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ホワイトアウト予測情報サービス利用規約 

 

第１条（本サービスの性質）  

お客様は、以下の事項を確認及び理解し、これに合意したうえで、ホワイトアウト予測情

報サービス（以下、「本サービス」という。）を利用するものとします。本田技研工業株

式会社（以下、「当社」という。）及び気象情報提供元（以下、「日本気象協会」とい

う。）は、本サービスの利用に当たり、お客様の生命、身体、財産に損害等が発生した場

合であっても、一切の責任を負わないものとします。  

（１） 本サービスは、お客様の生命、身体、財産等の安全を保証するものではなく、お客

様の危険回避支援を目的とした情報提供の試行サービスであること  

（２） 本サービスは、吹雪による視界不良時又は予測情報が発表されるおそれがある場合

のあくまでも参考情報を提示するものであること  

（３） 本サービスは、吹雪による視界不良時にお客様の位置情報が本サービスに搭載され

ているホワイトアウト予測情報対象エリア内にある場合の危険回避支援を想定した

ものであること  

（４） 本サービスは、吹雪による視界不良時の情報が発表されていない場合又はお客様の

位置情報が前号の対象エリア外にある場合の危険回避支援を想定したものではない

こと  

（５） 本サービスの稼動は、カーナビに接続する通信機器、スマートフォン端末等の電波

状況に依存するため、災害発生時のインフラ障害等により本サービスを利用できな

い場合があること  

（６） 本サービスのプッシュ送信機能を利用するためには、安否確認システムに事前登録

する必要があること  

 

第２条（定義）  

ホワイトアウト予測情報サービス利用規約（以下、「本規約」という。）において利用す

る用語の意義は次の各号に定めるとおりとします。  

（１） 本サービス：吹雪により自動車の運転に必要な視界が困難と予測されるとの情報が

発表された時に、インターナビ会員等がカーナビゲーション、またはスマートフォ

ン端末の位置情報を活用して情報を取得することのできる、期間・地域限定の試行

サービス 

（２） インターナビ会員等：当社製品ユーザーの快適なカーライフをサポートするために

当社が提供する情報サービスの総称である「インターナビ（internavi）」のイン

ターナビ会員又はインターナビ・リンクプレミアムクラブ会員  

（３） お客様：当社所定の方法によりダウンロード、インストール及びアップグレード等

（以下、「ダウンロード等」という。）して本サービスを利用するインターナビ会
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員等  

（４） ホワイトアウト予測情報：日本気象協会が独自の局地気象予測モデルにより推定す

る情報提供対象エリアの激しい吹雪等の発生予測情報  

 

第３条（本規約）  

１． 本規約は、当社が提供する本サービスをお客様が利用するに際しての一切の行為に適

用されます。 

２．  本規約は、本サービスの利用条件を定めるものです。お客様は、本サービスの利用

にあたっては、本規約の内容を理解した上で、本規約のすべての規定に同意し、本規

約に従い本サービスを利用するものとします。  

３． お客様は、本サービスの情報提供対象エリアが北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋

田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、長野県（北信、

東信、中部の松本以北）、岐阜県（飛騨北部）に限定されることに同意するものとし

ます。  

４． お客様は、本サービスを利用できるユーザーがインターナビ会員等に限定されること

に同意するものとします。  

５． 本サービスは、通信接続を行っているインターナビシステムで利用可能ですが、ナビ

機種や年式により一部機能に制限がある場合があります。  

６． お客様は、本サービスが当社のスマートフォンアプリ≪インターナビポケット≫と連

動しており、当該アプリをダウンロード等していることが本サービスの利用の前提条

件となることに同意するものとします。  

７． お客様は、「インターナビ（internavi）会員規約書」に定める≪本サービス≫に本

サービスの提供が含まれることに同意するものとします。  

８． お客様は、本サービスの利用開始に際して表示される本規約についての同意チェック

ボックスをチェックすることで、本規約に同意したものとみなされます。  

９． 本規約で特に定義されていない用語の定義は、Honda Total Care会員規約（以下、

「会員規約」という。）のとおりとします。 

１０． 本規約に定めのない事項は、会員規約を準用するものとします。 

 

第４条（本規約の変更）  

１． 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができます。 

（１） 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。 

（２） 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なもの

であるとき。 
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２． 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の１か月前ま

でに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日をHonda 

Total Careホームページ（URL：https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/）に掲示

します。 

３． 変更後の本規約の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用したときは、お客様

は、本規約の変更に同意したものとみなします。本サービス利用の際には、随時、最

新の本規約をご確認ください。 

 

第５条（本サービスの運営）  

１． 当社は、本サービスのメンテナンスその他目的のために、お客様に事前に通知するこ

となく本サービスの内容の追加、変更、停止、中止又は廃止等を行うことができま

す。 

２． 当社は、お客様に本サービスのアップデート版又はバージョンアップ情報等を提供す

ることができます。この場合、当該アップデート版又はバージョンアップ情報等は本

サービスの一部を構成するものとし、その利用についても本規約が当然に適用されま

す。  

３． 当社は、前二項によりお客様又は第三者が被った不利益又は損害（本サービスの利用

機会の喪失、本サービスの利用上の不利益、その他一切の不利益又は損害を含みます

がこれに限られません。以下、「損害等」といいます。）について、一切責任を負い

ません。  

 

第６条（免責）  

１． 本サービスは、本サービスのダウンロード等の時点における現状有姿にてお客様に提

供されるものであり、当社、及び日本気象協会は、以下の事項について、一切の保証

責任を負いません。  

（１） 本サービス（本サービスにより提供される地図情報、ホワイトアウト予測情

報、コンテンツ、ソフトウェア等を含みます。）の正確性、完全性、確実

性、適用性、有用性、利用可能性、安全性、信頼性及び無故障性等（ホワイ

トアウト予測情報が配信されない等、正常に利用できない症状を含みま

す。）  

（２） 本サービスがお客様の必要性に適合していること  

（３） 本サービスを提供するコンピュータシステムがウィルスに感染していないこ

と  

２． 本サービスのシステムダウン、サーバーエラー、中断等によりお客様のデータ等が失

われた場合にも、当社は、一切の責任を負いません。  
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３． お客様は、お客様自身の自己責任において、本サービスをダウンロード等するものと

し、本サービスのダウンロード等を行い、又は行わなかったことに関して、お客様又

は第三者が被った一切の損害等について、当社は、一切の責任を負いません。  

４． 当社は、お客様がデータへの不正アクセスや不正改変等の行為を行うことによってお

客様に生じる損害等に対して一切の責任を負いません。  

５． 当社は、お客様が本サービスの利用端末のハードウェア又はソフトウェアに改変、改

造、技術的修正等を施し、本サービスを正常に利用できないことにより被った損害等

について一切の賠償責任を負わないものとし、かつ、本サービスの利用復帰等の一切

の対応を行わないものとします。  

６． 当社は、お客様が本サービスの利用上必要な情報を自ら紛失又は忘却したことにより

被った損害等について一切の賠償責任を負わないものとし、かつ、本サービスの利用

復帰等の一切の対応を行う義務を行わないものとします。また、お客様が、本サービ

スで利用する端末について、無断利用、紛失、盗難、故障その他の事由によって、本

サービスの利用上必要な情報を喪失した場合も同様とします。  

７． 第５条第２項の規定にかかわらず、当社は、本サービス上のバグその他を補修する義

務及び本サービスを改良又は改善する義務は負いません。  

８． お客様は、本サービスを利用する場合、その利用する国又は地域において適用される

法令・規制を遵守しなければならず、当社はお客様の法令・規制の違反につき一切の

責任を負いません。  

９． 当社は、お客様が車両運転中や危険な場所等で本サービスを利用したことにより事

故、事件等が発生し、お客様又は第三者に損害等が生じた場合にも、一切の責任を負

いません。  

１０． 当社は、理由の如何を問わず、本サービスの不具合、内容の追加、変更、停止、

中止又は廃止につき一切の責任を免除され、これらによりお客様になんらかの損害等

が生じたとしても、当社は一切責任を負わず、本サービスのデータ等に関する補償等

も行いません。  

１１． 本規約が消費者契約法第２条第３項の消費者契約に該当し、かつ、当社が債務不

履行又は不法行為に基づき損害賠償責任を負う場合については、本規約のうち、当社

の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合におい

て、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除いて、当該お客様が直接かつ現実

に被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害

等（損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む。）については、一切の責任

を負いません。  

 

第７条（利用料金）  

本サービス利用の対価は無料とします。  
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第８条（本サービスの利用環境）  

１． お客様は、本サービスを利用するために必要なスマートフォン端末その他のあらゆる

機器、ソフトウェア、通信手段を自己の責任と費用において、適切に整備するものと

します。なお、当社は、本サービスが全てのスマートフォン端末等に対応することを

保証するものではありません。  

２． お客様は、日本国内外において、本サービスを利用するためにはパケット通信料等の

通信費用が発生することがあることを了承して当該通信費用を自ら負担するととも

に、自己の責任と費用により各種携帯キャリアが定める定額サービスに申し込む等合

理的な措置を講じるものとします。  

３． お客様は、日本国外において本サービスを利用する場合には、日本国内とは異なる通

信費用の料金体系が適用され、又は定額サービスの適用外となる場合があることを了

承し、自己の責任と費用において本サービスを利用するものとします。  

４． お客様は、本サービスの対象エリア外（日本国外も含む。）において、本サービス内

での位置情報登録ができない可能性があることを理解して本サービスを利用するもの

とします。  

５． お客様は自己の利用環境に応じて、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリテ

ィ対策を講じるものとします。  

６． 当社は、お客様の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。  

７． 本サービスの提供は、日本語のみの対応とします。  

 

第９条（位置情報利用サービス）  

１． 本規約において、“位置情報利用サービス”とは、電気通信事業者からお客様が提供を

受ける、お客様が利用する端末の位置情報を、お客様が本サービス上で利用できるサ

ービスをいうものとします。 

２．  位置情報利用サービスの詳細は、別途当社が決定するものとします。  

３． 位置情報利用サービスによりお客様が利用する位置情報は、お客様が電気通信事業者

から提供を受ける位置情報とし、当社は、当該位置情報の正確性等について、一切の

責任を負わないものとします。  

４． 当社は、お客様が位置情報利用サービスを利用することについて、一切の責任を負わ

ないものとします。  

 

第１０条（禁止事項）  

お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。  

（１） 本規約又はインターナビ（internavi）会員規約に違反する行為  

（２） 他のお客様、第三者又は当社の著作権等の知的財産権、プライバシー、財産権その
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他の権利又は利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為  

（３） 他のお客様、第三者又は当社に迷惑をかけ、又は不利益若しくは損害を与える行

為、又はそれらのおそれのある行為  

（４） 他のお客様、第三者又は当社を誹謗中傷する行為又は名誉及び信用を毀損する行為  

（５） 公序良俗に反する行為、法令・条例に違反する行為、又はそれらのおそれのある行

為  

（６） 本サービスを利用した営業行為、営利目的行為又はその準備を目的とした行為  

（７） コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じて又は本サービ

スに関連して、利用又は提供する行為  

（８） 本サービスを提供するためのコンピュータに不正にアクセスする行為  

（９） １つのアカウントを複数人で利用する行為  

（１０） 本サービスの一部の利用権を、当社が定めた以外の方法で再許諾、譲渡

又は処分する行為  

（１１） 本サービスの利用権をもって、現金その他の財物、財産上の利益との交

換取引をすること、若しくは交換取引をすること、又はその宣伝・告知・勧誘をす

る行為  

（１２） 本サービスの運営を妨げ、又は本サービスの提供に支障をきたすおそれ

のある行為  

（１３） 本サービスの逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリン

グ、その他本サービスのソースコード、構造、アイデア等を解析する行為  

（１４） 当社が提供する手段以外での本サービスの利用及び本サービス内でのデ

ータの改ざん又はデータを不正に作成すること  

（１５） 本サービスを複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、翻案、改変、他のソフト

ウェアと結合等する行為  

（１６） 本サービスに組み込まれているセキュリティデバイス又はセキュリティ

コードを破壊する行為  

（１７） 本サービスの誤動作を誘引する行為  

（１８） 端末の改造、技術的特性、偶発的事情その他の特別な事情を利用して、

位置情報登録の際に現在地と異なる場所が表示される地点において、不相当に現在

地と異なる場所を表示する操作を繰り返す行為  

（１９） 第三者にパスワード等ないし端末を利用させ、又は貸与、譲渡、売買、

質入等して本サービスを利用する行為  

（２０） 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあ

るものと装ったり、又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って本サービ

スを利用する行為  

（２１） 同意の有無を問わず、他者のアカウントを利用する行為  
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（２２） 自動操作ツールの利用及び当社が認めないプログラム、マクロその他の

ツールを利用し本サービスを利用すること  

（２３） 本サービス及び当社発行物に記載された注意事項に違反する行為  

（２４） 車両運転中や危険な場所等本サービス表示画面を操作することが不適切

な場所において本サービスの利用のためスマートフォン端末を操作し、又は、その

画面を注視する行為  

（２５） 政治的、宗教的行為又はこれに関連する行為  

（２６） 異性・同性を問わず、わいせつな行為、出会い等を目的として利用する

行為  

（２７） 当社及び当社の関係会社の従業員又はその他関係者になりすます行為  

（２８） 当社からのサポートメール、私信を転載する行為  

（２９） その他当社が不適切と判断する行為  

 

第１１条（処分）  

１． お客様が本規約、インターナビ（internavi）会員規約又は法令等に違反した場合、

その違反のおそれがある場合、又はインターナビ会員等でなくなった場合、当社は、

自己の判断と裁量により、お客様に対し、本サービス利用の停止、退会処分、その他

必要な一切の措置をとることができますが、それによって生じたいかなる損害等につ

いても一切責任を負いません。  

２． お客様は、当社が本規約に基づいて行った本規約又は法令等に違反する行為等への対

処について、一切の異議を申し立てることはできないものとします。  

３． お客様は、本規約又は法令等に違反して当社に損害を与えた場合は、当社に対し、そ

の損害を賠償する責任を負います。  

４． 当社は、強制退会処分を受けたお客様について、本サービスを含む当社のサービスを

提供しないこと（サービス提供の拒絶、既に登録している他のサービスの強制退会処

分を含みます。）ができるものとし、また、当該処分に必要となる範囲で個人情報等

を保有及び保存する場合があります。  

５． 当社は、本規約又は法令等に違反する行為により生じた結果について、一切の責任を

負うものではありません。  

 

第１２条（個人情報について）  

当社は、お客様の個人情報を、別途掲示する「プライバシーポリシー」、「インターナビ

（internavi）会員規約書」に基づき、適切に取扱うものとします。  

 

第１３条（知的財産権） 

１． 本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、肖像権その他一
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切の知的財産権及びこれらの登録を受ける権利（以下、「知的財産権」という。）

は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属するものとします。  

２． お客様は、本サービスの利用により得られる一切の情報、画像等について、当社又は

当該情報、画像等の権利者の許諾を得ずに、著作権法に定める個人の私的利用その他

法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの全部又は一部の利用、転

載、複製、配布、改変等をすることはできません。  

３． 本サービスの利用に際してお客様と第三者の間で知的財産権に関する紛争が生じた場

合は、お客様は、自己の責任と費用において紛争を解決するものとし、当社は一切の

責任を負いません。  

 

第１４条（通知）  

１． 当社からお客様への通知は、本サービスの画面上での掲示、メール、又は当社が適当

と認めるその他の方法により行なうものとし、お客様はこれに同意するものとしま

す。 

２． 当社からお客様への通知が前項の方法で行われた場合、お客様が閲覧したか否かを問

わず、当社が当該通知の内容を本サービスの画面上に掲示した時点をもって、お客様

への通知が完了したものとします。  

 

第１５条（本規約の有効性）  

１． 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約のその他の規定は

有効に存続するものとします。 

２．  本規約の規定の一部が、あるお客様との関係で無効とされ、又は取り消された場合

でも、本規約はその他のお客様との関係では有効とします。  

 

第１６条（準拠法及び管轄）  

１． 本規約の準拠法は、日本法の適用を受け、かつ同法に従って解釈されるものとしま

す。  

２． 当社とお客様との間における本サービスに関するあらゆる紛争に関しては、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。  

 

(付則)本規約は２０１６年１２月１日から発効します。  

２０２０年７月１５日一部改訂 

 


