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操作ガイド



イソジェックからのお願い 
・本操作ガイドには、お客様が「ESTROUTexplorer」を利用する際に、お客様側（位置確認者側）ＰＣで指定サイトにアクセスするた 
めのIDとパスワードが記載されています。第三者に不正に利用されないために、本操作ガイドは大切に保管してください。万一、ID、 
パスワードが第三者に漏れた場合は、本ページ下に記載の問合せ先まで電話でお知らせ下さい。所定の方法で本人確認をさせて 
いただいた上で変更の手続きをとります。また、万一、ID、パスワードが分からなくなった場合は、本ページ下に記載の問合せ先ま 
で電話でお問い合わせ下さい。所定の方法で本人確認をさせていただいた上で、再度交付いたします。 

・プライバシー保護の観点から、位置情報対象者（位置情報端末を携帯する方）の同意がない場合は本サービスはご利用いただけ 
ません。必ず、同意いただいた上でご利用ください。 

ご利用に際しての注意点 
１．ご契約内容の確認について 

・弊社では、新規に「ESTROUTexplorer」をご契約頂きましたお客様に対し、本操作ガイドに同封の「ご契約内容案内」を郵送させ 
ていただいております。契約内容をご確認の上、内容に相違があった場合には本ページ下に記載の問合せ先までご連絡下さいま 
すよう、お願いいたします。 

２．ご契約の自動更新について 
・お客様から、期間満了の1ヶ月前までに「ESTROUTexplorer」利用終了の申し出がない時は、契約は1年間自動更新され、その 

後も同様とさせていただきますので、ご注意下さい。 
３．「ESTROUTexplorer」の利用について 

・「ESTROUTexplorer」は、契約申込書裏面に記載の「ESTROUTexplorer」利用規定に準じて運用いたします。 
・「ESTROUTexplorer」は、NTTドコモグループの提供する携帯電話の利用圏外及び、携帯電話の電波が受信できない場所では 

利用できません。 
また、GPSの電波受信状況により、位置情報の提供が不可能であったり、提供する位置情報の精度が悪くなることがあります。 

・弊社ではお客様に端末をレンタルまたは販売し、これを利用して「ESTROUTexplorer」をご提供します。但し、位置確認者側で利 
用するインターネット環境については、お客様でご用意ください。動作環境については、本操作ガイドをご参照下さい。 

・弊社よりレンタル提供する端末については、お客様側でお客様の取り扱い不注意（水濡れ、落下等）、故意、不可抗力、または第 
三者による損壊の場合を除き弊社負担にて補修、交換を行います。 

・お客様に購入いただいた端末については、保証期間は弊社からの端末の発送日より起算して1年間とし、お客様の取り扱いの不 
注意（水濡れ、落下等）、故意、不可抗力、または第三者による損壊の場合を除き、保証期間中は端末の製造メーカーでの補修、 
交換等を行います。保証期間後の補修、交換等につきましては、有償になります。 

・お客様側の過失により、ID、パスワードが漏洩し不正に使用された場合、イソジェックは一切責任を負いません。 
・１つのIDで、複数台のPCから同時に地図にアクセスしたり、位置情報を捕捉することはできません。必要に応じてIDの追加をお申 

し込み下さい。（有料） 
４．利用料金のお支払いについて 

・「ESTROUTexplorer」利用料金に関しては、契約申込書裏面に記載の「ESTROUTexplorer料金規定」に従ってご請求いたしま 
す。 
尚、料金の詳細に関しては、契約申込書表紙に記載の「ご利用料金表」をご参照下さい。 

・ご利用料金は、毎月1日から当月末日までの１ヶ月単位に算定します。サービス開始日が暦月途中の場合は、その翌暦月の初日 
から起算してご請求いたします。（但し、ポーリング方式による通信料加算分に関しては、別途ご請求いたします。）尚サービス開 
始日は、弊社が位置情報端末をお申込者宛に発送した日を指します。 

クーリングオフについて 

１．個人が訪問販売でお申し込みされた場合、本サービスについて位置情報端末受領日を含む８日間は書面により無条件に契約申 
し込みの撤回、または契約が成立している場合は契約の解除ができます。（以下、クーリングオフという） 

２．クーリングオフの効力は書面を発信したとき、郵便消印日付から生じます。 
３．この場合、お申込者（お客様）は損害賠償または違約金を払う必要はなく、すでに支払った金額（代金）は速やかにその金額の返 

還を受け、さらにその商品の引き取り費用を負担する必要はありません。 

※ハガキ等に必要事項を記入の上、イソジェックまで郵送してください。（簡易書留扱いが確実です。） 
①申し込み（契約）日 ②販売店名 ③販売店住所、電話番号 ④お申し込み内容 ⑤契約解除の旨の明記 
⑥お申し込み者名（ご契約者名）、ご連絡先 

※クーリングオフは個人契約の場合のみ適用されます。 

お問い合わせ先 

０１５３－７５－０３５３ 
株式会社 イソジェック 

〒0860215  北海道野付郡別海町別海川上町139108 
受付時間：10:00～17:00  （土・日・祝祭日を除く）
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１．ご利用いただくための事前準備 １．ご利用いただくための事前準備 

②端末の取り付け 
ESTROUTexplorerの端末には、車両搭載型と携行型の2種類があります。車両搭載型 

の取付けについては、「端末設置マニュアル」をご参照下さい。携行型については取付け 
は必要ありません。 
※取付け及び設置に際しては、前方視界や運転操作を妨げない様に、お客様の責任において取付け及 
び配線を行ってください。 

③お客様側PCの準備 

ESTROUTexplorerにご契約いただきますと、ご契約台数の位置情報端末と付属部品、 
さらにIDひとつにつき本操作ガイド1冊がお手元に届けられます。本体および付属部品 

は下表の通りですので、ご利用に際して必ずご確認ください。 

①ご納品物の確認 

位置情報の検索は、お客様側PCでESTROUTexplorerのASPセンターにインターネット 
経由でアクセスして行います。したがって、お客様側PCには、※インターネット接続環境が 
必要です。またご利用に際しては、お客様側PCの環境が下表を満たしている必要があり 
ますのでご確認下さい。尚、PC、ブラウザ等の基本的な使用方法等についてはそれぞれ 

発売元にお問い合わせください。 
※LAN環境からアクセスする場合は、社内LAN（セキュリティポリシー等）の設定によってはアプ 

リケーションがご利用になれない場合があります。 

1 
1 
1 

●DC電源アダプタ 

●シガレットケーブル 

●マジックテープ 

●取付け架台 

1 
1 
1 
1 

●携行型端末 

●ACアダプタ 

●充電器 

●キャリングケース 

1 
1 
1 
1 

●車載端末 

●GPS外部アンテナ 

●DoPaアンテナ 

位置専用携行型端末 車両搭載型端末 

■端末1台の梱包内容一覧 

④動作環境 

（NESPITⅢの場合） 

サイズ 1024×768以上 表示色 16ビット以上 ： ディスプレイ 

E E STROUT STROUT explorer explorer 

E E STROUT STROUT mobile mobile 
NTT DoCoMo 505iシリーズ（mova）  900iシリーズ（FOMA） ： 携帯電話 

100MB以上の空き領域 ： HD 

OSが推奨するメモリ容量以上 ： メモリ 

PentiumⅢ 500MHｚ以上 ： CPU 

Mozilla、firefox ： 

Internet explorer 6,0 SP1 以上、Netscape communicator 6 以上 ： ブラウザ 

Windoｗs2000・XP、linux ： OS



①ESTROUTexplorerへのアクセス、ログイン 

ESTROUTexplorerのASPセンタ（http://www.estrout.jp）にアクセスすると、E 
STROUTexplorerのログイン画面が表示されます。この画面でお客様のIDとパスワード（本操 
作ガイドに記載）を入力しますと、ESTROUTexplorerのアプリケーション画面が表示されます。 
※IDとパスワードは第三者に不正利用されぬように厳重に管理してください。 

ESTROUTexplorerへアクセ 
スし、ID・パスワードを入力し 

ログインしていただくと、こちら 
のアプリケーション画面が表 
示されます。 

地図上には、お客様が登 
録されている全移動体を 
表示します。 

２．ESTROUTexplorerの使い方 

メッセージウインドウによ 
り、サーバーメンテナンス 
予定等をご連絡いたしま 
す。ログイン前に必ずご 
確認下さい。

http://www.e-strout.jp/


縮小 
クリックした地点を中心 
に1/2に縮小されます。 

②地図画面操作 

現在表示されている地図を赤枠で範囲指定、または地図をクリックすることにより拡大表示さ 
れます。なお、クリックした場合は、その地点を中心に２倍に拡大します。また、地図の縮小は 
クリックした地点を中心に１／２に縮小します。地図の移動は表示されている地図をドラッグ 
＆ドロップすることにより表示領域を移動します。 

拡大 
地図は範囲指定・クリック 
して拡大していくごとに詳 
細な地図が表示されます。



④情報表示・編集 

地図上の任意の点をクリックすることで、お客様固有のランドマークを登録します。登録は地 
図をクリックすると別の登録ウインドウが開き、そこにランドマーク名称、メモを入力、アイコ 
ンを選択して登録します。 

移動体アイコン、お客様が登録したランドマークをクリックして選択すると別ウインドウが開 
いて、移動体やランドマークの情報を表示します。また、移動体、ランドマークに対して情報 
の変更や削除といった編集機能も兼ねています。 

③ランドマーク登録 

ランドマークアイコ 
ンは上に表示した3 
種類を登録すること 
ができます。お客様 
の用途に合わせて 
ご使用下さい。 

地図上に表示される移動体アイコンは上に表 
示した１０種類があります。表示できる色は端 
末側の操作により決定されます。また、使用で 
きる種類は端末により異なります。 

アイコンの向きにより、移動体の進行方 
向を表示します。なお、この機能は車両 
搭載型端末のみ適用され、携帯型端末 
は常に上向きの表示となります。



⑤ ⑤表示レイヤー選択 表示レイヤー選択 

表示レイヤー選択ボタンをクリックすることで、地図上に表示するレイヤーを選択することが 
できます。ログイン直後は、表示可能なすべてのレイヤーが表示されています。 
表示レイヤー選択ボタンをクリックすると、別ウインドウで選択可能なレイヤーが表示されま 
す。表示させたいレイヤーのチェックボックスをオンに、表示させないレイヤーをオフにして、 
「更新」ボタンを押すと地図の表示を更新します。一度設定すると、終了するまでこの設定を 
維持します。 

表示レイヤー選択ボタンを押します 
と右のウインドウが表示されます。ウ 
インドウ内にあるチェックボックスを 
オン・オフすることにより、表示レイ 
ヤーを操作します。 

詳細地図レイヤー表示状態 詳細地図レイヤー非表示状態 

ESTROUTexplorerは新たにお客様の使用したい地図を追加することが可能です。 

また、その地図は、イソジェックがお客様ごとに管理し、お客様ごと表示させます。そ 
の地図情報は第三者に漏洩することはございません。 
地図のカスタマイズ（レイヤー追加等）については、別途ご相談下さい。



・全移動体管理 
登録されているすべての移動体が地図上に常に表示されるように管理するモードです。１ 
分ごとにサーバーに登録されている全移動体の最新の位置情報を元に、地図上に全て表 
示できるように地図の縮尺、表示範囲を自動的に決めて表示します。 

・１移動体管理 
１つの移動体に着目して管理するモードです。登録されている移動体の中から、管理したい 
１つの移動体を選択し、その移動体を常に地図の中心に表示させるように表示範囲を自動 
的に決定します。また、このときの移動体の情報をメッセージウインドウに表示します。他の 
移動体についても、表示範囲内にある移動体は地図上に表示、移動体リストでは全移動体 
を表示します。 

⑥移動体管理 

測位ウインドウ 
定期測位・随時測位・履歴 
表示・履歴表示の期間指定 

メッセージウインドウ 
選択した移動体の移動体 
No、測位時刻、速度、メモ 

を表示します。 

移動体リスト 
登録されている移動体リストを表示します。 

No,  ～移動体Noを表示します。また、数字をクリックすることにより移動体を選択すること 

ができます。 
Flg  ～移動体ステータス・ボタン状態・進行方向に応じてアイコンを表示します。 
時刻 ～最新の測位時刻を表示します。 
メモ ～移動体に登録されているメモを表示します。 

・全移動体選択～お客様が登録されている全移動体を地図上に表示します。 

・１移動体選択～お客様が登録されている移動体の中から１つの移動体を選択します。



・随時測位 
１つの移動体を選択して、現在の位置情報を取得します。位置を 
検索したい移動体を地図上、または移動体リストより選択し、随時 
ボタンを押します。すると随時測位が開始され、位置情報を取得で 
きた場合は、現在の移動体の位置を地図上に表示します。位置情 
報が取得できなかった場合には、右にあるメッセージを表示します。 

・履歴表示 
１つの移動体を選択して、ESTROUTexplorerの 

記録されている移動体履歴（９０日）を表示します。 
履歴表示を行いたい移動体を地図上、または移動 
体リストより選択し表示させたい期間を指定し履歴 
ボタンを押します。指定しない場合は最新の１００件 
の履歴を表示します。履歴表示後は地図の拡大ボ 
タンがオンになり、通常の地図操作が行えます。 
移動体の移動履歴は結線表示され、端末側から送 
られるステータスに応じて色分けされます。 
また、履歴表示時は、移動体リストが履歴リストへ 
変更し、最大１００件の履歴を表示します。 
地図上に表示した履歴を消去する時は、履歴消去 
ボタンを押してください。すると通常の地図表示画面 
に戻ります。 

ESTROUTexplorerを終了（ログアウト）する場合は、ブラウザを 

閉じることでログアウトされます。正常にログアウトされますと、 
右にある「ログアウトします」のポップアップが表示されます。また、 
5分間無操作で放置された場合、その後地図操作等をすると同 

時にログアウトされます。 
ブラウザのエラー等で不正にログアウトされた場合は、5分間E 
STROUTexplorerをご使用になることはできませんのでご了承 

下さい。 
なお、InternetExplorer 6.0 SP2 をご使用になる場合は、ポッ 
プアップブロックの設定を無効 にしていただく必要があります。 

・定期測位 
１分回に１度測位サーバーに接続して全移動体または１移動体の位置情報を取得し、地図に 
位置を表示する機能です。すべての登録ユーザー、登録端末の位置情報データをデータ 
ベースに登録します。 
なお、定期測位に対応している端末は車両搭載型のみとなっております。 

⑦移動体検索 

⑧ESTROUTexplorerを終了する



まず初めに携帯電話ｉモードから[http://www.estrout.jp/］を入力してください。 
その後、ESTROUT mobileのログイン画面が表示されます。 
ログインID・パスワードはESTROUTexplorerと同じものをご使用下さい。 
※ESTROUT explorerは原則として１ユーザー・１IDでご利用いただいております。 
ESTROUT mobileをご利用の際は、ESTROUT explorerのご利用を停止してから 
ご利用下さい。 

ユーザID・パスワードを入力し、 
〔OK〕を押すとログインします。 

〔クリア〕を押すと、入力したユーザ 
ID・パスワードが消去されます。 

ログイン成功 
上に表示した〔表示方法選択〕画 
面が表示されます。 

ログイン失敗 
上に表示した画面が表示されます。〔戻る〕ボ 
タンを押すとユーザーID・パスワード入力画面 
に戻ります。再度ユーザーID・パスワードをご 

確認の上、ログインし直して下さい。 

３．ESTROUT mobileの使い方 

①ESTROUT mobileへのアクセス、ログイン

http://www.e-strout.jp/


ESTROUT mobileでは、左図の 

通り、国土地理院長の承認を得て、 
数値地図25000（空間データ基盤） 
及び数値地図2500（空間データ基 

盤）を使用しています。 

１ 左上へ移動 
２ 上へ移動 
３ 右上へ移動 
４ 左へ移動 
６ 右へ移動 
７ 左下へ移動 
８ 下へ移動 
９ 右下へ移動 

＊ 地図の拡大 
５ 初期表示画面 

＃ 地図の縮小 

〔表示選択画面〕より〔操作方法〕を選択しますと、地図画面の操作方法 
についての説明を表示します。 

〔戻る〕ボタンを押すと表示方法選択画 
面に戻ります。 

〔戻る〕ボタンを押すと表示方法選択画面に戻ります。 

②地図について 

③地図画面の操作方法



表示方法選択画面より〔GPS端末選択〕を押します 

と左に表示した画面が表示されます。 
ここにはお客様が登録されている全てのGPS端末 

が表示されます。 
端末を選択すると、選択した端末を中心に地図画 
面が表示されます。 

地図の操作方法については前のページを参照ください。 

地図画面を下へスクロールしますと、以下のよ 
うな情報が表示されます。 

[GPS端末No]  お客様が登録されている端末の番号 

を表示します。 
[測位日時]  端末が測位された日時を表示します。 
[速度]  端末の移動速度を表示します。 
[経度]  端末の位置（経度）を表示します。 
[緯度]  端末の位置（緯度）を表示します。 
[方位]  端末の進行方向を表示します。 
[メモ]  PC版で登録されたメモを表示します。 

PC版では40文字登録することができ 
ますが、携帯版は先頭8文字のみ表示 

します。 

〔戻る〕ボタンを押すと移動体選択画面に戻ります。 

〔戻る〕ボタンを押すと表示方法選択画面に戻ります。 

④GPS端末選択 

地図のレイヤーはESTROUT explorerで登録され 

ている全てのレイヤーを使用しています。 
なお、ESTROUT mobileではレイヤーの表示・非 

表示の設定はできません。 

GPS端末の表示はESTROUT explorerと同じく方 

位とステータスに応じて表示されます。



お客様が登録されている全てのGPS端末が 

表示されます。 
端末を選択すると、選択した端末を中心に 
地図画面が表示されます。 
端末の検索にはESTROUTexplorerと同様 

に１分程度の待ち時間が発生いたします。 

端末の検索が終わり次第地図画面が表示されます。 
地図の操作・情報の内容共に〔GPS端末選択〕と同じです。 

〔戻る〕ボタンを押すと移動体選択画面に戻ります。 

検索が失敗するとエラー 
画面が表示されます。 
エラーの要因として次の事 
があります。 
・GPS端末の電源が入っ 

ていない。 
・GPS端末がDopa圏外に 

ある。 
・PC、携帯に関らず、1分 

以内に随時測位を行った。 

⑤GPS端末検索 

〔戻る〕ボタンを押すと表示方法選択画面に戻ります。 

〔戻る〕ボタンを押すと移動体選択画面に戻ります。 
画面の通り、1分以上時間をあけてから再度端末の 

検索を行ってください。



ESTROUTexplorerでお客様が登録さ 

れた全てのランドマークが表示されます。 
表示させたいランドマークを選択すると、 
選択したランドマークを中心に地図画面 
が表示されます。 

〔戻る〕ボタンを押すと表示方法選択画 
面に戻ります。 

〔戻る〕ボタンを押すとランドマーク選択画面に 
戻ります。 

[名称] [メモ] 共にESTROUTexplorer 
で登録された色・名称・メモが表示され 
ます。 
地図の操作方法は他のものと同様です。 

⑥ランドマーク選択 

ログアウト 
ESTROUT mobileは、ｉモードの通信を切断するとログアウトします。 

また、何も操作せずに１０分間経過すると、自動的にログアウトされ、何 
か操作した際にログイン画面に戻ります。 

⑦ESTROUT mobileを終了する



４．端末の操作方法 ４．端末の操作方法 

・白ボタン（電源ボタン）を2秒以上長押しすると電源が入り、 
緑、赤のLEDが点灯し、その後青色のLEDが点灯します。 

・緑ボタンを2秒以上長押しすると、左側のLEDが緑色に変わります。 
30～60秒程度で緑色のLEDが点滅すると「通信中」のサインです。 
通信が終了するとLEDは青色に戻り、待受け状態になります。 
地図上のアイコンが緑色に変わります。 

・赤ボタンを2秒以上長押しすると、左側のLEDが赤色に変わります。 
30～60秒程度で赤色のLEDが点滅すると「通信中」のサインです。 
通信が終了するとLEDは青色に戻り、待受け状態になります。 
地図上のアイコンが赤色に変わります。 

※位置が取得できなかった場合はおおまかな位置を表示します。 

・１ボタンまたは２ボタンを2秒以上長押しすると、測位サーバーとの通信が 
開始され、右側の通信LEDが緑色でしばらく点滅します。 
通信（測位）が終了すると、結果に応じて通信LEDを5秒間点灯します。 
通信（測位）の結果を通信LEDの点灯でお知らせします。 

・ESTROUTexplorerから位置検索されると、通信LEDが緑色でしばらく 
点滅します。 
通信（測位）が終了すると、結果に応じて通信LEDを5秒間点灯します。 
通信（測位）の結果を通信LEDの点灯でお知らせします。 
通信LEDの色と内容は以下の通りです。 

・NESPITⅢでの位置、状態表示操作 

・PosiseekRでの位置、状態表示操作 

電源を切るときは、白ボタン（電源ボタン）を2秒以上長押しして下さい。 
LEDが消灯し電源が切れます。 

緑色：通信（測位）成功（位置の誤差が小さい） 
橙色：通信（測位）成功（位置の誤差が大きい） 
赤色：通信（測位）失敗 

・電源が入ってる状態で、通信LEDが緑色または赤色で5秒に1回点灯します。 
通信圏内または通信圏外の状態は通信LEDの点灯でお知らせします。 

通信圏内にいるとき：緑色で点灯 
通信圏外にいるとき：赤色で点灯 

電源ボタンを２～３秒以上押し続け 
ると通信LEDが点滅を始めますの 
で、ボタンから指を離してください。 
しばらくすると、電源LEDと通信 
LEDの点滅が止まり、電源が入り 
ます。 
電源を切る場合は、同様に操作し 
ていただきますと、電源LEDと通信 
LEDが赤色で点滅し、しばらくする 
と電源がきれます。



・F505iGPSでの位置、状態表示操作 
GPSメニューから現在地を通知する 

※通話中、ダイヤルロック設定中、iモード中（待受画面でのiモード待 
機中を除く）、iモードロック中、セルフモード設定中、圏外のときは、 
現在地通知（位置通知）を行うことはできません。 

GPSメニューを開き、「４．現在地 
通知」を選びます。 

通知するステータスを選択。 

ステータスを編集する場合 

編集したいステータスを選び、 
画面右下に表示される編集を 
押します。 
iボタンを押すと編集が完了し 
元の画面に戻ります。 

ここまでが入 
力できる範囲。 
全角8文字、 
半角16文字 
まで入力でき 
ます。 
ただし、絵文 
字は登録でき 
ません。 

通話ボタンを1秒以上押して現在地を通知する。 
※通話中、iモード中（待受画面でのiモード待機 
中を除く）、圏外のときは、現在地通知（位置通 
知）を行うことはできません。 

「はい」を選択 通知完了 

通知完了 通話ボタンを1秒以上押す。 

・GPS測位について 
GPSによる測位については衛星配置や周囲の環境により、実際の位置とは異なる測位（通信）結果が得られることがあります。 
またGPSで位置が取得できなかった場合はおおまかな位置を表示します。 

測位レベル（誤差範囲）とは 
レベル１ 誤差がおおむね300ｍ以上の状態であったことを示します。 
レベル２ 誤差がおおむね50ｍ以上かつ300ｍ未満の状態であったことを示します。 
レベル３ 誤差がおおむね50ｍ未満の状態であったことを示します。 

使用上の注意 
胸ポケットに入れてご使用の場合 
は背面のiマークを前方に向けて 
ご使用下さい。



・F661iでの位置、状態表示操作 

GPSメニュー画面から現在地を通知する 

「開始」ボタン長押しにより現在地を通知する 

・JRN３０ボタン付端末（高機能モード）での位置、状態表示操作 

緑ボタンを押すと、押した時点の位置が送信され、表示は緑に変わります。 

赤ボタンを押すと、押した時点の位置が送信され、表示は赤に変わります。 

緑ボタン、赤ボタンを両方押すと、表示は黄色に変わります。 

「はい」を選択すると 
測位を開始します。 

・現在地通知中はアンテナランプが点灯します。 

「４、現在地を通知」を 
選択します。 

「はい」を選択すると 
測位を開始します。 

・現在地通知中はアンテナランプが点灯します。 

・JRN‐３０ 端末LEDの状態 

P：電源LED 
C：通信LED 
G：GPSLED 

電源LED～電源投入後、赤色で点灯します。電池パックの充電が終わると緑色で 
点灯します。充電時に異常があると赤色で点滅します。 

通信LED～電源投入後、緑色で点滅を始めます。接続成功の場合、緑色で点灯し 
ます。接続失敗の場合、赤色で5秒間点灯します。 

GPSLED～GPS測位ができている場合は、緑色でAlive点灯します。 
GPSが未測位の場合は、赤色でAlive点灯します。 
定期検索、随時検索等の要求を受けると、緑または赤のAlive点灯から、 
緑色で点滅します。GPSが測位された場合は、緑色で5秒間点灯します。 
GPSが測位されなかった場合は、赤色で5秒間点灯します。



５、このような場合は検索できません。 
ESTROUTexplorerの端末の位置決定は、GPS衛星の電波を受信して行っており、決定された位置情報は、 
NTTドコモのパケット通信網（DoPa網）を通じてASPセンタに送られ、地図データ上に表示されるよう処理の 
上、インターネット経由でお客様の画面に表示されます。このため、位置情報は検索できない場合は次の原 
因が考えられます。 

①端末がGPS衛星の電波を受信できない時 

端末がGPS衛星の電波を受信して位置決定をするのは、端末のアンテナが同時に３つ以上のGPS衛星の電 
波を受信でき、かつそれらの配置が適切でなければなりません。 
そのため端末を搭載した車両が、GPS衛星の電波の届かない場所に入ると位置捕捉ができなくなります。例 
えば車両が長いトンネルに入った時、空が見えない地下駐車場や屋根付き駐車場に入った時、ビルの谷間や 
細い路地に入ってる時は、端末は位置捕捉ができなくなり、従って地図上に現在位置を表示できなくなってし 
まいます。 

②端末がDoPa網の通信圏外に出た時 

端末がDoPa網の通信圏外に出た場合は、位置検索できても、端末とASPセンタとの通信ができず、地図 
上に車両位置が表示できなくなります。現在のDoPa網は、生活圏の大半をカバーしておりますので、日常 
の配送・運搬・交通の範囲で問題ないと思われますが、山間地をはじめとする一部の地域、また地形上の 
理由等で電波が届きにくい地域では、通信ができなくなり、地図上に端末の表示ができなくなります。DoPa 
網のサービスエリアについては、お近くのNTTドコモ支店または、0120800800までお尋ねください。 

③携行型端末で電池の充電不足の時 

携行型端末で電池の蓄電量が低下してしまった場合や、車両搭載型端末で、シガーライターのソケットの接触 
が悪く電源不良を起こした場合等も検索不能になります。 

※携行型端末の場合、継続的にご使用になりますと電池の性能が低下します。このような場合は、電池を新 
しいものにお取替え下さい。 

検索できない時の表示 

端末の位置検索ができない場合、地図上の位置表示は最後に位置検索をした場所を示したまま、変化しな 
くなります。検索できないところにいるかどうかは、右側の登録端末表示一覧の検索時刻表示（時刻）を見て 
判別することができます。 
つまり、このような場合車両搭載型端末では、契約している定期検索時間として表示されます。また、登録 
端末表示一覧の検索中の表示が×に変わった場合は、位置検索不能エリアに入ってるという意味です。携 
行型端末で随時測位を行う場合には、随時検索を実施してから５分以上経過しても、新たな検索位置が表 
示されない場合（検索時刻が変わらない場合）は、端末を持っている車両や人が検索できない場所にいるこ 
とが想定されます。



６、E-STROUTexplorer利用規約 
第１章 総 則 
(規約の適用) 
第１条 1.E-STROUTexplorer(以下「本サービス」といいます)についてのお客様と株式会社イソジェック(以下「イソジェック」といいます)の合意内容はこの規約によります。 

2.イソジェックは、この規約をお客様の承諾を得ることなく、変更することがあります。この場合は、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。イソジェッ 
クは変更後の規約を、変更後速やかにお客様に通知します。イソジェックのお客様へのこの通知は変更後の規約をホームページへ掲載する方法又は、その他の方法 
により行うことができるものとします。 

(用語の定義) 
第２条 1.この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

(1)位置通信端末とは、イソジェックが本サービスの為、お客様へ貸与又は販売する所在確認用端末を指します。 
(2)携行型位置通信端末とは、ハンディタイプの持ち運びが行える位置通信端末を指します。 
(3)車両搭載型位置通信端末とは、車載タイプの車両に直接設置する位置通信端末を指します。 
(4)位置情報とは、位置通信端末のおおよその所在場所の情報を指します。 
(5)お客様とは、イソジェックと本サービス利用契約を締結している方を指します。 
(6)位置情報対象者とは、位置通信端末を所持(携帯)、設置されている方を指します。 
(7)位置情報対象車両とは、位置通信端末が設置されている車両を指します。 
(8)位置情報確認者とは、位置情報対象の位置情報の確認行為を行う方を指します。 

第２章 サービス内容等 
(本サービスの内容) 
第３条 1.イソジェックでは、お客様が申込時に指定されたいずれかのサービスを提供します。 

(1)携行型位置通信端末の場合 
位置情報確認者からの要請に基づき、位置通信端末のおおよその位置を検索し、位置情報確認者が使用している電子地図上に表示させます。 

(2)車両搭載型位置通信端末の場合 
位置情報確認者が使用している電子地図上に、定期的に位置通信端末の位置を表示させます。 

(本サービスの提供) 
第４条 1.イソジェックでは、位置情報システムを利用して、日本国内において、本サービスを提供します。ただし、イソジェックが利用している第一種通信事業者の提供する 

携帯電話の利用圏外および携帯電話の電波が受信できない場所でのサービスの提供は行えません。またGPSの電波受信状態により提供する位置情報の精度が悪くなっ 
たり、また位置情報を提供できない場合があります。 

2.イソジェックでは、お客様に位置通信端末等を貸与又は販売し、これを利用して本サービスを提供します。但し、位置情報確認者側で利用するインターネットが利用 
できる環境につきましては、お客様側で用意していただきます。 

3.イソジェックより貸与いたします。位置通信端末等につきましてはお客様の取扱い不注意、故意、不可抗力、または第三者による損壊の場合を除き、イソジェックの 
負担にて補修、交換等を行います。 

4.お客様に購入いただいた位置通信端末等の保証期間は、その引渡しの日より起算して１年間とし、お客様の取扱い不注意、故意、不可抗力、または第三者による損壊 
の場合を除き、保証期間中は位置通信端末等の製造メーカの負担で補修、交換等を行います。 

第3章 契約 
(契約の単位) 
第５条 1.イソジェックでは、お客様毎に利用契約を締結し、本サービスを提供します。 
(契約申込の方法) 
第６条 1.本サービスの申込みを行なう時は、イソジェック所定の契約申込書を提出していただきます。 

2.本サービスの申込みには、位置情報確認者および位置情報対象者双方の同意書を提出していただきます。また、この同意書につきましては、お客様が責任を持ってと 
りつけるものといたします。 

3.前2項においてイソジェックが受領した契約申込書などの書類は、理由のいかんを問わず、お客様へ返還いたしません。 
(契約申込の承諾) 
第７条 1.イソジェックでは、本サービスの申込みがあったときは、必要な審査・手続きを経た後に申込みを受付け、申込承諾日を記載した文書によりお客様に通知します。 

2.イソジェックでは、契約の申込みをした方が以下の項目に該当する場合は、その申込みを承諾いたしません。 
(1)位置情報対象者の同意が得られていないことが判明した場合。 
(2)契約の申込みをした方、位置情報提供者が実在しない場合。 
(3)契約の申込み内容に虚偽または重大な記入漏れが判明した場合。 
(4)契約の申込みを行なった方の指定した金融機関またはクレジット会社等の利用の差止めが行なわれている事が判明した場合。 
(5)その他、イソジェックの業務の遂行上支障がある場合。 

(契約期間) 
第８条 1.本サービスの契約の契約期間は、イソジェックが位置通信端末を発送した日からお客様が申込まれた契約期間とします。 

2.お客様から期間満了の1ヶ月前までにイソジェックに対し本サービス利用終了の申し出がないときは、契約は1年間自動更新されるものとし、その後も同様とします。 
(譲渡禁止) 
第９条 1.お客様はイソジェックの事前の同意なしでは本サービスの契約に関する権利・義務を第三者に譲渡できません。 
(お客様の氏名等の変更) 
第１０条 1. お客様の氏名、名称、住所等に変更が生じた場合は、書面にて速やかにイソジェックへ届け出ることとします。 
(お客様が行なう契約の解除) 
第１１条 1.お客様は、本サービスの契約を解除しようとするときは所定の書面とその位置通信端末をイソジェックに送付していただきます。 

なお、契約解除日はその位置通信端末とその所定の書面がイソジェックに到着した日とします。 
2.お客様が申込まれた契約期間を満了する前に契約を解除する場合は、残りの契約期間の使用料を支払っていただきます。 
3.位置情報通信端末をお買上げによりご契約いただいていた場合、契約手続き終了後位置通信端末をお客様に返却いたします。 

(イソジェックが行なう契約の解除) 
第１２条 1.イソジェックは、お客様が次のいずれかに該当するときは、あらかじめお客様への通知をすることなく即時に契約を解除することができます。 

(1)位置情報対象者以外に利用されている時。または利用されるおそれがあるとイソジェックが判断した時。 
(2)位置情報確認行為が不正に行なわれている時。または行なわれるおそれがあるとイソジェックが判断した時。 
(3)位置情報対象者から同意を得ていない事が判明した時。その他第7条第2項各号の規定のいずれかに該当することが判明した時。 
(4)その他お客様が本規約に定める条項に違反した時。 
2.イソジェックは、第14条(本サービス提供の一時停止)の規定並びに、お客様の原因により本サービスの提供を停止された場合で、また相当な期間その原因が解消 
されない場合は、本サービスの利用契約を解除する場合があります。 

3.イソジェックは、第14条(本サービス提供の一時停止) の規定並びに、お客様の原因による本サービスの提供を停止された場合で、その原因がイソジェックの業務 
遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる時は、本サービスの契約をお客様へ通知することなく即時に解除することがあります。 

4.本条により、イソジェックが契約を解除したときには、お客様はイソジェックが被った損害をイソジェックに支払うものとします。 
第４章 サービス提供の中止及び提供停止等 
(本サービス提供の中止) 
第１３条 1.イソジェックは、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 

(1)イソジェックの設備の保守または工事のためやむを得ない時。 
(2)イソジェックが設置する設備の故障などやむを得ない時。 
(3)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、イソジェックが本サービスの提供を行なうことが困難となった時。 

2.イソジェックは、本サービスの提供を中止するときは、お客様に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りで 
はありません。



ESTROUTexplorer利用規約 

(本サービス提供の一時停止) 
第１４条 1.お客様側の原因(基本料金その他本サービスの契約における金銭債務のお支払いがない場合、またその他の本規約に定める規定に違反した場合を含みます)ならびに 

お客様側およびイソジェック側の原因によらないで本サービスを提供することができなくなったとき(第一種電気通信事業者の電気通信設備の保守、もしくは天災 
その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、その他のやむを得ない場合を含みます)は、その状態のやむまでの間、本サービスの提供を停止し 
ます。この場合、イソジェックは本サービスの提供についての義務を一切まぬがれるものとします。 

2.お客様の原因による本サービス提供停止期間については、お客様は所定の基本料金を支払うものとします。お客様側およびイソジェック側の原因によらない本サー 
ビス提供停止期間については、当初の14日間を除き、お客様は基本料金の2分の1を支払うものとします。当初の14日間は所定の基本料金を支払うものとします。 

3.イソジェックは、本サービスの提供を停止するときは、お客様に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでは 
ありません。 

第５章 料金 
(料金等) 
第１５条 1.お客様は、本サービスのご利用にあたって、別に定める料金表及び料金規定に従って、利用料金を支払う義務を負います。 
第6章 故障等 
(故障等) 
第１６条 1.お客様は、位置通信端末等に異常が発生した場合は、イソジェックに点検を要請していただきます。 

2.前項の要請に際して、イソジェックは速やかに点検を行い、必要に応じて修理または交換を行います。その費用は、その原因がお客様側にある場合は、別に定める 
料金表及び料金規定に従って、お客様にご負担いただきます。 

3.イソジェックは、お客様からの要請により係員を現地に派遣した場合は、その故障原因を問わず別に定める料金表に規定する額の派遣費用をご負担いただきます。 
第７章 損害賠償 
(責任の制限) 
第１７条 1.イソジェックはイソジェックの責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じたことが明らかな場合(但しイソジェックが利用している第一種電気通信事業者の電気 

通信設備または他の電気通信事業者の電気通信設備に起因する損害は該当しないものとします)に限り、月額利用料を限度としてお客様に賠償します。ただし、イ 
ソジェックはお客様の故意または重過失により発生しまたは拡大した損害については責任を負いません。 

2.前項の責任限度額はイソジェックに故意または重過失があったときは適用されません。 
(責任の対象外) 
第１８条 1.イソジェックは、次の定める事項については、一切の損害賠償の責を負いません。 

(1)第3条(本サービスの内容)は、本サービスの契約に基づきイソジェックが提供する本サービスの内容のすべてを規定したものであり、イソジェックは、イソ 
ジェックがお客様側の要求により実施した特別のまたは追加業務提供行為その他本サービスの内容を超えた業務提供行為により損害が発生したとき。 

(2)第三者がログイン名等を不正に使用する等の方法により損害が発生したとき。 
(3)位置通信端末が電波の届かないところにあったり、電源断の状態にあったとき(バッテリー切れを含みます)および故障等の理由で位置情報の確認ができなかった 

ことにより 、損害が発生したとき。 
(4)天災地変などイソジェックの責に帰し得ない事由により本サービスの全部又は一部の履行が出来ない場合に損害が発生したとき。 
(5)お客様に、第13条、第14条に定める事由により損害が発生したとき。 
(6)地図情報が、ＧＰＳの電波受信状態等により精度が悪く、それにより損害が発生したとき。 

第８章 雑則 
(本サービスの廃止) 
第１９条 1.イソジェックは、やむを得ない事由が発生したとき、本サービスの契約を終了させ、または本サービスを廃止することがあります。この場合は、あらかじめお客様 

へ通知します。 
(利用に係わるお客様の義務) 
第２０条 1.お客様には以下の項目を遵守いただきます。 

(1)本サービスの管理、使用について一切の責任を持ち、第三者に開示しないこと。但し、次の要件を満たす場合は、第三者への開示を承諾するものとする。 
(ア)第三者への開示方法・内容をイソジェックへ届出後、その方法・内容をイソジェックが承諾した場合。 
(イ)お客様と第三者の間に生じた賠償等の諸問題(本規約第18条に規定する事項を含む)についてはイソジェックは責任を一切負わないものとする。 
(2)イソジェックが貸与する位置通信端末等を取扱説明書に基づいて、利用・保管し、またその正常作動を確保すること。 
(3)本サービスの契約期間中、イソジェックが本サービスに必要と判断してお客様に求める資料(公的証明書等)を提出すること。 
2.携行型位置通信端末で使用する電池の予備電池については、お客様がイソジェックより購入するものとします。 

(位置情報端末等の返還) 
第２１条 1.お客様は、位置情報端末等を貸与により本サービスを利用している場合は、本サービスの契約が終了したときは、位置情報端末等を速やかに返還するものとします。 

お客様から位置情報端末等の返還がなされないときは、イソジェックはお客様に所定の金員を請求することができるものとします。 
(禁止事項) 
第２２条 1.お客様は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。本条に違反した場合は、12条1項(4)号の規定により契約を解除するものとしま 

す。 
(1)本サービスの利用目的以外の利用目的で本サービスを利用する行為。イソジェックおよびその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれ 
のある行為。 
(2)本サービスを通じて提供される情報を改ざん、複製、送信する行為。 
(3)第三者の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。 
(4)公序良浴に反する行為、またはそのおそれのある行為。 
(5)犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為。 
(6)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。 
(7)第三者に本サービス及び本サービスに通じて提供される情報を利用させる行為。 
但し、次の要件を満たす場合は、第三者の利用を承諾するものとする。 
(ア)第三者の利用方法・内容をイソジェックへ届出後、その方法・内容をイソジェックが承諾した場合。 
(イ)お客様と第三者の間に生じた賠償等の諸問題(本規約第18条に規定する事項を含む)についてはイソジェックは責任を一切負わないものとする。 
(8)イソジェックの承諾なく本サービスを通じ又は本サービスに関連して営利を目的とする活動を行う行為。 
(9)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスに関連して使用。若しくは提供する行為。 
(10)その他、イソジェックが不適切と判断する行為。 

（お客様の情報） 
第２３条 1.イソジェックは以下の行為以外には、お客様の同意を得ることなくお客様の情報を第三者に提供・開示いたしません。 

(1)法律に定めないし法律手続きにより開示が必要とされる場合。 
(2)イソジェックの権利または財産を保護するために必要な場合。 
(3)お客様または公共の安全を守る為に必要とされる緊急事態の場合。 
(4)イソジェックが本サービスの維持のための合理的事由により必要と判断する場合。 

（イソジェックの関連会社への委託） 
第２４条 1.本契約に定めるイソジェックの業務の全部または一部をイソジェックにおいてイソジェックのシステム関連会社等に委託できるものとします。 
（支払証明書等の発行） 
第２５条 1.イソジェックは、お客様から請求があったときは、本サービス(修理料金等含みます)に関する債務が既に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」)を発行します。 

なお、この支払証明書の発行を受けたお客様は、別に定める料金表及び料金規定に従って支払を要します。 
2.イソジェックは、お客様から請求があったときは、加算額の内訳を記録している内訳明細書(以下「加算額明細書」)を発行します。なお、この支払証明書の発 
行を受けたお客様は、別に定める料金表及び料金規定に従って支払を要します。



７、ESTROUTexplorer料金規定 
（本サービスの料金規定） 
株式会社イソジェック（以下、「イソジェック」といいます。）は、ESTROUTexplorer（以下、「本サービス」といいます。）利用料金の支払いに関し、以下の通り定めます。 

１．料金の額 
イソジェックが提供する本サービスの利用料金は、別に定める料金表のとおりとします。 

２．利用料金の算定に関する取り決め 
（１）サービスの利用料金は、毎月１日から当月末日までの１ヶ月単位に算定します。なお、イソジェックが発送する位置通信端末の発送日が暦月の途中である場 

合、その翌暦月の初日から起算するものとします。（但し、ポーリング方式による通信料を除く） 

（２）契約を解除した月の料金は１ヶ月間当該サービスの提供があったものとし、１ヶ月分の料金をお支払いいただきます。 
（３）「ESTROUTexplorer利用規約」第１３条（提供停止）の規定により、本サービスの提供が停止された場合における停止期間中の料金については、当該サービ 

スの提供があったものとして取り扱います。 

（４）料金計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てて計算します。 
（５）消費税は、本サービスの別に定める料金等の額に消費税率（消費税法、平成６年法律第109号および同法に関する法令の規定に基づく率）を乗じた額としま 

す。 

３．料金の支払方法 
本サービスの利用料金等のお支払いは、次の3種類のうち、お客様が選択した方法によるものとします。 

（１）「クレジットガード」によるお支払 
イソジェックが承認したクレジット会社の発行するクレジットカードにより、クレジット会社の規定に基づき支払うものとします。 
また、クレジットカードの支払については、別述するクレジットカード支払に関する規定を確認の上依頼するものとします。 

（２）「口座振込」によるお支払い 
イソジェックが別途指定する集金代金業者を通じ、お客様が指定する預金口座から自動引落するものとします。口座振替をご希望の方は、申込みの際に、「口 
座振替依頼書」をご記入下さい。自動振替日時等に関しては、「口座振替依頼書」に定めます。 

また、引落日はイソジェックの都合により予告なく変更する場合があります。また、口座振替による支払については、別述する口座振替に関する規定を確認の 
上依頼するものとします。 

（３）「請求書払い」によるお支払 
毎月15日前後に請求書を送付致しますので、月末までに振込むものとします。なお、振込み手数料等はお客様のご負担となります。 

（４）修理代金、支払証明書など付帯サービスに係る料金の支払は、お客様が選択した支払い方法に加算して行うものとします。 

４．支払の遅延 
利用料金の支払が遅延した場合は、以下の通りとします。 

（１）クレジットカードをご利用の場合 
お客様の指定するクレジットカード会社の規約に準じるものとします。クレジットカード会社よりイソジェックにカード無効及び売上否認の通知があった場合は、イ 
ソジェックは直ちにお客様に対し、代金決済変更の確認の連絡を行います。お客様がイソジェックに届け出た連絡先への連絡が取れない場合または指定日ま 
でに確認がとれなかった場合は、イソジェックは「ESTROUTexplorer利用規約」第12条（イソジェックが行う契約解除）第2項の規定により本サービスの契約を 
解除します。また、支払が遅延している利用料金が完済されない限り、本サービスの再利用はできないものとします。 

（２）口座自動振替をご利用の場合 
集金代行業者からの引落結果により、お支払が確認できなかった場合は、お客様は直ちに未支払の利用料金をイソジェックの指定する方法によってお支払い 
ただきます。お客様がイソジェックに届け出た連絡先への連絡が取れない場合または指定日までに入金が確認されなかった場合は、イソジェックは 
「ESTROUTexplorer利用規約」第12条（イソジェックが行う契約解除）第2項の規定により本サービスの契約を解除します。また、支払が遅延している利用料金 
が完済されない限り、本サービスの再利用はできないものとします。 

（３）請求書払いをご利用の場合 
指定振込日までにお振込が確認できなかった場合は、イソジェックは直ちにお客様に督促いたします。お客様がイソジェックに届け出た連絡先への連絡がとれ 
ない場合または指定日までに入金が確認されなかった場合は、イソジェックは「ESTROUTexplorer利用規約」第12条（イソジェックが行う契約解除）第2項の規 
定により本サービスを契約を解除します。また、支払が遅延している利用料金が完済されない限り、本サービスの再利用はできないものとします。 

（４）延滞利息 
いずれの場合においても、利用料金について支払遅延があった場合お客様は、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの日数について年14.5％の割 
合で計算した額を、延滞損害金として支払うこととします。 

制定日 平成17年５月1日 

重 要 
URL：http://www.estrout.jp/ 

ＩＤ パスワード 

●『ESRTOUTexplorer』の移動体、地図表示画面はＩＤとパスワードを入力しないと開かないシ 
ステムになっております。 

●ＩＤ、パスワードはお客様の機密の保持をする上で重要なもので、お客様の操作ガイドにしか記 
載されておりません。そのためこの操作ガイドは他人の目にふれぬよう保管してください。 

●お客様の過失で第三者に開示されたＩＤ及びパスワードを不正に使用された場合、イソジェック 
は一切の責任を負う事はできませんのでご了承下さい。

http://www.e-strout.jp/


お申し込み・お問い合わせ 

～Emailでのお申し込み・お問い合わせ～ 

estrout＠isojec.com 

～障害・不具合のご申告（ホームページから）～ 

http://www.isojec.com/ 

～電話でのお申し込み・お問い合わせ～ 

０１５３－７５－１０４７ 

受付時間  10:00～17:00  （土・日・祝祭日除く） 

株式会社 イソジェック 

〒0860215  北海道野付郡別海町別海川上町139108 

・・・・・ プライバシーポリシー ・・・・・ 

株式会社イソジェックは、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を保護するため、JIS規格（JIS  Ｑ 15001）に基づいて、「個人情報保護基準」を策定するとともに、 
以下に掲げるプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を定め、役員及び社員に周知し、この方針に従って、個人情報の適切な保護に努めることを宣言します。 
1.法令及び規範の遵守 

当社は、個人情報の取り扱いにおいて、これらに関連する法令及び規範を遵守します。また、当社が策定する「個人情報保護基準」を、これらの関連する法令及び規 
範に適合させます。 
2.個人情報の収集･利用･提供 

当社は、当社が管理する個人情報への不正アクセスや当該情報の漏洩、改ざん、破壊等のセキュリティ侵害に対処するため、社内管理体制を整備するとともに、社 
員教育の徹底等、個人情報保護のための必要な措置を実施いたします。 
3.情報主体の権利の尊重 

当社は、情報主体から自己に関する個人情報の開示請求があったときは、原則としてこれに応じます。また、情報主体から自己に関する個人情報の訂正等の要求が 
あった場合は、その要求があった場合は、その要求が社会通念上正当であると認められるときは、これに応じます。 
4.セキュリティ対策の実施 

当社は、当社が管理する個人情報への不正アクセスや当該情報の漏洩、改ざん、破壊等のセキュリティ侵害に対処するため、社内管理体制を整備するとともに、社 
員教育の徹底等、個人情報保護のための必要な措置を実施いたします。

http://www.isojec.com/

