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ウイルスバスター モバイル 月額版 利用規約 

本書には、お客様の端末情報の送信についてのプライバシーポリシー（個人向け製

品用）に続いて、製品の使用許諾契約書が記載されています。 

お客様の端末情報の送信についてのプライバシーポリシー（個人向け製品用） 

以下に記載の内容は、お客様がご利用するトレンドマイクロ株式会社（海外子会社を

含みます、以下「弊社」といいます）のアプリケーションまたはソフ トウェアプログラム

（以下総称して「アプリケーション」といいます）が、当該アプリケーションのインストール

されたお客様のパソコン、スマートフォンまた は各種情報端末等(以下総称して「お客

様の端末」といいます)から情報を収集し、弊社に送付する機能がある場合に適用され

る内容です。アプリケーションを ご利用になる前によくお読みください。お客様が未成

年の場合は、保護者の同意を得たうえでアプリケーションをご使用ください。 

(1) 取得される情報の項目、取得方法、利用目的等について 

お客様がご自身で入力し、弊社のデータベースに登録される、お客様のユーザ登録

情報（個人情報を含みます）については、入力時にその目的などを明記しております。

お客様のユーザ登録情報の利用目的などの詳細は、お客さまから収集する個人情報

の取り扱いについて< http://www.trendmicro.co.jp/jp/terms-of-use/privacy-policy/

handling/index.html >をご覧ください。 

 

以下は、アプリケーション利用中にお客様の端末から弊社に自動的に送付される情報

に関する説明です。いずれの情報も弊社がお客様を特定する目的で利用することは

ございません。  

端末固有ＩＤ 

ライセンスの適切な管理のため、端末固有 ID をもとに生成したデータをお客様の端

末から弊社に送信し、端末識別に利用します。  

脅威情報 

Trend Micro Smart Protection Network（「スマートフィードバック」、「ファイルレピュテ

ーションサービス」、「脅威情報の送信」および「ウイルストラッキング」等を含みます） 

を備えるアプリケーションの場合、脅威に関する情報を収集および分析し、保護を強

化するために、お客様の端末に攻撃を試みる脅威に関連すると思われる情報を収集
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して、お客様の端末から弊社に送信します。弊社では送信された情報をプログラムの

安全性の判定や統計のために利用します。送信される情報にお客様の個人情報や機

密情報等が意図せず含まれる可能性がありますが、弊社がファイルに含まれる個人情

報や機密情報自体を意図的に収集または利用することはありません。詳細は Trend 

Micro Smart Protection Network プライバシーポリシー< http://www.trendmicro.c

o.jp/jp/terms-of-use/privacy-policy/spn /index.html >をご覧ください。  

お客様がアクセスした URL 

Web セキュリティ機能があるアプリケーションの場合、お客様がアクセスした URL をお

客様の端末から弊社に送信し、お客様がアクセスする Web ページのセキュリティチェ

ックを実施します。Web サイトのセキュリティ上の判定は弊社の独自の基準により行わ

れております。当該機能において判定された Web サイトのアクセス可否の最終判断に

つきましては、お客様にてお願いします。なお、当該機能を有効にしたうえで、Web ペ

ージにアクセスした場合、以下の事象がおこることがありますのでご注意ください。 

 

お客様がアクセスした Web ページの Web サーバ側の仕様が、お客様が入力した情

報等を URL のオプション情報として付加し Web サーバへ送信する仕様の場合、URL

のオプション情報にお客様の入力した情報（ID、パスワード等）などを含んだ URL が

弊社のサーバに送信され、当該 Web ページのセキュリティチェックが実施されます。 

 

お客様がアクセスする Web ページのセキュリティチェックを実施する仕様になっている

ことから、お客様がアクセスする Web サーバ側の仕様によっては、URL のオプション

情報に含まれる内容により、お客様の最初のリクエストと同様の処理が行われます。  

迷惑メール 

「迷惑メール対策」または「E-mail レピュテーションサービス」機能がある場合、弊社製

品の改良目的および迷惑メールの判定精度の向上のため、お客様 の端末から弊社

のサーバに該当メールおよび送信元のメールサーバの情報等を送信します。また、迷

惑メールの削減、迷惑メールによる被害の抑制を目指している政府関係機関に対して

迷惑メール本体を開示する場合があります。  

位置情報 
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端末紛失時に位置を確かめる機能があるアプリケーションの場合、お客様の任意によ

りお客様の端末から位置情報を端末紛失時に弊社に送信し、端末の位置確認を実施

します。  

モバイルアプリ情報 

弊社サーバと連携してセキュリティ評価を行う機能（Mobile App Reputation）があるア

プリケーションの場合、お客様が利用するアプリケーションの名称、アプリケーションを

一意に識別する記号、アプリケーショ ンプロセス名、アプリケーションが使用するプラ

イバシー情報や電力消費量等をお客様の端末から弊社に送信し、アプリケーションを

評価します。  

弊社製品利用情報（ユーザビヘイビアモニタリング等） 

お客様の弊社製品の操作履歴、弊社製品購入に関連する検索情報などの操作履歴

および利用端末情報を、お客様の端末から弊社に送信し、弊社製品の改良、マーケ

ティングおよびサポートサービス実施目的に利用します。  

Google Account 

お客様が GooglePlay 経由で弊社製品を利用した場合お客様の端末から Google 

Account を弊社に送信し、ライセンス管理に利用します。  

端末環境 

弊社サーバと連携して端末環境を最適化するための機能が搭載されている場合、お

客様が利用するハードウェア情報、OS 情報、アプリケーション情報、サービ ス（OS 起

動時に動くバックグラウンドサービスをさします）構成情報、Web ブラウザアドオンソフト

ウェア情報、セキュリティパッチ情報、Web ブラウザ情報等をお客様の端末から弊社に

送信し、弊社から端末環境の最適化を推奨する対象項目の提案および最適化後のレ

ポートをお客様に提供、効率的なサポート サービスの実施、統計的処理ならびにマ

ーケティング目的の為に利用します。  

(2) 通知・公表又は同意取得の方法、利用者関与の方法 

お客様は弊社のプライバシーポリシーページ< http://www.trendmicro.co.jp/jp/term

s-of-use/privacy-policy/smartphone/index.html >より最新の本内容を確認すること

ができます。 
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お客様が、弊社に対して、(1)に記載した情報を使うことを望まない場合は、特定の機

能を オフにする、またはアプリケーションの利用自体を止めていただく必要がある場

合があります。方法はアプリケーションによって異なりますのでご不明な場合は下記の

問い合わせ窓口までお問い合わせください。  

(3) 外部送信・第三者提供・情報収集モジュールの有無 

弊社は(1)に記載した目的を達成する範囲において、弊社の委託先もしくは製品/サー

ビスの開発または提供元の会社に上述の情報を提供することがありますが、(1)に記載

した目的外で外部に送信または第三者（ただし法令、条例、その他関係当局の要請

に基づき開示する場合を除く）に提供することはありませ ん。  

(4) 問い合せ窓口 

本内容に関するお問い合わせは、ご利用のアプリケーションの弊社サポートセンター

までお願いします。 

連絡先は、製品添付のマニュアル等に記載があります。または、トレンドマイクロサポ

ートウェブ< http://safe.trendmicro.jp/support/vb/vb_contact.aspx?cm_sp=Sup-_-vb_

top2012-_-contact >よりお問い合わせください。  

(5) 本内容に関して変更を行う場合の手続 

本内容を変更する場合は、プライバシーポリシーページ< http://www.trendmicro.co.j

p/jp/terms-of-use/privacy-policy/smartphone/index.html >および使用許諾契約書

に記載されます。アプリケーションのライセンス契約期間を更新されたお客様には本内

容の最新版が適用されます。  

 

以上 

 

最終更新日 2014 年 7 月 10 日 

トレンドマイクロ株式会社  

 

※ご注意：「ウイルスバスター モバイル 月額版」のご使用にあたっては、事前に、「ウ

イルスバスター モバイル 月額版」または「ウイルスバスター マルチデバイス 月額

版」サービス（以下総称して「本サービス」といいます）を販売するサービス事業者（以

下「販売店」といいます）が定める条件に従った申込手続(以下 「本サービス契約」とい

います)が必要となります。  
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「ウイルスバスター モバイル」シリーズのご使用前に必ずお読みください 

下記の使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様とトレンドマイクロ株式

会社（以下「トレンドマイクロ」といいます）との間の契約です。「ウ イルスバスター モバ

イル」シリーズ（第 4 条所定のサポートサービスの一環として提供される一切のパター

ンファイル、検索エンジンおよびプログラムモ ジュール等、ソフトウェア製品に付属す

るツール等のうち専用の使用許諾契約書がないものを含みます。以下、総称して「本

ソフトウェア」といいます。）をインストール、複製、使用することによって、お客様は本契

約のすべての条件に同意されたことになります。お客様が本ソフトウェアを店頭でご購

入し、本契約の条件に同意できない場合は、お買い上げ後 90 日以内に、未使用の

本ソフトウェアに領収書を添えて本ソフトウェアをお買い上げになった販売店あてにお

戻しください。本ソフトウェアの代金をお返しいたします。ただし、本サービスの返品は

お受けいたしかねますので、ご注意ください。本契約の条件に同意できない場 合、本

ソフトウェアまたは本サービスを使用、無償試用、ダウンロードまたはインストールする

ことはできません。また、お客様が未成年の場合は、保護者の同意を得たうえでライセ

ンス製品をご使用ください。 

 

本ソフトウェアまたは本サービスの通信にかかるパケット通信料はお客様のご負担とな

ります。携帯電話会社が提供するパケット定額サービスへの加入をお薦めします。通

信契約を申し込んだ国以外で利用する場合、パケット定額サービスが適用されないこ

とがありますのでご注意ください。 

※パケット定額サービスに加入されずに多額のパケット通信料が発生した場合でも、ト

レンドマイクロは一切の責任を負いません。 

※パケット定額サービスへの加入方法･パケット通信料等については、ご利用の携帯

電話会社にお問い合わせください。  

使 用 許 諾 契 約 書 

第 1 条 使用権の許諾 

トレンドマイクロは、本契約記載の条件に従い、本条に定めるお客様が自己所有する

モバイルハードウェア（お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含みま

す）におけるセキュリティ対策を目的とした以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡

不可能な権利をお客様に対して許諾します。また、複数のモバイルハードウェア上で

本ソフトウェアを使用する場合、同時に使用しない場合であっても、使用するハードウ

ェアにインストールされているオペレーティングシステムの数と同数の使用許諾を必要

とします。 
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(a)お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル」または「ウイルスバ

スター モバイル 月額版」である場合、本ソフトウェアのアクティベーションキー（以下

「アクティベーションキー」といいます）1 件につき、1 オペレーティングシステム(本 ソフ

トウェアのマニュアル等に記載されている対応オペレーティングシステムに限ります)ま

たは本サービス契約が定めるコピー数を上限としてそれぞれオペレーティングシステ

ム(本サービスのマニュアル等に記載されている対応オペレーティングシステムに限り

ます)へインストールし、当該オペレーティングシス テムが稼動するモバイルハードウェ

ア上で、本ソフトウェアのライセンス契約（以下「ライセンス契約」といいます）または本

サービス契約の有効期間中使用する権利。および本ソフトウェアの保存のみを目的と

して、1 コピーに限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権利。 

(b)お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル 体験版」または「ウ

イルスバスター モバイル 月額版 体験版」である場合、本ソフトウェアの 1 コピーの

みを１回に限り、1 オペレーティングシステム(本ソフトウェアのマニュアル等に記載され

ている対 応オペレーティングシステムに限ります)へインストールし、当該オペレーティ

ングシステムが稼動するモバイルハードウェア上で使用する権利。なお、お客様は、本

ソフトウェアについて、トレンドマイクロが別途定める本ソフトウェアの使用期間（以下

「体験版使用期間」といいます）を超えて使用すること、および、再インストールを行い

2 回以上使用することはできないものとします。  

第 2 条 著作権等 

1.本ソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメント（以

下、総称して「ドキュメント」といいます）に関する著作権、特許 権、商標権、ノウハウお

よびその他のすべての知的財産権はトレンドマイクロまたはトレンドマイクロにこれを許

諾した第三者へ独占的に帰属します。 

2.お客様は、トレンドマイクロの事前の書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェア、

ドキュメントおよびアクティベーションキーを第三者へ賃貸、貸与 または販売できない

ものとし、かつ、本ソフトウェア、ドキュメントおよびアクティベーションキーに担保権を設

定することはできないものとします。また、お 客様は、トレンドマイクロの書面による事

前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス（有償・無償を問わず営利目的または

付加価値サービスとして第三者 へ提供されるサービス）の一環として本ソフトウェアお

よびアクティベーションキーを使用することはできないものとします。 

3.お客様は、本ソフトウェアにつき、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまた

は逆アセンブル（以下、総称して「改造等」といいます）すること はできないものとしま

す。お客様の改造等に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、トレンド

マイクロは当該損害に関して一切の責任を負わない ものとします。 

4.お客様は、本ソフトウェアに関する客観性を欠いた実験方法によるパフォーマンステ
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ストまたはベンチマークテストの結果を、トレンドマイクロの事前の書面による承諾を得

ることなく、公表してはならないものとします。  

第 3 条 保証および責任の限定 

1.トレンドマイクロは、本ソフトウェア、本サービス、ドキュメントまたは第 4 条に定義され

るサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、ト レンドマイクロは、本ソ

フトウェア、本サービス、ドキュメントまたはサポートサービスがお客様の特定の目的に

適合することを保証するものではなく、本ソフ トウェアまたはドキュメントの物理的な紛

失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしま

せん。 

2.第 4 条 1 項および 2 項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出が

なされない場合またはその内容に不備がある場合、トレンドマイクロからお客様への通

知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、

お客様の責任とさせていただきます。 

3.本ソフトウェアまたはアクティベーションキーの譲渡に関連して生じたいかなるトラブ

ルについても、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。また、 トレンドマイクロは、

合理的な理由に基づき不正な手段もしくは目的による譲渡、入手または使用であると

判断したアクティベーションキーにつき、使用停止の 措置を講ずる場合があります。こ

の場合、トレンドマイクロは、当該アクティベーションキーの利用者に責任がない場合

であっても一切の補償をいたしません。 

4.お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム（本ソフトウェアを含みま

すがこれに限られません）の選択、導入、使用および使用結果につき ましては、お客

様の責任とさせていただきます。本ソフトウェア、本サービスもしくはドキュメントの使

用、サポートサービスならびに第 4 条 4 項および 5 項に よりサポートサービスの提供

を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付

随的損害および逸失利益に関してトレンドマイ クロは一切の責任を負いません。 

5.本契約のもとで、理由の如何を問わずトレンドマイクロがお客様またはその他の第三

者に対して負担する責任の総額は、損害が生じる直前の 1 年間に本契約のもとでお

客様が実際に支払われた対価の 100%を上限とします。 

第 4 条 サポートサービス等 

1.お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル」である場合、トレン

ドマイクロは、同社が定める手続に従い、ユーザ登録を行ったお客様に対し、ライセン

ス契約の有効期間中、本ソフトウェアに関するサポートサイトに記載されるサポートサ

ービス（以下「サポートサービス」といいます）を提供いたします。ただし、インターネット
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接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただ

けないサポートサービスがありま す。 

2.お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル 月額版」である場

合、トレンドマイクロは、販売店が定める条件にて本サービスの申込手続を行い、かつ

販売店またはトレンドマイクロが定める手続に従い本ソフトウェアのユーザ登録を行っ

たお客様に対し、本サービス契約の有効期間中、別途販売店がご案内する Web ペ

ージに記載されるサポートサービス（以下「サポートサービス」といいます）を提供いた

します。ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様に

おいては、一部ご利用いただけないサポートサービスがあります。 

3.お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル 体験版」または「ウ

イルスバスター モバイル 月額版 体験版」である場合、トレンドマイクロは、同社が定

める手続に従い本ソフトウェアのアップデート機能を有効に設定したお客様に対し、体

験版使用期間の終了日まで以下のサポートサービスを提供いたします。ただし、イン

ターネット接続環境をお持ちでないお客様においては、サポートサービスはご利用い

た だけません。 

(a)各種パターンファイル、検索エンジンおよび各種プログラムモジュールのアップデ

ートサービス 

4.サポートサービスの提供に関するトレンドマイクロの義務は、本条 1 項、2 項または 3

項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、トレンド

マイクロは、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する

義務を負わないものとします。 

(a)お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル」である場合、 

(1) トレンドマイクロが定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様 

(2) 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があ

るお客様 

(3)ライセンス契約が有効期間にないお客様 

(4)本ソフトウェアを、トレンドマイクロが対応外とするオペレーティングシステム（日本語

版以外のオペレーティングシステムを含みます）上で使用しているお客様 

(5)日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様 

(6)トレンドマイクロにおいてユーザ登録情報が確認できないお客様  

(b)お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル 月額版」である場

合、 

(1) 販売店またはトレンドマイクロが定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお

客様 

(2)前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があ

るお客様 



10 

 

(3) 本サービス契約が有効期間にないお客様 

(4)本ソフトウェアを、トレンドマイクロが対応外とするオペレーティングシステム（日本語

版以外のオペレーティングシステムを含みます）上で使用しているお客様 

(5)日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様 

(6)本ソフトウェアを、販売店への対価を支払うことなく使用しているお客様 

(c)お客様の使用する本ソフトウェアが「ウイルスバスター モバイル 体験版」または「ウ

イルスバスター モバイル 月額版 体験版」である場合、 

(1) アップデート機能を有効に設定していないお客様 

(2)本ソフトウェアを、体験版使用期間を超えて使用しているお客様 

(3)本ソフトウェアを、トレンドマイクロが対応外とするオペレーティングシステム（日本語

版以外のオペレーティングシステムを含みます）上で使用しているお客様 

(4)日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様 

5.トレンドマイクロは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービ

スの提供を停止できるものとします。 

(a)システムの緊急保守を行うとき 

(b)火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困

難になったとき 

(c)天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき 

(d)上記以外の緊急事態により、トレンドマイクロがシステムを停止する必要があると判

断するとき 

6.前各項にかかわらず、トレンドマイクロは、本ソフトウェアおよび一部の対応オペレー

ティングシステム上で使用される本ソフトウェアについて同社の裁量でサポートを終了

することができるものとし、同社がサポートを終了した本ソフトウェアについては、お客

様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。なお、サポート

終了製品は、別途サポートサービスの一環として配信する Web ページまたは電話を

介する問い合わせによってご案内いたしま す。  

第 5 条 契約の解除 

1.お客様が本契約に違反した場合、トレンドマイクロは本契約を解除することができま

す。この場合、お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびアクティベーションキーを

一切使用することができません。 

2.前項に定める他、お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標榜

ゴロもしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下「暴力団等」という）、

に該当する、または次の各号のいずれか一に該当することが判明した場合、トレンドマ

イクロは本契約を解除することができます。 
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(a)暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる

関係を有すること 

(b)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること 

(c)暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること 

(d)役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること 

3.前各項に定める他、お客様が自らもしくは第三者を利用して、次の各号に掲げるい

ずれかの行為を行う、またはその恐れがあるとトレンドマイクロが判断した場合、トレンド

マイクロは本契約を解除することができます。 

(a)詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為 

(b)違法行為または不当要求行為 

(c)業務を妨害する行為 

(d)名誉や信用等を毀損する行為 

(e)その他前各号に準ずる行為 

4.お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびそのすべての複製物を破棄することに

より本契約を終了させることができます。 

5.本契約が終了または解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよび

そのすべての複製物を破棄するものとします。 

第 6 条 守秘義務 

1.お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報（本ソ

フトウェアのアクティベーションキー、サポートサービスに関連する電話番号、メールア

ドレス、URL、ID、パスワード、更新キー、IP アドレスならびにサポートサービスの一環

としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます）につき、トレン

ドマイクロの書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、

本契約における義務 の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利

用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき

開示する場合は この限りではありませんが、その場合にはトレンドマイクロに対して速

やかに事前の通知を行うものとします。 

2.前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受けないもの

とします。 

(a)開示を受けた時に既に公知である情報 

(b)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報 

(c)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報 
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(d)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報 

(e)トレンドマイクロの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報 

第 7 条 個人情報の取り扱いについて 

1.お客様は、トレンドマイクロがお客様に関する以下の個人情報（変更後の情報を含

みます。以下「個人情報」といいます。）につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利

用し、同社が定める相当な期間保有することに同意します。 

(a)氏名、会社名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、お客様が第 4

条 1 項および 2 項に基づき届け出た事項 

(b)購入製品、ユーザ登録日、契約の更新状況、対価の振込に関連して開示された情

報等、お客様とトレンドマイクロとの契約にかかわる事項 

2.お客様から提出された問い合わせ内容およびアンケートへの回答内容等 

お客様は、トレンドマイクロが、コンピュータまたはインターネットに関連するセキュリテ

ィ対策製品およびサービスの提供に関する事業において、以下の目的のために個人

情報を利用することに同意します。 

(a)サポートサービスの提供 

(b)契約の更新案内 

(c)トレンドマイクロの製品およびサービスに関する案内 

(d)トレンドマイクロの製品およびサービスに関連のある他社製品の案内 

(e)セキュリティに関する情報の提供 

(f)アンケート調査ならびにキャンペーン、セミナーおよびイベントに関する案内等のマ

ーケティング活動 

(g)トレンドマイクロの製品またはサービスの開発を目的とした分析および調査ならびに

ベータテストの依頼に関する通知 

3.お客様は、トレンドマイクロが前項の各行為を実施するにあたり、秘密保持契約書を

締結したうえで同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対し

て本条第 1 項所定の個人情報を提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一

部を委託する場合があることに同意します。尚、当該個人情報を 同社の子会社およ

び関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して提供、もしくは、個人情報の取り

扱いの全部または一部を委託する場合には、適切な安全管理措置を講じた上で、電

子メール、記憶媒体などの送付により行います。 

4.お客様は、トレンドマイクロに対し、自己に関する客観的な事実に基づく個人情報に

限り、開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求にあたっては、

別途トレンドマイクロが定める手続および手数料が必要となります。開示請求により万

一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、トレンドマイクロは

速やかに当該個人情報の訂正もしくは削除に応じるものとします。 
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5.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、トレンドマイクロは

開示の義務を負わないものとします。 

(a)トレンドマイクロまたは第三者の営業秘密またはノウハウに属する情報 

(b)保有期間を経過し、現にトレンドマイクロが利用していない情報 

(c)個人に対する評価、分類、区分に関する情報 

(d)トレンドマイクロ内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると

業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあると同社が判断した情報 

6.お客様は、トレンドマイクロが本条 2 項に記載される目的のために個人情報を利用

することにつき停止および第三者への提供の停止の申し出を行うことができるものとし

(但し、法令等に定めがある場合を除く)、同社は当該申し出を受けた場合利用停止の

措置を講じるものとします。ただし、サポートサービスの提供または更新案内等、業務

上必要な通知に同封または併記される製品案内、通知等についてはこの限りではあり

ません。当該申し出に関するお問い合わせ、および個人情報の取り扱いに関するお

問い合わせ先は、トレンドマイクロ 個人情報保護担当（兼個人情報保護管理責任 

者）privacy@trendmicro.co.jp となります。 

7.お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何

を問わず本条 1 項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報がトレンドマ

イクロにより一定期間利用されることに同意します。 

8.お客様が本条にご同意いただけない場合、本ソフトウェアに関する一部もしくは全部

のサービス提供等を受けられない場合があります。  

第 8 条 契約期間 

1.本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意した日から、第 5 条に基づき本契約

が終了するかまたは解除されるとき、もしくはライセンス契約、本サービス契約または体

験版使用期間が終了するときまで有効です。 

2.お客様は、トレンドマイクロまたは販売店所定の手続を行い、かつ、同社または販売

店所定のライセンス契約または本サービス契約の対価を支払うことにより、ライセンス

契約期間または本サービス契約期間を更新することができます。なお、更新後のライ

センス契約期間または本サービス契約期間は、第 5 条 1 項、 2 項もしくは 3 項に該

当する場合を除き、お客様がライセンス契約または本サービス契約にかかる対価を支

払った期間とします。 

3.ライセンス契約期間または本サービス契約期間を更新されたお客様もしくは「ウイル

スバスター モバイル 体験版」または「ウイルスバスター モバイル 月額版 体験版」

使用後にライセンス契約または本サービス契約にかかる対価を支払ったお客様には、

本契約のうち「ウイルスバスター モバイル 」または「ウイルスバスター モバイル 月額

版」に関する最新の内容が適用されます。  
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第 9 条 一般条項 

1.理由の如何を問わず、トレンドマイクロからお客様へ通知、郵送およびその他のコン

タクトを行う場合（サポートサービス提供の場合を含みますがこれに限られません）、当

該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。 

 

2.お客様は、本ソフトウェアおよびそれらにおいて使用されている技術(以下「本ソフト

ウェア等」という)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令およ

び省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があるこ

と、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があること

を認識の上、本ソフトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁

国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは

再輸出しないものとします。 

 

3.お客様は、2014 年 6 月現在、米国により定められる禁輸国が、キューバ、イラン、北

朝鮮、スーダン、シリアであること、禁輸国に関する情報が、以下のウェブサイトにおい

て検索可能であること、ならびに本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違

法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段

を講じるものとします。 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm 4.本契約の締

結により、お客様が米国により現時点で禁止されている国の居住者もしくは国民では

ないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないことを認識し、お

客様は、本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミ

サイルの開発、設計、製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとしま

す。 

5.本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とトレンド

マイクロとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、トレンドマ

イクロは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容 

およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本

契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の 本契約

の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。 

6.お客様は、トレンドマイクロからお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段

（POPUP 等を含みます）によってなされる場合があること、および、当該通知を受領す

ることに同意するものとします。 

7. お客様が、本ソフトウェアのシリアル番号、アクティベーションキー等を漏洩した場
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合には、お客様は、トレンドマイクロに対して、速やかに書面等にて報告をするものとし

ます。また、お客様は、トレンドマイクロの指示に従い、当該シリアル番号、アクティベ

ーションキー等の使用を速やかに中止するとともに、トレンドマイクロが別途指定する

金額および手続きによって、当該シリアル番号、アクティベーションキー等を購入し、

再インストール等の作業を自らの責任と費用 によって行うものとします。 

8.本ソフトウェアにおいて有害サイトのアクセス規制機能、フィッシング対策機能等を有

する場合、お客様が当該機能を有効にし、Web ページにアクセスした場合、以下の事

象がおこることがあります。 

(a)お客様がアクセスした Web ページの Web サーバ側の仕様が、お客様が入力した

情報等を URL のオプション情報として付加し Web サーバへ送信する仕様の場合、

URL のオプション情報にお客様の入力した情報（ID、パスワード等）などを含んだ

URL がトレンドマイクロ（本号においてその子会社を含み ます）のサーバに送信され

る。 この場合、トレンドマイクロ（本号においてその子会社を含みます）では、お客様

がアクセスする Web ページの安全性の確認のため、これらのお客様より受領 した情

報にもとづき、お客様がアクセスする Web ページのセキュリティチェックを実施します。 

9.第 2 条、第 3 条および第 6 条の各定めは、本契約が解除、期間の満了またはその

他事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。 

10.本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決につ

いては、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。  

 

トレンドマイクロ株式会社  

2014 年 7 月  

 

※注意事項  

著作権について 

本書に関する著作権は、トレンドマイクロ株式会社へ独占的に帰属します。トレンドマ

イクロ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態および手段を問わず、本書ま

たはその一部を複製することは禁じられています。本ドキュメントの作成にあたっては

細心の注意を払っていますが、本書の記述に誤りや欠落があってもトレンドマイクロ株

式会社はいかなる責任も負わないものとします。本書およびその記述内容は予告なし

に変更される場合があります。  

商標について 
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TRENDMICRO、TREND MICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスター On‐Line 

Scan、PC-cillin、InterScan、INTERSCAN VIRUSWALL、ISVW、

InterScanWebManager、ISWM、InterScan Web Security Suite、IWSS、TRENDMICRO 

SERVERPROTECT、PortalProtect、Trend Micro Control Manager、Trend Micro 

MobileSecurity、VSAPI、トレンドマイクロ・プレミアム・サポート・プログラム、License for 

Enterprise Information Security、LEISec、Trend Park、Trend Labs、InterScan 

Gateway Security Appliance、Trend Micro Network VirusWall、Network VirusWall 

Enforcer、Trend Flex Security、LEAKPROOF、Trend プロテクト、Expert on Guard、

InterScan Messaging Security Appliance、InterScan Web Security Appliance、

InterScan Messaging Hosted Security、DataDNA、Trend Micro Threat Management 

Solution、Trend Micro Threat Management Services、Trend Micro Threat 

Management Agent、Trend Micro Threat Mitigator、Trend Micro Threat Discovery 

Appliance、Trend Micro USB Security、InterScan Web Security Virtual Appliance、

InterScan Messaging Security Virtual Appliance、Trend Micro Reliable Security 

License、TRSL、Trend Micro Smart Protection Network、Smart Protection Network、

SPN、SMARTSCAN、Trend Micro Kids Safety、Trend Micro Web Security、Trend 

Micro IM Security、Trend Micro Email Encryption、Trend Micro Email Encryption 

Client、Trend Micro Email Encryption Gateway、Trend Micro Collaboration 

Security、Trend Micro Portable Security、Portable Security、Trend Micro Standard 

Web Security、トレンドマイクロ アグレッシブスキャナー、Trend Micro Hosted Email 

Security、Hosted Email Security、Trend Micro Deep Security、ウイルスバスタークラウ

ド、ウイルスバスターCLOUD、Smart Surfing、スマートスキャン、Trend Micro Instant 

Security、Trend Micro Enterprise Security for Gateways、Enterprise Security for 

Gateways、Trend Micro Email Security Platform、Trend Smart Protection、

Vulnerability Management Services、Trend Micro Vulnerability Management 

Services、Trend Micro PCI Scanning Service、Trend Micro Titanium、Trend Micro 

Titanium AntiVirus Plus、Smart Protection Server、Deep Security、Worry Free 

Remote Manager、ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス、HOUSECALL、

SafeSync、トレンドマイクロ オンラインストレージ SafeSync、Trend Micro InterScan 

WebManager SCC、Trend Micro NAS Security、Trend Micro Data Loss Prevention、

TREND MICRO ENDPOINT ENCRYPTION、Securing Your Journey to the Cloud、

Trend Micro オンラインスキャン、Trend Micro Deep Security Anti Virus for VDI、

Trend Micro Deep Security Virtual Patch、Trend Micro Threat Discovery Software 

Appliance、SECURE CLOUD、Trend Micro VDI オプション、おまかせ不正請求クリー

ンナップサービス、Trend Micro Deep Security あんしんパック、こどもーど、Deep 

Discovery、TCSE、おまかせインストール・バージョンアップ、トレンドマイクロ バッテリ
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ーエイド、Trend Micro Safe Lock、トレンドマイクロ セーフバックアップ、Deep 

Discovery Advisor、Deep Discovery Inspector、Trend Micro Mobile App Reputation、

あんしんブラウザ、Jewelry Box、カスタム ディフェンス、InterScan Messaging Security 

Suite Plus、おもいでバックアップサービス、おまかせ！スマホお探しサポート、プライ

バシースキャナー、保険&デジタルライフサポート、 LiveWedding、おまかせ！迷惑ソ

フトクリーンナップサービス、Smart Protection Integration Framework、および

InterScan Web Security as a Service は、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。 

本書に記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または

登録商標です。 

 

Copyright c 2015 Trend Micro Incorporated. All rights reserved. 

 

お客様が「ウイルスバスター モバイル」購入または「ウイルスバスター モバイル」ライ

センス契約更新時に同時に「ウイルスバスター モバイル + おまかせ！スマホお探し

サポート」を申し込まれた場合、以下の規約が適用になります。  

サービスをご利用になる前に、次のサービス利用規約（以下「本規約」といいます）を

必ずお読みください。 

本規約はトレンドマイクロ株式会社（以下「トレンドマイクロ」といいます）が提供する「ウ

イルスバスター モバイル + おまかせ！スマホお探しサポート」（以下「本サービス」と

いいます）の利用に関する諸条件を定めるものです。本規約の内容は、トレンドマイク

ロと同社が定める利用申込手続を行ったうえで本サービスを利用するお客様との間の

一切の関係に適用されます。また、本サービスを利用するお客様は、トレンドマイクロ

の指定するソフトウェア製品を使用する必要があります。お客様は、本サービスの利用

申込手続を行うことまたは本サービスを利用することによって、本規約のすべての条件

に同意したものとみなされます。なお、お客様が未成年者である場合、親権者または

後見人の同意を得ることなく本サービスを利用することはできません。 

 

本サービスの通信にかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。携帯電話会

社が提供するパケット定額サービスへの加入をお薦めします。通信契約を申し込んだ

国以外で利用する場合、パケット定額サービスが適用されないことがありますのでご注

意ください。 

 

※パケット定額サービスに加入されずに多額のパケット通信料が発生した場合でも、ト

レンドマイクロは一切の責任を負いません。 
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※パケット定額サービスへの加入方法･パケット通信料等については、ご利用の携帯

電話会社にお問い合わせください。  

サ ー ビ ス 利 用 規 約 

第 1 条 本サービスの内容等 

1.お客様が利用できる本サービスは、ウイルスバスター モバイル(以下「本ソフトウェ

ア」といいます)が予めインストールされたモバイルハードウェア（トレンドマイクロが定め

る手続に従い、本ソフトウェアに関するユーザ登録を行ったお客様が自己所有し、また

トレンドマイクロが本サービスの対象機種とするものに限られます、以下「対象端末」と

いいます）を対象とする以下のサービスとします。 

 

(a)本ソフトウェアおよび対象端末の GPS 機能または基地局情報を利用した対象端末

の所在確認支援、対象端末データ消去、対象端末のロックまたは対象端 末のリモー

トアラーム作業。なお、本ソフトウェアの利用については本ソフトウェアの使用許諾契約

が適用されます。 

(b)「トレンドマイクロ セーフバックアップ」を使用した対象端末内のデータのバックアッ

プ設定支援。なお、本号記載のサービスの提供に際しては事前に別途対象端末への

「トレンド マイクロ セーフバックアップ」のインストールが必要であり、「トレンドマイクロ 

セーフバックアップ」の利用については「トレンドマイクロ セーフバックアップ」の使用

許諾契約が適用されます。 

2.本サービスは、以下の条件を満たすお客様および環境に対して提供されるものとし

ます。 

(a)本ソフトウェアを対象端末にインストール済みであること 

(b)対象端末およびお客様が日本国内に存在すること 

(c)お客様は日本語を用いてトレンドマイクロのオペレーターと対話またはメールが可

能であること 

3.トレンドマイクロは、本サービスの運営および提供に関する業務の全部または一部

を、トレンドマイクロの責任において、第三者に委託することがあります。 

4.トレンドマイクロは、以下の各号にお客様もしくは対象端末が該当する場合、本サー

ビスを提供できない、または対象端末の所在が特定できないことがあります。また、そ

の他の状況により本サービスがご利用いただけない場合があります。  

(a)対象端末がエリア圏外または電源 OFF の場合  

(b)本サービス設定によるサービス利用停止中もしくは GPS 非対応携帯電話などを検

索した場合 

(c)対象端末の操作で、検索が拒否された場合 
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(d)対象端末の利用停止中の場合 

(e)対象端末が国際ローミング中の場合 

(f)対象端末が GPS 対応携帯電話である場合でかつ以下に該当する場合 

(g)位置提供可否設定が「位置提供機能 OFF（または拒否）」の場合 

(h)デバイスロックなど、各種ロック中の場合 

(i)対象端末が GPS 非対応携帯電話である場合でかつ以下に該当する場合  

(j)3rd パーティ製アプリケーションによる全機能ロックまたはご利用の一時中断中の場

合 

(k)通信が行えない状態の場合 

(l)本ソフトウェアが最新版でない場合 

(m)対象端末で Google アカウントが作成されていない場合 

(n)回線または対象端末の状態が悪い場合 

(o)WiFi のネットワーク強度が弱い場合 

第 2 条 利用料金 

1.お客様は、本サービスの利用にあたり、トレンドマイクロまたはトレンドマイクロが指定

する販売店が定める利用料金を、下記のいずれかの方法により本サービス開始前に

支払うものとします。また、お客様は、本ソフトウェアの使用許諾契約で許諾されるソフ

トウェアの使用許諾数に関わらず、本サービスの対象 とするハードウェアの台数（1 台

のハードウェアに OS が 1 つの場合）分の利用料金を支払うものとします。 

(a)クレジットカード※1 

(b)かんたんコンビニ決済 

(c)トレンドマイクロが指定する販売店が定める方法 

※1 クレジットカード情報の取得社名は、カード決済代行会社であるソフトバンク・ペイ

メント・サービス株式会社となり、トレンドマイクロ株式会社でクレ ジットカード情報はい

っさい保存しません。ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社におけるクレジットカー

ド情報の保存期間は 6 ヶ月間となります。 

2.お客様による利用料金の支払いをトレンドマイクロで確認できる時点は、お客様の支

払い方法によって異なります。 

支払方法として 

(a)クレジットカードを選択した場合: クレジットカード会社によって課金が承認された時

点 

(b)かんたんコンビニ決済を選択した場合: 当社が利用料金の支払いを受け取った時

点 

(c)トレンドマイクロが指定する販売店が定める方法を選択した場合：当該方法により異

なります。 
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3.お客様が本サービスを利用するために要したハードウェアもしくはソフトウェアに関

する費用、通信料金およびその他一切の費用は、お客様の負担とさせていただきま

す。 

4.本規約に明示する場合を除き、本規約のもとでお客様が支払われた一切の利用料

金は返還いたしません。  

第 3 条 著作権等 

1.本サービス、本ソフトウェアならびにマニュアルに関する著作権、特許権、商標権、ノ

ウハウおよびその他のすべての知的財産権はトレンドマイクロまたはトレンドマイクロへ

これを許諾した第三者へ独占的に帰属します。 

2.お客様は、トレンドマイクロの書面による事前の承諾を得ることなく、本サービスおよ

びマニュアルを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものと し、かつ、本サ

ービスおよびマニュアルに担保権を設定することはできないものとします。加えて、お

客様は、トレンドマイクロの書面による事前の承諾を得る ことなく、お客様の顧客サー

ビス（有償、無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供され

るサービス）の一環として本サービスを使用することはできないものとします。  

第 4 条 保証および責任の限定 

1.トレンドマイクロは、本サービス、本ソフトウェアまたはマニュアルに関して一切の保証

を行いません。また、トレンドマイクロは、本サービス、本ソフト ウェアまたはマニュアル

の機能がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本サービスも

しくは対象端末（対象端末内のデータも含みます） の紛失、盗難または破損に起因

するお客様またはその他の第三者の損害につき一切の補償をいたしません。 

2.お客様が期待する成果を得るためのサービスまたはソフトウェアプログラム（本サー

ビスおよび本ソフトウェアを含みますがこれに限られません）の選択、 導入、使用およ

び使用結果については、お客様の責任とします。本サービス、本ソフトウェアまたはマ

ニュアルの使用に起因してお客様またはその他の第三者に 生じた結果的損害、付

随的損害および逸失利益に関してトレンドマイクロは一切の責任を負いません。 

3.本規約のもとで、理由の如何を問わずトレンドマイクロがお客様またはその他の第三

者に対して負担する責任の総額は、損害が生じる直前の 1 年間に本規約のもとでお

客様が実際に支払われた対価の 100%を上限とします。  

第 5 条 守秘義務 
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1.お客様は、(a) 本規約記載の内容、および、(b)本規約に関連して知り得た情報（本

規約に関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL ならびに本規約の一 

環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます）につき、トレ

ンドマイクロの書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、か

つ、本規約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず

利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開 示等正当なる事由に基づ

き開示する場合はこの限りではありませんが、その場合にはトレンドマイクロに対して速

やかに事前の通知を行うものとします。 

2.トレンドマイクロ(その委託先を含みます、本条項において以下同様)は、第１条１項

に記載のサービス遂行中に知り得た情報をお客様の書面による承諾を得ることなく第

三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本規約における義務の履行のための利用を

除き利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に

基づき開示する場合はこの限りではありません。  

3.前各項にかかわらず、以下各号に定める事項については前各項の適用を受けない

ものとします。 

(a)開示を受けた時に既に公知である情報 

(b)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報 

(c)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報 

(d)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報 

(e)相手方の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報  

第 6 条 提供停止 

トレンドマイクロは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなく本サービスの提

供を停止できるものとします。 

(a)インターネットを含むネットワークの障害、火災もしくは停電等の不可抗力、または、

第三者による妨害等により本サービスの運用が困難になったとき 

(b)上記以外の緊急事態により、トレンドマイクロが本サービスを停止する必要があると

判断するとき  

第 7 条 契約の解除 

1.お客様が本契約に違反した場合、トレンドマイクロは本契約を解除することができま

す。この場合、お客様は、本サービスおよびドキュメントを一切使用することができませ

ん。 

2.前項に定める他、お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標榜
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ゴロもしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下「暴力団等」という）、

に該当する、または次の各号のいずれか一に該当することが判明 した場合、トレンド

マイクロは本契約を解除することができます。 

(a)暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる

関係を有すること 

(b)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること 

(c)暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること 

(d)役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること 

3.前各項に定める他、お客様が自らもしくは第三者を利用して、次の各号に掲げるい

ずれかの行為を行う、またはその恐れがあるとトレンドマイクロが判断した場合、トレンド

マイクロは本契約を解除することができます。 

(a)詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為 

(b)違法行為または不当要求行為 

(c)業務を妨害する行為 

(d)名誉や信用等を毀損する行為 

(e)その他前各号に準ずる行為 

4.お客様は、ドキュメントおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終

了させることができます。 

5.本契約が終了または解除された場合、お客様は、ドキュメントおよびそのすべての複

製物を破棄するものとします。  

第 8 条 個人情報の取り扱いについて 

1.お客様は、トレンドマイクロがお客様に関する以下の個人情報（変更後の情報を含

みます。以下「個人情報」といいます。）につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利

用し、同社が定める相当な期間保有することに同意します。 

(a)氏名、会社名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、お客様が本ソ

フトウェアに関するユーザ登録に基づき届け出た事項 

(b)購入製品、ユーザ登録日、契約の更新状況、対価の振込に関連して開示された情

報等、お客様とトレンドマイクロとの契約にかかわる事項 

(c)お客様から提出された問い合わせ内容およびアンケートへの回答内容等 

2.お客様は、トレンドマイクロが、コンピュータまたはインターネットに関連するセキュリ

ティ対策製品およびサービスの提供に関する事業において、以下の目的のために個

人情報を利用することに同意します。 
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(a)サポートサービスの提供 

(b)契約の更新案内 

(c)トレンドマイクロの製品およびサービスに関する案内 

(d)トレンドマイクロの製品およびサービスに関連のある他社製品の案内 

(e)セキュリティに関する情報の提供 

(f)アンケート調査ならびにキャンペーン、セミナーおよびイベントに関する案内等のマ

ーケティング活動 

(g)トレンドマイクロの製品またはサービスの開発を目的とした分析および調査ならびに

ベータテストの依頼に関する通知  

3.お客様は、トレンドマイクロが前項の各行為を実施するにあたり、秘密保持契約書を

締結したうえで同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行 業者に対し

て本条第 1 項所定の個人情報を提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一

部を委託する場合があることに同意します。尚、当該個人情報を同社の子会社および

関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して提供、もしくは、個人情報の取り扱

いの全部または一部を委託する場合には、適切な安全管理措置を講じた上で、電子

メール、記憶媒体などの送付により行います。 

4.お客様は、トレンドマイクロに対し、自己に関する客観的な事実に基づく個人情報に

限り、開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請 求にあたっては、

別途トレンドマイクロが定める手続および手数料が必要となります。開示請求により万

一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、トレンドマイクロは

速やかに当該個人情報の訂正もしくは一部削除に応じるものとします。  

5.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、トレンドマイクロは

開示の義務を負わないものとします。 

(a)トレンドマイクロまたは第三者の営業秘密またはノウハウに属する情報 

(b)保有期間を経過し、現にトレンドマイクロが利用していない情報 

(c)個人に対する評価、分類、区分に関する情報 

(d)トレンドマイクロ内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると

業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあると同社が判断した情報 

6.お客様は、トレンドマイクロが本条 2 項に記載される目的のために個人情報を利用

することにつき停止および第三者への提供の停止の申し出を行うことができるものとし

（但し、法令等に定めがある場合を除く）、同社は当該申し出を受けた場合利用停止

の措置を講じるものとします。ただし、サポートサービスの提 供または更新案内等、業

務上必要な通知に同封または併記される製品案内、通知等についてはこの限りでは

ありません。当該申し出に関するお問い合わせ、および個人情報の取り扱いに関する

お問い合わせ先は、トレンドマイクロ 個人情報保護担当（兼個人情報保護管理責任

者）privacy@trendmicro.co.jp となります。 
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7.お客様は、本規約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何

を問わず本条 1 項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報がトレンドマ

イクロにより一定期間利用されることに同意します。 

8.お客様が本条にご同意いただけない場合、本サービスおよび本ソフトウェアに関す

る一部もしくは全部のサービス提供等を受けられない場合があります。  

第 9 条 有効期間 

1.本規約の有効期間は、本ソフトウェアのライセンス契約の有効期間に準じるものとし

ます。 

2.本ソフトウェアのライセンス契約更新時に本サービスの継続を望む場合、本サービス

付の本ソフトウェアのライセンス更新にかかる契約を締結する必要があります。本サー

ビス付の本ソフトウェアのライセンス更新にかかる契約を締結した場合、最新の本規約

の内容が適用されます。 

3.前項に関わらず、トレンドマイクロがトレンドマイクロの判断で本サービスの提供を終

了する場合、お客様は本サービス付の本ソフトウェアのライセンス更新契約を締結す

ることはできません。  

第 10 条 一般条項 

1.本規約は、本サービスに関する契約等に関し、本規約の締結以前にお客様とトレン

ドマイクロとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。 なお、トレン

ドマイクロは、お客様へ事前の通知を行うことなく本規約の内容を変更できるものとし、

当該変更がなされた場合、従前の本規約の内容およびその 他の告知内容は無効と

なり、最新の本規約の内容および告知内容が適用されるものとします。 

2.お客様は、トレンドマイクロからお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段によっ

てなされる場合があること、および、当該通知を受領することに同意するものとします。 

3.第 3 条、第 4 条および第 5 条の各定めは、本契約が解除、期間の満了またはその

他事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。 

4.本規約は、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因する紛争の解決につ

いては、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。  

 

トレンドマイクロ株式会社 

 

2014 年 7 月  
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Smart・Checker by MyPermissions 利用規約 

 

株式会社セールスパートナー  

第１条（本サービスの内容） 

「Smart・Checker by MyPermissions 」（以下「本サービス」といいます。）は、株式会社

セールスパートナー（以下「当社」といいます。）がお客様に対し、「Smart・Checker by 

MyPermissions 利用規約」（以 下「本規約」といいます。）に基づき提供するサービス

をいいます。尚、本サービスの詳細は別紙に定めるものとします。  

第２条（本サービスの利用） 

本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法によ

り本サービスを利用する ための登録（以下「利用登録」といいます。）を行うものとしま

す。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾した お客様を「本サービス利用者」といい

ます。  

第３条（利用料金） 

１．本サービスの利用料金（以下「本料金」といいます。）は、別紙に定める料金としま

す。 

２．本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との

合算請求、又は、クレジッ トカード決済、金融機関による口座振替等当社が定める方

法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。 

３．本サービス利用者が、月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本

サービスに関する利用契約 （以下「利用契約」といいます。）が終了した場合、当該月

の本料金の日割り計算は行われないものとしま す。 

４．当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった

場合であっても、本料金 の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わ

ないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、

本サービスの復旧に努めるものとします。  

第４条（遅延損害金） 

当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サー

ビス利用者に対し支払 期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6％の割合による遅

延損害金を請求することができるものとします。  
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第５条（お問合せ） 

本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問合せを行う場合、当社の定

める方法により当社に対して連絡をするものとします。  

第６条（本サービス・規約の変更） 

１． 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約

又は本サービスの内容を変更することができるものとします。 

２． 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の

本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知

するものとします。 

３． 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービ

スの内容が適用されるものとします。 

４． 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サー

ビスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。  

第７条（禁止事項） 

本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行

ってはならないものとします。 

① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害す

るおそれのある行為。 

② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそ

れのある行為。 

③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。 

④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行

為。 

⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。 

⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。 

⑦ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。 

⑧ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメー

ルを送信する行為。 

⑨ 利益目的で自己の事業において利用する行為。 

⑩ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為 

⑪ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書

等を送信、記載又は掲載する行為 
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⑫ 無限連鎖講（ネズミ講）若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する

行為 

⑬ 連鎖販売取引（マルチ商法）に関して特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律

第 57 号）に違反する行為 

⑭ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 

⑮ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為 

⑯ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 

⑰ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行

為 

⑱ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用

の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為 

⑲ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。 

⑳ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判

断する行為。 

第８条（権利譲渡の禁止） 

本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として

有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処

分をしてはならないものとします。  

第９条（損害賠償） 

本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第

三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害（逸失利益、訴訟費用

及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないもの とします。）等を全額賠償する責

任を負うものとします。  

第１０条（通知） 

１． 当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファッ

クスの送信、Ｗｅｂサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うも

のとします。 

２． 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日（但し、

その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日）に本サービス利用者に到達

したものとみなすものとし、電子メールの送信又は ファックスの送信による場合は、当

該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達し
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たものとみなすものとします。また、前項の通知がＷｅｂサイトへの掲載による場合、Ｗｅ

ｂサイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。 

３． 本サービス利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったと

しても、当社は一切責任を負わないものとします。  

第１１条（利用目的） 

当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利

用するものとします。 

① 本サービスを提供する場合（利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を

含みます）。 

② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。 

③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。 

④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社（以下、総称して「当社等」といいま

す。）が取扱う各種商材に関する案内をする場合。 

⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。 

⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。 

⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。 

⑧ 法令の規定に基づく場合。 

⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。 

第１２条（免責） 

１． 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の

支配することのできない事 由（以下「不可抗力」といいます。）により、本規約の履行の

遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切 責任を負わないものとします。  

２． 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービス

の利用について一切の保証 を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用

者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任 を負わないものとします。 

３．通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止によ

り生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、

当社は一切責任を負わないものとします。 

４． 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当

社は一切責任を負いません。  

第１３条（報告義務） 
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１．本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、

当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 

２． 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は

連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前

の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報 に発送した書面等は、全

て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 

３．本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生

じた損害については、当社は一切責任を負いません。  

第１４条（第三者への委託） 

当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承

諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものと

します。  

第１５条（秘密保持） 

本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、

販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。  

第１６条（本サービスの提供の停止及び利用契約の解除） 

１．当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通

知、催告を要せず直ちに、 本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利

用契約を解除することができるものとします。 

① 本サービス利用者が、本サービスに関する利用料金の支払を一度でも怠ったと

き。 

② 本サービス利用者が、第 7 条に定める行為を行ったとき。 

③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれ

があるとき。 

④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第

三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。 

⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融

機関から取引停止の処分を受けたとき。 

⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。 

⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。 
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⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた

場合を含む）となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。 

⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。 

⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行って

いたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障

を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき 

⑬ 本サービス利用者が第 13 条に違反したとき 

⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき 

⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、も

しくはそのおそれがあるとき。 

⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と

判断したとき。 

⑰ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社

の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。 

⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利

用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。 

２．当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしく

は、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責

任を負わないものとします。  

第１７条 （サービスの廃止） 

１．当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがありま

す。 

２．当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービ

ス利用者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 

３．当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損

害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。  

第１８条（解約） 

本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対し

て、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の

末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の

属する月の末日となります。  
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第１９条（料金等） 

１．本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとしま

す。 

２．本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対

する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し

弁済するものとします。  

第２０条（契約期間） 

当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当

社が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当

社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの 利用が可能となります。  

第２１条（サービス内容の変更） 

当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、

各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その

場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以

後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。  

第２２条（期限の利益の喪失） 

本サービス利用者が、第 16 条第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利

益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。  

第２３条（合意管轄） 

本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁

判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

第２４条（信義誠実の原則） 

本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サ

ービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。  

第２５条（法令等の遵守） 
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本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、電気通信事業法（昭和 59 年 12 

月 25 日法律第 86 号）、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成 14 

年 4 月 17 日法律第 26 号）その他関連法令、本規約を遵守するものとします。 

 

以上  

平成 27 年月 4 月 1 日 制定  

別紙 1 

■本サービスの詳細 

【本サービスの内容】 

① 「Smart・Checker by MyPermissions」とは、本サービス利用者のスマートフォン、タ

ブレット、パソコン等の当社が指定する端末を利用したアプリケーションおよびウェブ上

の個人アカウント連携の解除・許可等の管理を行うソフトウェアを提供するサービスで

す。 

② 本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのイン

ストールが必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームペー

ジ等を必ずご確認ください。 

③ 本サービスの利用可能な端末は 3 台を上限とします。 

④ 本サービス利用者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検出される

こと、全ての全ての個人情報連携を検知・解除できること、または全ての不正アクセス

を検知・遮断することを保証するものではなく、 その他本サービス利用者の全ての要

求を満たすことを保証するものではありません。 

⑤ 本サービスは予告なく内容を変更することがあります。 

⑥ 本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者

の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いませ

ん。 

⑦ 本サービスは Online Permissions Technologies Ltd.の MyPermissions を利用し

ております。当社は、Online Permissions Technologies Ltd.より許諾を受けて、本サ

ービスを本サービス利用者に提供しております。 

⑧ 本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を

負いません。 

⑨ ご利用にあたっては、本規約に加え、Online Permissions Technologies Ltd.の制

定する別紙 2 の「My permissions 利用規約」および別紙 3 の「プライバシーポリシ
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ー」が適用されます。なお、当社は本サービ スの提供に必要となる情報を Online Per

missions Technologies Ltd.に対して提供し同社と共同利用いたします。  

【システム動作環境】 

スマートフォン 

タブレット 

対応 OS 

iOS7.0 以上 

Android4.0 以上 

【本料金（月額、税別）】 

金 350 円/ライセンス  

別紙 2 

本書面は、重要な法律内容を含んでおります。お客様と当社を拘束する契約書です

ので、慎重にお読みください。本書面についてご質問などございましたら、当社宛てご

連絡ください。 info@mypermissions.com  

My permissions－利用規約 

アプリ・パーミッションズ・コントロール・サービスである My permissions（「本サービス」と

いいます。詳 細は下記の通りです。）へようこそ。本サービスは、Online Permissions 

Technologies Ltd.（「当社」といいます。） によって、所有・運営されています。 

 

本サービスをインストールしアクセスすることにより、又は本サービスを他の方法によっ

て使用することにより、お客様はこの規約（「本利用規約」といいます。）に同意されたも

のとします。 

 

本利用規約は、お客様による My permissions のアプリ、ブラウザー・アドオン、ウェブ

サイト、その他当社が将来において追加する全てのプラットフォームの使用を対象とす

るものです。 

 

お客様が本利用規約に同意されない場合、お客様は本サービスをインストールしたり

アクセスしたりすることができず、その他のいかなる方法によっても本サービスを使用

することはできません。  
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本サービスについて 

本サービスは、ソフトウェアに基礎を置くものであり、お客様は、お客様のデバイスやお

客様の個人情報にアクセスする第三者のソフトウェアやサービスに対して与えたお客

様の承認を管理し、コントロールすることができるようになります。本サービスは、お客

様に代わって当該承認をスキャンし、承認を取消すための簡易な方法 を提供し、ア

プリを完全に削除し、お客様の個人情報にアクセスするアプリについての警告を表示

し又は e メールを通じてお客様に警告をお送りし、当該アプリが信頼できるものかどう

かを表示します。  

アプリの信頼度及び評判についての指標 

当社は、一元的なアプリの信頼度スコアを作成するために、１００万を超えるアプリを分

析しました。当該スコアは多様なデータ要因によって構成され、異なるアプリの信頼度

レベルを比較します。また、当社は、一元的 なアプリの評判スコアを作成するために、

お客様の信頼度及び満足度に関する指標（アプリの有効期間、アンイ ンストールの

有無、明確な信頼の有無等）を収集します。 

 

当社は、お客様の使用するアプリについて信頼度スコア及び評判スコアを受け取るた

めのサーチ・エンジンをお客様に提供しています。 http://mypermissions.com/search  

権利及びライセンスの付与 

当社は、お客様に対し、本利用規約に従い、お客様の個人的、非商業的かつ私的な

使用でありかつお客様のアプリの承認を管理・コントロールするという目的に限って、

当社の定めた期間ないしお客様のライセンスが取消され又は本利用規約により期間

が満了するまでの期間、本サービスのソフトウェアを使用し、本サービスを利用する世

界的、限定的、非独占的、取消可能な、譲渡やサブライセンスが禁止されたライセンス

を付与します。  

登録及びお客様のアカウント 

お客様は、本サービスに登録することができますが、登録を強制されるわけではありま

せん。当社が登録ユーザーに限って本サービスを提供することを定めた場合、当社は

事前に通知を行います。  

お客様が１３歳未満の場合、本サービスを使用しないでください。 
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お客様の登録の際に、ユーザーネームとして使用されるお客様の e メールアドレスの

提供をお願いします。 

 

お客様は、ログインするためのパスワードとしてユーザーネームを提供しなければなり

ません。当社は、ログイン、アカウントへのアクセス、本サービスの全部又は一部への

アクセスのため、随時、追加又は別個の識別方法又は認証方法を設定し、要求するこ

とがあります。当社は、登録の条件としてお客様から提供いただく情報の詳細をお知ら

せします。 

 

注意：虚偽、不正確又は古くなった情報は、お客様の登録又は本サービスへのログイ

ンを妨げます。 

 

お客様には、ログイン情報を厳重な秘密として保持することに同意いただきます。他人

と情報を共有してはいけません。パスワードを小まめに変更し、少なくとも６か月に 1 

回は変更するようにしてください。お客様は、 

http://mypermissions.com/forgotpassword において、パスワードを変更することがで

きます。 

 

当社は、登録時においてお客様が真実、正確、完全な情報の提供を怠ったことによる

結果について、またお客 様の情報が拡散され又は第三者に移転した結果としてお客

様のアカウントが使用され又は不正に使用されたことについて、一切の責任を負いま

せん。 

 

お客様は、いつでも、当社 info@mypermissions.com に連絡することで、本サービスの

ソフトウェア（アプリ 又はブラウザーアドオン）をアンインストールし、アカウントを終了さ

せ、未登録ユーザーとして本サービスの使用を継続することができます。お客様から

連絡があった場合、当社は、お客様の要望の正当性を確認するため、 追加の情報を

お願いする場合があります。 

 

登録の抹消及び本サービスのアンインストールについては、再度ご確認ください。お

客様のアカウントが終了し又はアンインストールされた後は、当社はお客様のアカウン

トの記録をそれ以上保存することはできません。 

 

お客様は、アカウントの終了後も、本利用規約に従い再登録を行うことで、いつでも登

録を再開することができます。  
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許容される使用 

お客様は、本サービスの使用に際し、当社から随時提供される使用ガイドラインを遵

守し、国内外の法令、規則、ルールを遵守することに同意します。また、お客様は、本

サービスへのアクセス及び使用に関する一切の作為及び不作為について、単独で責

任を負うことに同意します。  

報酬及びお支払 

お客様は、報酬を支払うことで、本サービスの特定の機能にアクセスすることができま

す。お客様の報酬の支払いは、本サービスの使用の対価です。当社は、いつでもそ

の裁量により、料金及び支払条件を変更することができます。 

 

お支払いは、当社が定める方法によるものとしお客様は支払処理を完了するために必

要な情報を提供しなければならず、支払いが完了した後、お客様は本サービスを使用

することができるようになります。 

 

当社はいつでも本サービスの支払方法を変更することができます。 

 

お客様は、当社指定の方法により本サービスを解約することができます。お客様から

のお支払いは払い戻しすることはできません。  

制限 

お客様は、本サービスの全部又は一部を、転売、ライセンス、レント、リース、譲渡、賃

貸、タイムシェアリング、移転、ミラーリング、再販、展示により第三者に提供することを

含め、商業目的又はビジネス目的で使用し、又は本利用規約により明確に許可されて

いない方法により使用することはできません。 

お客様は、次の方法で、本サービスにアクセスすること又は本サービスを使用すること

はできません。  

• 当社が本サービスで利用可能としている素材及びコンテンツを改変すること 

• 本サービスのソフトウェア・コードの改変、二次的著作物の作成、逆アセンブ

ル、デコンパイル、リバース・ エンジニアリングを行うこと 

• 本サービスの機能に干渉し、負荷をかけ、妨害すること 

• 本サービスの動作及び機能を迂回し、損ない、改ざんすること 
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• 本サービスの技術上の制限を回避・迂回し、本サービスで本来機能せず、アク

セス不能で、記載のない要件や機能を有効にするツールを使用すること 

• 当社の事前の文書による承諾なしに、他のウェブ・ページ又はアプリから、本サ

ービスに対して埋め込みや構成を行い、その他直接のリンクを張ること 

• 形態の如何に拘わらず、本サービスの測定、スキャニング、クローニング、スク

レイピング、プロービング、機械的なナビゲーティング、大部分の抜き出し及び

ハッキングを行うこと、又は行おうとすること 

• 類似又は競業する製品又はサービスを開発し、製作すること 

• 本利用規約や当社が提供した使用説明書又はガイドラインに違反すること 

• 本サービス、お客様の同一性、他人又は他の法人の代理又は関係性につい

て、虚偽の、ミスリーディングな、 又は人を欺く行為や活動を行うこと 

• 本サービスのセキュリティ、本サービスが使用するネットワーク又はサーバーを

侵害し、セキュリティの脆弱 性を読み取ること 

• プライバシー、名誉棄損、e メールの大量送信、スパム、輸出管理、消費者保

護、不正競争、又は虚偽広告に関する法令を含め、刑事犯罪を構成し、民事

責任を生じさせ、その他国内外の法令又は業界基準に違反する行為を構成し

又は助長する行為を目的として、又はこれに関連して、本サービスを使用する

こと 

• 脅迫、嫌がらせ、不正競争、ミスリーディング、欺罔、名誉棄損、中傷、卑猥、

猥雑、下品、その他の好ましくないとみなされる行為を目的として、又は当該行

為を助長する行為を目的として、又はこれに関連して本サービスを使用するこ

と 

• マルウェア、ソフトウェア・ウイルス、トロイの木馬、ワーム及びその他の悪意のあ

るアプリを本サービスに埋め込み、またはこれらを送信又は頒布のため本サー

ビスを使用すること 

• プライバシー、パブリシティ、知的財産権を含む第三者の権利を侵害する情報

又は資料、脅迫、侮辱、嫌がらせ、中傷、名誉棄損、俗悪、卑猥、人種又は民

族差別に関する情報や資料を、本サービスを通じてアップロードし、掲示し、e 

メールし、送信し、その他利用可能とすること 

アカウントの終了 

下記の場合、当社は、法令に基づき当社が取ることができるあらゆる救済手段に加え

て、一時的又は永続的にお客様のユーザー・アカウントを拒絶、制限、中止、終了し、

お客様による本サービスへのアクセスを禁止し、 お客様から本サービスに提供された

コンテンツを削除し、技術的又は法律的にお客様による本サービスの利用を禁止する

ことができます。  
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• お客様が本サービスを使用する権利を悪用したとき 

• お客様が本利用規約に違反したとき 

• お客様が法令、規則、又は命令に違反する作為又は不作為を行ったとき 

• お客様が、他のお客様や本サービスの提供者を含め、当社又は第三者にとっ

て有害又は有害となり得る作為又は不作為を行ったとき 

• 本サービスに対する報酬の支払いを怠ったとき 

リンク 

本サービスは、他のウェブサイトのリンクや第三者によって提供される情報又はコンテ

ンツを含む場合があります。当社は、当該ウェブサイト及びコンテンツを管理又は監視

していません。お客様は、当該ウェブサイト又は当該ウェブサイトに掲示されている情

報及びコンテンツがお客様のご要望と一致しないこと、好ましくないこと、迷惑であるこ

と、不適切であること、違法であること又は不道徳である可能性があります。 

 

当社は、第三者のコンテンツを保証し支援するものではなく、第三者のコンテンツの正

確性、信用性、確実性、妥当性、一貫性、適法性を確認するものではなく、第三者の

コンテンツ、その有用性、お客様と第三者コンテンツの提供者の間で行われた取引に

ついて一切責任を負いません。  

プライバシー 

当社は、お客様のプライバシーを尊重します。当社のプライバシーポリシーをご参照く

ださい。 

https://mypermissions.com/privacy プライバシーポリシーは、本利用規約と一体をな

すものです。  

知的財産権 

当社は、本利用規約に基づき、お客様に対して、本サービスのソフトウェアを使用する

ライセンス及び本サービスを使用する権利を提供します。お客様は、その他の権利を

与えられるものではありません。 

 

記事、画像、音声、ビデオ、グラフィックデザイン、データ及びその処理、ソースコード、

メイクアップコー ド、登録の有無にかかわらず、全ての特許権、著作権、商標、商号、

サービスマーク、営業秘密、作業方法、作業過程及びその他の知的財産権、これらに

関する営業権等本サービスの運営に関係するその他の詳細情報を含め、 本サービ
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スにおける及び本サービスに関する権利、権原、利益は、全て当社において所有さ

れ、又は当社に対してライセンスされています。 

 

本利用規約又は法律による明確な承認のない限り、お客様は、本サービス、本サービ

スのソフトウェア、本サービスに関する知的財産権を使用し、又はその他の行為を行う

ことはできません。当社の事前の明示的な文書による同意なしに、第三者に対して同

様のことを承諾することもできません。 

 

お客様は、当社の商標、サービスマーク及びロゴと同一であり、又は混同するほど類

似する名称、商標又はロゴを採用し、又は使用することはできません。お客様は、当社

の営業権を希釈化し、又は汚染する可能性のあるあらゆる作為又は不作為を避けな

ければなりません。 

 

当社は、お客様が本サービスにアップデートしたコンテンツについて所有権を主張し

ません。但し、お客様が本サービスを使用する際、お客様は他人のいかなる権利も侵

害しないことを表明保証するものとします。お客様は、お客様が本サービスにアップロ

ードしたコンテンツを当社が他のメディアやプラットフォームで使用し、当社のサービス

で表示することに同意します。  

コンテンツの削除依頼 

当社は、第三者の知的財産権を尊重します。第三者の権利を侵害することを理由に

本サービスからコンテンツを削除することを依頼される場合には、当社のコンプライア

ンスオフイサーcompliance@mypermissions.com. 宛てに連絡ください。当社は、お客

様のご要望を検討し、返答し、必要であれば追加の情報を求め、法律に従うために必

要であると判断したときは適切な措置を講じます。  

変更及び利用可能性 

当社は、何らの事前の通知を行うことなく、随時、情報及びコンテンツの有効範囲及び

利用可能性のみならず、本サービスの構造、レイアウト、デザイン又はディスプレイを

変更することができます。当該性質の変更は、その性質上、故障、エラー及び不自由

を引き起こす場合があります。  

本サービスの運営の終了 
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当社は、随時、自由裁量により、一時的又は永続的に、本サービスの全部又は一部の

運営を中止する場合があります。当社は、本サービスを終了する前に、事前の通知を

することを義務付けられません。  

本規約の変更 

当社は、随時、本利用規約を更新することができます。結果に拘わらずマイナーな更

新については、当社が注意文書を掲載し、e メールメッセージを送り、本サービスのホ

ームページで告知した７日間後に当該更新は発効します。重要な変更は、当社の通

知から３０日後に発効します。新方針が発効するまでの間、お客様は新利用規約を承

認せず、本サービスをアンインストールし、解約することを選択できます。新利用規約

の発効後にマイ・パーミッションズの使用を継続することは、お客様が新利用規約に同

意することを意味します。当社が新利用規約を法的要請に適合させる必要がある場合

には、新利用規約は直ちに又は必要とされるときに発効することにご注意ください。  

担保責任の否認 

お客様は、正確性、信頼性、見込まれる結果、市場性、特定の目的のための適合性、

非侵害性、互換性、安全性又は本サービスが最新の状態であることについて、何らの

担保責任なしに、「現状有姿」で使用するために本 サービスが提供されるものである

ことを承認し、同意します。本サービスの使用は、お客様の単独のご自身のリスクによ

るものです。 

法律で許されている最大限の範囲において、当社は、市場性、見込まれる結果、特定

の目的への適合性、非侵害性についての担保責任を含め、本サービス、本サービス

の正確性、信頼性、妥当性若しくは完全性、その他の ウェブサイト又は他のサービス

へのリンクによって提供される資料の全部又は一部についての担保責任、制約、 表

明及び保証を、明示又は黙示の有無にかかわらず、法律、慣習、事前の口頭若しくは

書面での告知、その他に基づくものであるかどうかにかかわらず、明確に否定します。

当社の従業員又はそれ以外の者によって作成されたものであろうとなかろうと、容量、

使用目的との整合性、本サービスの履行に関係する言明を含め、本利用規約に含ま

れていない事実の表明、その他の肯定は、いかなる目的においても、当社が担保責

任を負うとみなされたり、当社の義務を少しでも生じさせるものとみなされることはありま

せん。 

当社は、本サービスをいつでも効率よくアクセスできるよう運営する努力をします。しか

しながら、本サービスの運営は、ソフトウェア、ハードウェア及び通信ネットワークなどの



41 

 

多様な要因に左右されます。性質上、当 該要因は障害を免れません。当社は、本サ

ービスが絶え間なく、エラーがない方法で動作すること、本サービスが常に利用可能

であること、有害なコンポーネントを免れること、当社のコンピューターへの不正アクセ

スから 安全であり、保護されていること、損害を受ける恐れがないこと、当社又はその

他のプロバイダーから生じるソフトウェアの故障、通信障害を含むがこれに限らず、機

能障害、バグ、故障から免れることを保証しません。当該事例は、本利用規約に対す

る違反とはみなされません。  

責任制限 

法律で許されている最大限の範囲において、当社、当社の従業員、役員、株主、アド

バイザー、代理人は、不法行為責任であるか、契約責任であるか、その他の性質の責

任であるかにかかわらず、本サービスの使用若しくは使用不能、故障、エラー、本サー

ビスの機能停止、当社スタッフ若しくは当社代理人の過失又はエラー、第三者が創作

しているコンテンツ若しくは資料に対するお客様自身若しくはお客様のユーザーの信

頼、又は本サービスに関する当社若しくは他のお客様とのあらゆるコミュニケーション

から生じた直接損害、間接損害、付随的損 害、結果的損害、その他の損害、損失

（逸失利益及びデータの損失を含む）、経費、費用、支払いについて、当社が当該損

害、損失、経費、費用、又は報酬等の発生の可能性をアドバイスされていたか否かに

拘わらず、責任を負いません。 

免責 

お客様は、全ての請求、要求、損害、損失、逸失利益、お客様が本利用規約に違反

したことにより被免責者に発生した法的費用及び弁護士報酬を含めた全ての報酬又

は費用から、当社、当社の経営者、役員、株主、従業員、 外注業者、代理人及び当

社を代理して活動する全ての者（「被免責者」といいます。）を、免責し、防御し、害が 

及ばないようにします（「本免責」といいます。）。 

準拠法及び管轄 

本利用規約、本サービス、これらから発生し又はこれらに関連する当社に関する全て

の請求、訴訟原因、及び 紛争については、お客様の出身国やお客様が本サービス

にアクセスしている場所に拘わらず、またニューヨーク 州以外の法律が適用される結

果となる法令抵触の原則に拘わらず、ニューヨーク州の法律が単独で適用されます。 

 

ニューヨーク州ニューヨーク市の裁判所は、本サービス及び本利用規約の有効性、適
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用性、履行又は解釈に関するあらゆる請求について、単独のかつ独占的な管轄を有

します。お客様は、上記裁判所の独占的管轄権に服すること、当該法令によって許さ

れているあらゆる手段によって文書送達を受け取ること、及び一般的には認められて

いる裁判管轄についての抗弁、法律の抵触に関する抗弁、裁判地に関する抗弁を放

棄することに同意します。 

一般条項 

本利用規約は、本書の内容に関する当社とお客様との間の完全な合意を構成するも

ので、書面又は口頭を問わず、従前の合意、交渉、理解の全部又は一部に取り代わ

るものです。 

 

書面により明確になされない限り、本利用規約についての又は本規約に関する放棄、

和解、期間の延期、表明、変更、追加及び削除は無効です。 

譲渡の禁止 

お客様は、本利用規約におけるお客様の権利と義務の両方又はいずれか一方を譲

渡又は移転することはできません。お客様による譲渡又は移転の試みや、事実上の譲

渡又は移転は全て無効です。当社は、本利用規約におけるお客様の権利を損なわな

いことを条件として、本利用規約における当社の権利及び義務を第三者に譲渡又は

移転することができます。 

解釈 

条文の見出しは、参照の便宜又は読みやすくするためのものであり、解釈の目的で使

用されるものではありません。 

分離可能性 

本利用規約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって違法、無効、執行不

能、又は法令違反と判断された場合であっても、本利用規約の残りの条項は有効で

す。  

当社へのご連絡 

本サービスに関するご質問は当社にご連絡ください。feedback@mypermissions.com 

当社は、お客様の問い合わせに対し迅速に対応するよう努めます。  
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更新日：２０１４年７月３１日 バージョン：１．２  

別紙 3 

MyPermissions － プライバシーポリシー 

アプリ・パーミッションズ・コントロール・サービスである MyPermissions の所有者である

当社（Online Permissions Technologies Ltd.）は、お客様の個人情報が安全に管理さ

れ、適切に使用されるよう最大限の努力を行います。 

 

本ポリシーは、MyPermissions のブラウザー・アドオン及び携帯アプリ上の個人情報処

理に関する当社のプライバシー保護方針について説明するものです。当社は、本ポリ

シーの条項にしたがって、MyPermissions 上のお客様の個人情報を処理します。お

客様は、随時、MyPermissions をアンインストールし、又は MyPermissions のウェブサ

イトの使用を中止することができます。その後、当社はお客様についての追加情報の

収集をいたしません。 

 

ご意見、ご質問、ご返信や苦情等がございましたら、次のプライバシー・コンプライアン

ス・オフイサーまでご連絡ください。 compliance@mypermissions.com. 当社は、お客

様のご要望を検討し、お客様に有意義な回答をご提供することをお約束します。 

 

本ポリシーの概要は、お客様に対し、当社のプライバシー保護方針について簡易・明

瞭に説明するためのものであり、正式のポリシーに代わって用いられるものではありま

せん。 

ポリシーの概要 

以下は概要となりますので、各項目の詳細につきましては、下記をご覧ください。 

お客様から提供された個人識別情報－ 

当社は、登録及び通知を行うために登録の際のお客様の e メールアドレスを使用し、

またサービスに対するお客様のお支払いを処理するためにお客様の支払明細（クレジ

ットカード明 細ではありません）を使用します。また、当社は、当社との連絡の際にお

客様から提供された個人情報を受領することがあります。  

当社が収集した個人識別情報－ 
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当社は、お客様の個人情報にアクセスすることがあるアプリについてのお客様の承認

を確認するため、またお客様が承認の有無を自ら管理することができるようにするた

め、お客様のソーシャルネットワークのアカウントを使用します。また、当社は、当社の

サービスの改善と不正使用防止のため、通常の通信記録、セッションデータ、アプリに

関するお客様の承認・不承認に関する情報についても収集を行いま す。 

ご承認のお願い－ 

当社は、アンドロイド・デバイス上での一般的な最小限の承認と、iPhone 上で通知を

お送 りすることについての承認をお願いします。） お子様のプライバシー－

MyPermissions は、１３歳未満のお子様向けではありません。 第三者との情報共有－

当社は、支払い処理を行う場合、Facebook 上でキャンペーンを行う場合、合併又は

買 収がなされた場合、お客様が法令に違反し、第三者の権利を侵害し、若しくは当

社との契約に違反した際に強制執行を行う場合、第三者との間で情報を共有します。 

集計分析情報－ 

当社は、インストールされたアプリのリストを収集し、集計した個人の非識別情報として

保存し、使用します。当社は、標準的な分析ツールを使用し、標準的な分析処理を行

い、集計した個人の非識別情報 を第三者と共有します。 

お客様による選択－ 

お客様がソーシャルネットワークアカウントへのログイン情報の提供をお望みでない場 

合、お客様は MyPersissions.org を使用することができます。お客様が iPhone を使

用している場合、当社からの通知を受領しないようにすることができます。当社のサー

ビスは、Do Not Track （DNT）信号に応答しませ ん。 

お客様の個人情報へのアクセス－ 

お客様は、いつでもお客様の個人識別情報にアクセスすることができます。データの

保存－当社は、サービスを提供し、その他合法かつ適切な目的のために、必要に応じ

てデータを保存します。 日本国外へのデータの移転－当社は、クラウドのサービスプ

ロバイダーによって運営・管理されるサイトを含め、世界中の様々なサイトにおいて情

報を保存し、処理する場合があります。  

クッキー－ 
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当社は、お客様のログインを簡単にするためにセッションクッキーを使用します。当社

の分析ツールはそれ自体のクッキーを使用します。当社は、当社のサービスを提供す

るために、お客様のソーシャルネット ワークアカウントのセッションクッキーを使用しま

す。  

情報保護－ 

当社は、お客様の個人情報を保護し、情報の漏洩、損害及び損失によるリスクや、情

報への不正アクセス、不正利用によるリスクを最小化するためのシステム、アプリ、プロ

シージャを実施します。  

プライバシーポリシーの変更－ 

当社は、適切な通知をした後、ポリシーを随時更新することができます。  

当社へのご連絡－ 

ご質問、ご意見、苦情につきましては、以下の当社のプライバシー・コンプライアンス・

オフイサー（compliance@mypermissions.com.）までご連絡ください。  

MyPermissions のプライバシーポリシー 

お客様がご提供する個人識別情報 

当社では、お客様が MyPermissions にご登録をする際、お客様の e メールアドレス

が必要となります。当社は、お客様のアカウントをアクティブにするためのメッセージの

送信、お客様のログインの認証、お客様への通知・連絡（スパムではない）の送信、必

要時におけるお客様へのご連絡の目的で、お客様の e メールアドレスを 使用するこ

とができます。ログイン又は通知のために追加の個人識別情報をお願いする場合、当

社は事前に新たなお願いを記載した通知をお送りします。 

 

お客様が当社の有料サービスをご利用される場合、当社は、お客様のお支払を処理

した支払サービス提供者か、お客様の支払処理に関する詳細情報（支払額、支払日

等）を受領します。当社は、お客様が当社の有料サービスを使用する適格を有するこ

とを確認するために当該詳細情報を使用します。当社は、お客様のクレジットカ ード

情報を受領、保存、処理いたしません。 
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お客様が当社のプライバシー・コンプイライアンス・オフイサー又は他の職員にご連絡

された場合、当社は、お客様から提供された個人情報を受領し、処理します。 

当社が収集する個人識別情報 

MyPermissions は、ソーシャルネットワークアカウントに接続するアプリについての承認

をお客様が管理することができるようにするためのものです。当社は、お客様に代わっ

てソーシャルネットワークサービスにアクセスします。当社は、お客様のソーシャルネッ

トワークアカウントのログイン情報へのアクセスや使用は行いません。当社は、アプリに

関するお客様の承認状況を調査し、承認状態を回復し、お客様の要望により承認の

取消し やアプリの削除を行い、お客様によるソーシャルネットワークにおけるプライバ

シー設定の管理を獲得・支援し、 お客様の個人情報にアクセスする新しいアプリにつ

いて警告をお送りし、お客様ご自身が、信用性のあるアプリについてのお客様のリスト

にアプリを報告、追加、削除することが出来るようにします。 

上記の目的のため、当社は、ソーシャルネットワークがお客様のデバイス上に記録して

いる「セッション」（ログイン）クッキーを読み取ることが必要になります。クッキーについ

ての更なる情報が必要な場合、下記の「ク ッキー」の項をご覧ください。 

当社は、「セッション」又は「トラフィック」として知られる更なる情報を収集します。この種

のデータは、当社のサーバーに記録され、お客様のデバイスの閲覧情報、セッション

持続時間、お客様のデバイス上の OS の種類等の情報を含みます。 

当社は、当社のサービスがスパム、ロボット、又は他の不正使用を除去していることを

確認するために、お客 様の IP アドレスを収集します。例えば、当社は、あるアプリが

信用できることを示すために「信用」という選択肢をクリックしたお客様の IP アドレス

や、当社から認証され又は認証されていないアプリのウェブページにコメントを書いた

お客様の IP アドレスを収集します。 

当社は、お客様のプロフィールの作成及び商品化に従事するものではありません。当

社は、当社のサービスの理解又は改善のため、また当社のサービスの信頼性及び安

全性の向上のため、分析目的（集計分析情報の項をご覧ください）で当該データを収

集します。 

当社は、お客様のソーシャルネットワークアカウントに接続する他のサイトの情報を受

領し、統計を取るための処理を行います。当社は、お客様がアプリに与えた承認やア

プリに対する同意又は拒否を解析することで当社のサービスを改善するため、これら

の情報を使用します。 

当社は、お客様がサポート（例えば、お客様がアカウントにログインするために当社の

ヘルプを必要とする場合）を受けるために当社にご連絡をされた場合、サポートを行う

目的で、お客様のデバイス（OS のバージョン、デバイスのモデル等）についての詳細

情報を受領します。 



47 

 

当社からのご承認のお願い 

お客様がアンドロイド端末をご使用の場合、当社は、インターネットにアクセスし、自動

的に MyPermissions をデバイス上で再起動し、デバイスがスリープモードに切り替わ

るのを防止することについて、お客様の承認をお願いします。当社は、お客様のため

にアプリをスキャンし、お客様の個人情報へのアクセスを必要とするアプリについての

リアルタイムのアラートを提供することを含め、当社のサービスを提供するためにお客

様の承認を必要とします。当社が更にお客様の承認を必要とする場合、当社は、明確

な形でお客様に承認を依頼します。  

 

お客様が iPhone をご使用の場合、お客様の承認をいただくために、お客様に対して

承認依頼の通知をお送りします。 

 

現在、ブラウザーは承認処理を提供していません。お客様が当社の「クリーナー」とい

うブラウザー・アドオンをご使用される場合、当社は、本ポリシーに記載する方法によ

り、お客様の個人情報にアクセスします。  

お子様のプライバシー 

１３歳未満のお子様は、MyPermissions をご使用になることができません。当社は、故

意に又は意図的に１３歳未満のお子様の個人情報を収集することはありません。更な

る情報が必要な場合、次の当社プライバシー・コ ンプライアンス・オフイサーにご連絡

ください。privacy@mypermissions.com. 

第三者との情報共有 

当社は、お客様の個人識別情報を売却、賃貸、又はリースすることはありません。但

し、当社は、当社のマーケティング・キャンペーンのためのプラットフォームとして

Facebook を利用していますので、Facebook がお客様の情報にアクセスする場合が

あります。当社はお客様の支払いを処理し又は確認するため、お客様の支払処理 に

関する明細を支払サービス提供者と共有します。また、当社が合併又は買収された場

合、お客様の個人情報を別会社に移転することが必要となる場合があります。但し、情

報を受領する会社はこのポリシーに従うものとし ます。 

 

当社は法令を遵守しており、お客様も同様であることを期待します。当社は、

MyPermissions の詐欺、流用、侵害、なりすまし、その他の違法行為、及び不正使用

を防止するため、又は MyPermissions に関してお客様と 当社の間、又はお客様と他
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のお客様ないし第三者との間での紛争について訴訟を行い又は法的手続を行うた

め、 お客様の個人情報を使用し、必要に応じてお客様の個人情報を第三者と共有し

なければならない場合があります。 当社は、裁判所又は司法当局によって発せられ

た命令及び令状にも従います。 

統計・分析情報 

当社は、お客様のデバイスからインストールされているアプリのリストを収集します。当

社は、当社のサービスを提供し、管理し、改善するため、例えばアプリの評判や有効

期間を追跡調査するなど、統計的な手法で個人 の識別ができない方法に限定して、

当該リストを使用します。当社は、インストールされているアプリのリストを第三者と共有

しません。 

 

当社は、Google アナリティクスの標準分析ツールを使用します。当該ツールのプライ

バシー保護方針はそのプライバシーポリシーに従います。Google アナリティクスのプ

ライバシーポリシーは以下をご覧ください。 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

 

Google アナリティクスは、サービス提供のためにクッキーを使用します。クッキーの詳

細情報については、下記の「クッキー」の項をご覧ください。 

 

当社は、正当な事業目的のため、匿名の、統計的、又は集合的情報を使用し、当該

情報を当社のパートナーと共有する場合があります。お客様と関連づけることができる

データを集合情報から抽出する適切な方法はありま せんので、これはお客様のプラ

イバシーに影響を及ぼしません。  

選択 

当社は、MyPermissions を作動するため、お客様に対して必要最小限の情報提供と

承認をお願いします。但し、 お客様は、お客様のソーシャル・ネットワーク・アカウント

のログイン情報を当社に提供しないことを選択する ことができます。この場合、お客様

は MyPermissions.org にアクセスし、お客様の承認を手動で管理することにより、当社

のサービスを使用することができます。 

 

お客様は、いつでも、当社ウェブサイトのサポート部門を通じて、あるいは当社のアドレ

ス feedback@mypermissions.com.に連絡することによって、当社に対してお客様のア

カウントの削除を求めることができます。当社は、お客様のご要望を受けてから２営業
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日以内にアカウントを削除します。 

 

お客様が iPhone のユーザーであり、当社からの通知を受領することに同意した場

合、お客様は、その選択により、いつでも通知の受領を中止することができます。 

 

ウェブブラウザーには、「Do Not Track」（「DNT」）信号を提供するものがあります。

DNT 信号とは、サービ ス上でのお客様の活動を追跡し、あるいはクロスサイトでお客

様の活動を追跡して、お客様の選好を示す HTTP のヘッダーフィールドです。当社

のサービスは、DNT 信号に応答しません。 

お客様の個人情報へのアクセス 

お客様は、いつでも、当社のプライバシー・コンプイライアンス・オフイサー（アドレス： 

compliance@mypermissions.com）に連絡し、当社が有するお客様の個人識別情報に

アクセスすることを要求することができます。当社は、お客様のご本人確認を行うため

信頼できる証明書の提出をお願いすることがあります。お客様が、お客様のアカウント

の情報が不正確、不完全、未更新であることに気付いた場合、訂正のために 必要な

情報を当社にご提供ください。  

データの保存 

当社は、法令の規定に従い、情報処理又は当社の正当な事業目的に応じて、種類の

異なる情報を、それぞれの異なった期間保存します。例えば、当社は、課税庁からの

要求、アカウントの清算、帳簿の管理、統計目的、法律問題のために、お客様が行っ

た支払いに関する情報を数年間保存しなければならない場合があります。 

 

当社は、統計的な非識別情報を無制限に保存することができ、当該情報の処理が必

要なくなった場合、当該情報を削除し、又は潜在的に識別可能な情報を匿名化しま

す。 

 

法律によって情報の削除が要求され、又は当社の裁量により情報の削除を決定した

場合を除き、いかなる場合であっても、お客様が MyPermissions を使用する間は、当

社はお客様の情報を保存します。  

国外へのデータ移転 
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MyPermissions は、本来オンラインサービスであり、クラウドのサービス提供者によって

運営・管理されるサイトを含め、世界中の各種のサイトで情報を保存し、処理すること

ができます。お客様が、お客様の個人情報を 外国に移転するのにお客様の同意を

必要とする国に居住している場合、お客様は当社に対し、当該移転についての明確

な承諾を与えるものとします。  

クッキー 

クッキーは、お客様のブラウザーに送られ、当該ブラウザーからクッキーを送ったサー

バーに対してアクセスするたびに、ブラウザーによって送り返される情報のパケットで

す。上記で説明されているように、当社は、お客様に当社のサービスを提供するため

に、ソーシャルネットワークのクッキーを読み取り、分析ツールは、当社に分析サービス

を提供するために、それ自体のクッキーを使用します。当社は、お客様が登録ユーザ

ーである場合、お客様がより簡易にログインすることができるようにするためにセッショ

ンクッキーも使用します。 

 

お客様は、ブラウザーとスマートフォンの設定を通じて、お好きなクッキーを使用するこ

とができます。しかし、無効化クッキーは MyPermissions の使用を複雑化し、

MyPermissions の使用をできなくさせることがあることにご注意ください。  

情報保護 

当社は、可能な限り少ない情報を保存し、センシティブ情報の保存は避けるように努

力します。当社及び当社のホスティング・サービスは、お客様の個人情報を保護し、盗

難、損害、情報の紛失、不正アクセス又は不正利 用のリスクを最小限に減らすため、

システム、アプリ、プロシージャを提供しています。これらの方法は、しっかりとした業界

標準のセキュリティを提供します。但し、当社はお客様のプライバシーを保護する努力

を行いま すが、MyPermissions があらゆる犯罪、誤動作、違法な干渉又はアクセス、

その他の不正使用から免れることをお約束することはできません。  

プライバシーポリシーの変更 

当社は、いつでもこのプライバシーポリシーを更新することができます。更新が重大な

影響を及ぼすものでない場合、当社が警告書を掲載し、e メールのメッセージを送り、

当該サービスのホームページで告知した７日間後に発効します。重要な変更について

は、当社の通知から３０日後に発効します。新ポリシーが発効するまでの間、お客様は

新ポリシーを承認せず、MyPermissions をアンインストールすることを選択できます。
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新ポリシーの発効後に MyPermissions の使用を継続することは、お客様が新ポリシー

に同意することを意味します。当社がポリシーを法令に適合させる必要がある場合に

は、新ポリシーは直ちにあるいは必要とされるときに発効することにご注意ください。  

利用規約への編入 

本ポリシーは、MyPermissions の利用規約の不可欠な一部となります（追加リンク）。 

 

最終更新：２０１５年３月８日 

バージョン番号：１．６ 

利用規約 プライバシー・ポリシー 

©２０１４ MyPermissions 
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i-フィルター for マルチデバイス 利用規約 

 

本「i-フィルター for マルチデバイス」利用規約（以下「本規約」といいます）は、お客様（以下「甲」

といいます）が、デジタルアーツ株式会社（以下「乙」といいます）の提供するソフトウェア「i-フィルタ

ー for マルチデバイス」（以下「本ソフトウェア」といいます）及びサービスを利用するに当たり、その

利用条件を定めたものです。 

本ソフトウェアをインストールする（あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「利用す

る」）又は[同意する]ボタンを押すことで、甲は本規約の内容について同意したものとみなし、この

場合にのみ、甲は、本ソフトウェアに収録されているプログラムその他の情報、シリアル ID、本ソフト

ウェアのマニュアル等の印刷物に記載されている情報等をご利用になることができます。 

本規約に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストールすること（あらかじめインストールされ

た状態で購入した場合は「利用すること」）及び[同意する]ボタンをクリックすることは行わないでく

ださい。 

甲が本規約に同意した場合、甲乙間で、本規約を契約内容とするソフトウェア利用契約（以下「本

契約」といいます）が締結されるものとします。 

本規約は、ご利用開始前に甲乙間でなされた全ての協議、合意及び説明並びに一方から他方に

提供された資料に優先して適用されるものとします。 

 

第 1 条（ライセンスの許諾） 

1.甲が所定のライセンス料金を支払い、本規約の内容に従うことを前提として、乙は、甲に対して、

特定バージョンの本ソフトウェアを情報端末（ただし、本ソフトウェアの仕様で対応が明記されてい

るものに限り、以下「クライアント機器」といいます）にインストールして日本国内において利用する

非独占的で譲渡不能なライセンス（あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「日本

国内において当該クライアント機器上で利用する非独占的で譲渡不能なライセンス」）を許諾しま

す。 

2.本ソフトウェアは、本条において許諾されている場合を除き、1 台を超えるクライアント機器で同時

に利用できないものとします。本ソフトウェアがクライアント機器のメモリ若しくは仮想メモリにロードさ

れている場合、又はハードディスクその他の記憶装置に保存されている場合には、本ソフトウェアを

利用しているものとみなされます。 

3.乙があらかじめ複数のクライアント機器による同時利用を許諾している場合に限り、甲は乙が許

諾する数のクライアント機器上で本ソフトウェアを同時利用することができます。 

4.本ソフトウェアに接続する可能性のあるクライアント機器の数が、甲に正当に許諾されているライ

センス数を超過しうる場合は、甲は許諾されたライセンス数の範囲内に接続数が収まるよう本ソフト

ウェアを利用するクライアント機器数の減少、追加ライセンスの購入等、客観的に妥当な手段をとる

ものとします。 

5.甲は、自らの責任及び費用にて、クライアント端末がインターネットに接続するために必要な情報
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機器、プログラム、通信手段等を用意し、適切に設置、操作しなければならないものとし、乙は、当

該機器等に関して、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 2 条（期間及び終了） 

1.本契約の契約期間は、年額版は乙所定の利用開始の手続を甲が完了した日から 1 年間（複数

年版は該当する年数に応じた期間）、月額版は本ソフトウェアの利用料金が支払われている期間

中に限り、利用することができます。 

2.年額版を利用する甲は、契約期間満了日までに更新の手続を行うことにより、本契約を延長し許

諾されたライセンスを存続させることが可能となります。 

3.月額版を利用する甲が、乙所定の期日までに乙所定の解約手続を行わなかった場合には、本

契約は同内容にて 1 か月ごとに自動的に更新されるものとし、更新された月の本ソフトウェアの利

用料金の支払義務が発生します。 

4.年額版を利用し、利用料金の支払いをクレジットカードで行う甲が、本契約の契約期間の経過前

に乙所定の方法により自動更新手続を完了した場合、本契約は同内容にて 1 年ごとに自動的に

更新されるものとし、更新年の料金の支払義務が甲に発生するものとします。 

5.甲の契約期間が更新されることなく満了となった場合、又は第 9 条の規定により本契約が解除さ

れた場合は、甲の本ソフトウェアに関するライセンスは消滅し、甲は、本ソフトウェア及び関連する

複製物の全てを、乙の指示に従い返却又は廃棄することに同意するものとします。 

6.本契約の契約期間中に本契約が終了した場合には、理由のいかんを問わず料金は甲に返還さ

れないものとします。 

 

第 3 条（会員特典） 

1.本規約に同意した甲について、乙が定める手続に従って、本ソフトウェアのシリアル ID ごとに「デ

ジタルアーツクラブ」への登録が行われるものとします。当該登録により、甲乙間で「デジタルアー

ツクラブ」に関する契約（以下「会員契約」といいます）が成立し、本ソフトウェアに関する問合せ対

応、本ソフトウェアの修正プログラムの提供、バージョンアップ（マイナーバージョンアップ、リビジョ

ンアップをいいます）版の提供、各種情報の配信その他乙が別途定めるサービス等の会員特典

（以下「会員特典」といいます）の提供が行われるものとします。 

2.甲に対する会員特典の提供は、別途乙と個人情報を含む機密情報の保護に関する機密保持契

約等を締結した第三者により提供される場合があることに甲は同意するものとします。 

3.甲は、会員契約期間が終了する以前に乙が定める手続に従い、シリアル ID ごとに会員契約を更

新することによって、継続して会員特典を受けることができるものとします。 

4.乙は、料金の 10％を会員特典の充実にあてるものとします。 

5.乙は、会員契約をしない甲に対して、一切の会員特典を提供する義務を負わないものとします。 

6.本条各項の定めに関わらず、甲が購入した本ソフトウェアのバージョンに対する会員特典の提供

は、当該バージョンの発売開始後、2 回のメジャーバージョンアップが行われた日から 1 年後に終
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了します。 

7.会員特典の提供期間中に本契約が終了した場合には、理由のいかんを問わず、会員特典の提

供に対して支払われた対価は甲に返還されないものとします。 

8.乙は、会員特典の提供により甲に生じた問題の解決を図るものとしますが、当該問題の完全なる

解決を甲に保証するものではありません。 

 

第 4 条（禁止事項等） 

1.乙は、甲が本ソフトウェアを利用するに際し、以下の各号に規定する行為をなすことを禁止します。

また、甲は、乙が書面により事前に甲に通知することを前提に、本規約の規定の甲による遵守を確

認するために乙が甲に対する監査を行う権利を有することに同意するものとします。 

(1) マニュアル等で乙から案内されていない方法、態様で利用すること。 

(2) 本規約に許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。 

(3) 本ソフトウェアの全体又は部分的な改変をすること。 

(4) 本ソフトウェアをトレース、デバッグ、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、又は逆コンパイ

ルすること。 

(5) 本ソフトウェアの知的財産権表示又は商標を削除すること。 

(6) 乙の事前の書面による同意なくして、本ソフトウェアに含まれる情報を第三者に開示すること。 

(7) 有償、無償を問わず、本ソフトウェアを乙の許諾なく、第三者にリース、レンタル、譲渡、引用、

再許諾、再販売その他の方法で利用させること。 

(8) 乙の事前の書面による同意なくして、本ソフトウェアを第三者のために利用し、あるいは不特

定多数を対象とした商業的目的の 2 次利用及び陳列開示等を行うこと。 

(9) 本ソフトウェアが旧バージョンのアップデート又はアップグレード版である場合に、乙の同意な

く両バージョンを同時に利用すること。 

2.乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、甲による本ソフトウェアの利

用を中止するとともに、甲への会員特典の提供を拒否することができるものとします。 

(1) 甲が実在する人物又は団体ではないこと。 

(2) 本ソフトウェアを含む乙の製品の利用契約に違反した過去があること。 

(3) 乙に提供した情報に、虚偽、誤り又は不足があること。 

(4) 乙が定める支払回収代行業者が契約相手として適当でないと判断したことがあること。 

(5) 甲が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、利用開始の手続

が成年後見人によって行われておらず、又は利用開始の際に法定代理人、保佐人若しくは

補助人の同意を得ていなかったこと。 

(6) 甲による本ソフトウェアの利用により、乙の業務の遂行上又は技術上支障があること。 

 

第 5 条（シリアル ID） 

1.甲は、本ソフトウェアを利用するためにのみシリアル ID を使用するものとし、当該シリアル ID を第
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三者（本ソフトウェアを利用する権限のない甲の従業員等を含み、以下本条で同様とします）が知

ることのないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。 

2.第三者が甲のシリアル ID を用いて本ソフトウェアを利用した場合、当該第三者の利用は甲による

利用とみなします。 

3.第三者による甲のシリアル ID の利用に関して、甲又は第三者に損害が生じた場合であっても、

乙は一切の責任を負わないものとします。 

4.甲は、第三者による甲のシリアル ID の利用につき、全ての責任を負うものとし、当該利用に関連

して第三者から乙に対して何らかの裁判上又は裁判外の請求がなされた場合、乙が被った一切の

損害（信用毀損を含む）及び費用（弁護士費用等の防御費用と損害拡大を防止し乙に対する社会

的信頼を維持するための措置に要した費用を含みます）を負担するものとものとします。なお、乙

は、第三者からの当該請求により予想される損害、費用等を合理的に見積もった金額を、甲に対し

てあらかじめ請求することができるものとします。 

5.甲は、シリアル ID が第三者に流出し、又は第三者に利用されたことを発見した場合、直ちに乙に

その旨を通知し、かつ、当該利用の防止に向けた措置を講じなければならないものとします。乙は、

甲が当該第三者のシリアル ID 利用を防止するために十分な措置を講じることができないと判断し

た場合には、甲及び当該第三者による本ソフトウェアの利用を中止することができるものとします。 

6.乙は、シリアル ID を失効させる合理的な理由がある場合、シリアル ID を失効させることができる

ものとします。 

 

第 6 条（保証） 

乙は、本ソフトウェアがその主要な点においてマニュアル記載の機能を有することを確認していま

すが、当該確認にかかわらず、本ソフトウェアは現状有姿のまま甲に提供されるものであり、乙は、

甲に対して、本ソフトウェアに関して、動作保証、不具合・エラーの不存在の保証、利用目的・機器

等への適合性の保証、利用結果の適格性若しくは信頼性の保証、本ソフトウェアによるフィルタリン

グ結果の正確性についての保証、乙が定めるカテゴリ分類が甲の要求を満たすことについての保

証、インターネット接続が停止・切断しないことの保証及び第三者権利侵害の不存在に係る保証を

含む、明示若しくは黙示の、一切の保証、表明、約束等を行わないものとします。 

 

第 7 条（中止・中断） 

1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく、甲による本ソフトウェアの利用

及び甲への会員特典の提供を中止又は中断することができるものとします。 

(1) 本ソフトウェアを構成する情報システム（以下「本システム」といいます）の保守、点検、工事等

を行うとき。 

(2) 本システムの不具合、第三者による本システムへの不正アクセス等があったとき。 

(3) 火災、停電、天災地変等の非常事態その他の不可抗力事由が発生したとき。 

(4) 法令又は官公庁の命令等による措置に基づき本ソフトウェア又は本システムが利用できないと
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き。 

(5) その他、乙又は本システムの管理者が本システムの利用中止又は中断が必要であると判断し

たとき。 

2.乙は、前項の中止又は中断により甲に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

第 8 条（機密情報） 

1.本規約において「機密情報」とは、本規約に関連して、乙が甲に対して書面（電子メールを含み

ます）、電磁的記録媒体、口頭その他の手段により開示した技術上若しくは販売上の情報、本ソフ

トウェアに関する情報（「ソフトウェア使用許諾証書」に記載される利用条件を含みます）又は、該当

する場合において、本規約の存在若しくは内容をいいます。ただし、以下の各号に定める情報は

機密情報に含まれません。 

(1) 甲が開示を受けた時点で、既に公知であった情報 

(2) 甲が開示を受けた後、甲の責めによらず公知となった情報 

(3) 甲が開示を受けた時点で、既に甲が合法的に取得していた情報 

(4) 機密情報によらず甲が独自に開発した情報 

(5) 甲が第三者より機密保持義務を課せられることなく合法的に提供された情報 

2.甲は、機密情報を乙の事前の書面（電子メールを含みます）等による同意を得ることなく、第三者

（乙の競合他社を含みますが、これに限定されません）に開示、提供又は漏えいしてはならず、本

ソフトウェアの利用のために必要最小限度の範囲を超えて利用し又は複製してはなりません。 

3.甲は、乙の書面（電子メールを含みます）による同意を得て機密情報を第三者に開示又は提供

する場合、当該第三者に対して本規約における自己の義務と同等の義務を課し、かつ、これを遵

守させるものとし、甲は、当該第三者の一切の行為につき、責任を負うものとします。 

4.甲は、本契約が終了したとき又は乙が要求したときに、乙の選択に従い、速やかに機密情報（複

製物を含みます）を相手方に返還又は破棄（電磁的記録媒体の場合は消去）します。 

5.甲が保有する個人情報を乙が取り扱う際は、下記「お預かりする個人情報の取扱いについて」に

従うものとします。 

 

第 9 条（解除） 

乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は、直ちに本契約を解除することができる

ものとします。 

(1) 本規約の規定のいずれかに違反したとき。 

(2) 虚偽の事項の通知、会費を支払わない等、本契約を継続し難い重大な契約違反又は背信行

為を行ったとき。 

(3) 乙に対して、正当な理由なく長時間若しくは複数回の電話をする、不当な義務を強要する、

威嚇若しくは脅迫を行う等、乙の業務に支障をきたす行為を行ったとき。 
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(4) 正当な理由なく本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 

(5) 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき。 

(6) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、

会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処

分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知

が発送されたとき。 

(7) 前号のほか、資産、信用、営業、組織、体制に重大な変化が生じ、本規約に基づく義務の履

行が困難になるおそれがあると認められるとき。 

(8) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢

力との関係が認められるとき。 

(9) その他、本契約を継続することが困難と認められる相当の事情が生じたとき。 

 

第 10 条（免責） 

1.乙は、本規約に関連して甲又は第三者が被ったあらゆる損害（事業利益の損失、事業の中断、

データの損失その他金銭的損害を含みますが、これらに限定されません）について、債務不履行

責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因のいかんを問わず、また、損害の発生の予見可

能性の有無を問わず、一切責任を負わないものとします。 

2.乙は、本ソフトウェアに対する第三者の権利侵害の主張に起因する損害、本ソフトウェアの不具

合による損害、甲による本ソフトウェアの操作ミスに起因する損害、甲、乙若しくは第三者が設置、

維持管理する機器装置の障害に起因する損害、第三者プログラムに起因する損害、ウイルス、ハ

ッキングその他不正アクセス行為に起因する損害、本ソフトウェアに関するシステムの停止若しくは

中断に起因する損害及び電気通信事業者、インターネット接続プロバイダー等の第三者に起因す

る損害についても前項と同様とします。 

3.本ソフトウェアに誤字、脱字、位置ずれ等による表記上又は内容上の誤りがあったとしても、交換、

修補、代金返還等の対応は致しません。また、それにより甲又は甲以外の第三者に損害が生じた

としても、乙は一切その責任を負いません。 

4.甲は本ソフトウェアが接続しているクライアント機器の利用者（以下「利用者」といいます）の同意

を得た上で、当該利用者に関する個人情報及び通信内容を取得・閲覧等することができるものとし

ます。前記の利用者による同意の有無によらず、乙は、甲による利用者の個人情報及び通信内容

の取得・閲覧等に起因して甲と利用者の間に発生する紛争に関して一切の補償を行いません。甲

は、当該紛争を自らの責任及び負担において処理解決するものとし、乙に何らの迷惑も及ぼさな

いものとします。また、甲による利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等に起因して乙と利

用者の間に紛争が生じた場合、甲は紛争の解決のために乙の要請に応じ乙に協力するものとしま

す。 

5.甲と乙は、乙が次の各号に掲げる事項について一切の保証を行っていないことをここに確認す

るものとします。 
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(1) 甲が接続しようとする Web サイトが信頼できるサイトであること。 

(2) 甲の通信内容が完全に暗号化されていること。 

(3) クライアント機器及びネットワーク環境に不具合、エラー又は障害が生じないこと。 

 

第 11 条（著作権と知的財産権） 

1.本ソフトウェアは、日本国の著作権法及び国際条約により保護されています。 

2.本ソフトウェアの著作権等の知的財産権は乙又はその供給者が所有します。甲は、本規約に基

づき、利用権を許諾されている範囲内で利用することができます。甲は本ソフトウェアの知的財産

権に関する権利が甲に譲渡されるものではないことを了承するものとし、さらに甲は、本規約に明

示的に規定されていない限り、本ソフトウェアに関するいかなる権利も甲が取得するものではないこ

とを了承するものとします。 

3.甲は、本ソフトウェアの全ての複製物に本ソフトウェアに表示されるものと同様の知的財産権が表

示されることに同意するものとします。 

4.甲は、本規約で明示的に付与された権利を除き本ソフトウェアに関する何らの権利を付与される

ものではなく、また、明示的でない形で付与された全ての権利、その他全ての権利は乙が留保す

るものとします。 

5.乙は、本契約上の乙の地位又は本契約に基づく乙の権利若しくは義務を第三者に移転又は譲

渡することができるものとし、当該移転又は譲渡に必要な限りにおいて、甲の情報を当該第三者に

提供することができるものとします。 

 

第 12 条（その他の条件） 

1.本規約には日本国の法（手続法を含みます）が適用されるものとし、本規約により生じる紛争に

ついては東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

2.甲は、本ソフトウェアに関して、いかなる形態であれ、その原因が発生した時から 1 年を経過した

後には訴訟を提起することはできないものとします。 

3.いずれの当事者も、天災地変その他の不可抗力による本規約の履行遅滞又は本規約の全部若

しくは一部の不履行について、その責めを負わないものとします。 

4.本規約の条項のいずれかが無効又は執行不能であることが判明した場合、当該条項は本規約

の目的及び意図に沿った条文に置き換わるものとし、その他の条項は引き続き有効とします。なお、

本規約における関連する条項が無効又は執行不能と判断された場合においても、乙が本規約に

関連して甲又は第三者が被った損害を賠償する範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害

（逸失利益を除きます）に限られるものとし、かつ、当該損害の原因行為の多寡にかかわらず本規

約に基づき甲が乙に支払った金額を上限とします。 

5.本規約において必要な通知は、書面（電子メールを含みます）をもって相手方当事者に行うもの

とします。 

6.本規約は日本語を正文とし、本規約につき日本語以外の言語による翻訳が作成される場合、当
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該翻訳は参考のために作成されるに過ぎず、日本語の正文のみが甲と乙との間で効力を有するも

のとします。 

7.乙は、甲への予告なく必要に応じて本規約を変更することがあり、変更後の利用規約は乙のサイ

ト上に表示した時点より効力を生ずるものとします。本規約の変更の効力が生じた後、甲が本ソフト

ウェアを利用した際には、変更後の本規約の記載全ての記載内容に同意したものとみなします。 

8.本契約の終了後においても、第 1 条（ライセンスの許諾）第 5 項、第 2 条（期間及び終了）から第

8 条（中止・中断）、第 10 条（免責）から本条その他性質上存続すべき事項は、引き続き有効に存

続するものとします。 

9.本規約に定めのない事項又は本規約の履行につき疑義を生じた場合には、甲と乙で誠意をもっ

て協議し円満解決を図るものとします。 

 

■お預かりする個人情報の取扱いについて 

個人情報のご提供は全て任意となっております。ただし、当社が依頼する個人情報をご提供頂け

ない場合は、お問合せ又はご依頼等への対応、ご請求を頂いた資料等の送付、並びにサービス

の提供等ができない場合があります。 

 

1.個人情報の利用目的 

当社は、お預かりする個人情報の利用目的を以下のように特定します。当社は、下記（1）から（10）

に規定する事項に利用する目的で、書面又は書面以外の方法で、お客様からお客様に関する氏

名、電話番号、住所、メールアドレス、年齢、勤務先、所属部署、当社製品の購入乃至導入履歴

及び購入目的、お客様がお使いになっているパソコン等の端末に関する種類及び利用環境、本ソ

フトウェアの利用状況に関する各種情報（検索ワード、アクセスログ、遮断された情報の URL 等を

含みますがそれらに限定されません）、お客様がお使いになっているその他ソフトウェアに関する

種類及び利用環境並びにお客様がお使いになっているインターネットに関する種類及び利用環

境等の個人情報をお預かりする場合があります。 

(1) 当社及び当社のグループ会社が取り扱う各種製品・サービスに関するご案内のため 

(2) 当社及び当社のグループ会社が主催・共催・協賛・出展するセミナー・展示会等に関するご

案内、お申込の確認、入場券等のお届けのため 

(3) 当社及び当社のグループ会社が行う、顧客満足度調査等のアンケートのご依頼のため 

(4) 当社及び当社のグループ会社が、お客様個人を特定できない形で個人情報を統計的に処理

した情報を集約し分析する等して、調査結果としてまとめたものの公表のため 

(5) 当社がお客様に対して行う業務上のご連絡のため 

(6) 当社がお客様とのご契約を履行する上で必要となる事項（各種サービスへのご登録のご確認

又はサービスのご提供等）のため 

(7) 当社が行う各種製品・サービスのご請求、お支払とその確認等のため 

(8) お問合せ又はご依頼等への対応、ご請求を頂いた資料等の送付のため 
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(9) 個人情報に関する当社の社内諸規定及びコンプライアンス・プログラムに準拠した秘密保持

契約等の契約を締結し、利用目的を精査・確認した上で当社のグループ会社へお預かりした

個人情報を提供するため 

(10) その他、契約上の当社の責任を果たすため、より良い製品・サービスを開発するため、有用な

情報をお届けするため、その他正当な目的のため 

（注）当社のグループ会社とは、上記利用目的が遂行される時点で、当社が総株主の議決権

の過半数を所有する会社をいいます。 

2.第三者への提供及び委託先への監督について 

「当社のグループ会社の販売促進活動に資すること、又は、当社が取り扱う各種製品・サービスの

提供及び販売促進活動の充実を目的として、前項の個人情報を、データ送信及び書面交付の方

法により当社のグループ会社又はデジタルアーツと業務委託等の契約を締結した第三者へ提供

することがあります。当社のグループ会社又は当該第三者への提供を停止することを希望されるお

客様は当社までお申し出ください。 

当社のグループ会社、第三者への個人データの提供に際しては、個人情報に関する当社の社内

諸規程及びコンプライアンス・プログラムに準拠した秘密保持契約等の契約を締結し、適切な監督

を行うものとします。また、裁判所による開示を命じる判決若しくは命令を受けた場合、又は警察、

税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会を受けた場合（刑事訴訟法第 197 条、弁護

士法第 23 条の 2 等）には、お客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を開示することがあり

ます。 

 

3.個人情報の共同利用について 

当社は、お客様の氏名・電話番号・住所・メールアドレス・年齢・勤務先・所属部署・当社製品の購

入乃至導入履歴及び購入目的・お客様がお使いになっているパソコン等の端末に関する種類及

び利用環境・お客様がお使いになっているソフトウェアに関する種類及び利用環境・お客様がお

使いになっているインターネットに関する種類及び利用環境等取得した個人情報を、パートナー企

業と共同利用させていただくことがあります。共同利用させていただく個人情報は、口頭、電話、書

面（ウェブ上の入力フォーム等電磁的記録によるものを含む）等により取得したものとします。利用

目的は、上記 1(2)(4)(5)と同様です。 

個人情報の共同利用に関しては、パートナー企業と、個人情報に関する当社の社内諸規定及び

コンプライアンス・プログラムに準拠した秘密保持契約等の契約を締結し、当社の個人情報保護管

理者が、適切な監督を行うものとします。 

（注）パートナー企業とは、当社ビジネスパートナープログラムに参加している企業をいいます。一

覧は当社ホームページをご覧ください。 

 

4.保有個人データの開示等に関して 

当社は、お客様ご本人からの保有個人データ（個人情報保護法第２条第５項に定めるものをいい
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ます。）の開示、訂正、利用停止等のご請求に対して以下により適切に対応してまいります。 

(1) 当社は、お客様から保有個人データの開示ご請求があった際には、当社業務の適正な実施

に著しい支障を及ぼすおそれがある場合その法令に定める場合を除き、お客様に対して当該

保有個人データの開示を行います。 

(2) 当社は、保有個人データの内容が事実と異なる場合には、お客様からのご請求により、利用

目的の達成に必要な範囲内において、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を

行います。ただし、訂正等を行うことによって、提供することが困難になる、又はできなくなる製

品又はサービスが発生する場合があります。 

(3) 当社は、保有個人データが利用目的の制限に違反して取り扱われている場合、若しくは、不

正の手段により取得された場合、又は法令に違反して第三者に提供されている場合には、お

客様からのご請求により、違反を是正するために必要な限度で当該保有個人データの利用の

停止又は消去を行い、又は第三者への提供を停止します。ただし、利用停止等を行うことが

困難な場合であって、お客様の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をと

るときは、当該措置をもって利用停止に代えることとします。 

 

5.開示等のご請求及びお問合せ先 

上記 4 に記載した保有個人データの開示等のご請求につきましては当社の定める書式に従って

いただきます。 

当社における個人情報保護に関してご質問等がある場合には、下記個人情報お問合せ窓口まで

ご連絡ください。 

 

個人情報お問合せ窓口 

E-Mail:privacy@daj.co.jp 
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タブホ（タブレット使い放題） 利用規約 

タブレット使い放題 powered by OPTiM 利用規約 

 本規約は、株式会社オプティム（以下「当社」という）の「タブレット使い放題 powered 

by OPTiM」（以下「本サービス」という）を利用して頂くお客様（以下「お客様」という）に

適用されます。利用規約に必ずご同意頂き、ご利用下さい。なお、本製品を利用して

当社または第三者より提供される各種サービス（以下「提供サービス」という）について

は、サービス提供会社が別途提示する規約に従う ものとします。お客様は、本利用規

約の他、当社が定める各種の規約（以下「個別規約」という）に同意頂き、本製品をご

利用するものとします。お客様が本サービスを利用した時点で、本サービス規約およ

び提供サービス規約の内容に同意したものとみなします。本利用規約と個別規約の

定めが異なる場合には、個別規約の定めが優先するものとします。  

第 1 章 総則 

第 1 条 適用 

1． 本サービス規約は、お客様による本サービスの利用の全てに適用されます。お客

様が本サービスを利用するには、本サービス規約を遵守して頂くものとします。  

2． 本サービス規約及び個別規約の内容は必要に応じて改訂されることがあります。

この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。  

第 2 章 本サービス 

第 2 条 本サービスの内容、対象 

1． お客様は、本サービスに会員登録することにより、以下の各号に定める事項を行う

ことができます。 1）当社が定める AndroidOS 搭載デバイス及び iOS 搭載デバイス

（以下「当社対応端末」といいます）用のアプリケーション、デジタルコンテンツ等の一

切のコンテンツ（以下、併せて「本コンテンツ」という）を閲覧、検索、ダウンロードするこ

と 2） 自己が保有する写真、動画等に定める情報を含めてお客様が発信する一切の

情報（以下「ユーザーコンテンツ」といいます）を当社のストレージサーバ（以下 「本スト

レージサーバ」といいます）に保存、アップロードし、若しくは他のお客様と共有し、又

は自己若しくは他のお客様のユーザーコンテンツを閲覧、検索、ダウンロードすること 

3） その他本コンテンツ又は本ストレージサーバ等を当社が定める方法で利用すること 

2． 当社は、お客様に対する事前の通知なく、当社の判断により、本サービスの内容
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の変更又は提供条件の変更（提供されるコンテンツの変更を含む）を行うことができる

ものとします。  

3． 本サービスは、日本に在住する個人又は日本に所在する法人を利用対象者とし

て想定しています。お客様が日本国内から他国に対して、技術的な又はその他の情 

報等を送信する場合、お客様は技術輸出に関する又はその他の諸法令を遵守しなけ

ればなりません。また、海外に在住する個人又は海外に所在する法人は本サービスを

利用することができません。  

第 3 条 会員 

1. 本サービスの会員登録は、お客様が当社所定の方法で申込み、当社が、お客様

による申込みに対し承諾を行った時点で完了するものとし、本サービスの会員登録が

完了したお客様（以下「会員」といいます）と当社の間には、本サービスの利用に関す

る契約（以下「本サービス利用契約」といいます）が成立するものとします。  

第 4 条 ご利用料金に関する条件 

1.  本サービスのご利用にあたっては、当社が指定する料金（以下「本機能使用料」

といいます）がかかります。 但し、本コンテンツ内の一部の機能を利用等するに際し、

又は本ストレージサーバの使用容量の増設等を行うに際し、別途料金（以下「本サー

ビス追加利用料」 といいます）が発生する場合があります。 また、本サービスのご利

用には、本機能使用料の他に別途通信料がかかります。  

2. 月額利用権等の有料サービスの購入にあたっては、その利用に先立ち、当社また

はサービス提供会社が定めた利用料金（以下、「利用料金」といいます） をお支払い

ただきます。本アプリケーション自体がお客様から対価を得て提供される場合も、同様

とします。  

3. 利用料金の金額、支払期日および支払方法は、本アプリケーションまたは当社もし

くはサービス提供会社の公式サイト上で定めます。  

4. 当社またはサービス提供会社は、お客様の事前の了承を得ることなく、いつでも利

用料金の金額、支払期日または支払方法を変更することができるものとし、当社が別

途定める場合を除き、当社またはサービス提供会社がその変更内容を本アプリケーシ

ョンまたはサイト上に表示した時点より、その効力を生じるものとします。当社は、当社

が事前告知期間として合理的と判断する期間、これらの変更がされる旨およびその内

容を、本アプリケーションまたは公式サイト上で事前に告知することがあります。  

5. お客様は、当社またはサービス提供会社が支払方法として指定する決済手段に

ついて、その取扱事業者（以下「決済事業者」といいます）が別途定める支払条件等

に従い、利用料金を支払うものとします。  
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6. お客様は、お客様と決済事業者との間で利用料金の支払いに関して紛争が発生

した場合、当該決済事業者との間で当該紛争を処理解決するものとします。当社また

はサービス提供会社は、自己に故意または重過失がある場合を除き、当該紛争につ

いて一切の責任を負わないものとします。  

7. お客様が一度支払われた利用料金は、当社もしくはサービス提供会社が別途案

内した場合、または当社もしくはサービス提供会社に、故意もしくは重過失がある場合

を除いて、一切返金されません。お客様が利用している通信サービスやインターネット

接続サービスの中断または瑕疵によって、本サービスが利用できない場合も、同様と

します。  

第 5 条 クライアントソフトウェア 

1． 本サービスの利用にあたり、専用のクライアントソフトウェア（以下「クライアントソフト

ウェア」といいます）を当社対応端末にインストールして頂く必要が あります。 

 2． 会員は、クライアントソフトウェアを随時最新のバージョンにアップデートする必要

があります。会員は、クライアントソフトウェアが、随時当社のサーバー、ネットワークと

通信を行い、会員に対する事前の通知なく、アップデートを受信することに同意しま

す。なお、アップデートの自動リクエスト及び受信に要する 通信料等は会員が負担す

るものとします。  

第 6 条 本コンテンツの利用 

1． 本コンテンツの一部は、各コンテンツプロバイダー等（以下「コンテンツプロバイダ

ー等」といいます） によって提供されます。本コンテンツの利用に際しては、本サービ

ス規約の他に、当該本コンテンツのコンテンツプロバイダー等が定める利用条件を遵

守することに会員は同意するものとします。 

 2． 当社は、お客様が、本サービスを利用してダウンロードしたコンテンツについてア

ップデートが存在する場合、お客様に通知を行うことがあります。かかる通知に要する

通信料等はお客様が負担するものとします。  

第 7 条 本ストレージサーバの使用 

1． 会員は、本ストレージサーバについて１GB 相当の容量を使用する権利を付与さ

れます。  

第 3 章 遵守事項 

第 8 条 禁止事項 
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1． お客様は、本サービスに関して、以下の行為をしてはなりません。  

1）本サービスを、犯罪行為その他の反社会的行為、もしくはこれを予告・関与・助長す

るために用いること  

2）本サービスを、他人の権利、プライバシーの侵害、個人情報の不正取得、その他不

正の目的をもって利用すること  

3）本サービスを、ストーキング行為を行う等、方法のいかんを問わず、第三者に対する

嫌がらせに利用すること  

4）本サービスを、当社が提供する管理ソフトを回避する方法で、各プロバイダのサー

ビス、コンテンツを利用すること  

5）本サービスを、端末の利用者に無断でインストールし、利用すること  

6）正当な理由なく、本サービスを端末にインストールすることを強制すること  

7）本サービスを、お客様が利用権限を有しない端末を正当な理由無く利用・管理する

ために用いること  

8）本サービスを第三者に再許諾すること  

9）本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切

の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為をすること   

10）リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他

改造行為  

11）本サービスを接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたり

すること  

12）ID 等を不正に使用しまたは使用させること  

13）虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報等を、掲載等し又は登録する行為  

14）他人（他のお客様を含み、以下同様とします）の名前その他の情報を不正利用す

る行為  

15）わいせつな内容、過度に暴力的な内容、その他未成年者の人格形成等に悪影響

を与えるような表現（文書・図画・写真・動画等）を伴う投稿をすること  

16）当社又は他人の産業財産権（特許権、商標権等）、著作権、企業秘密等の知的財

産権を侵害する行為  

17）当社又は他人の信用若しくは名誉を侵害し、又は他人のプライバシー権、肖像権

その他一切の権利を侵害する行為  

18）本サービスの運営・提供若しくは他のお客様による本サービスの利用を妨害し、又

はそれらに支障をきたす行為  

19）選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利

用する行為  

20）本サービスを商業目的で使用する行為（但し、当社が別に定めるものを除きま

す。 ）  
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21）法令又は公序良俗に違反する行為  

22）コンピュータウイルスなど、有害なプログラム・スクリプトの類を含む投稿、または誘

導する行為  

23）重大な危険行為に結びつく、又は助長させる投稿をする行為  

24）同内容のものを複数回投稿する行為  

25）営利目的や個人的な売買・譲渡を持ちかける投稿をする行為  

26）当社の認めない第三者より金品などの対価を受けることを目的とする投稿をするこ

と  

27）本サービス又は当社のサービスを妨げる内容の投稿をすること  

28）当社が不適切と判断し削除した内容を再び投稿する行為  

29）本条に定めるほか、本規約に違反する行為を行うこと  

30）その他、当社が不適当と判断した内容又は行為  

2．お客様は、本サービスに関して、以下のいずれかに該当し、又はその虞のあるデー

タファイルを保存してはなりません。  

1） ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を含む、又はその虞があるデータ

ファイル。  

2） 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたるような、衣服の全部又は一部を着けない

姿態を撮影･描画したデータファイル。  

3） 当社が別に定めるファイル形式でないデータファイル(拡張子を偽ったものを含み

ます)。  

4） 法令又は公序良俗に違反するデータファイル。  

5） その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断するデータファイ

ル。  

3． 当社は、ユーザーコンテンツの内容の確認を行い、本サービス規約又は個別規

約に違反すると判断した場合、必要と判断する範囲で全部・一部削除又は修正・編 

集を行い、必要に応じてその内容を警察その他公的機関に通報することがあります。  

4． お客様は、本サービス（又は本サービスに接続されているサーバーとネットワーク）

を阻害又は妨害するいかなる行為にも関与しないことに同意するものとしま す。 お客

様は、本コンテンツを、当社又は任意の第三者によって運用されているサーバー、ネ

ットワーク、又はウェブサイトを阻害又は妨害するような方法で使用しないことに同意す

るものとします。  

5． お客様は、当社との別段の合意で明確に許可を得ている場合を除き、いかなる目

的であっても本コンテンツを複写、複製、コピー、販売、取引、転売しないこと に同意

するものとします。  
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6． お客様は、当社と別段の合意がある場合を除き、当社が提供するインターフェー

ス以外の手段で本サービス、本コンテンツ及び本ストレージサーバにアクセスしない

（又はアクセスを試みない）ことに同意するものとします。  

第 9 条 違反行為への対応 

1. 当社は、お客様の行為が前項のいずれかに該当するもしくは他の本規約の規定

に違反すると当社が判断した場合は、 お客様への事前の通知なしに、お客様の情報

の一部もしくは全部の削除を行い、本製品のご利用の中止もしくは強制退会等、 当

社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。  

2. 前項の規定に基づき、当社が講じた当該措置に起因してする損害が発生した場

合にも結果について、 当社は一切責任を負わず、お客様は当社を免責するものとし

ます。  

3. 前２項の規定は、なお、当社が当該処置を講じることにより当社又は第三者に損害

が発生した場合における、 お客様の責任をお客様の行為により発生した結果を免責

するものではありません。本条項にお客様が反したことにより第三者に損害を与えた場

合、 または第三者と紛争を生じた場合、お客様は、自己の責任と費用でこれを解決

し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 万一、当社が他のお客様や第

三者から責任を追及された場合は、お客様はその責任と費用において当該紛争を解

決するものとし、当社を一切免責するものとしま す。  

第１0 条 ご利用上の注意 

1． 会員は、本サービス利用契約の締結又は本コンテンツに含まれるアプリケーション

やデジタルコンテンツの利用によって、本サービス外で締結されている当該ア プリケ

ーションやデジタルコンテンツと同一又は同等のアプリケーションやデジタルコンテン

ツに係るコンテンツプロバイダー等との利用契約（以下「重複利用 契約」という）が終

了しないことを確認します。会員は、自らの責任と負担で重複利用契約を解約するも

のとし、解約しなかった場合に、本機能使用料の他に、 重複利用契約に係る利用料

を請求されることをご了承ください。  

2．本サービスの利用には、以上の環境をみたす必要があり、その各費用はお客様が

負担するものとします。上記環境をみたさない場合は、当社は一切の保証を いたしま

せん。 また、お客様は、ご利用の当社対応端末の機種を変更した場合に、変更後の

機種において、本サービスの機能や本コンテンツの動作が一部制限される場合がある 

ことを了承します。  

3. 本サービスや、本コンテンツを構成する製品内容については、継続的にお客様に

ご利用いただくことを保証するものではありません。本サービスや本コン テンツの内容
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について、変更あるいは終了等がある場合は、3 ヶ月前までにホームページ上等でお

知らせするようにいたしますが、やむを得ず、左記告知期間を 取らずに変更・終了す

ることがございます。その場合についても、当社は、お客様に対し、何らの補償もいた

しません。お客様は、以上について、ご理解・ご了 承の上本製品をご利用することと

します。  

4． 会員（以下「共有元ユーザー」といいます）は、本ストレージサーバにアップロード

した写真、動画等のデータファイルを、当社所定の方法で設定を行うことに より、他の

お客様による閲覧又は当該ファイルへのアクセスを許可すること（以下「共有」といいま

す）ができます。  

5． 会員は、本サービス上で作成したユーザーコンテンツを、会員の選択により任意

で本サービスとリンクその他の方法で連携することができる他のウェブサービス 

（twitter,、Facebook その他の当社が別途定めるサービス。以下「連携サービス」とい

います）上に表示させ、連携サービスの利用者に閲覧さ せることができます。 但し、

当社又は会員の判断により、連携サービス上での設定において連携サービス上での

表示を制限又は拒否することができる場合にはこの限りではありませ ん。  

第 11 条 知的財産権の取扱い 

1． お客様は、本コンテンツ、本サービスに係る Web サイト、クライアントソフトウェアそ

の他本サービスにおいて当社又は当社に対して使用許諾をしている第三 者が掲載

等する情報等（以下、併せて「本コンテンツ等」といいます）に関する著作権その他の

一切の権利が、当社又は当該第三者に帰属することを了解し、本 コンテンツ等の取

扱いについては慎重な配慮を行うものとします。  

2． お客様は、（i）別段の許可のない、本コンテンツ等の複製、販売、ライセンス供与、

配布、譲渡、修正、変更、翻訳、派生物の作成、逆コンパイル、リバース エンジニアリ

ング、逆アセンブル、及びソースコードを抽出しようとするその他の行為、（ii）本コンテ

ンツ等の機能（デジタル権利管理又は転送ロック機能 を含みますが、これらに限定し

ません）によって提供、実装、強制されているセキュリティ対策やコンテンツ利用ルー

ルを回避又は打破しようとする行為、 （iii）法令に違反し、又は第三者の権利を侵害

するアクセス、複製、譲渡、トランスコーディング、コンテンツの再送信を行うための本コ

ンテンツ等の使 用、（iv）本コンテンツ等に添付又は含まれている、当社及び任意の

第三者の著作権表示、商標、及びその他の権利表示の削除、不鮮明化を行わないこ

と、及びそれらを任意の第三者に許可しないことに同意するものとします。  

3． 本条の規定に違反して問題が生じた場合、お客様は、自己の費用と責任におい

て問題を解決するものとし、当社及び第三者に迷惑や損害を与えてはなりません。  

4． 本サービスは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利

者の知的財産権に対していかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。  
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5． お客様は、ユーザーコンテンツについて、当社に対して、商用・非商用の場面を

問わず、全世界において無償で非独占的に当社が使用し、または当社が第三者に 

使用を許諾する権利（著作権法に定める複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を

含む公衆送信権を含みますが、これらに限りません）を、期間の定めなく許諾するもの

とします。また、お客様は、当社に対し、ユーザーコンテンツに関して著作者人格権を

行使しないものとします。  

第 12 条 自己責任の原則 

1． お客様は、本サービスを専ら自らの責任において利用するものとします。 当社

は、お客様による本サービスの利用に関連して生じた責任、負担、損害及び損失（お

客様の当社対応端末及び PC 内に保存されている位置情報や個人情報の 漏洩、当

社対応端末、PC 又は本ストレージサーバの故障やデータの消失、ユーザーコンテン

ツの共有により生じた他のお客様による権利侵害等を含みますが、 これらに限りませ

ん）について、一切責任を負わないものとし、お客様自らの責任において処理すること

とします。 当社は、以下の事項に関する、クレーム、主張、要求、責任、負担、損害及

び損失について、一切責任を負わないものとします。  

1） 本サービスを通じて購入し又は取得した商品やサービスの内容、数量、性質、お

客様の当社対応端末での利用の可否  

2） 本サービスを通じてなされた取引又は約束の履行可能性  

3） 本サービスがお客様の目的又は要求を満たしていること  

4） 本サービスに中断、障害が生じないこと  

5） 本サービスがお客様の期待する適切な時期に提供されること  

6） 本サービスがエラーのないものであること  

2． お客様は、お客様による本サービスの利用又は本サービス規約への違反に起因

して、当社又は第三者（他のお客様、コンテンツプロバイダー等を含みます）に対 して

損失、損害を与えた場合、又は第三者と紛争になった場合、自らの責任と負担におい

てこれを解決するものとし、当社に何ら迷惑又は損害を与えないものとします。  

第 13 条 保証・責任の制限 

1． 当社は、本サービスを現状有姿で提供するものとし、本製品に瑕疵・バグ等が存

在する場合、システムの過負荷、不具合等により本製品の利用、サービス等が停止す

る場合、その他本製品が完全に利用できない場合でも、これに対して一切保証せず、

責任を負うものではありません。但し、当社またはサービス提供会社において故意・重

過失が存在する場合はこの限りではなく、本規定に規定する限度で責任を負うものと

します。  



70 

 

２． 当社は、当社が必要と判断した場合には、お客様に通知することなくいつでも本

サービスを変更し、本サービス提供を停止または中止することができるものとします。

本サービス提供を停止または中止した場合、当社はお客様に対して、月額等で継続

的に支払われる利用料の精算を除き、一切責任を負わないものとしま す。  

３． 当社は、お客様が本サービス使用することにより得られる利得、結果、成果等の

内容について、何ら保証するものではありません。  

４． 本サービスのダウンロードおよびインストールはお客様が自己の責任および費用

で行うものとし、その完全性や正確性等につき、当社は責任を負わないものとします。  

５． 当社は、本サービスを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常な

らびにシステム障害等の不可抗力により発生する障害については、いかなる責任も負

いません。この場合、お客様情報その他お客様に関するデータが消失等することがあ

ります。 当社は、かかる事態の発生によりお客様情報その他お客様に関するデータ

が消失、紛失、遅延等した場合、端末制限や初期化が行われる可能性があります。  

６． 当社は、お客様が本サービスを利用して登録した各種情報について、バックアッ

プを取る義務を負うものではありません。万が一の事態に備え、端末情報のバックアッ

プについては、お客様または管理者にて定期的に実施して下さい。  

７． お客様が消費者（個人であり、かつ事業のために本製品を用いていない者に限

る）である場合において、本サービスに隠れたる瑕疵が存在する場合には、当社は無

償にてその瑕疵を修補し、または代替品と交換いたします。  

第 4 章 その他 

第 14 条 通知、情報の配信等 

1．当社がお客様に対して通知を行う場合、又は本サービスに係る運営上のお知ら

せ、若しくはお客様にとって当社が有益と考える情報（当社若しくは第三者の提供す

る商品若しくはサービスに関する広告等を含みます。 以下、「お知らせ等」といいま

す）の配信（以下、「通知、配信等」といいます）を行う場合、当社は、本サービスに係る

Web サイト上に掲載（当社からの通 知若しくはお知らせ等を記載したページ又はアプ

リ等にリンクを貼る行為を含みます）する方法又はクライアントソフトウェア上に掲載する

方法により、これを 行うものとします。  

2． 当社は、お客様が本サービス取得時に登録した電子メールアドレス宛に、メール

マガジン、アンケート及びその他の本サービスに係る運営上の告知等のメールを送信

することができるものとします。  

3． 当社は、本サービス、前項のメール等において、当社及び第三者の提供する商品

又はサービスに関する広告等の情報を掲載（広告等の情報を表示したページにリンク

を貼る行為を含みます）することができるものとします。  
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4．当社は、通知、配信等を行う場合、前項に定める方法に加えて、お客様の当社対

応端末の上部通知枠（notification 枠）上に掲載（当社からの通知若しくはお知らせ等

を記載したページ又はアプリ等にリンクを貼る行為を含みます）し、又はお客様の当社

対応端末にインストールされたクライアントソフトウェアにより表示されるプッシュ通知

（以下「プッシュ通知」といいます）を送信（当社からの通知若しくはお知らせ等を記載

したページ又はアプリ等にリンクを貼る行為を含みます）する方法により、これを行うこ

とができるものとします。 但し、お客様は、当社所定の方法により、当該通知又はお知

らせ等を掲載し、又は受信しないよう設定することができます。  

5． 前二項に定める通知、配信等は、お客様の当社対応端末の電源、電波等の状況

により掲載、送信ができない場合や遅延する場合があります。  

第 15 条 お客様に関する情報の利用 

1． お客様は、本サービスを利用する場合、当社対応端末上に設定している ID、端

末識別情報（IMEI、MEID 等）、お客様が登録した年齢・性別・地域・職業等の属性情

報、本サービスの利用履歴、本サービスに係る web サイトの閲覧履歴、及び、プッシュ

通知の閲覧 履歴、並びに連携サービス上で当社又は本サービスによって取得される

ことを承諾した情報（Facebook アカウントおよび当該アカウントに紐付けられた情報を

含みます。 ）を当社が取得し、お客様の管理、本サービスの提供、運営、品質向上、

利用分析、当社がお客様にとって有益と考える情報（前条第 1 項の通知及びお知ら

せ等 を含みます）の通知、配信等その他当社が別に公表するプライバシーポリシー

（以下「プライバシーポリシー」といいます。 ）に記載する利用目的のために利用する

ことに同意するものとします。  

2． 当社は、お客様から別途承諾を頂いた場合、当該お客様が利用した本コンテンツ

に含まれるアプリケーションや Web サービスに係る利用情報（起動履歴等を含みま

す）を取得することができます。 この場合、当社は、かかる情報をお客様の管理、本サ

ービスの提供、運営、品質向上、利用分析の向上、コンテンツプロバイダーとの売上

配分計算、当社がお客 様にとって有益と考える情報の配信その他プライバシーポリ

シーに記載する利用目的のために利用します。また、当社はコンテンツプロバイダー

等に対し、お客 様の個人が特定できない情報に（不可逆的に）加工したデータをコン

テンツプロバイダーその他の第三者に提供する場合があります。  

3． 当社は、お客様からの同意を得ることなく、お客様の当社対応端末から行われた

データ通信履歴（接続先 URL 情報、Referer 情報、ユーザーエージェントを含みま

す）及びお客様が通話、通信を行った位置情報等の通信ログを取得しません。  

4． 前項の定めに拘らず、お客様が当社による前項に定める通信ログの取得及び利

用に同意をした場合には、当該お客様の通信ログを取り扱います。  
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5． 当社は、お客様が利用した本コンテンツに係るコンテンツプロバイダー等に対し、

当該本コンテンツが利用されている当社対応端末上に設定されている ID を当該本コ

ンテンツの利用状況を確認するために提供する場合があります。  

第 16 条 個人情報の取扱い 

1． 当社は、お客様の個人情報について当社プライバシーポリシーに従って取り扱い

ます。  

2.当社は、お客様の個人情報について、サービス提供の目的で必要な限り、コンテン

ツプロバイダーへ提供することができ、お客様はこれに同意するものとします。  

3． 当社は、前項の場合を除き、お客様の個人情報を、お客様の同意を得ることなく、

第三者に提供しないものとします。  

第 17 条 本サービス利用契約の終了 

1． 会員は、当社の定める方法により、本サービス利用契約を解約することができま

す。  

2． 当社は、会員が本サービス規約に違反した場合、何ら通知又は催告を行うことな

く、本サービス利用契約を解除することができます。 また、会員と当社との間の通信サ

ービスの利用に係る契約又は本サービスを利用する上で必要となるその他の契約が

解除、解約等により終了した場合、会員は、 当該契約の終了の日をもって本サービス

利用契約が終了することを了承します。  

3． 事由の如何を問わず、本サービス利用契約が終了した場合、会員は、本コンテン

ツ、本ストレージサーバ、本修理代金請求その他本サービスに関する一切の利用 を

継続することができません。 当該会員が、本サービス利用契約の有効期間中にダウ

ンロードした本コンテンツに含まれるアプリケーションは、本サービス利用契約の終了

時に自動的に当該会員の当社対応端末からアンインストールされ、デジタルコンテン

ツは利用できなくなるものとします。  

4． 当社は、本サービス利用契約が終了したお客様に係るユーザーコンテンツ、個人

情報等お客様に関係する一切の情報を削除することができるものとします。 当社は、

本条項に基づきユーザーコンテンツが削除されたことにより会員又は第三者に発生し

た損害について、一切責任を負わないものとします。  

5． 会員は、オプティムが発行する ID の利用が禁止、制限若しくは停止された場合、

又はオプティムが ID 会員の登録を抹消した場合、当社による会員に対する本サービ

スの提供も制限若しくは停止し、又は本サービス利用契約が終了する場合があること

を承諾します。  
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第 18 条 免責事項 

1． 当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスの管理・運営を行います

が、本サービスに関して検出された欠陥、及びそれが原因で発生した損失や損害 

(当社対応端末、PC 及びその他のデバイスへのいかなる損害、又はデータ損失を含

みますが、これらに限りません)について、当社では一切責任を負いかねます。  

2． 当社は、本サービスの保守（緊急保守を含みます。 以下同じとします）又は不可

抗力事由の発生（火災、停電、その他の自然災害に加え、ウィルスやワームなど第三

者による妨害行為により、当社に過失なく、本 サービスを提供しえない状態となった

場合を含みます）のため、お客様に対する事前の通知なく本サービスを一時的に中

断、停止することがあります。 当社は、本サービスの保守、不可抗力のために本サー

ビスが一時的に中断、停止したことに基づきお客様に生じた損害につき、一切責任を

負わないものとしま す。  

3． 当社は、60 日前の通知を行うことにより、本サービスの全部又は一部の提供を終

了することができます。 当社は、本サービスの終了によりお客様に発生した損失や損

害について一切責任を負いかねます。 なお、かかる通知は、本サービスに係る Web

サイトのトップページに掲載する方法により行われます。  

4． 違法売買行為、営利及び非営利目的の勧誘行為等、本サービスを利用したお客

様の違法又は不適切な行為により他のお客様に損失や損害が発生した場合でも、当 

社はかかる損失や損害について一切の責任を負いかねます。 本サービスのお客様

の任意による利用方法の合法性及び適切性について、当社では一切保証いたしかね

ます。  

5． 当社は、本コンテンツの配信用サーバ又は本ストレージサーバの中断、障害等に

よりお客様に発生した一切の損害(間接、直接を問いません) について責任を負わな

いものとします。  

6． 本コンテンツは、各コンテンツプロバイダー等の責任と負担により提供されていま

す。 当社は、本サービスを使用して閲覧、検索、受信、ダウンロード等したコンテンツ

の内容及びお客様の当社対応端末での利用の可否に関して、一切の責任を負いま

せん。  

7． いかなる本コンテンツも、核施設の運用、生命維持装置、緊急通信、航空機航行

システム又は航空機通信システム、航空管制システムその他死亡、身体障害、物理的

又は環境的に重大な損害をもたらす可能性のあるあらゆる活動における使用を目的と

しないものとします。  

第 19 条 損害賠償額の制限 



74 

 

1. お客様が、本サービスに関し、当社に故意・重過失が存在することにより損害を被

った場合であって、当社の修正等の処置によりその損害が回復されなかった場合に

は、法的根拠のいかんを問わず、本規約に定められた範囲・方法に従うものに限り、

当社に対して損害賠償を行うことができます。  

2. 当社は、本サービスの使用またはその使用不能により生じた特別損害、偶発的損

害、間接損害、またはこれに類似する損害については、いかなる場合においても責任

を負いません。これらの中には、お客様の得べかりし利益の喪失やデータ消失、お客

様の情報の外部への流出・漏洩による損害も含まれます。また、 そのような損害が生

じる可能性について当社が以前から警告を受けていたとしても、当社はこれらの損害

に対する責任を負うことはありません。  

3. お客様の当社に対する損害の賠償請求は、損害が発生してから３ヶ月、もしくは当

社とお客様との契約終了後３ヶ月のどちらか短い期間内に、当社に対する書面による

請求がなされなかった場合には行うことができません。  

4. 第１項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利

得、不法行為その他の請求原因の如何に関わらず、① 当該損害の発生した月ない

し年において、当社・サービス提供会社とお客様との間で定められた利用料の３ヶ月

分（年額又は複数年で定めている場合は年額相当の利用料の４分の １）、または、② 

ID の取得のために一括で対価を支出した場合のその対価、のいずれか低い額を上

限額とします。 また、本条第２項に記載した科目について当社は賠償責任を負うこと

はなく、前記賠償額の総額の算定にも含まれないものとします。  

5. お客様が消費者（個人であり、かつ事業のために本製品を用いていない者に限

る）であるため、日本国の消費者契約法の適用を受ける場合については、第２項から

第４項までの規定は適用いたしません。この場合、当社に故意・重過失がある場合に

は、お客様に発生した損害を賠償するものとし、当社に軽過失があるに留まる場合に

は、第４項に定める金額を上限として賠償義務を負担するものとします。  

6. 本条の定めに従い、当社に損害賠償義務が生ずる場合であっても、当社またはサ

ービス提供会社の過失とお客様自身の過失（軽過失を含む）が重畳して損害が生じた

場合には、お客様の過失を考慮して過失相殺を行うものとします。  

第 20 条 本規約と提供サービス規約との関係 

1． 本規約と提供サービス規約とが抵触する場合は、本規約が優先されるものとのし

ます。特に、提供サービス規約に、返品または利用料の返金についての規定がなされ

ていても、本規約が優先し、前条に定める場合を除き、返品、利用料の返金がなされ

ることはありません。  

第 21 条 準拠法、裁判管轄 
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1． 本サービス規約及び個別規約は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。

本サービス、本サービス規約又は個別規約に関連して、当社とお客様との間で生じた

紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  
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クラウドバックアップ AOS Cloud 利用規約 

AOS Cloud ご利用規約（兼・使用許諾契約書） 

第１条（適用） 

本利用規約は、お客様（個人または法人を問いません）と AOS データ株式会社（以下

「弊社」といいます）との間に締結される、「AOS Cloud」、「AOSBOX Android Pro」およ

び「AOSBOX Android」のご利用に関する契約（以下「本契約」といいます）についての

契約書です。 お客様が弊社の認定する再販業者（以下「認定再販業者」といいます）

から AOS Cloud オンラインサービス（以下「本サービス」といいます）もしくは本サービ

スを利用した同様のサービスの提供を受ける場合、本利用規約のほか認定再販業者

が別途指定する利用規約の適用を受けるものとし、両者に齟齬がある場合には特段

の定めのない限り本利用規約が優先して適用されるものとします。なお、この場合、

「AOS Cloud」等の製品名及び本サービスの主体たる会社名等を、適宜、認定再販業

者がその利用規約等で指定した名称に読みかえるものとします。 本サービスとは、本

利用規約に基づき配信されるクライアントソフトウェアその他のソフトウェア（アップデー

トおよび付属のマニュアルを含む、以下「本ソフトウェア」といいます）を利用したクラウ

ドバックアップサービスをいいます。 本利用規約は、お客様が本サービス、AOS 

Cloud Web サイト（http://aosbox.com/aoscloud/、以下「本サイト」といいます）ならび

に本ソフトウェアを利用される際に適用されるものです。なお、本利用規約において、

「本ソフトウェア」、「本サイト」および「本サービス」は「本製品」と総称することがありま

す。 お客様は、本利用規約に同意して本製品を利用するものとします。本利用規約

に同意されない場合、本製品を利用することはできません。なお、認定再販業者があ

らかじめお客様に代わって本利用規約に同意した場合、お客様ご自身が同意された

ものとみなします。 お客様が法人を代表して本利用規約に同意される場合、同意に

ついての代表権を有するものとみなし、その法人は本利用規約に拘束されるものとし

ます。 なお、ご利用料金の支払いに関しては、別途決済代行業者にお問い合わせく

ださい。  

第２条（本サービスの利用目的） 

本サービスは、お客様の携帯端末上のデータをサーバーのストレージにバックアップ

して保管するサービスですが、お客様の使用が個人消費者によるバックアップという使

用目的を逸脱していると弊社が判断した場合には、第２０条に規定するとおり、本サー

ビスのご利用を停止し、または本契約を解除させていただくことがあります。  

http://aosbox.com/aoscloud/
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第３条（製品概要） 

本製品は、お客様が指定されたカテゴリに属するファイルの中からバックアップ用に自

動選択されたファイルのコピー（以下、お客様の「バックアップデータ」といいます）を、

Amazon が運用するサーバ（AWS）に保存します。 ただし、以下の場合、お客様のバ

ックアップデータは使用または復元ができない可能性があります。 

①変更されたファイルまたは新たに選択されたカテゴリに属するファイルのコピーを完

了していない場合 

②自動バックアップの対象として選択されていないカテゴリに属するファイル、フォル

ダ、ドライブである場合 

③バックアップ対象に指定していないカテゴリに、ファイルを移動した場合 

④バックアップ用ファイルを選択するために自動スキャンされないご利用端末上の場

所にファイルを移動している、またはオペレーティングシステムをアップグレードし、ファ

イルマッピング（ファイルのディレクトリ構造等）が変更されている場合 

⑤使用中のご利用端末がインターネットまたは AWS にアクセスできない場合 

⑥必要な本製品のバージョンのアップグレードなど、弊社の技術要件を満たしていな

い場合 

⑦ライセンスが停止されている、または本契約を更新していない場合 

お客様のバックアップデータの状態についての詳細は、よくある質問（FAQ）

（http://aosbox.com/faq-list/）をご参照ください。  

第４条（追加機能） 

弊社は、適宜、①事前の通知をすることなくお客様のご利用端末にインストールされた

本製品をアップデートし、②本製品のアップグレード、機能の追加、変更 および修正

（以下、総称して「追加機能」といいます）を実行し、③バックアップの対象となるファイ

ルおよびデータの種類（＊お客様のご利用端末上の全ての ファイルがバックアップさ

れるわけではありません）または特定のデバイスもしくは通信サービス上での本製品の

使用可能性など本製品またはその機能の全部または一部を停止または終了すること

ができるものとします。 お客様がご利用可能となった追加機能については、全て本利

用規約が適用されるものとします。 弊社は、本製品の重要な変更について、随時お

客様のご利用端末上に表示する等して通知いたします。また、お客様は本製品にアク

セスすることで、後で変更の有無をご確認いただけます。  

第５条（フィードバック） 

http://aosbox.com/faq-list/
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お客様は、本製品に関して弊社にフィードバックを提供していただくことができます。 

弊社は、お客様から得たフィードバックを任意の目的に使用できるものとし、その際い

かなる義務も負わないものとします。 お客様からのフィードバックを、本製品の機能の

追加を含む弊社の業務に用いる場合で、お客様の知的財産権との関係上その許可

が必要となる場合、お客様には弊社に対して、取消不能、非排他的、恒久的かつ無

償のライセンスを与えていただくものとします。  

第６条（アカウント） 

お客様が本サービスをご利用されるにあたっては、アカウントをご登録いただき、本サ

ービスのご利用を継続される限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持する

ことにご同意いただくものとします。お客様のアカウントの登録情報に虚偽ないし現況

にそぐわない事項がある場合には、弊社は本サービスのご利用を全部又は一部停止

することができるものとします。 お客様が本製品の有償版にサインアップされる場合、

選択されたアカウントの種類に応じた定額のご利用料金および従量料金の支払いなら

びにストレージ量の割 当を含む制約にご同意いただくものとします。 お客様のアカウ

ントに割り当てられたストレージ量に達するおそれがある場合、お客様がストレージの

使用量を減らすか、またはアカウントをアップグレードするまでの間、追加データのバッ

クアップ機能を制限することができることにご同意いただくものとします。  

第７条（パスワードの管理等） 

お客様は、自己の責任でパスワードを安全な状態に管理いただくものとし、いかなる

第三者にもパスワードを開示しないことにご同意いただくものとします。お客様の名義

およびアカウント（サブアカウントを含む）において発生するいかなる活動に関してもお

客様が全責任を負うものとします。 お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化鍵を

紛失された場合、バックアップデータにアクセスできなくなる可能性があります。 アカ

ウントの不正利用その他本サービスに関連するセキュリティ侵害があったときは、直ち

に弊社にご連絡ください。セキュリティ侵害が発生した、または発生する可能性がある

と判断した場合、弊社はお客様の本サービスのご利用を一時停止し、ユーザー名およ

びパスワードを変更するよう要求できるものとします。  

第８条（個人情報の取扱い） 

弊社によるお客様の個人情報の収集、利用および開示に関しては、弊社のプライバ

シーポリシー（http://aosbox.com/eula/#tab-id-3）に準拠することにご同意いただくも

のとします。  

http://aosbox.com/eula/#tab-id-3
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第９条（サービスのご利用） 

弊社は、本利用規約に従い、お客様に対し、本サイトにアクセスし、本サービスおよび

本ソフトウェアを利用する、限定的かつ非排他的な、譲渡できない、取消し可能なライ

センスを付与するものとします。 お客様は、本ソフトウェアがプリインストールされた製

品をご購入いただくか、もしくは、本サイトまたは弊社もしくは認定再販業者が提供す

るその他のマニュアルに記載されている、お客様のアカウントタイプに関するその時点

で最新のマニュアルで指定されているデバイスの数および種類においてのみ実行可

能な形式 で本ソフトウェアをインストールすることで利用できるものとします。 お客様

に特定の第三者作成のプログラムが本ソフトウェアにおいて提供されることがあります

が、その利用にあたっては当該プログラムに付随するライセンス条件が適用されること

をご了解ください。  

第１０条（知的財産権の帰属） 

本製品に関する知的財産権を含む全ての権利、所有権および利益を弊社または第

三者が有することをご了解ください。本利用規約で付与されるライセンスを除き、弊社

およびそのライセンサーは本製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示的なラ

イセンスもお客様に付与されることはありません。  

第１１条（知的財産権に関する禁止事項） 

お客様は、お客様自身が以下のことを行わず、また他人が以下のことを行うのを許可

しないことに明確にご同意いただくものとします。 

①本製品のいずれかの部分に関するサブライセンスの付与、リース、貸与、貸付け、

譲渡または配布 

②本製品の改良、改作、翻訳または二次的著作物の作成 

③逆コンパイル、リバースエンジニアリング、分解その他の手段による本製品からのソ

ースコードの引出し 

④本ソフトウェアまたは本サイト上に表示されている商標、著作権その他の財産権表

示の除去、隠蔽または改ざん  

第１２条（他人の知的財産権の尊重） 

弊社は自ら他人の知的財産権を尊重し、本サービスの利用者にも同様にこれを尊重

していただくことを要求いたします。このことからお客様は、本製品を利用する際、個人

または法人の著作権、特許権、商標権、企業秘密その他の財産権を侵害する資料を

アップロード、保存、共有、表示、投稿、電子メール、送信その他の方法により利用可
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能な状態にしてはならないものとします。 お客様がこのような侵害行為を行った場合

および前条各号の禁止事項に抵触する行為を行った場合には、適切な条件の下で

本サービスのご利用を全部または一部停止させていただくものとします。  

第１３条（お客様の責任と禁止事項） 

お客様は、本サービスおよび本サービス上に作成したバックアップデータに関するい

かなる行為に関しても全責任を負うものとします。 お客様は、本製品を使用して、以

下の行為に及ばないことに明確にご同意いただくものとします。 ①法令に違反する行

為 

②第三者の知的財産権その他の権利の侵害 

③ウィルスまたはその他の有害なコンピュータプログラムもしくはファイル（トロイの木

馬、ワームまたは時限爆弾等）を含む資料の送信 

④公序良俗に反するまたはその恐れのある行為 

⑤犯罪行為または犯罪に結びつく行為  

第１４条（お客様の損害賠償義務） 

お客様は、以下に関連して生じた全ての損害および費用（弁護士費用を含む）につい

て、弊社、そのサプライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社（以下

「弊社ら」といいます）に対して賠償する義務を負うものとします。  

①本製品の利用 

②本利用規約の違反 

③知的財産権を含む第三者の権利の侵害 

④お客様のバックアップデータの利用が第三者に損害を引き起こしたとする請求 

この損害賠償義務は、本サービスのご利用の停止および本契約の解除等による終了

後も存続するものとします。  

第１５条（本製品の有償版と無償版） 

本製品には、有償版のほかに無償版があります。 本製品の無償版は、評価版（本製

品の再販業者等に対して、本製品の評価のため提供するプログラム）と無料体験版

（お客様に対して、有償版の購入前にご試用いただくため提供するプログラム）を含み

ます。 お客様には、本製品の無償版のライセンスが取り消されるか試用期間が終了し

た場合、お客様の全てのバックアップデータは AOS Cloud システムから自動的に削

除されること、また、自己の責任において本製品の有償版をご購入いただく等別途バ
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ックアップのための手段を講じていただく必要があることに明確にご同意いただくもの

とします。  

第１６条（本製品のベータアプリケーション） 

弊社は、お客様に対し、開発へのフィードバックを目的として、開発中の本製品の特

定の追加機能および新製品を「ベータソフトウェア」として提供しご試用いただくことが

あります。 ベータソフトウェアは実稼働環境においてただちに利用されうる状態にな

く、また利用されることを予定しておりません。開発の初期段階におけるベータソフトウ

ェアは、予測できない動作やエラーを生じるおそれがあることをあらかじめご了解くだ

さい。 お客様には、以下の事項についてご了解いただき、ご同意いただく必要があり

ます。 ①ベータソフトウェアは本来実験的なもので、充分なテストを完了していないこ

と 

②ベータソフトウェアはお客様の要求を満たさず、または想定していた動作をしない可

能性があること 

③ベータソフトウェアの利用は、製品の評価およびテストならびに弊社へのフィードバ

ックの提供を目的にしたものにすぎないこと 

④ベータソフトウェアの特性に関して、従業員、スタッフメンバー、その他のユーザーに

通知すべきこと 

ベータソフトウェアのご利用に際しては、本利用規約に従うものとします。  

第１７条（有効期限） 

本利用規約および本製品に対するお客様へのライセンスは、本製品のインストール、

アクセスまたは本サービスのご利用開始の日時のいずれか早い時点で開始されます。 

お客様が本製品の無償版をお持ちの場合、有償版に移行することなく別途定める利

用期限を経過した場合には本サービスを終了させていただきます。 お客様が本製品

の有償版をお持ちの場合、別途定める契約に従い、利用期間終了後は自動更新また

はサービスを終了させていただきます。なお、自動更新の場合、更新時点で最新の利

用料を請求することにご同意いただくものとします。  

第１８条（本サービスのご利用の停止） 

お客様が本製品の無償版をお持ちの場合、①試用期間の終了または取消し、②本製

品の提供の中止、③本製品の無償版のライセンスの取消し、④お客様のソフト ウェア

が２週間以上本サービスにアクセスしない場合またはバックアップを実行しない場合

（お客様のご利用端末にインストールされた AOS Cloud が動作していない場合）、ま
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たは⑤お客様が本利用規約を順守されない場合、弊社は直ちに通知なくして本サー

ビスのご利用を停止できるものとしま す。 お客様が本製品の有償版をお持ちの場

合、本サービスのご利用を更新されない場合、期日に料金もしくは請求額の支払いが

ない場合その他本利用規約を順守され ない場合、弊社は３０日経過後に通知なくし

て本サービスのご利用を停止できるものとします。 前項及び前々項の場合に加えて、

弊社は、次の場合には、お客様による本サービスの全部又は一部のご利用を事前の

通知なくして変更または停止することができるものとします。  

①サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 

②サービス提供に必要な電気通信サービスが利用できない状況にあるとき 

③サービス用設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき 

④天災、事変、その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき 

⑤開発元が本製品の提供をやめたとき 

⑥その他弊社がサービスの運用の全部または一部を変更、中止または中断すること

が望ましいと判断したとき 

弊社は、義務付けられてはいないものの、商業的に相当な範囲内において、電子メー

ルもしくはインクライアントメッセージを送信し、または本サイト上に関連情報を掲載す

る方法により、当該措置をお客様に通知する努力をいたします。  

第１９条（本契約の解除） 

お客様が以下の各号に該当する場合、弊社は直ちに通知なくして本契約を解除でき

るものとします。 

①差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、強制執行その他公権力の処分を受

け、またはそれらのおそれがあると認められる場合 

②破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始もしくは競売を申し立

てられ、または自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算の開始

の申立てをしたとき、およびそれらのおそれがあると認められる場合 

③手形、小切手が不渡りとなり、その他支払停止状態に至った場合 

④営業を廃止・休止・変更し、もしくは第三者に管理される等営業内容に変更があっ

た場合、またはそれらのおそれがあると認められる場合 

⑤財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる場合 

⑥反社会的勢力の構成員または関係者であることが判明した場 

⑦その他上記各号の一に準ずる事由があった場合 

⑧死亡した場合 

⑨ファイル名等のメタデータのチェックにより、お客様のアカウントにビデオ著作権侵

害またはソフトウェアの不正コピーに関連したコンテンツもしくは動画サイトへの投稿等

による配信を予定しているとみられる著作権で保護されたデータが保管されていること
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が発覚した場合 

⑩第１３条第２項各号の行為を行った場合 

お客様は、弊社が指定する方法に従って本製品の使用を停止することにより、いつで

も、いかなる理由であっても、本契約を解除することができます。  

第２０条（公正使用に関する方針） 

本製品またはサービスは、個人でのご利用に対応して設計されていますので、複数人

で共用する等の個人でのご利用の範囲を超える不公正なご利用はお控えください。 

お客様が上記の公正使用に関する方針に違反した場合、弊社は、違反の回数にかか

わらず、事前の通知なくしてお客様の本サービスのご利用を停止することができるもの

とします。さらに弊社は、本契約を解除することができますが、この場合、弊社はお客

様に対しデータの退避のため１４日間の猶予を与えるものとし、 本契約の解除による

アカウント削除の１４日前および２日前に、それぞれお客様のアカウントに付属するアド

レスに通知いたします。 弊社は、ご契約いただいているお客様が、お客様のご利用

端末付属の記憶装置の保存容量を著しく超えてファイルをアップロードされた場合に

は、個人でのご利用の範囲を超える不公正なご利用があったものと判断します。  

第２１条（サービスの終了） 

弊社は、お客様に対し６０日以上前に通知することにより、本サービスを終了すること

ができるものとします。この場合、弊社は、本サービス終了に関して、お客様またはそ

の他の第三者に対し、いかなる責任も負わないものとします。  

第２２条（サービス終了後の措置） 

お客様は、本契約の解約または期間満了により本ソフトウェアおよび本サービスのご

利用を継続する権利を失い、お客様のバックアップデータにアクセスし復元することが

できなくなります。 お客様には、弊社にはバックアップデータのコピーをお客様または

その他の第三者に提供する義務はなく、バックアップデータを AOS Cloud システムか

ら自動的に削除できること、また自己の責任において本製品の有償版をご購入いただ

く等別途バックアップのための手段を講じていただく必要があることに明確にご同意い

ただくものとします。  

第２３条（免責事項①） 

お客様は、本製品をお客様ご自身のリスクでご利用いただき、本製品が現状有姿の

状態で提供されることに明確にご同意いただくものとします。 弊社らは、市販性、特定
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目的との適合性および第三者の権利を侵害していないことの黙示的保証を含め、一

切の明示的または黙示的な保証をいたしません。特に、弊社らは、①本製品がお客

様の要求を満たすこと、②お客様が本製品を、お客様の OS・ブラウザ等の環境に影

響されることなく、適時に、中断されることなく、安全にまたはエラーなく利用できるこ

と、③本製品の利用によりお客様が取得するあらゆる情報が正確または信頼できるも

のであること、および④本製品の欠陥またはエラーが修正されることを保証いたしませ

ん。  

第２４条（免責事項②） 

お客様が保存されたデータが消失または破損した場合、弊社は技術的に可能な範囲

でデータの復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失または破 損に伴

うお客様または第三者からの損害賠償の責任を免れるものとします。 弊社は、本利用

規約所定の事由の発生により、一切の責任を負うことなく本サービスを変更、停止また

は打ち切ることができ、この場合本サービスの品質についてはいかなる保証も行わな

いものとします。またこれによりお客様に発生した損害については、弊社は一切の責

任を負わないものとします。  

第２５条（免責事項③） 

本製品は、インターネットを経由する情報のアクセスおよび伝達に用いられることがあ

り、お客様は、①ウィルス、ワーム、トロイの木馬その他の望ましくない データもしくはソ

フトウェア、または②権限のないユーザー（ハッカーなど）がアクセスを取得し、お客様

のデータ、Web サイト、ご利用端末またはネット ワークに損傷を与える可能性があるこ

とをご了解ください。 お客様がダウンロードした資料または本製品のご利用により別

途取得した資料は、ご自身の判断とリスクでアクセスしたものであり、これらの資料をダ

ウンロードしたことで起こるいかなるご利用端末の損傷またはデータの損失に関しても

お客様が全責任を負うものとします。さらに、お客様は、本製品が死亡事故、人身 傷

害または重大な身体もしくは環境への損害を引き起こす可能性がある用途での使用

を意図しておらず、またはこれに適していないことをご了解ください。  

第２６条（免責事項④） 

お客様は、弊社らは、本製品のご利用もしくはその不能その他本製品に関連して生じ

た間接的、偶発的、特別、派生的または懲罰的損害について、利益、営業 権、利用

権もしくはデータの損失、代替する商品もしくはサービスの調達費用その他の無形の
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損失に関する損害を含め一切の責任を負わないこと（弊社らが当該 損害の生じる可

能性を認識していた場合を含む）に明確にご同意いただくものとします。  

第２７条（免責事項⑤） 

第２３条ないし第２６条の規定は、弊社に故意または重過失がある場合には適用され

ないものとします。 本製品に関連する全ての請求権に関して弊社らが負う法的責任

の総額は、お客様がこれまでに支払われたご利用料金の総額を上限とするものとし、

また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害に

ついては、賠償する責任を負わないものとします。  

第２８条（お客様情報の変更） 

本サービスのご利用の申込みの際に弊社ないし決済代行業者にお届けいただいた

お客様の登録情報に変更が生じた場合、直ちにお届けいただくものとします。なお、

当該お届け出がなされなかったことでお客様が不利益を被ったとしても、弊社はお客

様に対し責任を負いかねます。 前項の登録情報の変更があったにもかかわらず、お

客様がお届け出をなされなかった場合、弊社がお届け出を受けている社名・名称、住

所または請求書送付先への郵送等による通知をもって、弊社からの通知があったもの

とみなします。 第１項のお届け出があった場合、弊社は、お届け出にかかる事実を証

明する書類の提出をお客様に求めることができ、お客様はこれに速やかに応じていた

だくものとします。  

第２９条（法令の遵守） 

お客様は、本製品のご利用に当たり、米国、日本およびその他の国の輸出入に関す

る法律に服することがあることをご了解ください。 お客様は、あらゆる輸出入に関する

法律および規則を順守することにご同意いただくものとします。特に、本製品を、米国

の輸出禁止諸国または米国財務省の特 別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸

対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出してはならないことをご了解く

ださい。お客様は、本製品を 使用することにより、これらの国に居住していないことま

たはかかるリストに掲載されていないことを表明し保証するものとします。 お客様はま

た、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法お

よび日本法が禁止するあらゆる目的のために本製品を使用しないことにご同意いただ

くものとします。 お客様は本製品を、児童ポルノその他の違法なファイルまたはデー

タの保存、バックアップまたは配信をするために利用しないものとします。 お客様は、

お客様が児童ポルノその他の違法なファイルもしくはデータを保存している、または本
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製品が関係法令に違反して輸出その他の手段によって出荷もしくは輸送されたとの申

立てに基づいて生じるあらゆる損害、罰金、違約金、賦課金、負債、コストおよび費用

（弁護士費用、専門家への依頼費用および立替費用を含む）に関して弊社を防御し、

補償しかつ何らの損害も与えないものとします。  

第３０条（準拠法および裁判管轄） 

本利用規約およびお客様と弊社間との関係は、日本法に準拠するものとします。 お

客様は、本利用規約から生じる紛争の解決または権利の申立ては東京地方裁判所を

第一審の専属的な管轄裁判所とすることにご同意いただくものとします。 知的財産権

に関しては、弊社が自己の権利の保護または執行に当たり任意の裁判管轄において

訴訟を提起できることに明確にご同意いただくものとします。 本利用規約には、国際

物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないものとします。  

第３１条（本利用規約の効力） 

本利用規約は、お客様と弊社との間の完全合意を構成しており、本製品に関連する

お客様と弊社との間の先行するあらゆる合意に優先して適用されるものとしま す。特

に、お客様が本製品のライセンスをすでにお持ちの場合、本利用規約は既存の利用

規約に優先し、既存の利用規約は以降その効力を有しないものとします。 本利用規

約のいずれかの部分が無効または執行力がないものと判断された場合、その部分は

適用法に合致する方法で両当事者の本来の意図をできる限り反映して作成され、残り

の部分はなお効力を有するものとします。 弊社が本利用規約の権利または規定を行

使または執行しなかったとしても、その権利または規定を放棄したものとはみなされな

いものとします。 お客様は、本利用規約に別段の定めがある場合を除き、本合意に

第三受益者は存在しないことにご同意いただくものとします。 お客様は、本利用規約

または本製品の利用に関する全ての請求権または請求原因は、請求原因が生じてか

ら１年以内に提訴しなくてはならず、それ以降は永久に提訴できないことにご同意いた

だくものとします。  

第３２条（本利用規約の変更） 

弊社は、いつでも本利用規約を変更する権利を有し、各変更事項は本サイトに掲載さ

れた時点で効力を発生するものとします。重要な変更については全て将来に向かって

のみ適用されるものとします。 本利用規約の変更後に本製品を継続して利用される

場合、お客様は変更後の規約に拘束されることに同意したものとみなされます。本サイ

ト上に掲載されている 本利用規約の最新版をご覧になって、変更箇所を随時ご確認
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ください。本利用規約の順守にご同意いただけない場合には、直ちに本製品のご利

用をおやめいただく必要があります。 本利用規約および本サイト上に掲載された改訂

版は、アカウントを維持しまたは本サービスのご利用を継続される限り有効です。  

第３３条（権利義務の譲渡） 

お客様は、弊社の文書による事前の同意なく、本利用規約に基づく権利または義務を

第三者に譲渡または移転することはできません。 弊社は、本利用規約に基づく権利

を第三者に自由に譲渡できるものとします。  

 

最終改訂日 2016 年 2 月 9 日  

 

＊本製品は、Genie9 社が開発した Android および iOS 用クラウドバックアップサービ

ス「G Cloud Backup」をもとに、弊社が日本市場向けにカスタマイズして提供するもの

です。G Cloud Backup オリジナルの個人情報保護方針、利用規約およびよくある質

問（FAQ）については、こちらをご参考ください。ただし、これらの規約のすべてが本製

品に妥当するわけではないことにご注意ください。  

 

  

https://www.gcloudbackup.com/terms
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スマート留守電 利用規約 

使用許諾条件書 

この規約は、「スマート留守電」（以下「本製品」といいます）をお客様に使用していただ

く前提となる条件およびソースネクスト株式会社（以下「弊 社」といいます）とお客様と

の間の権利義務関係を定めるものです。本製品を使用する前に、まず本規約をよくお

読みください。本製品を使用された場合には、 本規約に同意したものとみなされます

ので、ご了承ください。 

  

第１条（使用許諾等） 

弊社は、お客様が本規約に同意し遵守されることを条件として、お客様に対し、本製

品を、弊社所定のオペレーティングシステム（以下「対応 OS」といいます）が搭載され

た端末（以下「対応端末」といいます）で使用する権利を許諾いたします。 

  

第２条（本製品の使用条件） 

１．お客様は、本製品を、お客様が保有する対応端末にインストールして使用すること

ができます。なお弊社は、本製品が市販されているすべての携帯電話端末に対応す

ることを保証するものではありません。 

２．お客様は、本製品をサーバーハードウェア上へインストール又は保存、クライアント

ハードウェアから使用することはできません。 

  

第３条（本製品の体験版） 

１．お客様は本製品の一部機能を体験版として、無料で利用することができます。 

２．本製品の体験版にも本規約が適用されますが、第 7 条第 2 項、第 8 条第 4 項及

び体験版に含まれない機能に関する条項は適用されません。 
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第４条（本製品を使用する上での注意事項等） 

１．本製品には、弊社が開発したアプリケーションプログラムのほかに、弊社以外の第

三者が提供する音声認識サーバ、録音メッセージのテキスト化技術、独自の電話番号

データベース等が利用されています（以下、弊社に前記技術やサービスを提供してい

る第三者を「サードパーティ」といいます）。 

２．本製品に関する著作権等を含む一切の権利は、弊社又はサードパーティに帰属し

ます。本使用許諾条件書に基づく本製品の使用許諾は、本製品及び本製品を通じて

提供されるサービスに関する権利をお客様に譲渡するものではありません。 

３．サードパーティから弊社に対する技術・サービスの提供条件に変更があった場合、

同条件変更に伴い、本製品の提供条件にも変更が生じたり、あるいは本製品に基づく

サービスの提供自体ができなくなったりする可能性がありますので予めご了承くださ

い。 

４．本製品は、各通信会社が提供する発信者番号通知機能とお客様がご利用中の対

応端末のアドレス帳データを利用して、当該対応端末の画面上に留守電 メッセージ

が録音された旨を通知する機能及び録音者のアドレス帳登録名を表示させる機能（以

下「通知機能」といいます）を備えています。本製品は、前記通知機能を有効に機能さ

せるため、お客様がご利用中の対応端末に着信した電話番号情報及びお客様がご

利用中の対応端末のアドレス帳データの一部を、弊社及びサードパーティが管理する

サーバに送信することがあります。お客様は、本製品を使用した時点で、前記目的の

範囲内で着信情報及びアドレス帳データがサーバに送信されることに同意したものと

みなされますので、予めご了承下さい。なお、弊社及びサードパーティは、前記目的

以外で着信情報及びアドレス帳データを使用することはありません。 

５．弊社は、本製品及び本製品を通じて提供される留守電メッセージの通知・テキスト

化サービスを提供するものであって、お客様の留守電メッセージの保管義務（音声デ

ータによる保管かテキストデータによる保管かを問いません。）や留守電メッセージの

内容の正確性を検証・保証する義務を負うものではありません。留守電メッセージの管

理・保管は、全てお客様ご自身の責任で行っていただく必要があります。 

６．弊社又はサードパーティが定期的に実施するシステムのアップデート・改修作業等

により、本製品に基づくサービスの提供を一時停止することがあります。本製品に基づ

くサービスの一時停止期間中であっても、本製品の利用料金が課金されるものとし、

日割計算による課金（又は返金）処理はいたしませんので予めご了承ください。 
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７．本製品の品質向上、あるいはサードパーティが提供する音声認識技術、音声デー

タのテキスト化技術の高精度化を目的として、弊社又はサードパーティ若しくはこれら

の監督下にある第三者が、本製品を通じて録音・作成された音声データの収集・検証

を行う場合がありますので予めご了承ください。お客様は、本製品を使用した時点で、

前記目的の範囲内で音声データが収集・検証されることに同意したものとみなされま

す。なお、弊社及びサードパーティは、前記目的以外で音声データを使用することは

ありません。 

  

第５条（有効期間） 

１．本規約の効力は、お客様が本製品を利用した時点で発生するものとします。 

２．お客様が、本規約のいずれかの条項に違反した場合、又は弊社やサードパーティ

の著作権その他の知的所有権を侵害した場合には、弊社はお客様への使用許諾を

解除することができます。 

３．前項によりお客様の使用許諾が解除された場合には、本製品をすみやかにアンイ

ンストール又は削除するものとします。 

  

第６条（禁止事項） 

１．お客様は、本製品の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行わないものとしま

す。 

①本製品をバックアップの目的以外で複製すること 

②本製品の改変・結合・リバースエンジニアリング（逆アセンブル等）・解析等 

③本製品を第三者へ再配布、再使用許諾又は公衆送信（送信可能化を含む）するこ

と 

④本製品、本製品の利用にあたって生じる権利義務、又は複製物（本項第１号の目的

で複製したか否かを問わない）を譲渡・転売し、若しくは承継させ、又はその権利を担

保に供すること 
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⑤本製品又は複製物（本項第１号の目的で複製したか否かを問わない）を貸与・レン

タルに類する行為、又は中古取引をすること 

⑥本製品を第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること 

⑦弊社がお客様に提供する本製品の識別情報（シリアルナンバー等）を、本製品の利

用に必要な範囲を超えて第三者に開示・提供すること 

⑧本製品の全部又は一部を第三者と共有利用（販売・貸与・ライセンス・サブライセン

ス・頒布・譲渡等の名目の如何を問わない。）すること。 

⑨他人になりすまして本製品を使用すること 

⑩弊社又はサードパーティの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

の権利又は技術上の知識（以下「著作権等」といいます）を侵害し、又は侵害するおそ

れのある行為をすること 

⑪本製品の不正目的での利用（公序良俗に反するような態様での利用行為、第三者

に対する誹謗中傷といった迷惑行為その他の侵害行為・権利濫用行為、 刑罰法規

に抵触する態様での利用行為を含みますが、これに限られません。）、弊社又は第三

者に対して虚偽の情報もしくはコンピュータウイルスなどの有害なものの送信、又は弊

社又は第三者のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスする等の行為をするこ

と 

⑫本製品を、商業的に利用（広告、宣伝、勧誘等）すること。 

⑬テキストデータの読み上げサービスによって生成された合成音声を無断で録音し、

同録音データを再利用すること。 

⑭本製品から著作権等の権利表記や弊社又はサードパーティの登録商標等を削除

すること。 

⑮本製品を第三者が提供する製品やサービスと比較又は比較評価する目的で利用

すること。 

⑯本製品のプログラムが予定する方法以外の方法を用いて本製品及び本製品に基

づくサービス（弊社のみならずサードパーティが提供するサービスも含む。）を利用す

ること又は利用を試みること。 
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２．お客様は、前項各号（前項各号に記載する禁止事項を含みますが、これに限定さ

れません）の違反又は不正な行為その他のお客様の責めに帰すべき事由により弊社

に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。 

  

第７条（保証範囲）  

１．弊社は、本製品のプログラムに誤り（バグ）があることを弊社が確認し、当該製品の

販売中に弊社が当該誤り（バグ）を修正した場合には、修正した ソフトウェア又は修正

に関連する情報を提供します。ただし、修正したソフトウェア又は修正に関連する情報

を提供することの要否・時期および提供手段等については、弊社にて定めさせていた

だきます。修正したソフトウェアにも本規約が適用されるものとします。 

２．弊社は、本製品について弊社所定の製品サポートを提供します。 

  

第８条（免責事項） 

１．お客様は、自己の責任において本製品を利用するものとし、本製品の利用に関連

してお客様に生じた責任、負担、損害及び損失（コンピュータ機器の故障やデータの

損失を含みますが、これらに限りません。）（以下「責任等」といいます）について、弊社

はその責任を一切負わないものとします。 

２．弊社は、お客様に事前に予告することなく、本製品を通じたサービスの中断、終了

及び内容の変更等を行うことができるものとします。 

３．本製品で用いる留守電メッセージのテキスト化技術は、弊社が妥当と判断する限り

のものであり、弊社は、そのテキスト化されたメッセージの正確性、完全性等に関して

一切の保証をしません。 

４．弊社は、前条に定めるもの以外には、一切の保証責任又は瑕疵担保責任を負い

ません。なお、弊社がお客様又はその他の第三者に損害賠償責任を負う場合には、

どのような場合でも、賠償額の上限は本製品の１ヶ月間の代金相当額とします。 

  

第９条（権利義務の譲渡の禁止） 
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お客様は、当規約上の地位及び当規約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担

保に供することはできません。 

  

第１０条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効

と判断された場合であっても、その余の部分については、引続き完全な効力を有する

ものとします。 

  

第１１条（その他）  

１．本規約は日本法に従って解釈されるものとします。 

２．本規約の内容については、法令の改正又は弊社の事情によって弊社が変更する

ことがあり、お客様はそれに予め同意するものとします。 

３．変更後の規約は、弊社のウェブサイト上に表示されます。最新版の規約は、こちら

（http://www.sourcenext.com /permission/76/）からご覧ください。変更後の規約は、

前記ウェブサイトに掲載・公開された時点をもって発効し、お客様は同時点をもって変 

更後の規約に同意したとみなされます。 

４．本製品は、本項に定めるサードバーティの規約が適用される場合があります。お客

様は本規約に同意することにより、これらの規約に同意したものとみなされます。 

 ・TROPO サービス利用規約／アクロスウェイ株式会社 

  （http://tropo.acrossway.com/support/tropo_service） 

 ・NUANCE DEVELOPER FOR MOBILE PROGRAM LICENSE AND HOSTING 

SERVICES AGREEMENT／Nuance Communications, Inc. 

  （https://developer.nuance.com/public/index.php?task=displayProdEula） 

５．本製品および本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審専属管

轄裁判所とします。 

http://tropo.acrossway.com/support/tropo_service
https://developer.nuance.com/public/index.php?task=displayProdEula
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