
第 4 章　料金
（料金の支払い義務）
第 13 条   加入者は、当センターが提供する VICSサービスの料金として、契約単

位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。
  なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいており

ます。

第 5 章　保守
（当センターの保守管理責任）
第 14 条   当センターは、当センターが提供する VICSサービスの視聴品質を良好

に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に
起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

（利用の中止）
第 15 条  1  当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、

VICSサービスの利用を中止することがあります。
 2  当センターは、前項の規定により VICSサービスの利用を中止すると

きは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。 
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第 6 章　雑則
（利用に係る加入者の義務）
第 16 条  加入者は、当センターが提供する VICSサービスの放送を再送信又は再

配分することはできません。
（免責）
第 17 条  1  当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その

他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICSサービスの
視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。 
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場
合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承する
ものとします。 
但し、当センターは当該変更においても変更後 3 年間、当該変更に対
応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度
で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

 2  VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、
本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入
された受信機による VICSサービスの利用ができなくなります。当セ
ンターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期
間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に
周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

［別表 視聴料金］
視聴料金　315 円（うち消費税 15 円）
ただし、車載機購入価格に含まれております。
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