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利用規約 
 

最終改定：2020年 3月 23日 
KDDI株式会社 

 
KDDI株式会社（連絡先：0077-7-111、E-mail:smartphone@eznavi.jp）（以下「当社」といいます。）が、
この利用規約（以下「本規約」といいます。）に従い提供する「auナビウォーク」（以下「本サービス」
といいます。）は、リアルタイムナビゲーションサービス・地図検索・乗換検索等が利用可能な有料の
サービスです。ご利用の前に必ず本規約をお読み下さい。 
お客様が本規約に承諾されない場合、本サービスを利用することはできません。お客様が本規約に承
諾した時点をもって、本サービスのご利用に係る契約（以下「本サービス利用契約」といいます）が
締結されるものとします。 
 
第1条 サービス概要 
 
1. 本サービスとは、当社が管理・運営するウェブサイトを通じて、本規約が定める条件に従い、当社

が定めるスマートフォン端末（以下「auスマートフォン」といいます。）に対して提供されるリア
ルタイムナビゲーションサービス、地図検索サービス、乗換検索サービスその他の当社が定めるサ
ービスをいいます。但し、本サービスの内容は、いつでも当社の判断によって、お客様への通知な
く変更され得るものとします。 

2. お客様が、本サービスに係る Android アプリ（以下「本アプリ」といいます。）をダウンロードし
て本サービスをお使いになる場合、当該本アプリはダウンロードを行った本アプリの対応端末機器
上のみでお使い頂けます。 

3. 本サービスを利用する上で必要となる、お客様と当社又は沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄
セルラー」といいます。）との間の auスマートフォンのご利用に係る契約が解約等により終了した
場合、本サービス利用契約も、当該契約の終了日を以って自動的に終了します。また、お客様は、
当社が発行する au ID（以下「au ID」といいます）の利用が禁止、制限若しくは停止された場合、
又は当社が au ID 会員の登録を抹消した場合、当社によるお客様に対する本サービスの提供も制
限若しくは停止し、又は本サービス利用契約が終了することを承諾します。 

4. 当社は、本サービスの継続的提供を約束するものではなく、お客様への通知なく、且つ、理由の如
何を問わず、本サービスの全部又は一部を一時停止又は終了することができます。 

 
第2条 禁止事項 
 
1. お客様は、ビジネスでもプライベートでも、本サービスを使用することができます。但し、営利的

な利用（お客様が本サービスを手段として直接に金銭その他の商業的利益を求めることをいいま
す。）は、禁止されます。 

2. お客様は、本サービス及び本サービスで使用されているソフトウェア（本アプリを含みます。）、ド
キュメント、データ、画像、キャラクター、ロゴ等につき、次に定めることを行ってはなりません。 
1) 製品表示、著作権表示、その他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除又は変更する

こと 
2) 複製、頒布、公衆送信、改変、翻訳、翻案又は二次的著作物の作成をすること 
3) 当社の書面による事前承諾なく、第三者に移転、販売、譲渡その他の処分をすること 
4) 当社の書面による事前承諾なく、再使用許諾、貸与その他方法の如何を問わず、第三者に使用

させること 
5) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルをすること 
6) 本サービスの運営を妨害し若しくは本サービスの信用を毀損し又はそれらの恐れがある行為

をすること 
7) 法令に違反する又は違反する可能性がある行為 
8) 前各号の他、当社若しくは第三者の権利を侵害、制限、妨害し又はその恐れがある行為をする

こと 
 
第3条 使用上の注意・警告 
 
1. 総則 
 

1) お客様は、本規約の内容を理解した上で、本サービスのご利用を、お客様自身の責任で行うも
のとします。 
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2) 本サービスにおいて画面表示・音声案内等（以下「表示等」といいます。）によりお客様に提
供される地図、出発地から目的地までの移動に係る経路（以下「ルート」といいます。）、交通
規制、道路状況、渋滞情報、運行状況、時刻表、施設、イベント、天気等に係る情報並びに他
のお客様が投稿を行った情報（以下、併せて「本サービス情報」といいます。）は、実際のも
のと異なる場合や内容が正確でない場合があります。 

3) 本サービスは、電波の受信状況や au スマートフォンの機能上の制限により、提供を受けられ
ないことがあります。 

4) 本サービスが対象としている国又は地域のうち、本サービス情報を提供できない場所が一部あ
ります。 

5) 本サービス情報の提供及びその内容は、お客様への通知なしに変更されることがあります。 
 
2. 自動車・徒歩等 
 

！警告 
 

1) 自動車、オートバイ、自転車等の運転中又は歩行中の au スマートフォンの操作又は画面の注
視は、大変危険です。必ず安全な場所に停車して又は立ち止まって行って下さい。また、自動
車、オートバイ、自転車等の運転中に au スマートフォンの画面を注視すると道路交通法に違
反する可能性がありますので、ご注意下さい。 

2) 必ず実際の信号機、道路標識、道路標示その他の交通規制及び道路状況に従って下さい。 
・ 交通規制に係る情報は、原則、普通自動車のみを対象としたものであり、大型自動車、自

動二輪車等を対象としたものではありません。 
・ 歩行者天国の実施、冬季中の閉鎖等により、実際には通行できない道路を通行可能な道路

として表示等することがあります。 
・ 実際には歩行者が横断できない道路を横断できる道路として表示等することがあります。 
・ １日の間で一時のみ通行の規制がある道路については、当該規制に拘らず、常時通行可能

な道路として表示等することがあります。但し、右折又は左折禁止の規制がある交差点に
ついては、常時右折又は左折禁止の交差点として表示等することがあります。 

3) 本サービスを救急医療施設等への誘導用に使用しないで下さい。本サービス情報には、全ての
警察、消防、医療機関等の情報が含まれているわけではなく、また、実際のものと異なる場合
があります。 

4) 使用環境( トンネル内その他見晴らしの悪い場所など)や､GPS衛星の状態により位置が正しく
表示されない場合があります｡あらかじめご了解のうえでご利用ください｡ 

 
3. 鉄道・飛行機・路線バス等 

1) 時刻表に係る情報は、実際の改正時期と本サービス情報の更新時期に差異が生ずる場合があり
ます。 

2) 特急列車又は飛行機をご利用になる場合は、ご予約及びご乗車の際に、改めて実際の発着時刻
をご確認下さい。 

3) 路面電車及び空港連絡バスの一部区間では、推定時刻・参考値を表示等する場合があります。 
 
4. 施設・店舗・イベント等 
 

施設・店舗に係る情報では、名称、住所、電話番号等が変更されている場合や、施設・店舗そのも
のが存在しない場合があります。イベントに係る情報では、開催日時、場所等が変更されている場
合があります。 

 
5. GPS測位データ等の取扱い 

1) お客様は、本サービスにおいて、auスマートフォンの GPS機能により取得される位置情報（お
客様の GPSナビゲーション機能により取得した位置情報及び簡易位置情報、アドレス帳やカメ
ラ画像等に付与された位置情報及びお客様が任意に登録したスポットの位置情報を含みま
す。）及び移動経路情報等の各種データ（以下、併せて「GPS測位データ」といいます。）並び
にお客様が本サービス上で行う検索行為により取得される検索履歴（フリーワード検索、ラン
キング検索等を含みます。）等の各種データ（以下「検索履歴情報」といいます。）が、当社の
業務委託先である株式会社ナビタイムジャパン（以下「ナビタイムジャパン」といいます。）
の管理するサーバへ送信される場合があることをご了承ください。 

2) お客様は、GPS測位データを利用した各種コンテンツ（以下「GPSコンテンツ」といいます。）
を利用することができます。 
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3) 本アプリは、GPS コンテンツを提供するために、GPS 測位データを取得し、インターネットを
介してナビタイムジャパンが管理するサーバへ送信する場合があります。 

4) GPS コンテンツは、お客様が所定の操作により GPS 測位データの取得を始めてから、当該 GPS
コンテンツ所定の期間において、利用することができます。 

5) お客様が所定の操作により削除した GPS測位データは、復元することができませんので、予め
ご了承下さい。 

6) お客様は、当社が GPS測位データ及び検索履歴情報を、個人が識別できない態様に加工・編集
等の処理を行ったうえで、本サービス、GPSコンテンツ若しくはこれに関連するサービス（ナ
ビタイムジャパンが提供する「NAVITIME」等を含みます。）又は当社若しくはナビタイムジャ
パンのその他の事業において利用することを承諾するものとします。 

7) GPS コンテンツにおいて、GPS 測位データに基づいて算出される各種情報（以下「算出情報」
といいます。）は、何れもあくまで目安であり、実際には個人差があります。参考値としてご
利用下さい。 

8) 算出情報は、GPSコンテンツ所定の方法により GPS測位データを連続的に測位した場合（音声
ナビや現在地連続測位をした場合をいいます。）に限り算出されます。 

9) 以下の状況において、GPS測位データが正しく保存できない場合があります。 
・ auスマートフォンの通信／電波状況が不良な場合 
・ 一定の速度を超えた状態で GPS測位をした場合 
・ キー押下などの操作によりアプリを強制終了した場合 

 
 

6. PC連携 
1) お客様は、au IDを利用することにより、本サービスを PC上でも利用することができます。お

客様による本サービスの PC上での利用には、当社が定める auポータル利用規約が適用されま
す。なお、au IDを利用して PCで本サービスを利用するときのインターネットへの接続料及び
通信料は別途必要になります。 

2）au ID を取得したお客様がケータイ PC 連動設定を行うことにより、本サービス情報の一部を
PC と au スマートフォンの双方の環境で連携して利用することができます。 

 
 
第4条 情報料 
 
1. 情報料 
 

1) お客様が本サービスをご利用になる場合は、次に定める情報料をお支払い頂きます。なお、当
社が定める情報料の無料期間においては、情報料の支払いを必要とせず本サービスをご利用頂
けます。 

 
・ auナビウォーク月額 200円コース ：200円（消費税別）／暦月 
・ auナビウォーク月額 300円コース ：300円（消費税別）／暦月 
・ auナビウォーク 24時間コース  ：91円（消費税別）／24時間 

※別途消費税が必要です。 
 

2) 前号の定めに拘らず、当社が提供する「EZ ナビウォーク」をご利用のお客様が、au スマート
フォンに機種変更されて、当社指定の方法により本サービスをご利用になる場合には、「EZナ
ビウォーク」ご利用時の情報料が適用になるものとします。 

3) 本サービスのご利用には、情報料の他に、IS NET、LTE NET又は au．NETの接続料・通信料が
必要になります。 

4) 情報料は、暗証番号を入力、又は au ID によって認証、当社若しくは沖縄セルラー指定の方法により
本サービスの申込を行った au スマートフォン契約者に請求されます（au スマートフォン契約者
以外の方が暗証番号を入力された場合も同じです）。 

5) お客様の auスマートフォンによる本サービス利用契約に関わる手続きは、全て当該 auスマー
トフォン契約者からの手続きとして取り扱われます。 

6) 情報料は、本サービス利用契約を締結された日の属する月の翌月から、当該契約が解約等によ
り終了した日の属する月迄、その月数に応じてお支払い頂きます。但し、本サービス利用契約
を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は、１ヶ月分の情報料をお
支払い頂きます。また、本サービス利用契約が解約等により終了した後、再度当該契約を締結
された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて情報料をお支払い
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頂きます。 
7) 前各号の規定は、本ログインにより本サービスを利用しているお客様には適用がないものとし

ます。 
 
2. 情報料の債権譲渡等 
 

お客様が沖縄セルラーと auスマートフォンのご利用に係る契約をされている場合は、 
①情報料に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾して頂きます。なお、当社
は、同譲渡について、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求は行いません。 

②情報料は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。 
 
3. 本サービスの終了 
 

1) お客様が本サービスのご利用を終了される場合、auスマートフォンを通じて本サービス利用契
約の解約に係る所定の手続きを行って頂きます。 

2) お客様が本サービスに対応していない情報端末に機種変更された場合でも、お客様の本サービ
スのご利用状態が自動的に終了するわけではありません。その場合、機種変更される前に、変
更前の au スマートフォンを通じて本サービス利用契約の解約に係る所定の手続きを行って下
さい。 

3) au スマートフォンを通じて本サービス利用契約を締結したお客様が、au スマートフォンから
au 携帯電話へ機種変更された場合でも、本サービス利用契約が自動的に終了するわけではあ
りません。auスマートフォンからau携帯電話へ機種変更される場合は、必ずお客様ご自身で、
本サービス利用契約の解約に係る所定の手続きを行って下さい。 

4) au スマートフォンを通じて本サービス利用契約を締結し、情報料の支払いを要するサービス
（以下「有料サービス」といいます。）をご利用中のお客様が au 携帯電話へ機種変更された場
合は、当該 au 携帯電話において、有料サービスをご利用いただくことはできません。au 携帯
電話において、有料サービスのご利用を希望される場合は、au 携帯電話を通じて有料サービ
スのご利用に係る所定の手続きを行って頂きます。 

 
第5条 通知等 
 

当社が本サービスの通知を行う場合、本サービスに係る Web サイト上又は本アプリのダウンロー
ドを行った au スマートフォンの上部通知枠（notification 枠）上に、通知事項を掲載（通知事
項を記載したページにリンクを貼る行為を含みます）するものとします。 

 
第6条 個人情報 
 

1)当社は、本サービスを通じて取得したお客様の個人情報については、当社が別に公表するプライ
バシーポリシーに従って取り扱います。 
 
2)一部機能において、Google.Incが提供する Google Fitの連携機能により、お客様の歩数の情報
をアプリで取得します。取得した情報は、当該機能以外には利用しません。 

 
第7条 知的財産権 
 

本サービスに係る知的財産権その他の一切の権利は、当社又は当社に対して当該知的財産権等の利
用を許諾する第三者に帰属します。 

 
第8条 保証の制限 
 

当社は、本サービスの提供について万全を期しておりますが、その正確性、完全性、安全性、本サ
ービスがお客様の特定の目的に適合し又は有効であること等につき、何ら保証するものではなく、
また、本サービスに知的財産権の侵害がないこと、本サービスに瑕疵のないこと、本サービスが不
具合なく動作すること等についても、何ら保証するものではありません。 

 
第9条 責任の制限 
 
1. 本サービスのご利用にあたり、当社の責に帰する事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は
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お客様が当社と契約している IS NET、LTE NET又は au．NETの月額使用料に相当する金額を上限と
して、当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害について
は、この限りではありません。 

2. お客様が本サービスを利用するためにダウンロードした本アプリを用いて第三者の提供するコン
テンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、当該本
アプリ又は au スマートフォンに関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの
提供者との間で協議、解決するものとします。 

 
第10条 沖縄セルラー電話株式会社等との関係 
 

本サービスの内容、その他本サービスに関連するクレーム及び紛争は、全てお客様と当社との間の
協議によって解決を図ることとします。お客様は、沖縄セルラー及びナビタイムジャパンに対して、
本サービスに関連する如何なるクレーム、請求、苦情、申し立て等を行ってはならないものとしま
す。 

 
第11条 一般条項 
 
1. お客様は、当社の書面による事前承諾がない限り、本サービス利用契約の契約上の地位を第三者に

承継させ、又はその権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくは引き受け
させてはなりません。 

2. お客様が情報料を支払わない場合、その他本規約に違反した場合、当社は、お客様に対する本サー
ビスの提供を停止又は本サービス利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の
日以降お客様は本サービスを利用するためにダウンロードした本アプリを利用してはなりません。 

3. 当社は、お客様への事前通知及びお客様の承諾なく、本規約を変更、追加又は削除することができ
るものとします。お客様は、随時、本規約をご確認し、その内容を承諾した上で本サービスをご利
用下さい。 

4. 本規約は、日本国の法律に基づき解釈されます。 
5. 本サービス又は本規約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議

することとしますが、それでもなお解決しない場合には東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を以っ
て第一審の専属管轄裁判所とします。 

以上 
 


