サービスガイドブック
機 械を見 守る確 かな 絆

IoT機械稼働サポートシステム

三菱マヒンドラ農機の第一の思い。

『お客様に「長く」「安心」して
使っていただける機械を提供したい』
その思いを実現する手段の１つとして、
『MITサービス』
をご提案します。
MITサービスとは、農業機械に搭載した通信機とGPSアンテナ
を利用し、無線通信を介して機械の稼働状況や機械の状態を
MITサーバー上に蓄積します。
その蓄積された情報をもとに、お客様の機械をサポートする
システムです。
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MITのサービス内容

MIT

MITSUBISHI AGRICULTURAL INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY

盗難予防通知

作業設定範囲を超えるもしくは振動
を検知すると、
ブザー音と共にお知
らせし盗難を予防します。

振動を検知

普 段 作 業しない 地 域

普段の作業地域

作業履歴管理

転倒通知

定期的に機械の位置や作業情報が記録され、
経営計画・作業計画に活かすことができます。

機械が転倒した時にお知らせするとともに
位置情報を活用して転倒位置を特定します。

メンテナンス保守通知

エラー通知による修理対応

最適な点検・部品交換時期を通知することで、
故障を予防し、
ランニングコストの低減が図れ
ます。

万一機械にエラーが発生したら、エラー箇所が
サービス担当者に通知され、迅速な処置をサ
ポートします。

対応

故障内容を通知！

上記内容は無料サービスになっております
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MITサービスの流れ

M I T 搭載農機

ご家族・仲間

転倒通知
機械位置情報
機械情報・
位置情報

点検・修理

お客様

盗難予防通知
転倒通知
作業履歴閲覧
機械位置情報

お問い合わせ

MITサーバー

サービスマン・販売店

盗難予防通知
メンテナンス保守通知
転倒通知
イベント通知
機械位置情報
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MITサポートセンター

MITステッカー・MIT搭載機
MITサービスの対象となる農機には、
「MITステッカー」が貼り付けてあります。
貼り付け位置は機種により異なりますので、担当サービスマンまたはMITサポートセンターまでお問い合わせください。
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MITサービスの申込について

MITサービスは該当機械をお持ちであれば、無料でご利用いただけます。
お申し込みに関しては担当サービスマン・MITサポートセンターまでご相談下さい。
パソコンをお持ちでない場合は、別途依頼書が必要となります。お申し込み時にお申し出
下さい。

＊お申し込みの際は利用規約をご確認の上、お申し込み下さい

【申込書

記入例】

ミツビシ タロウ

三菱

印

太郎

0 00 0000

島根

松江

東出雲

111111- 1

085 2 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○
× × × × @× × × . ne . j p
× × × × @× × × . d o co m o . ne . j p
希望しない

希望する

zz z z @ z z z .d o c o mo .n e . j p
v vvv@ vvvs o f t b a n k .n e . j p

三菱

2019
太郎
販売会社

-5-

JA

1

1

MITのWebページについて
MITの申込登録が完了すると、お客様IDとパスワードが発行され、お客様ご自身のパソコンで「MIT
Webページ」にログインでき、必要な情報を確認いただけます。

■ システム環境（インターネット環境をご準備ください。）
・Internet Explorer 11.0
・Google Chrome

※スマートフォンではご利用になれません。

■ MIT Webページ アドレス

メール受信についてのお願い

https://mit.mam.co.jp/web/login

■ MITに関するお問い合せ先
M ITサポートセンター
☎01 2 0 -93 7 -6 6 5

受付時間：月〜金曜日 9：00〜17：00
（土・日・祝日および弊社指定休日を除く）

M I T サ ービスからメー ルを受 信
するためには、M I T サービスのドメ
インを受信可能に設定する必要が
あります。
お使いの携帯電話会社によって、
設定方法が異なります。わからない
場合は各携帯会社にお問い合わせ
下さい。

ドメイン @mam.co.jp

MIT Wｅｂページ画面表示
※Webページの詳細については、
「Webページでできること」
をご覧ください。
※画面表示は予告なく変更する場合がございます。

① ポータル画面

最初に表示する画面です。機械情報・地図・保守点検状況などを画面内に一覧表示します。
この画面の表示はユーザー毎に自由に作成、設定ができます。
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② 機械一覧

③ 地図

④ ダウンロード / ⑤ 管理

④ダウンロード：機械の稼動データや集計データをダウンロードできます。
⑤管理：盗難予防通知機能の範囲設定ができます。
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MITのWebページでできること
※画面表示は予告なく変更する場合がございます。

盗難予防通知サービス

異常を検知するとお知らせする

お客様ご自身でMIT搭載機の稼働制限範囲を設定することができます。
その制限を超えたり振動を検知すると盗難と判断し、機械がブザー音を発すると共にメールで
お知らせします。

③ 地図(領域表示)

⑤管

機械の稼動制限範囲や、通知メールの送信の有無
を設定できます。

機械の稼動制限範囲を地図上で確認することが
できます。

作業履歴管理サービス

理

機械の稼働状況が確認できる

MIT搭載機の稼働情報を知ることができ、機械の作業計画や経営計画に活かすことができます。

② 機械一覧 − モニター

③地

機械１台の稼動データ、発生しているイベントをグ
ラフと一覧で表示することができます。
また稼働データの履歴は④ダウンロードにてダウ
ンロードし、
表計算ソフトなどにも利用できます。

図

MIT搭載機の最新位置情報や履歴情報を地図上
で確認できます。
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転倒通知サービス

万一の際の対応が早い

MIT搭載機の転倒を検知すると緊急信号が位置情報と共に自動的にメールアドレス登録者（家族
など）へ送信され、迅速な対応が行えます。

⑥個人設定 - 通知設定

転倒通知メール

お知らせ

機械の転倒を検知するとただちに、登録したアド
レスまでメールでお知らせします。

万一の際のメール送信の有無を設定できます。

メンテナンス保守通知サービス

定期点検項目をしっかり管理

稼働時間を元に部品の点検・交換をご案内します。
トラブルを未然防止して機械の稼働率を向上
させます。

②機械一覧 - 保守点検状況

310.0
310.0
310.0

機械の部品消耗情報を一覧表示することが出来ます。
また部品の交換を簡単に記録することができ、
交換
履歴を管理できます。
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MITサービスとアグリノート連携
「MIT サービス」
と ICT営農支援ツール「アグリノート」は連携する事ができます。
この連携によって、農機の稼働情報・状態をアグリノート上で確認・閲覧・管理することはもちろん、農機
の稼働状況に応じた農作業記録を自動で保存することが可能となります。

農機の稼働状況の管理や農作業時間の記録が簡単にできる！

MIT×アグリノート* 農機連携機能

×
ＭＩＴとアグリノートの連携により、機械の稼働状況
に応じた農作業記録を自動で保存することが可能

アグリノートは、農場を航空写真マップで可視化
し、農作業の記録やほ場の管理、およびスタッフ間

となりました。
もちろんアグリノート上で、農機の稼働情報・状態
の確認・閲覧・管理を行えます。

の情報共有等をサポートするICT営農管理ツール
です。
PCブラウザのほか、専用アプリを使えばスマート
フォンやタブレットからも農作業記録や作物の生
育記録の入力・閲覧ができます。

*アグリノート利用開始の際は別途契約が必要です。詳しくはお問合わせください。
アグリノートHP http://www.agri-note.jp

連携すると
どうなるの？
機械の稼働状況と
農作業記録や
ほ場の管理ができます！

アグリノートの詳しい情報は、アグリノートＨＰで確認できます。
アグリノート
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検索

アグリノートとの連携でできること
1.現在地表示/軌跡表示/再生

2.農作業記録作成

現在地や軌跡をマップ上で表示

農機の稼働情報から簡単な操作で農作業記録を作成

3.メンテナンス情報表示

農機の状態をいつでも確認可能
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MITに関するQ&A
お客様が疑問に思われる内容を項目ごとにまとめ、回答を記入しています。
前ページのMITサービス説明と合わせ、MITサービスについてお客様によりご理解を深めていただくために、参考にして
ください。

■利用料金や申し込み、解約に関する内容
Q. MIT サービスを利用するには料金がいくら掛かるのですか？
A. MIT サービスは申込みいただいた各々の機械についての稼働情報などを管理していますが、お客様の費用
ご負担はありません。
また、ご利用いただく登録申込者が複数の場合であっても料金の負担はありません。

Q. MIT サービス期間中の解約は料金が掛かるのでしょうか？
A. お客様から解約なさる場合、お客様の料金のご負担はありません。（お客様からの解約通知のあった日の
月末をもって MIT サービスは終了します。）
ただし、お客様の利用規約違反や不正行為等の理由で三菱マヒンドラ農機から解約とさせていただく場合
は、MIT サービス利用規約に則り対応させていただきます。

Q. MIT 搭載のトラクタを購入すると MIT サービスは必ず付属されるのですか？
A. MIT 搭載のトラクタを購入しても、ＭＩＴサービス申込みをしなければ、ＭＩＴサービスは付属されません。

従来のようにＭＩ
Ｔサービスがない状態でトラクタを使用したい場合はＭＩ
Ｔサービス申込みをなさる必要はご
ざいません。

Q. MIT サービスを解約する場合、通信機器はどうすればいいですか？
A. お客様からのMITサービス解約時は三菱マヒンドラ農機にて通信を遮断することでＭＩＴサービスがご利用

できなくなりますので、通信機器は取り外す必要はありません。
従いまして、お客様のご解約希望がない限り、今後のお客様へのより良い商品やサービスのご提供などを目
的として、当該機械の稼働情報を取得させていただきます。また、お客様からの解約後(通信遮断後)再度
MITサービスのご利用を希望される場合は、新しい通信機器に載せ替えする必要があり、お客様にて載せ替
え費用をご負担いただくことになります。

■お客様 WEB ページに関する内容
Q. パソコンを持っていないのですが MIT サービスが利用できますか？
A. 基本的にはパソコンをお持ちでないと MIT サービスが十分にご利用できません。

申込み時に登録したメールアドレスへ通知する「メンテナンス保守通知」や「盗難予防通知」、「転倒通知」
のサービスは携帯電話でご活用いただけますが、「作業履歴管理」の稼働情報確認や「盗難予防通知」の
範囲設定などをＷeb ページから登録・確認いただくサービスはパソコンをお持ちでないとご利用が困難と
なります。（「エラー通知」による修理対応サービスはご利用いただけます。）

Q. スマートフォンで見たいのですが？
A. 「作業履歴管理」の稼働情報確認や「盗難予防」の範囲設定などのＷｅｂページから登録・確認いただくサー
ビスはスマートフォンではご利用いただけません。

Q. お客様 Web のパスワードを忘れてしまった時はどうしたらいいですか？
A. パスワードはお客様ご自身で管理をお願いします。三菱マヒンドラ農機にて確認することはできませんので、
パスワードがわからなくなった場合は、お客様 Web ページにて再発行手続きが必要となります。詳しくは
利用申込書に記載の販売会社・JA、もしくは MIT サポートセンターにご相談ください。（お客様 Web ペー
ジの情報は継続してご利用いただけます。）
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■通信機器、通信方法に関する内容
Q. 通信機器や GPS アンテナの取付位置を教えてもらえますか？
A. MITサービスは、GPSの位置情報を利用して様々なサービスを提供します。その一つに振動を検知すると、ブ

ザー音と共に、
お客様にメールでお知らせすることで盗難を予防することを期待しており、
その機能を有効に作用
させるために、
大変恐縮ではございますが、
GPSアンテナを含む通信機器の取付位置を明らかにすることは控え
させていただきます。

Q. 通信機器が装着されていないトラクタ（旧型式等）に通信機器の取付はできますか？
A. 旧型式のトラクタは構造が異なる為、ＭＩＴ通信機器の取付けができません。

またトラクタとＭＩ
Ｔ通信機器は一対の関係でデータを保持していますので、通信機器の載せ替えもできま
せん。更に盗難予防の為、通信機器の容易な取付け、取外しはできない構造になっています。

Q. どんな通信方法ですか？
A. MIT サービスの通信回線は、携帯通信網を利用しています。通信契約自体は三菱マヒンドラ農機と通信会社
にて一括契約しており、お客様が個別に契約していただく必要はありません。

Q. 通信機器から MIT サーバーに通信するタイミングはいつですか？
A. キースイッチを「ON」にした時とその後定期的に機体に装着されている通信機器を利用して稼働状況や機
械の状態をＭＩ
Ｔサーバーへ送信致します。
なお、異常検知があった場合には、その都度自発的にＭＩ
Ｔサーバーへ送信されます。

Q. 通信出来ない状況はどんな時ですか？
A. 携帯通信網を利用していますので携帯電話同様に電波状況に影響を受けます。高層物（建屋や森林、山

間地など）の近くや反射物（ガラスや水面など）の影響を受け、電波が届きにくいことがあります。
その際は通信ができなかった間のデータを蓄積し、通信ができる電波状況になった時に一括で送信します。

■情報に関する内容
Q. MIT 搭載のトラクタから取得された情報はどのように取り扱われますか？
A. お客様に予めご了解いただいた範囲で三菱マヒンドラ農機およびその他の関係者が、規約に基づき適切に
取り扱わせていただきます。詳細は、担当サービスマンにご確認下さい。

Q. 個人情報の取り扱いはどうなっていますか？
A. 個人情報保護法やその他の関係法令等に準拠して適切に取り扱わせていただきます。

詳細は、MIT サービス利用規約第 19 条や三菱マヒンドラ農機の個人情報保護方針をご確認下さい。
(http://www.mam.co.jp/privacy/privacy.html）

Q. データの保管期間は何年ですか？
A. MIT サービスの継続中は三菱マヒンドラ農機において取得した情報を保管させていただきます。

なお、MIT サービスの継続期間は利用開始から 1 年間です。以降、お客様または三菱マヒンドラ農機から
の申し出がない限り、同じ条件で 1 年毎に自動更新されます。

Q. 稼働情報とは具体的に何ですか？
A. お客様が機械を長く、安心して使って頂くための機械のコンディション情報です。

具体的には位置情報、作業状況、部品消耗状況、制御情報およびエラー情報等のことです。
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(5)IDʁճҽਐ֮ݫҟช࣊
(6)ΠΩΤϱφʁMITγʖϑηΝण͜ΔΗΖIDͳϏηϭʖχૌΊΚͦͶΓΖMITγʖϑηཤ༽ंୱҒ
(7)ݺਕๅʁਫ਼ଚͤΖݺਕͶͤؖΖๅͲ͍ͮͱɼ֚ๅͶΉΗΖࢱ໌ɼਫ਼೧݆ೖͨଠىफ़ͶΓ
ΕಝఈݺਕΝࣟพͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζʤଠๅͳ༲ҝͶলͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɼͨΗͶΓΕಝఈݺ

MITγʖϑηଲԢޢݶ

γʖϑηཤ༽қʭ
ճҽߴࣆࢯے

ճҽͺɼMITγʖϑηΝཤ༽ͤΖͶࡏ͢ɼҐԾ֦ߺ͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖڬΗ͍ΖߨҟΝ͢ͱͺ͵Δ͵
͏ͳ͢ɼ֦ߺ͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖڬΗ͍ΖߨҟΝߨͮͪͳ͘ͺɼฒऀͺMITγʖϑηસ෨Ήͪͺ
Ҳ෨ڛΝࣆ௪எΝགྷ͢͵͏ͲͬͶంࢯͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳ͢Ήͤɽ

ਕΝࣟพͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͞ͳͳ͵ΖΝʥ
(8)ՖಉๅʁMITγʖϑηཤ༽Ͷ͏MITଲԢ͕ؽΓ;MIT͖Δ௪৶յતɼϱνʖϋρφγʖϑ
ηɼસஏځҒεητϞʤGPSʥΝ௪ͣͱखಚ͠ΗΖҒๅɼࡠۂয়ڱɼ෨ভয়ڱɼޜๅɼΦ

(1)ຌو༁Ͷ͚Ͱخճҽͳ͢ͱݘཤΉͪͺٝແΝଠͶৣోͤΖߨҟɽ
(2)ਅࠒΊΉͪͺฒऀॽྪʀࣁྋड़Ͷࡏْ͢ڑࣆߴΝࡎىΉͪͺਅࠄͤΖߨҟɽ

ϧʖๅͨଠๅ
(9)ഁਫ਼υʖνʁՖಉๅΝՅɼੵɼฦॄɼ౹ͤΖ͞ͳͶΓͮͱͪͶਫ਼ͣͪυʖν

(3)ฒऀ͗ճҽߨҟͳ͢ͱనͲ͍Ζͳஇ͢ͱࢯΝࢨࣖͪ͢ߨҟɽ

3ড়

(5)MITγʖϑηΝཤ༽ͤΖͶࡏ͢ͱɼన͵ϋρφϭʖέཤ༽ͶΓΕฒऀͶଝ֒Ν༫͓Ζߨҟɽ

(4)ࣙಊ॰յλϓφ͵ʹΝཤ༽͢ͱϫήϱࣙ͢ಊࡠͤΖߨҟɽ

ճҽౌཱི

1.ຌو༁Ͷಋқɼճҽͳ͵Ζسं͖Δฒऀॶఈ๏๑ͶΓΖຌو༁ਅࠒΝणͪ͜Ͷ͕͏ͱɼ৻ࠬ
ͶΓͮͱฒऀ֚͗ਅࠒं͗ճҽͳ͵Ζ͞ͳΝটͪ͢ͳ͘ͺɼ֚ਅࠒंͶଲ֚͢ਅࠒΝটଡ଼ͤΖࢭ

Ͷਫ਼ͣͪଝ֒Ͷͯ͏ͱͺฒऀͺҲΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ

2.ߴ௪எૻ఼࣎Ͳฒऀͳ֚ਅࠒंͳؔͲຌو༁ްྙ͗ਫ਼ͣɼฒऀͺ֚ਅࠒंΝճҽౌ͢Ή
ͤɽ

ΉͪͺؔંΝΚͥͨΗͶΓͮͱฒऀͶਫ਼ͣͪҲଝ͕֒Γ;ඇ༽ʤอ࢞ޤඇ༽ΊΉͤ͗͞ΗͶݸ
ΔΗΉͦΞʥΝෝ୴ͤΖͳ͢Ήͤɽ
̑ɿճҽͺMITγʖϑηΝཤ༽ͤΖҟͶචགྷ͵ࡒؽʀ௪৶յતʀλϓφΤΦΠΝճҽͳඇ༽Ͷ͕͏ͱ
༽қͤΖͳ͢Ήͤɽ

ຌو༁รߍ

14ড়

1.ฒऀͺɼMITγʖϑη಼༲րવͪΌɼຌو༁ΝรߍͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳ͢Ήͤɽ

ͳ͢ɼ֚௪எΉͪͺޮනͶ͕͏ͱනࣖ͠Ηͪրఈ࣎غΝͮͱɼճҽটଡ଼ΝಚΖ͞ͳ͵͚ɼրఈޛཤ
༽و༁ްྙ͗ਫ਼ͤΖͳ͢Ήͤɽ

6ড়

ͳඇ༽Νͮͱ͞ΗΝॴཀྵմ݀ͤΖͳ͢ɼฒऀͺىจ૬ͶͺҲؖ༫ͤΖٝແΝෝΚͥɼͨ
ΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ
15ড়

ճҽౌʭ

ᶅ౬ೋ༩γʖϑη
ᶆࡠۂསྼ؇ཀྵγʖϑη
ᶇౙๅஎγʖϑη
ᶈϟϱτψϱηฯग௪எγʖϑη

(1)գڊͶฒऀ͖Δճҽࣁ֪खΕভ͢Νणͪ͜͞ͳ͗͵͏͞ͳɽ

ᶉؽփҡΝ͕எΔͦͤΖΦϧʖ௪எγʖϑη

(2)ճҽౌਅࠒͶࡏ͢ͱىΗ͕Γ;ࣆࣰͶൕͤΖͳ͞͏͵͗ࡎىɽ
(3)າ೧ɼඅึঁਕΉͪͺඅฯࠦਕ͏ͥΗ͖Ͳ͍ΖͶͺ๑ఈେཀྵਕɼึঁਕฯࠦਕಋқΝಚͪౌ
ਅ͢ࠒΊͲ͍Ζ͞ͳɼΉͪͺ೧අݡޛਕͲ͍ΖͶͺ೧ݡޛਕͶΓΖౌਅࠒͲ͍Ζ͞ͳɽ
(4)͏ΚΑΖൕऀճదྙͶͤΖंͲ͵͏͞ͳɽ

ࢯɼώʖζϥϱΠρϕΝΊΉͤ)ΝՅ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳ͢Ήͤɽ

ͪͶͺฒऀ͗ࢨఈͤΖ๏๑ͶΓΕଐΏ͖Ͷรߍड़Ν͢͵͜Ηͻ͵ΕΉͦΞɽ

8ড় γʖϑηཤ༽࢟ೖ͕Γ;श྅ೖ
MITγʖϑηਅࠒޛɼฒऀճҽౌ྅ೖΝMITγʖϑηཤ༽࢟ೖͳ͢ΉͤɽMITγʖϑηཤ༽श྅ೖ
ͺɼຌو༁ͶพఈΌ͍͗ΖΝঈ͘ɼ24ড়ͶΓΖܘ༁श྅ೖͳ͢Ήͤɽ
9ড়

γʖϑηഉࢯ

2.ฒऀͺɼMITγʖϑη಼༲ͶͤؖΖߴรߍͶΓͮͱճҽ͗අͮͪଝ֒ΉͪͺଝࣨͶͯ͏ͱɼҲ
ΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ

2.ճҽ͗ߴड़Νଷͮͪ͞ͳͶΓΕࣙΔཤӻΝඅͮͪɼฒऀͺҲΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ

γʖϑηཤ༽ʭ

MITγʖϑη಼༲รߍ

1.ฒऀͺɼMITγʖϑη಼༲Ͷͯ͏ͱɼճҽͶࣆͶ௪எΉͪͺޮන͢ͱɼรߍ(Ҳ෨Ͷͯ͏ͱ௧Յɼഉ

รߍड़

1.ճҽͺɼࢱ໌ɼճऀ໌ʀૌ৭໌ʀԲߺɼेॶɼు൬ߺɼϟʖϩΠχϪηɼౌͪ͢ؽۂփͶรߍ͍͗ͮ

ʬࢀহ

̐ɿߴγʖϑηͺMITଲԢؽ౬ೋΏʹ͵্ބͶΓΖଝ֒ΝึঊͤΖͲͺ͍ΕΉͦΞɽ
16ড়

(5)ͨଠฒऀ͗ճҽౌͤΖ͞ͳΝనͳΌΖཀྵ༟͗͵͏͞ͳɽ

3.ճҽͺড়ͶͤؖΖҩൕΝͪ͢ݡɼଐΏ͖ͶฒऀͶๅࠄͤΖͳ͢Ήͤɽ

γʖϑη಼༲

̏ɿMITγʖϑηͺԾ಼ى༲γʖϑη͖Δߑ͠ΗΉͤɽ

ճҽࣁ֪

ճҽͳ͵ΖͪΌࣁ֪ͺ࣏ͳ͕Εͳ͢Ήͤɽ

7ড়

ࢀंͳจ૬

ճҽͺɼMITγʖϑηཤ༽Ͷࡏ͢ͱɼճҽؔΉͪͺճҽͳࢀंͳؔͲจ૬͗ਫ਼ͣͪͶͺɼࣙހ

2.ฒऀͺຌو༁Νรߍ͢Γ͑ͳͤΖͳ͘ͺɼࣆͶฒऀॶఈ๏๑ͲճҽͶͨࢭΝ௪எΉͪͺޮනͤΖ

ʬ್হ

̐ɿճҽ͗ড়ߴࣆࢯےΝߨͮͪ͞ͳͶΓΕɼฒऀ͗ࢀं͖Δଝ֒ഝঊ੧ٽΝणͪ͜ɼճҽͺં

ܘ༁ୱҒ

MITଲԢ̏ؽୈୱҒͲ̏ͯܘ༁ͳ͢Ήͤɽ
5ড়

ཤ༽

̏ɿճҽ͗ড়ߴࣆࢯےΝߨͮͪ͞ͳͶΓΕMITγʖϑηཤ༽ంࢯͳ͵ͮͪɼͨॴͶΓΕճҽ

௪எΝૻ͢Ήͤɽ

4ড়

13ড়

17ড়

քജࢯے

ճҽͺɼMITଲԢ͕ؽΓ;MITೖຌࠅ࣍ͬड़͢ߨҟΝߨΚ͵͏͞ͳΝটଡ଼ͤΖͳ͢Ή
ͤɽ
18ড়

MITଲԢ࣎ోৣؽखѽ͏

ճҽͺɼMITଲԢؽΝଠৣోͤΖɼMITଲԢؽΝฯ༙͢͵͚͵ͮͪͺɼࣆͶฒऀॶఈ๏๑
Ͳ௪எͤΖͳ͢Ήͤɽ
ճҽ͗௪எΝଷͮͪ͞ͳͶΓΕฒऀ͗ଝ֒ΝඅͮͪͶͺճҽͺંΉͪͺؔંΝΚͥͨҲʤอޤ
࢞ඇ༽ΊΉͤ͗͞ΗͶݸΔΗΉͦΞʥΝึঊͤΖͳ͢ΉͤɽΉͪɼճҽ͗௪எΝଷͮͪ͞ͳͶΓ
ΕɼճҽͶਫ਼ͪ͢ଝ֒Ͷଲ͢ͱฒऀͺҲΝෝΚ͵͏ͳ͢ɼฒऀͺɼճҽͶ௪எͤΖ͞ͳ͵͚ճ
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ҽݺਕๅɼՖಉๅͨଠMITγʖϑηͶܐΖҲๅΝভڊड़པΖͳ͢Ήͤɽ

ͬɼࢀंͶஎదࡔࢊؾ͗ݘͤΖͺ͞ݸΕͲͺ͍ΕΉͦΞɽ

ʬޔহ

3. ഁਫ਼υʖνཤ༽ݸݘ

ݺਕๅ͕Γ;ՖಉๅฯޤͶͯ͏ͱʭ

(1) ฒऀͺɼຌదҕͲɼຌܘ༁ؔغͶखಚͪ͢ՖಉๅͶͤؖΖഁਫ਼υʖνΝཤ༽ʤՅ͵ʹΝΊ
ΉͤɽʥͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ

19ড় ݺਕๅखѽ͏

(2) ճҽ͗ɼഁਫ਼υʖνཤ༽ΝͶͺɼฒऀͺɼͨཤ༽͗ཤ༽ݸݘΝҵ୦͢ͱ͏Ζ͵ʹಝஊࣆ
1.ݺਕๅखಚ

͗͵͏ݸΕɼճҽͶଲ͢ͱɼฒऀ͗พఈΌΖ๏๑Ͳɼਅ੧͠Ηͪഁਫ਼υʖνΝͪ͢͏ڛΉͤɽ

ฒऀͺɼదΝ֮Ͷ͢న๑͖ͯޮਜ਼͵घஊͶΓͮͱݺਕๅΝखಚ͢Ήͤɽ

(3) ճҽͺɼຌܘ༁ͲࣖదͶوఈ͠ΗΖΝঈ͘ɼഁਫ਼υʖνͶͯ͏ͱɼฒऀটଡ଼͵͚ɼ಼ͨ༲ఙ
ਜ਼ɼ௧ՅΉͪͺࡡঈΝߨ͑͞ͳͲ͘ΖݸݘΝ༙͢ΉͦΞɽ

2.ݺਕๅཤ༽ڒଡ଼

(4) ഁਫ਼υʖνࡠΉͪͺཤ༽Ͷ͘Ͱخਫ਼ͣͪஎదࡔࢊݘʤυʖνϗʖηஸࡠͶͤؖΖݘཤΝΊΉͤ

ճҽͺฒऀ͗खಚͪ͢ݺਕๅΝɼฒऀ͗ҐԾཤ༽దʤҐԾʰຌదʱͳ͏͏Ήͤɽʥҕ಼Ͳɼۂ

͗ɼ͞ΗΔͶݸΔΗΉͦΞɽҐԾຌড়Ͷ͕͏ͱಋͣɽʥͺɼຌܘ༁Ͳพஊوఈ͍͗Ζ͕Γ;ࣆंؔ

ແਲ਼ߨචགྷ͵ݸΕͶ͕͏ͱཤ༽ͤΖ͞ͳΝڒଡ଼͢ΉͤɽҐԾཤ༽దͺɼචགྷ͵ҕͲรߍͤΖ

ͲพқΝͪ͢Νঈ͘ɼฒऀͶؾͤΖͳ͢Ήͤɽ

͍͗Εɼรߍͪ͢Ͷͺɼͪ͵ཤ༽దΝճҽͶ௪எΉͪͺޮන͢Ήͤɽ๑ྫͶఈΌΖΝঈ͘ɼ

(5) ߺوఈͺɼഁਫ਼υʖνͶͤؖΖஎదࡔࢊ͗ݘࢀंͶؾͤΖͶͺɼన༽͗͵͏ͳ͢Ήͤɽ

͍Δ͖ͣΌճҽಋқΝಚ͵͏ݸΕɼҐԾదҐͲݺਕๅΝཤ༽ͤΖ͞ͳͺ༙ΕΉͦΞɽ
4. Ֆಉๅ͕Γ;ഁਫ਼υʖνඉฯৄ
(1)Πϓνʖγʖϑη͕Γ;ϟϱτψϱηͪΌɽ

(1) ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼͨΗͩΗ૮घ๏Ͷଲ͢ɼ૮घ๏Ͷଲ͢ͱͤڛΖՖಉๅΉͪͺഁਫ਼υʖνʤҐԾ

(2)MITγʖϑηΝ͢ڛɼͨրྒྷʀΝͤΖͪΌɽ

ʰ૮घ๏ڛυʖνʱͳ͏͏Ήͤɽʥਜ਼֮ɼસɼ҈સɼ༙ްʤ֦ཤ༽దనʥ͕Γ;

(3)ࢤੵͳ͢ͱ౹ܯυʖνԿ͕Γ;ঐրྒྷͶ࢘༽ͤΖͪΌɽ

૮घ๏ڛυʖν͗ࢀंஎదࡔࢊͨݘଠݘཤΝ৷֒͢͵͏͞ͳΝ͏ͥΗฯৄ͢ΉͦΞɽ

(4)ജͤΖঐΏγʖϑηͶͤؖΖ߁ઑɼһࡰ༥สͶΓΖૻɼుࢢϟʖϩૻ৶ӨۂҌ಼ɼϜ

(2) ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼͨΗͩΗ૮घ๏Ͷଲ͢ɼड़ΉͪͺڛΝ༩ఈ͢ͱ͏ͪ૮घ๏ڛυʖν͗චͥड़
Ήͪͺ͠ڛΗΖ͞ͳɼ૮घ๏ڛυʖν͗ͨΗͩΗ૮घ๏ͶܩକదͶ͠ڛΗΖ͞ͳΝ͏ͥΗฯৄͤΖ

ʖίτΡϱήಊɽ
(5)ͨଠ֦ߺͶཀྵదͶؖ࿊ͤΖదͪΌɽ

Ͳͺ͍ΕΉͦΞɽ

3. ݺਕๅཤ༽ݸݘ

5. ཤ༽ݸݘഓͶଲͤΖଲՃ

ฒऀͺɼҐԾ͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖΝঈ͘ɼࣆͶճҽಋқΝಚΖ͞ͳ͵͚ݺਕๅΝࢀंͶڛ

ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼ૮घ๏ͶՖಉๅ͕Γ;ഁਫ਼υʖνཤ༽ݸݘΝഓͤΖ͞ͳͶͯ͘ɼ૮घ๏Ͷଲ͢

͢ΉͦΞɽ

ͱɼৣోඇ༽ɼཤ༽ڒଡ଼ͶଲͤΖଲՃͨଠଲՃΝ੧ͤٽΖݘཤΝ༙͢ΉͦΞɽ

(1)ήϩʖϕճऀؔͲڠಋཤ༽ͤΖ

6. ཤ༽য়ڱๅࠄ͕Γ;ࠬ
(1) ճҽͺɼฒऀͶଲ͢ɼฒऀͶΓΖՖಉๅཤ༽͗ຌܘ༁ড়݇Ͷన͢ͱ͏Ζ൳͖ΝͤৄݗΖͪΌͶච

ݺਕๅΝཤ༽దୣͶචགྷ͵ҕͲฒऀήϩʖϕճऀͲҐԾͳ͕Εڠಋཤ༽ͤΖ͞ͳ͍͗ΕΉͤɽ

གྷ͵ཤ༽য়ڱๅࠄΝٽΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
(2) ฒऀͺɼճҽͶଲ͢ɼճҽͶΓΖഁਫ਼υʖνཤ༽͗ຌܘ༁ড়݇Ͷన͢ͱ͏Ζ൳͖ΝͤৄݗΖͪΌͶ

ʥڠಋཤ༽ͤΖݺਕๅҕ

චགྷ͵ཤ༽য়ڱๅࠄΝٽΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ

ेॶɼࢱ໌ɼਫ਼೧݆ೖɼు൬ߺɼϟʖϩΠχϪηɼ߬ঐɼܘ༁ೖ

(3) ճҽͺɼ̏ߺͶ͚Ͱخๅࠄ͗ՖಉๅΉͪͺഁਫ਼υʖνཤ༽য়ڱΝͤৄݗΖͶॉͲͺ͵͏ͳஇ
ϫʥڠಋཤ༽ͤΖήϩʖϕճऀҕ

ͪ͢ɼฒऀMITγϛʖφιϱνʖͶ࿊ཙͤΖ͞ͳͶΓͮͱɼࡋ͵ઈͶͯ͏ͱ͏ΚͦΖ͞ͳ͗

ʀࢀඝϜϐϱχϧࣞהؽճऀ

Ͳ͘Ήͤɽ

ʀࢀඝؽജࣞהճऀ
7. ૮घ๏णυʖν؇ཀྵ

ʀϨϥʖόʖϓΟέφϨʖࣞהճऀ
ʀࣞהճऀξϢαϱϒϣʖνγʖϑη

(1) ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼ૮घ๏͖ΔणͤΖυʖνʤҐԾʰ૮घ๏णυʖνʱͳ͏͏ΉͤɽʥΝଠๅΉ

ʀඝΦϱζωΠϨϱήࣞהճऀ

ͪͺυʖνͳ֮Ͷۢพ͢ɼࣙހΝ؇ཀྵͤΖͳಋҲқٝແΝͮͱ؇ཀྵʀฯ؇͢͵͜Ηͻ͵Ε
ΉͦΞɽ

ύʥཤ༽ద

(2) ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼ૮घ๏णυʖν؇ཀྵয়ڱͶͯ͏ͱཀྵద͵ٛٝ͗ਫ਼ͣͪͶͺɼฒऀΉͪͺճ

ຌదͳಋͣ

ҽͶଲ͢ͱ͏ͯͲॽͶΓΖๅࠄΝٽΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳ͢Ήͤɽ͞Ͷ͕͏ͱɼ૮घ๏णυ
ʖν͓͏Ήͪͺ͕ࣨͨΗ͍͗Ζͳ૮घ๏͗இͪ͢ɼճҽΉͪͺฒऀͺɼ૮घ๏Ͷଲ͢ͱՖಉ

(2)๑ྫͶ͚Ͱخ

ๅ͕Γ;ഁਫ਼υʖν؇ཀྵ๏๑ʀฯ؇๏๑੍ਜ਼ΝٽΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ

ฒऀͺ๑ྫͶ͘Ͱخචགྷ͍͗ΖͺɼճҽݺਕๅΝࣖͤΖ͞ͳ͍͗Εɼճҽͺ͍Δ͖ͣΌ͞ΗͶ

(3) ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼ૮घ๏णυʖνΝࢀंͶڛΉͪͺࣖͤΖͶͺɼ֚ࢀंͳؔͲన

ಋқͤΖͳ͢Ήͤɽ

͵ඁືฯ࣍ܘ༁Νగ݃ͤΖ͵ʹ͢ͱɼ֚ࢀंͶଲ͢ɼన͵૮घ๏णυʖνͶͤؖΖඁືฯ࣍ͳฯ؇
Νསߨͦ͠͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳ͢Ήͤɽ

4.ݺਕๅ؇ཀྵͶͯ͏ͱΝ༙ͤΖࣆۂकͺࢀඝϜϐϱχϧࣞהؽճऀͳ͢Ήͤɽ
5.ճҽͺɼฒऀͶހࣙͪ͢ڛݺਕๅͶͯ͏ͱݺਕๅฯޤͶͤؖΖ๑ཱఈΌΖͳ͞ΘͶΓΕฒऀͶ
ଲ͢ͱࣖͤΖΓ͑੧͘ͲٽΖͳ͢Ήͤɽ
6.ݺਕๅͶؖ͢ɼࢀंๅखಚʀཤ༽Ͷͯ͏ͱͺɼʰMITγʖϑηཤ༽ਅࠒॽʱʰݺਕๅɼՖಉ
ๅڛʱͳ͢ͱճҽ͗ڒՆͪ͢Ͷ͕͏ͱΊɼݺਕๅ͗ࢀंͶ͠ڛΗɼຌదͲཤ༽͠Η

8. υʖν͓͏ଲԢ͕Γ;
(1) ฒऀͺɼՖಉๅΏഁਫ਼υʖν͓͏Ώɼຌܘ༁ͶҩൕͤΖՖಉๅΏഁਫ਼υʖνཤ༽Ν͢ݡ
ͪɼΉͪͺ͓͏͗ཀྵదͶٛΚΗΖɼճҽͶͨࢭΝ௪எ͏ͪ͢Ήͤɽ
(2)ฒऀͺɼࣙހඇ༽ͳͶ͕͏ͱɼ͓͏ࣆࣰ༙ໃΝ֮͢ɼՖಉๅ͓͏Ήͪͺഁਫ਼υ
ʖν͓͏ࣆࣰ֮͗Ͳͪ͘ͺɼͨݬҾΝࠬ͢ɼ࠸ࢯࡨͶͯ͏ͱݗ౾಼ͨ͢༲Νճҽ

Ζ͞ͳͶͯ͘ɼճҽͺ͍Δ͖ͣΌಋқͤΖͳ͢Ήͤɽ

Ͷๅࠄ͏ͪ͢Ήͤɽ
(3)ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼ૮घ๏ڛυʖνͶɼࢀंஎదࡔࢊݘଲেͳ͵Ζυʖν͗ΉΗΖɼ૮घ๏
ཤ༽Ͷ͍ͯ͗͘ݸΕಚΖ͞ͳ͗ͪ͢ͶͺɼଐΏ͖Ͷ૮घ๏Ͷଲ͢ͱͨࢭΝ௪எͪ͢ɼ૮घ

20ড় Ֆಉๅ͕Γ;ഁਫ਼υʖν

๏ͳڢ٠͕Γ;ͱ͢ྙڢɼ֚ࢀंڒଡ଼ΝಚΖ͞ͳΉͪͺୌͳ͠Ηͱ͏ΖυʖνΝঈͤڊΖીΝߪ

1. Ֆಉๅखಚ

ͣΖ͞ͳͶΓΕɼ૮घ๏͗૮घ๏ڛυʖνཤ༽ݸݘΝߨ࢘Ͳ͘ΖΓ͑ΌΖͳ͢Ήͤɽ

(1) ฒऀͺɼMITଲԢ͕ؽΓ;MIT͖Δ௪৶յતɼϱνʖϋρφγʖϑηɼસஏځҒεητϞ

(4)ճҽ͕Γ;ฒऀͺɼճҽΉͪͺฒऀ͗؇ཀྵͤΖεητϞฯगʀ఼ݗɼΤΡϩη״ઝɼύρΫϱήɼα

ʤGPSʥΝ௪ͣͱɼ͍Ζ͏ͺɼͨଠพճҽͳؔͲқͪ͢๏๑ͶΓΕɼՖಉๅΝखಚͤΖͳ

ϱϒϣʖνώήɼઅඍΉͪͺ௪৶γʖϑηඍΉͪͺంࢯɼంుɼޣࡠɼέϧΤχγʖϑη෨

͢ɼْΕͨଠਜ਼घஊͶΓΕՖಉๅΝखಚ͏ͪ͢ΉͦΞɽ
(2) ฒऀͺɼݺਕๅΝΞͫՖಉๅΝճҽ͖ΔखಚͤΖ͕Γ;ݺਕๅΝΞͫഁਫ਼υʖνΝճҽͶ
ଲ͢ͱͤڛΖͶͺɼͨࢭ͕Γ;खಚΉͪͺͤڛΖݺਕๅߴͶͯ͏ͱɼ͍Δ͖ͣΌճҽͶ௪

γʖϑηڛంࢯΉͪͺٺەϟϱτψϱηɼͨଠճҽΉͪͺฒऀαϱφϫʖϩࣆ͏͵ͻٶেͶΓ
ΕՖಉๅΉͪͺഁਫ਼υʖν͗ࣨΉͪͺᆟଝ͠Ηɼ͍Ζ͏ͺқਦ͢͵͏ࢀंͶࣖɼ͓͏͠ΗΖՆ
͍͗Ζ͞ͳΝࣟ͢ɼͨΗΔͶΓΕࣙΔΉͪͺࢀंͶଝ֒͗ਫ਼ͪ͢Ͳ͍ͮͱɼ૮घ๏Ͷଲ͢ͱ

எ͏ͪ͢Ήͤɽ͵͕ฒऀͺɼճҽ͖Δखಚͪ͢ݺਕๅΝΞͫՖಉๅͶͯ͏ͱͺɼݺਕๅฯޤ๑Νॱ

͏͖͵Ζଝ֒ഝঊΝ੧͏͵͢ٽͳ͢Ήͤɽͪͫ͢ɼຌড়ߴͺɼυʖν͓͏͗ਫ਼ͪ͢εητϞΝ

गͪ͢खѽΝ͢ɼ͖ͯݺਕๅ؇ཀྵͶචགྷ͵ીΝߪͥΖͳ͢Ήͤɽ
(3) ߺͶ͘Ͱخɼฒऀ͖ΔݺਕๅΝΞͫഁਫ਼υʖνڛΝण͜Ζࢭ௪எΝणͪ͜ճҽͺɼഁਫ਼υʖ
νखಚͶࡏ͢ɼݺਕๅฯޤ๑Νॱग͢ɼݺਕๅ؇ཀྵͶචགྷ͵ીΝߪͥΖͳ͢Ήͤɽ
(4) ՖಉๅͶࢀंஎݡɼࣰݩɼݡɼࡠͨۂଠಊͶΓͮͱखಚ͠ΗͪυʖνʤҐԾʰࢀ
ंڛυʖνʱͳ͏͏Ήͤɽʥ͍͗ΖͶͺɼճҽͺɼ֚ࢀं͖ΔࢀंڛυʖνΝຌܘ༁ͶͰخ

؇ཀྵͤΖճҽΉͪͺฒऀ͗ɼ͓͏ְ͗ͪ͢Ήͪͺ͓͏͗ཀྵదͶٛΚΗΖՖಉๅ͕Γ;ʙΉͪ
ͺഁਫ਼υʖνΝ؇ཀྵͤΖεητϞͶؖ͢ɼը͗ࠅͶ͕͏ͱɼͨΗͳಋझಋεητϞͲ௪ཤ༽͠ΗΖ
ͳಋझಋιΫϣϨτΡ͕Γ;ώρέΠρϕରΝඍ͓ͱ͏ͪ͞ͳΝཱིৄͪ͢ͶݸΕɼన༽͠ΗΖ
ͳ͢Ήͤɽ

͘ॴΝͤΖݸݘΝ༫͠Ηͱ͏Ζ͞ͳΝɼฒऀͶଲ͢ͱන͢ɼฯৄͤΖͳ͢Ήͤɽ
ʬহ

2. Ֆಉๅཤ༽ݸݘ
(1) ฒऀͺɼຌదҕͲɼຌܘ༁ؔغͶखಚͪ͢ՖಉๅΝཤ༽ʤՅ͵ʹΝΊΉͤɽʥͤΖ͞ͳ͗
Ͳ͘Ήͤɽ
(2) ճҽ͗ɼՖಉๅཤ༽ΝͶͺɼฒऀͺɼಝஊࣆ͗͵͏ݸΕɼճҽͶଲ͢ͱɼฒऀ͗ఈΌΖ
๏๑Ͳɼਅ੧͠ΗͪՖಉๅΝͪ͢͏ڛΉͤɽ

21ড়

໖ʭ
໖

1.ฒऀͺɼϟϱτψϱηචགྷɼఈغ͚͢ͺఈغͶMITγʖϑηڛΝҲ࣎ంࢯͤΖ͞ͳ͍͗ΕΉ
ͤɽͨͺࣆͶϟϱτψϱη࣎غɼ࣎ؔΝ௪எΉͪͺޮ͢Ήͤɽ

(3) ฒऀͺɼճҽটଡ଼͗͵͏ݸΕɼՖಉๅΝࢀंʤ19ড়3ߴͶͤࡎىΖฒऀήϩʖϕճऀΝঈ͘Ή
ͤɽʥͶࣖɼڛɼཤ༽ڒଡ଼Ήͪͺ͓͏͏ͪ͢ΉͦΞɽͪͫ͢ɼʰMITγʖϑηཤ༽ਅࠒॽʱʰݺ

2.ฒऀͺɼ࣏ࣆߴͶͯ͏ͱͺҲฯৄ͢͵͏ͳ͢Ήͤɽ

ਕๅɼՖಉๅڛʱͳ͢ͱճҽ͗ڒՆͪ͢Νঈ͘Ήͤɽ
(4)ՖಉๅͶͱؖ͢ճҽ͗ड़ͪ͢எదࡔࢊݘʤυʖνϗʖηஸࡠͶͤؖΖݘཤΝΊΉͤ͗ɼ͞ΗΔ
ͶݸΕΉͦΞɽʥ͍͗ΖͶͺɼ֚எదࡔࢊݘͺճҽͶؾͤΖͳ͢Ήͤɽͪͫ͢ɼՖಉๅ͑

(1)ճҽ͗MITγʖϑηΝ௪ͣͱಚΖๅʀυʖνસɼਜ਼֮ɼࣰ֮ɼ༙༽ɽ
(2)MITγʖϑηͶΓΖճҽफྖ͕Γ;࣯ΏܨӨրવɽ

- 15 -

MITサービス利用規約
3.ฒऀͺɼ࣏ࣆߴͶͯ͏ͱͺɼҲΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ

ʬ۟হ

(1)ฒऀ͗ͤڛΖMITγʖϑηҐͲ௪৶յતΏฒऀઅඍͶ͠͵͏અඍয়ସɽ

ࡸଉʭ


25ড়

(2)ճҽ͗MITγʖϑηཤ༽Ͷؖ࿊͢ͱଠճҽΝࢀंͶ༫͓ͪଝ֒Ήͪͺଝࣨɽ
ຌو༁͏ͥΗ͖෨͗ໃްͲɼຌو༁સର༙ްͶͺӪ͗ڻໃ͏ͳ͢Ήͤɽ

(3)ుـ௪৶ࣆ͗ंۂ௪৶γʖϑηΝࢯͪ͢ɽ
(4)ฒऀ͗࢘༽ͤΖ௪৶અඍ্֒Ώ௪৶અඍฯगΉͪͺࣆΏΝಚ͵͏য়ସɽ
(5)MITγʖϑηͶͱؖ͢ɼࢀं͗ճҽͶγʖϑηͤڛΖͺɼฒऀͺ֚ࢀंͤڛΖγʖϑ
ηͶͱؖ͢ਫ਼ͣͪҲଝ֒Ͷͯ͏ͱฒऀͺ໖͠ΗΖͳ͢Ήͤɽ

26ড় ܘ༁ஏҒৣో
૮घ๏ࣆॽͶΓΖটଡ଼Νಚ͵͜Ηͻɼຌو༁ஏҒΉͪͺຌو༁Ͷݘ͚ͰخཤٝແΝࢀंͶৣ
ోͤΖ͞ͳͺͲ͘ΉͦΞɽͪͫ͢ɼҐԾͺ͞ݸΕͲͺ͍ΕΉͦΞɽ

4.ߴ֦ߺͶఈΌΖΆ͖ɼฒऀͺฒऀͶࣆ͘΄ͤؾ༟Ͷ͚ͰخΝঈ͘ɼճҽ͗MITγʖϑηཤ༽Ͷ

ᶅࢀंͳญͤΖ͵ʹɼͨஏҒ͗ࢀंͶใׇదͶট͠ܩΗΖɽ

ؖ࿊͢ͱඅͮͪଝ֒ΉͪͺଝࣨͶͯ͏ͱɼҲΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ

ᶆճऀɼࢢճऀΉͪͺؖ࿊ճऀͶৣోͤΖɽ

5. ՖಉๅͶͤؖΖ੧ٽͶͯ͏ͱ

27ড় સড়ߴ

ճҽͺɼฒऀͶΓΖՖಉๅཤ༽Ͷؖ࿊ͤΖɼΉͪͺՖಉๅฒऀཤ༽Ͷ͘Ͱخਫ਼ͣͪɼߡҌɼ

ຌو༁ͺɼՖಉๅ͕Γ;ഁਫ਼υʖνճҽΉͪͺฒऀͶଲͤΖڛɼཤ༽͕Γ;ͨΗͶ͑ҕͶؖ

ࡠ͕Γ;ӨۂඁືͶͤؖΖஎదࡔࢊݘฒऀͶΓΖཤ༽Ͷؖ࿊ͤΖҲ੧ٽɼଝࣨɼଝ֒Ήͪͺඇ༽

ͤΖճҽ͕Γ;ฒऀؔસ͵ΖқΝқັ͢ɼຌܘ༁ཱིҐͶ͵͠Ηͪ͞ΗΔͶͤؖΖڢ٠͕Γ;қ

ʤཀྵద͵อ࢞ޤඇ༽ΝΊɼಝݘڒ৷֒ɼқঌݘ৷֒ɼͨଠ͞ΗΔͶྪͤΖ৷֒Ν͗͞ΗͶݸΔ͵

ͤ΄ͱͶͳͮͱେΚΔΗΖͳ͢Ήͤɽ

͏ʥͶؖ͢ΝෝΚ͵͏ͳ͢ΉͤɽฒऀͺɼՖಉๅཤ༽ͶًҾΉͪͺؖ࿊͢ͱࢀंͳؔͲจ
૬ɼέϪʖϞΉͪͺ੧ٽʤҐԾʰจ૬ʱͳ͏͏Ήͤʥ͗ਫ਼ͣͪͶͺɼͬͶճҽͶଲ͢ͱॽͶΓΕ
௪எͤΖͳ͢ɼ͖ͯɼࣙހ͕Γ;ඇ༽ෝ୴Ͷ͕͏ͱɼ֚จ૬Νմ݀ͤΖͳ͢Ήͤɽճҽ

28ড়

ڢ٠մ݀

ͺɼ֚จ૬Ͷཀྵద͵ҕͲͤྙڢΖͳ͢Ήͤɽ
ຌو༁ͶఈΌ͵͏ࣆߴɼΉͪͺຌو༁մएͶٛٝਫ਼ͣͪͳ͘ͺɼྈंқΝ࣍ͮͱڢ٠͓͑մ݀ͤ
22ড়

Ζͳ͢Ήͤɽ

Ն߇ྙ

६ڎ๑

29ড়

ళࡄɼࣆรͨଠඉࣆସਫ਼ͶΓΕɼMITγʖϑη͗ڛՆ͚͢ͺࠖೋͶ͵ͮͪͳ͘ͺɼฒ
ऀͺҲΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ

ຌو༁༙ްɼմए͕Γ;སߨͶͯ͏ͱͺɼೖຌ๑Ͷ६͢ڎɼೖຌ๑Ͷॊͮͱմए͠ΗΖͳ͢Ήͤɽ
ଝ֒ഝঊʭ

ʬࣥহ

30ড়
23ড়

қ؇

ଝ֒ഝঊ
ຌو༁Ͷͱؖ͢ճҽͳฒऀؔͶਫ਼ͣΖҲจ૬ͺনߒஏ๏ࡍॶΝ1৻దқ؇ࡍॶͳ͢Ή

ճҽͺɼMITγʖϑη࢘༽գޣͶΓΕΠΩΤϱφͶͤؖΖๅΝࢀंͶ࢘༽͠ΗΖɼMITγʖϑ

ͤɽ

ηన͵ཤ༽͕Γ;ਜ਼ߨҟͶΓΕɼฒऀ͗ଝ֒ΝඅͮͪɼฒऀͶଲ͢ંΉͪͺؔંΝΚͥͨ
Ҳଝ֒ʤอ࢞ޤඇ༽ΊΉͤ͗ɼ͞ΗͶݸΔΗΉͦΞʥΝഝঊͤΖͳ͢Ήͤɽ
ʬൂহ
24ড়

ܘ༁श྅ʭ
ܘ༁श྅

1.MITγʖϑηܘ༁ؔغͺMITγʖϑηཤ༽࢟ೖ͖Δ̏೧ޛ݆ೖͳ͢Ήͤɽͪͫ͢ճҽΉͪͺฒऀ
͖Δਅ͢ड़͗͵͏͖͙Ε̏೧ຘͶࣙಊߍ͠ΗΉͤɽMITγʖϑηཤ༽श྅ೖͶͯ͏ͱͺ࠹ௗɼऄ
ೖ͖Δ10೧ޛ݆ೖͳ͢Ήͤɽ
2.ճҽͺɼฒऀ͗ࢨఈͤΖ๏๑Ͳฒऀ௪எͤΖ͞ͳͶΓΕɼMITγʖϑηΝմ༁Ͳ͘Ζͳ͢Ήͤɽ͞
ɼ֚௪எ͍ͮͪೖʤౖೖॗೖͺͨΗΔཎೖʥͤΖ݆ೖΝͮͱMITγʖϑηͺश

ʴཤ༽و༁ 2021೧3݆1ೖրఈ൝क͵รߍ఼ʵ
ྜྷਭࢊʰۂͶ͕͜ΖAIʀυʖνͶͤؖΖܘ༁Ϊχϧϱʱʤ2020೧3݆ࡨఈʥ಼༲ΝಁΉ

྅ͤΖͳ͢Ήͤɽ

͓ɼճҽև༹Ͷ҈ৼ͢ͱMITγʖϑηΝ͟ཤ༽͏ͪͫ͘ɼۂυʖνన͵ཤ༽ΝଇͤΖͪΌɼ

3.MITγʖϑηΝश྅ޛɼӀ͘କ༹͕͘ٮͶΓΕྒྷ͏γʖϑηͳঐ͕ڛΓ;ͶൕӫͤΖ͞ͳΝ
దͳ͢ͱɼMITଲԢؽͶઅࡃΊMITͺखͤ͞ͳໃ͚ɼMIT͖Δฒऀ͕Γ;ڠಋཤ༽ճऀ
ʤ19ড়6ߴͶఈΌΖࢀंΝΊΉͤʥՖಉๅૻ৶ΝܩକͤΖͳ͢Ήͤɽͨࡏɼखಚͪ͢Ֆ
ಉๅͺγʖϑηܩକ࣎ͳಋ؇ཀྵીΝߪͣΉͤɽ͵͕ɼ༹͕͖ٮΔՖಉๅखಚంࢯғབ༙͗ͮͪ

2021೧3݆1ೖͲཤ༽و༁Ҳ෨Νրఈ͏ͪ͢Ήͪ͢ɽ
क͵րఈ఼Ͷͯ͏ͱͺҐԾͳ͕ΕͲͤ͗ɼࡋͶͯ͏ͱͺրఈޛʰMITγʖϑηཤ༽و༁ʱસชΝ
֮͟͏ͪͫ͘ΉͤΓ͑ɼٕ͚͕ͪ͢͢͏͏بΉͤɽ
̏ɿMITγʖϑηͶ͕͜ΖՖಉๅ͕Γ;ഁਫ਼υʖνͶ͖͖Ζཤ༽ݸݘ֮Կ

ͺɼๅखಚంࢯીΝߨ͏Ήͤɽ

ʰՖಉๅʱͳʰഁਫ਼υʖνʱఈٝΝ֮Ͷͪ͢ͲɼՖಉๅ͕Γ;υʖνͶͤؖΖճҽͳฒऀ

4.ฒऀͺɼճҽ͗ҐԾ͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖɼ͵ΞΔ௪எ࠷ࠄΝགྷͦͥɼͬͶMITγʖϑηͶܐΖҲ
ܘ༁સ෨ΉͪͺҲ෨ΝմঈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ͞Ͷ͕͏ͱɼճҽͺɼฒऀͶଲͤΖ࠶ແʤฒ

ཤ༽ݸݘҕΝ֮Ͷ͢ͱ͕ΕΉͤɽ
̐ɿυʖν͓͏ଲԢ͕Γ;ͶͤؖΖوఈ௧Յ
Ֆಉๅɼഁਫ਼υʖνͶͯ͏ͱฯৄҕΏɼ૮घ๏͖ΔणͤΖυʖν؇ཀྵ๏๑ɼυʖν͓͏

ऀͳพखӀͶΓΖΊΉͤʥ͍͗Ζͳ͘ͺɼͨસֻΝฒऀࢨఈͤΖ๏๑ͲͬͶࢩ͑

͍͗ͮͪଲԢ͕Γ;Ͷͯ͏ͱͪͶوఈΝઅ͜ͱ͕ΕΉͤɽΉͪɼՖಉๅཤ༽Ͷؖ࿊͢

ͳ͢Ήͤɽ

ͪ੧ٽΏଝ͍ࣨ͗ͮͪͲճҽ͗ΝෝΚ͵͏͞ͳΝͤىΖɼճҽ͕Γ;ฒऀҕ
Ν֮Ͷ͢ͱ͕ΕΉͤɽ

(1)ຌو༁͏ͥΗ͖Ͷҩൕͪ͢ɽ

̑ɿܘ༁͗श྅ͪ͢υʖνѽ͏وఈ

(2)ճҽౌޛΉͪͺౌޛͶ6ড়ճҽࣁ֪Ͷ֚͢͵͏͞ͳ͗ͪ͢ɽ

ܘ༁श྅ޛɼ૮घ๏͖Δणͪ͢υʖνࡡঈٝແΝఈΌΖɼܘ༁श྅ޛυʖνखѽ͏ͶͤؖΖ

(3)MITγʖϑη֒ߨҟͨଠฒऀΉͪͺฒऀήϩʖϕճऀͳ৶བܐؖΝஸ͚֒ͤ͢ΖߨҟΝߨͮͪ
ɽ

وఈΝوఈ͢ͱ͕ΕΉͤɽ
̒ɿͨଠ

(4)IDΝਜ਼Ͷ࢘༽ͪ͢ɽ

ͨଠܘ༁ஏҒৣోͶͯ͏ͱوఈɼݘཤܐؖΝΓΕ֮ͶͤΖͪΌҲൢড়ߴΝ௧Յ͢ͱ͕Ε

(5)ഃࢊɼࣆ࠸ਫ਼ɼճऀߍਫ਼Ήͪͺಝพੜࢋਅཱི͍͗ͮͪɽ

Ήͤɽ

(6)ͨଠ֦ߺͶ६ͣΖࣆ༟͗ਫ਼ͣͪɽ
5.MITγʖϑη͗श྅ͪ͢ͶͺɼฒऀͺɼճҽݺਕๅɼՖಉๅͨଠMITγʖϑηͶܐΖҲ
ๅΝভ͘ͲڊΖͳ͢Ήͤɽ
6. ຌܘ༁͗մঈΉͪͺश྅ͪ͢Ͷͺɼฒऀ͕Γ;ճҽͺɼ૮घ๏ٽΌͶΓΕɼࣙΔεητϞ͖Δɼ
૮घ๏णυʖνસ෨ΉͪͺҲ෨ΝࡡঈͤΖͳ͢Ήͤɽ૮घ๏ٽΌ͍͗ͮͪͶͺɼࡡঈଲ
েͳ͵ͮͪ૮घ๏णυʖν͗ࡡঈ͠Ηͪ͞ͳΝৄͤΖॽΝ૮घ๏Ͷड़͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳ͢Ή
ͤɽͪͫ͢ɼ͞وఈͺɼഁਫ਼υʖν͕Γ;ഁਫ਼υʖν಼ՖಉๅͶͯ͏ͱͺన༽͗͵͏ͳ͢Ήͤɽ
7.֦ߴͶΓΕܘ༁Νश྅ͤΖɼฒऀͺ֚श྅Ͷ͏ճҽ͗අͮͪଝ֒ɼଝࣨɼͨଠඇ༽ഝঊɼ
ึঊͶͯ͘ҲΝෝΚ͵͏ͳ͢Ήͤɽ
8.ຌܘ༁श྅ޛɼ13ড়̏ߴ͕Γ;2ߴɼ14ড়ɼ20ড়2ߴ͵͏͢5ߴɼ8ߴɼ21ড়2ߴ͵͏
͢5ߴɼ22ড়ɼ23ড়ɼ27ড়͵͏͢30ড়֦وఈͺ༙ްͶଚକ͢Ήͤɽ
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HELP DESK
MITサポートセンター

☎0120-937-665

受付時間：月〜金曜日 9：00〜17：00（12：00〜13：00を除く）
（土・日・祝日および弊社指定休日を除く）

MIT・農機のご相談は

2021.03
2021.03

