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水中ドローンレンタル利用規約（English: Page 5~） 

この水中ドローンは、自然環境活用開発合同会社（以下、当社）が運営管理

しています。この利用規約は、お客様（以下利用者）がこの水中ドローンを利用

していただく際に遵守していただく事項について規定しています。この水中ドロ

ーンをご利用する場合には、この規約を遵守していただくことになります。 

1．利用申込み 

利用申込みは、下記のいずれかの方法で行うことができます。 
（1）当社サイトの利用申込フォームで申込み。なお、利用申込みの代表者は高

校生以上に限らせていただきます。申し込み時に携帯電話等で、ご本人確認

をさせていただきます。また、申込フォームに虚偽の記載をされた場合には、

利用をお断りすることがあります。利用申し込みは、利用期間の２日前までに

行ってください。ご予約の場合、変更・取消はお早めにご連絡ください。なお、

取り消しは利用予定日の３日前、送付する場合は送付日の２日前までにお願

いします。それ以降は、以下のキャンセル料がかかります。利用日の２日前、

総額の 30％、前日、総額の７０％、当日、総額の１００％です。 

2．個人情報の利用 

本サービスの利用に関連して当社が知り得た個人情報については、当社が

別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとします。 

3．利用料金（税別） 

機種 当日 １泊２日 ２泊３日以降、６泊７日まで 

Inspector 1 ２万円 ３万円 ＋１万円／泊 

PowerRay １万円 １万５千円 ＋５千円／泊 

CCROV ２万円 ３万円 ＋１万円／泊 

 
オプション（各１日３，０００円 ） 
 

Inspector 1 は HDMI 出力による多人数観察セットを利用できます。モバイ

ルバッテリーを利用した１５インチディスプレーも用意しております（１日５，０００

円）。 
PowerRay は魚群探知機を利用できます。 
CCROV は追加バッテリーが利用できます。 
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4. 利用期間 

利用期間は、貸出日当日の午前中から貸出期限までです。※返却期限を超

えても返却されない場合、遅延料金をいただきます（60,000 円／日）また、連

絡のないまま、返却期限を大幅に過ぎるなど、当方で悪質と判断した場合に

は、所轄警察署に被害届を提出する等の措置をとる場合があります。 

5. 利用条件 

当日返却は当日中に当社に送付してください。１泊２日以上の場合、翌日中

に到着するように送付してください。送付時には、追跡番号をお伝えください。

未成年者の場合、保護者または学校の先生が申し込み代表者となっていただ

きます。海で使用する場合、波の状況および地形を考慮し、安全に心掛けてく

ださい。 

6. 返却先 

貸出時に送付する送り状を利用して、送付・返却してください。※やむを得な

い事情による引取りには、別途の費用を申し受けます。 

7. 水中ドローンの故障 

利用中に水中ドローンが故障した場合、故障状況を連絡後、直ちに返却して

下さい。マニュアルの未読、遵守事項違反など利用者に起因する水中ドローン

の故障については、利用者の全費用負担で修理していただくことになります。

また、修理期間において他ユーザーのキャンセルが生じた場合、全キャンセル

料を負担していただきます。なお、当社への事前の了解なく利用者自身が水中

ドローンを修理された場合の修理代金は負担できません。水中ドローンの故障

によって利用者その他第三者に損害が発生したとしても、当社に起因する場

合を除いて当社は一切責任を負いません。 
なお、当社オペレーターが操作していた場合、故障は全て当社が責任も持ちま

す。但し、当社オペレーターの判断に反して、操作の継続または強行した場

合、利用者の責任となります。 

8. 水中ドローンの盗難・紛失 

利用期間中に水中ドローンの盗難・紛失等に遭遇した場合は、速やかに当

社まで連絡してください。操作ミスや放置等利用者に起因する事情により盗

難、紛失等した場合は、水中ドローン本体の全額を負担して頂きます。さらに
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利用者による重大な過失が認められた場合は、別途過失利益保証金をいただ

く場合があります。 

9. 事故 

利用期間中に遭遇された、第三者による事故・盗難等により利用者に損害

等が発生した場合において、当社は一切の責任を負いません。利用者が利用

期間中に事故にあった場合は、速やかに警察署に届ける等の法令で定められ

た処置をとるとともに、当社に事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を報

告して下さい。事故についての示談等が必要な場合には、自らの責任におい

て行って下さい。前項にかかわらず、当社が第三者にやむなく損害賠償を支払

った場合を含め、当社が被害を被った場合には、利用者にその損害賠償を請

求することがあります。 

10. 操縦機器の紛失・破損 

ドローン操作に利用する iPad mini または iPhone を紛失・破損された場合

は、実費を頂きます。利用者の過失による iPad mini または iPhone の盗難・

紛失等に遭遇した場合には、8 項に定める違約金をいただく場合があります。 

11. 禁止事項 

利用者は次の行為をしないで下さい。（1）飲酒・無謀運転、その他法規に違

反する行為（2）流れの早い河川、滝、波浪注意報以上が発令されている海

岸、磯場等の危険箇所・その他沼地や湿地など、水中ドローンの運行上不適

切な場所での利用（3）水中ドローンの改造（４）運転中に当該水中ドローンの

異常（映像通信異常等）を認めた場合、運転を継続する行為（５）利用申込者

以外の者に使用させること 

12. 規約等の変更 

当規約・休業日・営業時間・サービス内容等は予告なく変更されることがあり

ますのでご了承ください。 

13. 利用取消し 

利用者が利用規約に違反した場合は、貸出期間中であっても、利用取消し

し水中ドローンを速やかに返還して頂きます。この場合、別途違約金を請求さ

せていただきます。また、利用規約の違反により当社もしくは第三者が被害を

被った場合には、利用者にその損害賠償を請求することがあります。施行日：

令和 元年５月１５日 
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個人情報保護方針 
自然環境活用開発合同会社（以下当社）は個人情報保護法その他関連法

令を順守いたします。●取り扱う個人情報の紛失、滅失、改ざんおよび漏洩の

防止など、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を行います。●
取得した個人情報は、以下に定める利用目的の範囲内でのみ利用いたしま

す。●個人情報保護のために管理体制を継続的に見直し、改善いたします。第

１. 個人情報の利用目的当社は、利用者の個人情報を次の目的で取得し利用

します。（1）本サービスの利用に際しての利用者としての審査のため（2）当社

の事業活動及び市場調査に関する分析・統計のため（3）利用者が本サービス

を利用している間における利用者との各種連絡のため第２. 個人情報の第三

者への情報提供 1.当社は、本条第 2 項に記載する場合を除き、当該個人の

ご承諾はない限り、取得した個人データを第三者に提供いたしません。2.次の

場合、当社は個人情報を開示・提供することがあります。（1）利用者ご本人の

同意がある場合（2）利用者に明示した利用目的達成に必要な範囲で提携する

事業者との間で個人情報を共同利用する場合（3）裁判所，検察庁，警察，弁

護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から法令等に則って開示を求

められた場合。（4）その他法令等に定める正当な理由がある場合。第３.個人

情報の管理当社は個人情報を適切に管理いたします。当社は、集計業務、発

送業務等の業務の委託をする場合、個人情報を適正に管理する能力を有する

と認められる者にかかる業務を委託し、委託先との間で適切な守秘義務契約

を締結したうえで、個人情報の取扱いを依頼します。第４. 個人情報の開示・

削除要求への対応当社の保有する個人情報は、ご要請に応じて開示いたしま

す。開示された個人情報が正確でないとのお申し出があった場合、適切な方

法で、その内容を確認し必要に応じて情報の追加・変更・訂正または削除など

を行います。 
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Underwater drone rental terms of service 

This underwater drone is managed by Natural environment utilization and 
development LLC. This Terms of service stipulates the matters for 
customers (hereinafter referred to as users) to comply with when using 
this underwater drone. If you use this underwater drone, you must comply 
with these terms. 

1．Application for rental service 

The application for rental service can be made by any of the following 
methods. 
(1) Apply using the application form on our site. In addition, the 
representative of the use application is limited to the high school student 
or more. At the time of application, we will verify your identity using a 
mobile phone etc. In addition, if there is a false entry in the application 
form, the use may be refused. Please apply for usage two days before 
the usage period. If you make a reservation, please contact us as soon as 
possible. In addition, cancellation should be made 3 days before the 
scheduled date of use, and 2 days before the sending date if sending. 
The following cancellation fees will apply thereafter. Two days before the 
date of use, 30% of the total amount, 70% of the total amount, and 100% 
of the total amount the day before. 

2．Use of personal information 

We will handle personal information we know about us regarding the use 
of this service in accordance with our "Personal Information Protection 
Policy". 

3．Rental Fee（Tax not included） 

Model 1 day 2 days From 3-7 days 

Inspector 1 ¥20,000  ¥30,000 ＋¥10,000/day 

PowerRay ¥10,000 ¥15,000 ＋¥5,000/day 

CCROV ¥20,000 ¥30,000 ＋¥10,000/day 

 
Option（¥3,000/day） 
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Inspector 1 can use multi-person observation set with HDMI output. We 
also offer a 15-inch display using a mobile battery (5,000 yen per day). 
PowerRay can use a fish finder. 
CCROV has extra battery available. 

4. Rental period 

The usage period is from the morning of the lending date to the lending 
deadline. ※ If the rental machine is not returned even if the return time 
limit is over, a delay fee will be charged (60,000 yen / day) Also, if the 
return time limit is significantly exceeded without any contact, we consider 
it as malicious incident. We may take measures such as submitting a 
damage report to the responsible police station. 

5. Condition 

On the day of return, please send a rental machine to us on the same 
day. If it is more than 2 days, please send it so it will arrive the next day. 
Please include the tracking number when sending. In the case of a minor, 
a guardian or a school teacher will be the application representative. 
When using in the sea, please consider the wave conditions and 
topography, and keep in mind safely. 

6. Return 

Please send and return the rental machine using the sending form sent 
at the time of lending. ※ An additional fee will be charged for taking over 
the rental machine due to unavoidable circumstances. 

7. Underwater drone failure 

If the underwater drone breaks down during use, please return it 
immediately after notifying the failure status. The user will be required to 
repair any underwater drone failures caused by the user such as unread 
manuals or violations of compliance matters at the user's expense. In 
case of cancellation by other users during the repair period, the entire 
cancellation fee will be charged. In addition, the repair fee can not be paid 
if the user himself / herself repairs the underwater drone without prior 
consent to our company. Even if damage to the user or other third parties 
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is caused by the failure of the underwater drone, the Company assumes 
no responsibility except in cases where it is caused by the Company. 
In addition, when the operator of our company is operating, all failure is 
also responsible. However, if the operation is continued or forced against 
the judgment of our operator, it is the user's responsibility. 

8. Underwater drone theft / lost 

If you encounter theft or loss of underwater drone during the period of 
use, please contact us immediately. In the event of theft or loss due to a 
user error such as operation error or neglect, the entire amount of the 
underwater drone will be borne. In addition, in the event of a gross 
negligence by the user, a separate margin deposit may be required. 

9. Accident 

If the underwater drone is stolen or lost during the period of use, please 
contact us immediately. In the event of theft or loss due to a user error 
such as operation error or neglect, the entire amount of the underwater 
drone will be borne. In addition, if the user is found to be grossly 
negligent, the user will need to pay a separate margin deposit. 

10. Loss or damage of control equipment 

If the iPad mini or iPhone used for drone operation is lost or damaged, 
actual costs will be incurred. If you encounter theft or loss of your iPad 
mini or iPhone due to your negligence, you may be subject to the penalty 
described in Section 8. 

11. Prohibited matter 

Please do not do the following. (1) Drinking, reckless driving, and other 
acts that violate the laws and regulations (2) Rivers with rapid flow, 
waterfalls, beaches where more than wave warning are issued, 
dangerous spots such as fields, other marshes, wetlands, etc. (3) 
Modification of the underwater drone (4) If the abnormality (video 
communication abnormality etc.) of the underwater drone is recognized 
during operation, the act of continuing the operation (5) Use applicant 
Have someone else use the rental machine 

12. Change of terms etc 
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Please note that the terms, holidays, opening hours and service 
content may be changed without notice. 

13. Cancellation 

If the user violates the terms of service, you will be required to cancel 
the use and return the underwater drone promptly even during the loan 
period. In this case, a separate penalty will be charged. In addition, if the 
Company or a third party suffers damage due to a violation of the Terms 
of service, the user may be liable for damages. 

From 2019/5/15 

Privacy policy 
Natural environment utilization and development LLC complies with the 
Personal Information Protection Act and other relevant laws and 
regulations. ●  We will take necessary and appropriate measures for 
safety management of personal information, such as prevention of loss, 
loss, falsification and leakage of personal information to be handled. ● 
We will use the acquired personal information only within the scope of the 
purpose of use defined below. ● We will continuously review and improve 
the management system to protect personal information. First 1. Purpose 
of use of personal information The Company acquires and uses the 
personal information of users for the following purposes. (1) For screening 
as a user when using this service (2) For analysis and statistics on our 
business activities and market research (3) With the user while the user is 
using this service 2. Providing information to third parties of personal 
information 1. Except for cases described in Section 2 of this Article, the 
Company shall not acquire personal data obtained unless the individual 
consents. Not provided to 2. In the following cases, we may disclose and 
provide personal information. (1) In the case of the consent of the user (2) 
In the case of sharing personal information with a business partner that has 
a partnership within the scope necessary for achieving the purpose of use 
specified to the user (3) When disclosure is requested according to the law, 
etc. from the police, bar association or an organization with the authority 
equivalent to them. (4) In the case where there is a justifiable reason set 
forth in other laws and regulations. 3. Management of personal information 
We manage personal information appropriately. When outsourcing work 
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such as tabulation work, shipping work, etc., we outsource the work 
regarding those who are deemed to have the ability to properly manage 
personal information, and establish an appropriate confidentiality 
agreement with the consignee. Once signed, we will request the handling 
of personal information. 4. Response to requests for disclosure and 
deletion of personal information We will disclose personal information held 
by our company upon request. If there is an offer that the disclosed 
personal information is not accurate, we will check the contents and add, 
change, correct or delete the information as needed. 

 

 


