
Farmer Core
サブスクリプションサービス
利用に関する同意事項に

関する説明書

制作者 （株）ニコン・トリンブル
制作日 令和3年3月1日
改定日 令和3年3月10日
改定第1版



目次
•「利用規約」改訂履歴

•「TRIMBLE AGソフトウェアサービス利用規
約」の条項

•同意事項について

•利用環境

•購入について

•費用と利用期間

•禁止事項

•サポートについて

•当社免責



「利用規約」改訂履歴
(以下、2021年3月10日更新)

Farmer Core及び同サブスクリプションサービスの契約者
は、Trimble社が規定している「TRIMBLE AGソフトウェ
アサービス利用規約」に準拠します。

最終更新日 2018年6月21日

• Trimble Ag Softwareの利用規約は、お客様（Farmer Coreサブスクリプションサービ
スの契約者）と米国デラウェア州の企業であるTrimble Inc.およびその関連会社と
の間の契約であり、お客様のアクセスおよび使用を管理運営するものであるため、
注意深くお読みください。(i) Trimble が提供するホスト型 Trimble Ag ソフトウェア
ソリューション、(ii) Trimble が提供または利用可能にしたソフトウェア（以下
「ソフトウェア」）、および (iii) Trimble が提供または利用可能にした書面または
電子文書へのお客様のアクセスおよび使用を規定するものです。

• 本サービスを利用することにより、お客様は本規約に拘束されることに同意する
ものとします。

• 本規約の公用語は英語です。他の言語で書かれた本規約のバージョン間に矛盾や
説明に差異がある場合は、英語版が優先されます。

• Trimble社は、Trimble社の独自の裁量により、いつでも本規約を変更または差し替
える権利を留保します。当社は、本規約が最終的に更新された日付を本規約の
トップに表示します。変更は、本規約の改訂版を本サービス上に掲載した時点で
有効となります（または改訂された規約の上部に表示されているような後日の有
効日）。したがって、 www.agriculture.trimble.com/software/legal/tos/ にアクセ
スする際には、いつでも本規約が更新されているかどうかを確認すること推奨し
ます。

http://www.agriculture.trimble.com/software/legal/tos/


「TRIMBLE AGソフトウェアサービ
ス利用規約」の条項
• 本規約中は、以下条項で構成されております。

1. Definitions. ［定義］

2. Services. ［サービス］サブスクリプションの説明が記載されております

3. Restrictions  .［制限］ユーザー（=サブスクリプションサービス契約者）が
行ってはいけないことが記載されております。

4. Ownership; Data; Consent to Electronic Communications.［所有権、データ、
電子通信への同意］

5. Privacy and User Data.［データおよびデバイスの制限］Trimble 社のデータ
プライバシー慣行は、http://www.trimble.com/privacy.aspx に掲載されてい
る Trimble のプライバシーに関する声明に記載されています。

6. Software.［定義］Trimble社が利用許諾するいかなるソフトウェアもライセ
ンスされたものであり、販売されたものではありません。Trimble社がお客
様に通知しない限り、本ソフトウェアのライセンスは、本サービスが終了
した時点で終了します。

7. Payment.［定義］サービスサブスクリプションは、各 12 ヶ月間の固定期
間 (以下、「サービスサブスクリプション年」といいます) の年間契約とな
ります。日本での支払い方法は、ニコン・トリンブルの支払条件に基づき、
本サービスを契約されたニコン・トリンブル社製品販売店の支払条件に準
拠します。

8. Suspension and Termination［利用停止および終了］Trimble 社がサービスを
終了した場合、Trimble 社はお客様のコンテンツを本サービスから永久的に
削除することができますが、Trimble 社がそのような削除を行う前に、お客
様は終了日から最大 30 日間、お客様のコンテンツへのアクセスと取得を
要求することができます。要求されない場合、お客様が本サービスで保存
したコンテンツを取得できない場合があり、当社はお客様のアカウントに
保存されたデータを維持する義務を負いません。

9. Disclaimer.［免責事項］TRIMBLE社は、サービスを「現状のまま」、「す
べての欠陥がある状態で」、「利用可能な状態で」提供します。

10. Limitation of Liability.［責任の制限］

11. Your Indemnification.［お客様の補償］

12. Confidential Information［機密情報］

13. General.［一般受講］13.3 準拠法 . これらの条件およびそれに起因するあ
らゆる紛争、請求、論争は、当社の主たる事業所がある国、州、州の法律、
すなわち米国のTrimble Inc.または関連会社については、「法の抵触」の原
則に言及することなく、カリフォルニア州法および適用される米国連邦法
に、Trimble Europe B.V.またはオランダの関連会社については、現地法で明
示的に禁止されていない限り、オランダの法律に準拠するものとします。
国際物品売買契約に関する国連条約は適用されません。 本規約に基づき
発生した紛争または法的措置は、いずれの当事者も、かかる訴訟原因が発
生してから 1 年以上経過してから提訴することはできませんが、不払いに
関する訴訟は、最後の支払い日から 2 年以内に提訴することができます。



同意事項について
• Farmer Coreサブスクリプションサービスの利用者は、 Trimble社が規定している
「TRIMBLE AGソフトウェアサービス利用規約」 Farmer Coreの利用に関しては本書
内容のすべてに同意が必須となります。

• Trimble社及び日本での販売総代理店（以降、「当社」）である株式会社ニコン・
トリンブルは、効率的に円滑な運営を担保するために当社が必要と判断した場合、
事前の告知なく本同意事項及び本同意事項の説明書の内容を変更することができ
ます。変更する場合、メールでの通知を行うともに変更後の本同意事項の内容を
Farmer Coreサポートサイトに掲示します。掲示翌日から20日間の周知期間を経過
した時点ですべてのユーザーが同意したとして変更内容の効力を生じます。

• Farmer Coreサブスクリプションサービスの「利用環境」は、当社よりの案内され
た内容に準じます。

• Farmer Coreサブスクリプションサービスの「購入」に関しての詳細は、購入につ
いてを参照ください。



利用環境
• 以下における環境をユーザーにて準備すること。

・必須：パソコン(ブラウザ Google Chromeでインターネット可能)

・必須：GFX-750またはGFX-350(当社より出荷された製品に限る)

・必須：Wi-Fi環境(GFXディスプレイのデータ共有・転送時）

・必須：E-mailアドレス(利用登録および当社からの連絡に必要)

・推奨：iOS端末、またはGoogle Play利用可能なAndroid端末

・推奨：USBフラッシュドライブ(試用期間で使用)

• 利用者は、メールによる連絡および、サポートサイトを利用して利用環境を理解、
設定できる方が対象となります。

• 利用環境の変更、更新が案内された場合は、速やかに準拠した環境とすること。



購入について
• 販売は、当社農業向け商品（ガイダンスシステム等）を、当社より購入して日本
国内で販売する会社に限られます。

• 販売に関する「費用と利用期間」は次項に記載しております。 但し、ご購入の
際は、必ず販売会社作成の見積書で自身でご確認お願いいたします。

• 初回の製品の購入までに、「契約者からの利用申請」、「販売会社からの注文」、
「販売会社からのファームウェア申請」の3点が必要となるため、契約者は利用
申請と販売会社へ注文をする必要があります。



費用と利用期間
• 製品は以下の3つから構成され、いずれも利用期間は12カ月を1年間として契約の
期間とし、期間中の解約や返金はできません。

• Farmer Core (+1 Display)はFarmer Coreの年間利用に加え、1台のGFXディスプレイを
接続するライセンスを含みます。2台目以降のGFXディスプレイの接続については
Display Connectionを購入する必要があります。(次ページ図参照)

• Set up&1yr supについては初期のセットアップ、操作不明時の問い合わせのサポー
トとなり、Farmer Core(+1 Display)の購入と同時購入が必要です。(サポートに関し
てはサポートについてのページ参照)

• 利用開始日時は「契約者からの利用申請」、「販売会社からの注文」、「販売会
社からのファームウェア申請」の3点が、当社で確認できた日時によって決定し
ます。毎月1日～15日の時点であれば翌月1日より、16日～末日までであれば、
翌々月の1日より利用開始となります。（当社翌営業日に準ずる）利用開始時、
契約者へメール通知を行います。

• 利用申請後、本サービス開始まで15日間のセットアップ期間があります。この期
間では本サービスと同等の製品機能を発揮します。

• 翌年以降も継続して使用する場合は更新となり、契約者から販売会社へ注文をす
る必要があります。

• 更新時は希望のサービス内容を契約満了日の10営業日前までに弊社で受注できま
すと当社営業日に準じて滞りなく更新いたします。

• 2台目以降のDisplay ConnectionはFarmer Core(+1 Display)購入時及び、以降随時購入
可能ですが、Farmer Core利用期間外にDisplay Connection利用期間が残っていた場
合であっても、Display Connectionに関する機能は利用できません。

• 上記の全てのサービス契約期間を揃えたい場合はFarmer Coreの再契約時に複数台
目のDisplay Connectionを期間を重複し契約することで期間を揃えて管理すること
ができます。なお、重複期間における返金はありません。(次ページ参照)

• Farmer Core契約期間外になった場合は圃場名および境界線のデータを除くすべて
のデータにアクセスすることができなくなります。年間利用をすることでアクセ
ス権が復活します。

製品コード 製品名 定価 (税込み価格)

81017-NT Farmer Core(+1 Display) ¥120,000 (¥144,000)

81017-AS Set up&1yr sup ¥24,000 (¥26,400) 

81017-04 Display Connection ¥36,000 (¥39,600)



費用と利用期間
• Farmer Coreの費用モデル

• 開始期間が異なるDisplay Connectionを揃えたい場合



禁止事項
• 当社は、以下に該当する、またはその恐れのある行為に限らず、当社が禁止太陽
と判断する一切の行為を禁止します。かつ、 Trimble社が規定している「TRIMBLE 
AGソフトウェアサービス利用規約」に記載されているいかなる禁止事項も含まれ
ます。

・犯罪、法令違反、公序良俗に反する行為および、それらに類似する行為。

・反社会的勢力への利益供与及び、その他の協力する行為。

・当社または第三者の知的財産、プライバシーを侵害する行為。

・当社または第三者へ不利益を与える行為。

・当社または第三者を誹謗、中傷する行為。

・当社の信頼を毀損するような行為。

・当社が必要に応じて取得する諸情報に虚偽の記載を行う行為。

・Farmer Coreのサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為。

・Farmer Coreが予定している利用目的と異なる目的で利用する(不具合を意図的に

利用する場合等を含む)行為。

・Farmer Coreのネットワークまたはシステム等に不正にアクセスする行為、また

は不正なアクセスを試みる行為。

・アカウントを不正に使用する、または使用させる行為。

・当社に対し不当な問い合わせまたは不当な要求をする行為、その他当社による

本サービスの運営または他のユーザーによる本サービスの利用を妨害し、これ

らに支障を与える行為。

・他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供

する行為

・上記いずれかに該当する行為を援助または助長する行為

・上記までに定めるもののほか、当社が不適当と合理的に判断した行為



サポートについて
• サポートの対象は、Farmer Core(+1 Display)およびSet up&1yr supの契約している方
となります。

• 当社より契約者へ提供させていただくサポートはFarmer Coreサポートサイトを通
じた情報提供および、サポートサイトを介したお問い合わせ、Eメールでのご案
内となります。メールサポートはTrimble ID(利用申請時に使用したメールアドレ
ス)のみ対象となります。

• 様々なご案内の為、メール内のリンクおよびハイパーリンクを含むメールの受信
及びアクセスができる設定、次のドメインのメールアドレスを受信できる設定を
契約者で行う必要があります。「@nikon-trimble.co.jp」「@trimblepass.com」
「@trimbleag.com」「@trimble.com」

• Farmer Coreの言語は日本語対応していますが、アップデートによって機能の一部
に英語表記が起こることがあります。翻訳は順次対応となりますが、アップデー
ト時対応としてはサポートサイトへのお知らせ掲示をもってご案内となります。

• Farmer Coreの一部機能は利用を推奨しておらず、サポートサイトのお知らせ掲示
をもって案内しております。利用を推奨していない機能はサポート対象外となり
ます。また当社は、契約者が推奨以外の機能や環境で発生した不具合、データ破
損等の障害には一切責任を負いません。



当社免責
• 当社は、いかなる理由であってもFarmer Coreの提供が遅延したこと、中断したこ
と、または更新したことに起因してユーザー、および第三者が被った被害につい
て、一切の責任を負わないものとします。

• ユーザーの設定過失によってメールの受信できず、連絡が取れない場合に起こる
不利益については、当社は一切の責任を負いません。

• 本同意内容に抵触する事態が見受けられた場合は、予告なくサービス利用の停止
することがあります。

• 当社は、ユーザーがFarmer Coreの利用を通じて得た情報について、一切の責任を
負わないものとします。また、ユーザーが入力したデータの内容についても一切
の責任を負わないものとします。

• 当社は、Farmer Coreの利用を通じて得た情報等に起因してユーザー等に損害が生
じた場合、一切の責任を負わないものとします。

• 当社が本システム等で提供する農薬登録情報（農薬名、登録番号、用途、有効成
分、対象作物、使用制限等）は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター
ホームページから取得した農薬登録情報を当社で加工したものです。提供情報に
ついては正確性を期すように努力しておりますが、その正確性、完全性が保証さ
れているものではないことを、会員等は予め承諾し、当該提供情報に起因する会
員等の損害について当社を免責するものとします。

• 上記に係る情報取得先である独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、独
立行政法人農林水産消費安全技術センターホームページの情報を用いて当社が行
う本システム等の提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者又
はそれ以外の第三者の損害については、その内容、方法の如何にかかわらず、一
切責任を負いません。

• かつ、 Trimble社が規定している「TRIMBLE AGソフトウェアサービス利用規約」に
記載されているいかなる免責事項も含まれます。


