あんしん訪問設定サポート会員規約
株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク
第 1 条（本規約）
本規約は、株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク（以下「当社」といいます。）が提供
する「あんしん訪問設定サポート」（以下「本サービス」といいます。）の利用に関する条
件等について定めます。
第 2 条（本サービスの会員）
本サービスの会員（以下「会員」といいます。）とは、当社が本サービスを利用する権利（以
下「会員資格」といいます。
）を付与した顧客をいいます。
尚、本サービスを利用する権利は当社が指定するサービス利用者にのみ付与するものとし、
対象についても同様とします。
2.会員は、本サービスの会員資格を第三者に譲渡もしくは貸与し、本サービスを利用させる
ことはできません。
第 3 条（本規約の範囲、変更）
本規約は、当社が提供する本サービスを会員が利用する場合に適用されます。
2.会員は、本規約に従い本サービスを利用するものとします。
3.会員は、本サービスを利用することにより、本規約のすべての記載事項について同意した
ものとみなされます。
4.当社は、必要に応じて会員に対し、本サービスの利用に関する情報を当社ウェブサイト上
に通知いたします。また、当社は、当社ウェブサイト上に通知しない場合は、メールや書
面等の他の手段で会員に通知します。
5.当社は、当社の判断により、いつでも任意の理由で本規約の内容を変更または廃止するこ
とができるものとします。
6.当社は、本規約を変更するときは、当社ウェブサイト上にて開示することにより、会員に
対して事前にその内容を通知します。
7.会員が、本規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用する場合には、変更後の規約
のすべての記載事項ついて同意したものとみなされます。
第 4 条（本サービスの利用について）
申込者は、本サービスを申し込み、当社がそれを承諾した時点で、本サービスの会員資格
を有します。
2.当社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者による申し込

みを承諾しません。
(1)申込者が実在しないとき、またはその恐れがあるとき。
(2)申込時に虚偽の事項を申告したとき。
(3)申し込みに係る内容が、本サービス範囲外のとき。
(4)申込者が、過去または現在において反社会的勢力と関係があると判明したとき。
(5)当社の業務運営上、その申込を承諾することが著しく困難なとき。
(6)その他、申込者が本サービスを利用することについて不適当と当社が判断したとき。
3.当社は、会員資格を有した後であっても、会員が次のいずれかに該当することが判明した
場合、会員資格を取り消すことがあります。
(1)会員が実在しないとき、またはその恐れがあるとき。
(2)申込時に虚偽の事項を申告したとき。
(3)申し込みに係る内容が、本サービス範囲外のとき。
(4)会員が、過去および現在において反社会的勢力と関係があると判明したとき。
(5)当社の業務運営上、その申し込みを承諾することが著しく困難なとき。
(6)その他、会員が本サービスを利用することについて不適当と当社が判断したとき。
第 5 条 （提供するサービス）
本サービスは、会員が月額利用料金 600 円（税込 660 円）にて契約を開始した月から契
約が解除もしくは退会となった月まで毎月お支払頂くことで、別紙 1（料金表）に定める
利用料金でインターネット接続のための設定作業、放送サービスのためのサポート作業、
当社貸与品及び録画機器やパソコン周辺機器等を利用するための設定作業またはその他設
定作業の提供を受けることができるサービスです。
ただし、契約を開始した月と翌月は月額利用料金を無料とし、退会の月は満額を請求しま
す。
2 当社は、別途定める当社のサービス提供区域において、本サービスを提供します。
第 6 条 （再申し込み）
会員が一度退会した後の再申し込み時には無料期間を付与致しません。ただし、第 2 条（本
サービスの会員）1 項尚書きを満たし、同住所における別名義での申し込みの場合はこの限
りではありません。
第 7 条（本サービスの範囲）
本サービスのサポート範囲は、次のとおりとします。
(1)機器関連
スマートフォン本体、パソコン本体、キーボード、マウス、ルーター、無線 LAN アクセスポイン
ト、ハブ、LAN カード等のネットワーク機器、ネットワーク接続可能なゲーム機器

(2)Microsoft Office 関連
Microsoft Excel ／ Microsoft Word ／ Microsoft Outlook ／ Microsoft PowerPoint の基
本操作案内
(3)ソフト関連
・サポート対象
Windows7、Windows8、Windows10
MacOS10.5 以降

OS
（日本語版に限ります。
）

Android4.0 以降、iOS7.0 以降
・サポート範囲
インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な
操作方法、診断。
・サポート対象
ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、

ソフトウェア

文書作成、接続ツール。
・サポート範囲
インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な
操作方法、診断。

2.当社は会員に対して、本サービスのサポート範囲を、一般公衆回線、フリーダイヤル（携
帯電話不可）
、または IP 電話等（以下「電話回線」という。）で提供するものとし、会員は、
フリーダイヤル以外の通話の電話回線の利用に必要な通話料金等の費用を負担するものと
します。
3.放送サービスについては別途定める「放送施設加入契約約款」に準じます。
第 8 条（知的財産権の帰属）
本サービスにかかるすべての知的財産権その他一切の権利は、当社または当社への情報提
供者もしくは製品製造元等に帰属します。
2.会員は、前項の権利を侵害することなく、本サービスを利用することを保証するものとし
ます。
第 9 条（本サービスの中断）
当社は、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービ
スの全部または一部を中断することがあります。当社は、かかる中断に起因して会員また
は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
(1)システムの保守を定期的に、または緊急に行う場合。
(2)火災、停電、地震、噴火、洪水、津波等の天災、あるいは戦争、動乱、騒乱、労働争議
等の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合。
(3)運用上、あるいは技術上当社が本サービスの中断が必要であるか、または不測の事態に
より当社が本サービスの提供が困難と判断した場合。

2.当社は、前項各号の場合以外の当社の責めに帰すべからざる事由により、本サービス提供
の遅延または中断等が発生した場合でも、これに起因する会員または第三者が被った損害
について、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条（本サービス提供の停止）
当社は、会員が次のいずれかの事由に該当する場合、事前の通知または催告をすることな
く本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)第 4 条第 3 項に定めるいずれかの事由に該当することが判明した場合。
(2)本サービスを利用するために必要な当社が発行する会員情報を不正に使用し、または第
三者に使用させた場合。
(3)当社が提供する情報を当社の承諾なく改変した場合。
(4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5)本規約のいずれかの条項に違反した場合。
(6)本サービスの利用にあたり、不適切であると当社が判断した場合。
第 11 条（免責事項）
本サービスは、第 5 条に定める作業の提供を行うものであり、会員に対し一定の目的を達
することを保証するものではなく、また当該作業の正確性、利便性、有用性、完全性等を
保証するものでもありません。
2.本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供もし
くは収集された会員および利用者の情報の消失、その他本サービスに関連して発生した会
員の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとしま
す。
3.当社は、本サービスの利用または本規約に関連して不可抗力または当社の責めに帰すべか
らざる事由により発生した会員の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の
損害賠償をする義務はないものとします。
4.当社は、本サービスの提供にあたり、会員のパソコンまたは機器等に保存されているデー
タ等の喪失・棄損・改変等が発生しないことについて保証いたしません。会員は、本サー
ビスの提供を受けるにあたり、パソコンまたは機器等に保存されているデータ等のバック
アップを予め作成するものとします。
5.本サービス対応中に次のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、本サービスの
対応を終了させていただく場合があります。
(1)第 5 条に定めるサポート範囲以外の内容が対応に含まれる場合。
(2)違法コピーなど、違法行為となる作業を要求された場合。
(3)パソコン及び機器が致命的な不具合により正常に動作しない場合。
(4)パソコン及び機器が改造されている場合。

(5)機器及びソフトウェアでパスワードが働いており、お客様によりパスワード解除出来な
い場合。
6.本サービスは、メーカー、ベンダー及びサービス提供事業者が提供する正規のサポートを
代行するサービスではありません。お問い合わせの内容によっては、お問い合わせの対象
となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ベンダー、サービス
提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して会員自身で直接お問い合
わせすることをお勧めするに留まる場合があります。
7.会員が本サービスの利用により第三者（他の会員を含みます。）に対し損害を与えた場合、
会員は、自己の責任と費用負担でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないもの
とします。
8.当社は、第 9 条（本サービスの中断）又は第 10 条（本サービス提供の停止）による本サ
ービスの利用中断、利用停止並びに本サービス提供の終了に伴い生じる会員の損害につい
て、一切の責任を負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害は、
本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当
社は一切責任を負いません。
10.当社が本規約の規定に基づいて損害賠償責任を負う場合は、如何なる場合にも、第 5 条
に定める月額固定料金の 1 年分の金額を上限とします。
第 12 条（権利譲渡等の禁止）
会員は、本規約から生じる一切の権利について、第三者に譲渡、貸与、相続、売買、名義
変更、その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第 13 条（個人情報の取り扱い）
当社は、会員の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー
（http://www.thn.ne.jp/info_policy2/）」に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、会員の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)当社及び TOKAI グループ各社（具体的には TOKAI ホールディングスホームページをご
参照ください。http://tokaiholdings.co.jp/corporate/group.html ）（以下、単に「TOKAI
グループ各社」といいます。
）の各種商品の販売及びサービスの提供
(2)当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の
案内
(3)当社及び TOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(4)当社及び TOKAI グループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5)当社及び TOKAI グループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)当社及び TOKAI グループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応

(7)当社及び TOKAI グループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに
当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、その都度、その利用目的を明確に
し、会員から事前の同意をいただきます。
3.当社は、本条第 2 項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除
き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公
表その他当社が適当であると判断する方法により会員に連絡又は公表します。
4.当社及び TOKAI グループ各社は、平成 23 年 4 月 1 日の株式会社 TOKAI ホールディン
グス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第 2 項記載
の利用目的の範囲内で会員から取得する個人情報を新規に TOKAI グループ各社との間で
以下のとおり共同利用させていただきます。
なお、当社は、会員からの求めに応じて、会員の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及び TOKAI グループ各社とします。
(2)利用目的
共同利用する目的は、本条第 2 項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
① 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の会員の属性に関する情報
② 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する会員や会員の家族に関するすべての
個人情報
③ キャンペーン・懸賞等に応募いただいた会員の個人情報、又は、その他会員からい
ただいたすべての個人情報
(4)管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社又は TOKAI グルー
プ各社とします。
5.当社は、会員より取得した個人情報を適切に管理し、本条第 2 項に記載した利用目的に
基づく場合、または次の各号のいずれかに該当する場合を除き、正当な理由なく個人情報
を第三者に提供、開示等一切しません。また、個人情報の利用目的を達成するために当社
が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務
付けています。
(1)法令により許された場合 （例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の要
請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。
）は、提供する場合があります。
(2)前号の規定に拘わらず、会員の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、当社が
会員に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に
反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に開示・提供を行います。

6.当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前
同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得
を確保するものとします。
7.会員が、会員の個人情報の開示を希望する場合には、当社は、申し出をした方が会員ご本
人であることを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に
開示に応じることとします。
会員が、会員の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、当社は、
申し出をした方が会員ご本人であることを当社にて確認した上で、会員の個人情報につい
て事実関係等を確認し、適切な対応をします。
なお、当社では、会員から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正
確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがござい
ます。
※開示等の求めに関する手続きについては、当社ホームページをご参照いただくか
（http://www.thn.ne.jp/info_policy4/）、カスタマーセンターにお問い合わせ（0120-696-942）
ください。
8.当社は、会員との契約が解除された後も、本条第 2 項の利用目的の実施に必要な範囲内で
個人情報を利用する場合があります。
9.当社は、当社ホームページの一部において、クッキー（Cookie）を使用しています。クッ
キーとは、当社ホームページを通じて会員のコンピュータに一定のデータ（例えば、最後
に当社ホームページを訪れた日時、当社ホームページへの訪問回数等のデータ）を一時的
に書き込んで保存させるプログラムを言います。クッキーは、会員が再度当社ホームペー
ジに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、会員か
ら何らかの個人情報を取得したり、会員のプライバシーを侵害するものではなく、また会
員のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。
第 14 条（会員の責任）
会員は、当社が提供する本サービスに関して、当社または第三者の著作権、商標権その他
の権利を侵害する行為、またはその虞のある行為を行ってはならないものとします。
2.会員の故意もしくは過失、法令または公序良俗に反する行為、または会員が本規約を守ら
ないことにより、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、損害賠償を請求すること
があります。
第 15 条（紛争の解決）
本規約に定めない事項および本規約に関し生じた疑義については、会員および当社双方が
誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

第 16 条（準拠法）
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 17 条（合意管轄）
本規約に関連して生じた紛争については、訴額の如何によって、静岡地方裁判所または静
岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条（退会）
会員は、退会を希望する場合は、当社の定める手続きに従い、本サービスを終了して、退
会できるものとします。
2.本規約の定めに従って会員が本サービスの会員資格を全て失った場合、当該会員は退会し
たものとみなします。
■当社の指定するサービスの種類
当社が提供するサービス
・ひかり de ネット
・ひかり de ネットベーシック
・ひかり de ネット N
・CATV インターネット
・トコチャンモバイル LTE
・トコチャンモバイル Air 4G/D/Wi-Fi ルーター
・放送サービス
株式会社 TOKAI コミュニケーションズが提供するサービス
・TNC ケーブルひかり
附則
令和元年 10 月 1 日より適用します。
以上

