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株式会社日本デジコム 衛星通信サービス契約約款 

 
第1章 総則  
 
（約款の適用）  
第1条 株式会社日本デジコム（以下「当社」といいます。）は、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）、
電波法（昭和25年法律第131号）、その他の法令の規定に基づき、衛星通信サービス契約約款（以下
「約款」といいます）の定めるところにより、衛星通信サービス（以下「本サービス」といいます）を提供し
ます。 
 
 
（約款の変更等）  
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によりま
す。  
 
 
（取扱制限） 
第3条 外国における本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める
契約約款等の定めるところにより、制限されることがあります。 
 
 
第2章 使用契約 
 
（サービスの種類）  
第4条 当社は、次の衛星通信サービス、および計算業務サービスを提供します  

1) インマルサット BGAN（FBB、SBBを含む）サービス 
2) インマルサット ミニM（M4含む））サービス 
3) スラーヤサービス 
4) イリジウムサービス 
5) グローバルスターサービス 
6) インマルサット B、C、M、Ｆの各サービスにかかる計算担当機関業務 

2 当社は、本条4）-5）については日本国内以外（日本国船籍の船舶・航空機を含む）での利用に限定
するものとしてサービスを提供するものとし、使用申込者はそれにしたがい日本国内（日本国船籍の船
舶・航空機を含む）で当社から提供された4)-5)の衛星通信サービスを利用しない事を当社に対し、誓
約するものとします。 
 
 
（使用契約の単位等）  
第5条 当社は、使用契約を1の端末設備ごとに締結します。  
2 当社との間に使用契約を締結できる方は、1の使用契約につき、1人に限ります。  
 
 
（契約申込の方法） 
第6条 契約の申込をするときは、当社所定の契約申込書を提出していただきます。 
2 前項の場合において、契約の申し込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するため
の書類を提示していただきます。 
 



 
（契約申込の承諾等）  
第7条 当社は、契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って契約申込を承諾します。  
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約申込を承諾し
な いことがあります。  

(1) 契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。  
(2) 契約申込者が、本サービスに係る料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又

は怠るおそれがあるとき。  
(3) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。  
(4) 本サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。 

 
 
（運用開始日）  
第8条 当社は、加入者電話番号を通知した日をもって運用開始日とします。  
2 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、端末設備を使用することはできません。 
 
（最低契約期間） 
第9条 当社は、衛星通信サービスとそのプランの種別において最低契約期間を設定します。 
2 契約者は、契約した期日を含む料金月から起算して通信サービス料金表に表示する最低契約期間
を経過しない期間中に、本契約の解約を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。当社は、
本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数に、料金表に表示する
月額基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。  
3 最低契約期間を経過した後、契約者が何ら解約の意思表示をしない限り、本契約はそれまでと同
様の内容をもって、期間の定めのない契約として更新されるものとします。 
 
 
（届出事項の変更）  
第10条 使用契約者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社
所定方法により届け出るものとします。 
2 前項の届出がないために、当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった
場合は、通常到着すべきときに使用契約者に到着したものとみなします。 
 
 
（使用契約に係る名義変更）  
第11条 使用契約者は、契約に係る名義変更（氏名、住所、連絡先等の変更に伴うものを除きます）を
請求することができます。 
2 契約者は、前項の規定により契約に係る名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定
の書面により当社へ請求していただきます。 
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いてこれを承諾します。 
(1) 名義変更により新たに契約者になろうとする者が、料金その他の債務の支払いを怠り又は怠るお
それがあるとき。 
(2) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 
4 名義変更があったときは、名義変更後に契約者となる者は、名義変更前に契約者が有していた一
切の権利及び義務を承継します。 
 
 
（使用契約者の地位の承継）  
第12条 使用契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは
合併により設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。  
2 前項の規定により使用契約者の地位を承継した方は、速やかに使用契約者の地位を承継したこと
を証明する書類を添えて、その旨を当社に通知していただきます。  

3 第1項の場合において、相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として
定めて通知してください。これを変更したときも同様とします。 
4 前項の規定よる代表者からの通知がないときは、当社が相続人等の1人を契約者として指定しま



す。 
 
（使用契約者が行う使用契約の解約）  
第13条 使用契約者は、使用契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定方法によ
り届け出る義務を負うものとします。 
 
（破産等による使用契約の解除）  
第14条 当社は、使用契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他
これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその使用契約を解除します。  
 
 
（当社が行う使用契約の解除） 
第15条 当社は、使用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用契約者に催告すること
なく契約を解除することがあります。 
(1) 料金、割増金または遅延損害金の支払い義務を怠ったとき。 
(2) 使用契約者の行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるとき。 
 
 
（使用契約者の義務）  
第16条 使用契約者は、次のことを遵守する義務を負います。  
(1) 設備端末を取り外し、変更し、分解し、もしくは破壊またはその他の導体を接続しないこと。 
(2) 本サービスに係る伝送交換の取扱に妨害を与える行為をしないこと。  
2 使用契約者は、前項の規定の適用については、使用契約者以外の方の行為についても当社に対し
て責任を負う義務を負います。 

3 使用契約者は、前2項の規定に違反して、その設備を毀損したときは、修理その他の工事に要する
費用を負担する義務を負います。 
 
 
第3章 利用中止等 
 
（利用中止等）  
第17条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。  
(1) 当社ならび衛星通信サービス提供事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないと
き。  
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、通信が著し
く遅延し、又は遅延する恐れがあると当社が判断した場合。  
 
 
（利用停止等）  
第18条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内の期間（本サービスの料
金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間）を定めて、本サービスの通信
を停止することがあります。  
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、工事費、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。  
(2) 本サービスに係る契約の申し込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと
が判明したとき 
(3) 当社の承諾を得ずに、携帯移動地球局設備に自営端末設備を接続したとき。 
(4) 第16条（使用契約者の義務）の規定に違反したとき。  
(5) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき
又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を端末設備から取りは
ずさなかったとき。 
(6) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社又は当社の協定事業者の電気
通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れがある行為をしたとき。  
 
 



第4章 料金等 
 
（料金）  
第19条 当社が定める本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。使用契約者は、当月
請求分を当月末までにその料金を支払う義務を負うものとします。但し、当社が送付する請求書にお
いてこれと異なる期限を指定した場合は、同期限をもって支払期限とします。 
 
 
（通信料および月額基本料金等の支払義務）  
第20条 使用契約者は、契約した端末設備で提供受けた本サービスについて、当社が測定した有料
情報量又は通話時間と料金表の規定に基づいて計算される通信料および月額基本料金の支払を要
します。  
2 使用契約者は、前項の通信料および月額基本料金であって、使用契約者以外の方が行った本サー
ビスに係る通信料についても、当社に対し支払を要します。 
3 使用契約者は、運用開始日以後に、本サービスを具体的に利用しなかった場合でも、それが、第27
条第1項で定める事由以外の事由による場合は、第1項の支払い義務を免れません。 
 
（工事費の支払義務） 
第21条 使用契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払
いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、別に定める工事費の額に消費税相
当額を加算した額とします。 
 
 
（割増金）  
第22条 本サービスに関する料金又は工事費を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れ
た額（消費税相当額を加算しない額とします。）の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割
増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 
 
（延滞利息）  
第23条 契約者は、本サービスの料金、工事費又は割増金（以下この条において「料金等」といいま
す。）について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日まで
の日数について年14.6％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。  
 
 
第5章 保守 
 
（使用契約者の維持責任） 
第24条 使用契約者は、端末設備を法令および技術基準等に適合するよう維持していただきます。 
2 使用契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、端末設備に故障のないことを
確認のうえ、当社に調査の依頼をしていただきます。 
3 前項の確認に際して、使用契約者から請求があったときは、当社は別に定める方法により試験等を
行い、その結果を契約者にお知らせします。 
4 当社は、前2項に係る試験ないし調査の費用は、当社が提供する電気通信設備に関する試験ない
し調査の費用は当社が負担するものとし、同設備以外の端末設備の試験ないし調査に係る費用は、
使用契約者が負担するものとします。 
5 端末設備に障害が生じ、又はその設備が減失したときは、使用契約者がその負担において補充し、
修理し、又は復旧するものとします。 
 
 
（電気通信設備の変更に伴う端末設備の変更等） 
第25条 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備について、技術的な条件などやむ
を得ない限度において端末設備の変更が必要になったときは、使用契約者にその変更を行っていただ
きます。 
 



  
第6章 付加機能等  
 
（付加機能の提供）  
第26条 当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、料金表に定める付加
機能を提供します。  
(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能に係る料金の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがある
と当社が判断した場合。  
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂
行上支障があるとき。  
2 第15条（当社が行う使用契約の解除）、第17条（利用中止等）、第18条（利用停止）の規定は、付加
機能の提供に準用します。当該規定の適用を受ける場合、付加機能は利用できません。  
 
 
第7章 損害賠償  
 
（責任の制限）  
第27条 当社は、使用契約者に本サービス（端末設備から発信されるものに限ります。以下この条に
おいて同じとします。）を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の故意または過失など責め
に帰するべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあること
を当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害
を賠償します。但し、協定事業者がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合
にはこの限りではありません。 
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が了知した時
刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）について、24時間ごとに
日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、そ
の額に限って賠償します。 
(1) 管理料及び付加機能基本料 
(2) 通信料（その本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料
金月の1日あたりの平均通信料（前6料金月の実施を把握することが困難な場合には、当社が別に定
める方法により算出した額）により算出します。） 
3  本サービスの「使用契約者が、事業として又は事業のために契約をしたものではない個人の場合、
当社の故意または重過失により発生した損害については、前2項の規定は適用されません。 
4 当社は、前項の規定により計算して得られた額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げま
す。 
5 使用契約者以外の第三者が当社に対し損害賠償の請求をしてきた場合、当該賠償請求の原因とさ
れる本サービスにかかる使用契約者が、その責任と費用をもって対応をしなければならないものとし、
当社は当該第三者に対し一切の責任を負わないこととします。 
6 前項の場合に、当該第三者が当社に対して損害賠償の請求を行ってきたときは、当社は速やかに
使用契約者に対しその旨連絡をし、以後使用契約者の責任で対応するものとする。使用契約者が対
応しなかったために、当社が損害賠償の対応を行わざるを得なかった場合は、使用契約者は当社に
対し、当社が負担した損害賠償額及び紛争解決のために要した費用（弁護士費用等）を全額支払わな
ければならない。 
 
 
第8章 共通事項 
 
（合意管轄裁判所）  
第28条 この約款に基づき権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄す
る裁判所をもって専属的管轄裁判所とします。  
 
 
（使用契約者に係る情報の利用）  
第29条 当社は、使用契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送



付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、
料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款（料金表を含みます。）の規
定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。  
 
 
付則  
（実施期日）  
この約款は平成22年2月1日から実施します。  
 
 
 



別 表  
衛星通信サービスの料金等 

 
 
通則 
本サービスに関する料金及び工事費は、この料金表に規定するほか、当社が別途当社の運営するウ
ェブサイト上その他の方法により使用契約者に提供する本サービス通信料金表に定める料金とし、そ
の変更は、使用契約者への事前通知により行うことができるものとします。 
 
 
1 料金  
 
1-1 衛星通信サービス申込契約事務手数料 
 

移動体設備の種類  料 金  

イリジウム衛星電話  6,000円（税込6,480円）  

スラーヤ衛星電話及びモデム 6,000円（税込6,480円） 

インマルサットBGAN  6,000円（税込6,480円）  

インマルサットFBB  6,000円（税込6,480円）  

インマルサットSBB 50,000円（税込54,000円） 

 
1-2 衛星通信サービス申込取消事務手数料 （単位：円）  
 

移動体設備の種類  料 金  

イリジウム衛星電話  10,000円（税込10,800円）  

スラーヤ衛星電話及びモデム 10,000円（税込10,800円）  

インマルサットBGAN  10,000円（税込10,800円）  

インマルサットFBB 10,000円（税込10,800円） 

インマルサットSBB 10,000円（税込10,800円） 

 
1-3 その他の料金 （単位：円）  
 

項 目  料 金  備 考  

技術基準適合取得
援助料1 

別途お見積り 当社において事業免許を保有している衛星通信サービ
スの対象となる機体かつ当社が工事設計認証を取得
していない端末について、当社以外で端末を購入され
た場合において、日本国内での技術基準適合を取得
する為の検査・申請を行う場合に発生します。 

技術基準適合取得
援助料2 

別途お見積り 当社において事業免許を保有している衛星通信サービ
スの対象となる機体かつ当社が工事設計認証を取得
している端末について、当社以外で端末を購入された
場合において、日本国内での技術基準適合を取得す
る為の検査・申請を行う場合に発生します。 

持込許可取得援助
料 

別途お見積り 当社において許可取得の援助を行う場合にかかりま
す。また、相手先政府等による許可が得られなかった
場合においても、当該費用は発生致します。 

設備操作訓練料 30,000円 
（税込32,400円） 

当社内及び当社指定箇所にて行う場合にかかります。
（1時間・当社社員による講師1名での場合） 
※受講者の人数に定めはありません。 

設備操作訓練料  
（出張） 

実 費  
（税別）  

契約者の希望する場所で実施する場合にかかります。  



訓練、契約者端末
動作確認試験等に
要する通信料  

実 費  
（税別）  

通信事業者からの請求に基づき別途請求いたします。  

免許申請等、外国
側で必要とする費
用  

実 費  
（税別）  

原則として、契約者が現地で支払うことになります。  

納品時の輸送費  実 費  
（税別）  

 

 
 
付 則  
 
（実施期日）  
第 1条 この利用約款は平成 19年 4月 1日から実施します。 
 
【改定】平成 26年 8月 29日 
(改定内容) 
第 4条  7) IsatPhonePRO を削除 
別表 1 1-1および 1-2 IsatPhonePROの欄を削除 
別表 1 1-1から 1-3 すべての税込価格を消費税増税に合わせて変更 
 
【改定】平成 27年 2月 1日 
（改定内容） 
第 4条 1) SBB を追加 
第 4条 2 国内以外に利用を限定する範囲を変更 
第 9条 最低契約期間に関する記述を追加（以降の条項番号を変更） 
別表 1 1-1 インマルサットミニ Mおよびインマルサット M4 を削除 
         インマルサット BGANの料金を変更 
         インマルサット FBBおよび SBB を追加 
別表 1 1-2 インマルサットミニ Mおよびインマルサット M4 を削除 
         インマルサット FBBおよび SBB を追加 
別表 1 1-3 技術基準適合取得援助料 1、2および持込許可取得援助料の料金を変更 
 
 


