリシーに基づき取扱います。
https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html

第１２条

ユーザに対する通知

ユーザに対する通知は、サイト運営者の判断により、次のいずれかの方法で行うことが
できるものとします。
（１）本サイト等又はサイト運営者の Web サイトに掲載して行います。この場合は、
掲載された時をもってユーザに対する通知が完了したものとみなします。
（２）ユーザが利用申込の際、又はその後にサイト運営者に届け出たユーザの電子メ
ールアドレス宛に電子メールを送信します。この場合は、ユーザの電子メールアドレ
ス宛に電子メールを送信した時をもってユーザに対する通知が完了したものとみなし
ます。

（３）ユーザが利用申込の際又はその後にサイト運営者に届け出たユーザの住所宛に
郵送して行います。この場合は、郵便物がユーザの住所に到達した時をもってユーザ
に対する通知が完了したものとみなします。
（４）ユーザが利用申込の際又はその後にサイト運営者に届け出たユーザの電話番号
に電話します。この場合は、口頭通知又はユーザの留守番電話にメッセージを残した
時をもってユーザに対する通知が完了したものとみなします。
（５）その他、サイト運営者が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通
知の中でサイト運営者が指定した時をもってユーザに対する通知が完了したものとみ
なします。

第１３条
1.

損害賠償

サイト運営者は、本サイト等を提供すべき場合において、サイト運営者の責めに帰すべ
き理由により、その提供をしなかったことに起因してユーザに生じた逸失利益、派生損
害等を除く通常の損害に限り、賠償する責任を負うものとします。なお、サイト運営者
は予見の有無、予見すべき場合を問わず、特別の事情から生じた損害については、責任
を負わないものとします。

2.

サイト運営者の故意又は重大な過失により本サイト等を提供しなかったときは、前項
の規定は適用しないものとします。

第１４条
1.

免責

サイト運営者は本規約で特に定める場合を除き、ユーザに係る損害を賠償しないもの
とし、ユーザはサイト運営者にその損害についての請求をしないものとします。また、
ユーザは、本サイト等の利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれ
を解決し、サイト運営者に責任を負担させないものとします。

2.

サイト運営者は、本サイト等の利用により生じる結果について、ユーザに対し、本サイ
ト等の提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法
令等に基づく強制的な処分又はその他の原因を問わず、責任を負担しないものとしま
す。

3.

サイト運営者は、本サイト等がいかなる端末、アプリケーションでも利用できることを
保証するものではありません。

4.

本規約に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法
的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのた
め、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法に
て許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。

第１５条
1.

利用終了

ユーザは本アプリケーションのアインストール、ID 等の削除及び第三者提供サービス
の認証解除等によりいつでも本アプリケーションの利用を終了することができます。

2.

誤って ID 等を削除、紛失した等でユーザが本サイト等を利用する権利を失った場合、
ユーザはユーザデータやコンテンツ等、本サイト等に登録した情報を利用することが
できなくなくことを、あらかじめ承諾するものとします。

3.

ユーザは本サイト等の利用を終了した後も、本規約上の一切の義務及び債務を免れる
ものではありません。

4.

サイト運営者はユーザが本サイト等を利用する権利を失った後も、サイト運営者に提
供したユーザデータ等の情報を保有・利用することができるものとします。

5.

ユーザが本アプリケーションの利用を終了した場合、サイト運営者は、サイト運営者の
裁量により、事前に通知することなく当該ユーザの ID 等を削除することができるもの
とし、ユーザは終了時に残存している本サイト等の一切のコンテンツが消滅する場合
があることに同意するものとします。

第１６条
1.

利用中止

サイト運営者は次の場合には本サイト等の一部又は全部の利用を中止することがあり
ます。
（１）本サイト等を提供するための設備の保守上、工事上又はサイト提供上やむを得
ないとき、及び不正アクセスから防御するために必要なとき。
（２）天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
（３）本サイト等が正常に動作せず、本サイト等を継続して提供することが困難であ
るとき。
（４）法令等に基づく要請等により本サイト等を提供することが困難となったとき。

2.

サイト運営者は前項の規定により本サイト等の提供を中止するときは、あらかじめ第
１２条（ユーザに対する通知）に指定した方法でユーザにそのことを通知します。ただ
し緊急事態等、やむを得ない場合はこの限りではありません。

第１７条
1.

利用停止

サイト運営者はユーザが次のいずれかに該当するときは、本サイト等の利用を停止す
ることがあります。
（１）第５条（ユーザの義務）の他、本規約に反する行為を行ったとき。
（２）前号のほか、本サイト等に関するサイト運営者の業務の遂行又はサイト運営者
の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。

2.

サイト運営者は前項の規定により本サイト等の利用を停止するときは、あらかじめそ
の理由、利用停止をする日及び期間をユーザに通知します。ただし、緊急事態等、やむ

を得ない場合は、この限りではありません。

第１８条

プラットフォーマーの免責

ユーザが本アプリケーションを Apple Inc.（以下「Apple」といいます。
）の提供する OS・
スマートデバイスで利用する場合には、本条項が補足的に適用され、本規約のほかの条項と
矛盾抵触する場合には、その限りにおいて本条項が優先的に適用されるものとします。
1.

Apple は、ユーザの本アプリケーションの使用に関するユーザまたは第三者からのいか
なる訴えについても、責任を負いません。

2.

サ イ ト 運 営 者 は 、 ユ ー ザ が Apple

メ デ ィ ア サ ー ビ ス 利 用 規 約

（https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/jp/terms.html ）の 使 用
規則に定めるところにより、ユーザの個人的、非営利目的のために本アプリケーション
をダウンロードし使用するユーザにのみ限定をした、非独占的、譲渡不可の使用権を、
ユーザに許諾し、ユーザはこれを取得します。
3.

ユーザは、Apple が本サイト等に関するメンテナンスやサポートのサービスを提供する
義務のないことを承諾します。

4.

本アプリケーションによって何らかの損害が発生した場合、Apple が提供できるのは本
アプリケーション利用料の返金のみとします。

5.

本アプリケーションまたはユーザによる本アプリケーションの利用が、以下のいずれ
かの場合に該当するとしても、サイト運営者に通知をするものとし、Apple にはそれに
関して何らのクレームまたは請求もしないものとします。
（１）製造物責任に関すること。
（２）適用され得る何等かの法令に対する違反、消費者契約法またはそれに関する規
制に対する違反等によるクレームまたはこれに起因する何等かの請求に関すること。
（３）第三者の知的財産権を侵害している旨のクレームまたはこれに起因する何等か
の請求に関すること。

6.

ユーザは、アメリカ政府の禁輸措置の対象国またはアメリカ政府によりテロ支援国家
に指定されている国に居住していないことおよびユーザはいかなるアメリカ政府の禁
止または制限リストにも掲載されていないことを表明し、保証するものとします。

7.

ユーザは、本アプリケーションを利用するにあたっては、通信事業者との通信に関する
契約等、関連する第三者との契約について第三者の定めるサービス利用規約について
も遵守していただく必要があります。

8.

ユーザは、Apple および Apple の子会社が本契約の第三受益者であることおよびユーザ
が本規約を承諾することにより、Apple が、第三受益者としてユーザに本契約を強制す
る権利を有することを承諾するものとします。

第１９条

利用にあたっての法令順守

1.

ユーザは本サイト等及び本サイト等に使用されている技術（本条において「本サイト等
技術」といいます）を利用するにあたり、外国為替及び外国貿易その他の日本国の輸出
関連法規ならびに米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、
ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認
識の上、これらの法規を遵守するものとし、ならびに本サイト等技術を適正な政府の許
可なくして、禁輸国又は貿易制裁国の企業、居住者、国民、取引禁止者、取引禁止企業
に対して、譲渡、輸出又は再輸出しないものとします。

2.

ユーザは本サイト等技術を、外国為替、及び、外国貿易法その他の日本国の輸出関連法
規に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器等の開発、製造、使用のために利用し
ないものとします。

第２０条

言語

本規約は、翻訳版の規定にかかわらず、日本語が正本であり、両言語の間に矛盾抵触がある
場合は、日本語の規定が優先します。

第２１条

準拠法及び管轄裁判所

1.

本規約の準拠法は、日本法とします。

2.

ユーザとサイト運営者との間で本サイト等に関して紛争が生じた場合、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。

【附則(平成 30 年３月 30 日ＡＣサ第 0001381712 号）】
1. 本規定は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
【附則(平成 30 年４月 21 日ＡＣサ第 00336666 号）】
1. 本規定は、平成 30 年 4 月 25 日から実施します。
【附則(2019 年 11 月５日ＡＣサ第 00563735 号）】
1. 本規定は、2019 年 12 月 2 日から実施します。
【附則(2020 年３月 10 日ＡＣサ第 00615268 号）】
1. 本規定は、2020 年 3 月 31 日から実施します。

