
2013 年 11 月 15 日付で FON の利用規約の改定を行いました。 

FON サービスをよりご活用いただくために是非ご確認ください。 
 

安全性向上のための重要なお知らせ 

フォン・ジャパン株式会社（以下「FON」）は、FONが提供するサービスの安全性
の向上及びセキュリティ強化の一環としてアクセスポイントに接続される際に接
続情報の一部を記録します。詳細は利用規約第3.3条をご参照下さい。 

 

FON の利用規約 
FON コミュニティーへようこそ。そして FON コミュニティーに御加入いただ き、
誠にありがとうございます。あなたは、当コミュニティーにアクセスすることによ
り、FONのサービスを利用する上で以下の利用規約(以下「本利用規約」)に同意し
たものとみなされます。以下の本利用規約をよくお読みください。本利用規約は、
あなたの法的権利に影響を及ぼすものです。あなたは、本利用規約に同意せずに、
当コミュニティーにアクセスすることは出来ません。 FON は、ユーザーによって
提供される、無線ホットスポットをリンクする「コミュニティー」へのアクセスを
サポートします。FON のユーザーとして加入すると、「あなた」はたった一度の
登録および認証処理により、グローバル・コミュニティーのホットスポットへのア
クセス、購入、他のメンバーとの帯域の共有、ホットスポットを通じた収入の取得、
「コミュニティー」にアクセスしている他のメンバーとの通信、が可能になります。 

FON は第 14.4 項に基づき、本利用規約のすべてまたは一部の内容を、いかなると
きにおいても変更する権利を留保しています。 

  

1. 定義 

1.1. FON コミュニティーまたはコミュニティー：FON に登録済みであり、「FON
ホットスポット」として機能するアクセスポイントを有するメンバーグループ。 



1.2. Fonero：「FON コミュニティー」における「Linus」または「Bill」という メ
ンバー。 

1.3. Linus：帯域を「FON コミュニティー」と共有する代わりに、他の「FONホッ
トスポット」も無料で使用できる、FON の登録ユーザー。 

1.4. Bill：ホットスポットを有料で提供する FON の登録ユーザー。 

1.5. Alien：「FON ホットスポット」を提供せず、「FON パス」を購入後に、「Linus」 
または「Bill」が提供するホットスポットを利用して、「FON コミュニティー」に
接続する登録ユーザー。 

1.6. ユーザー：「FON コミュニティー」に登録される自然人または法人。 

1.7. サービス：FON が提供するサービスは、「コミュニティー」へのアクセスの
促進；「FON ホットスポット」の所在地に関する情報の提供、ならびに「Fonero」 
の情報確認および登録；「Alien」に対する「FON ホットスポット」へのアクセス
料金の請求：およびその収入を「Bill」と共有することにあります。これらを「FON 
サービス」または「サービス」と総称します。 

1.8. FON ソフトウェアまたはソフトウェア：「Fonero」のルーターにインストール
するために FON が配給するソフトウェア。FON のホームページ上における「FON 
ソフトウェア」の使用許諾をご参照下さい。 

1.9. FON ハードウェアまたはハードウェア：「FON コミュニティー」に接続する
ために「FON」または第三者によって配給されるハードウェア。 

1.10. FON ホームページ (またはサイト）：FON が提供する製品および「サービス」
にアクセスするための、ホームページ上に存在するあらゆる要素および内容。 

1.11. FON アクセス・ポータル (またはポータル) ： 「Fonero」が「コミュニティ
ー」に登録しログオンするため、または「Alien」が「サービス」を購入するため、
FON が「FON ホットスポット」において使用するポータル。 

1.12. FON ホットスポット：「FON コミュニティー」を通じて利用可能な「WiFi」 
アクセスポイント。 

1.13. FON ソーシャル・ルーター：「FON ソフトウェア」と共に配給され、「FON
ソフトウェア」と共に機能するルーター。 

1.14. ISP：インターネット・サービス・プロバイダー 



1.15. WiFi：ワイヤレス通信技術 

1.16. FON パス（またはパス）：「Alien」が「FON ホットスポット」にアクセス
するために購入するチケット。 

1.17. あなた：「FON」の「ユーザー」を指す。 

1.18. 電気通信事業法：日本国における電気通信事業法（昭和五十九年十二月二 十
五日法律第八十六号）を指す。 

1.19. 電気通信事業者：電気通信事業法第 2 条第 5 号に定義される電気通信事業
者を指す。 

  

2. 本利用規約の対象 
本利用規約は、FON が 「Fonero」および「Alien」に提供するサービスに関して規
定するものです。 

別段の明確な定めがある場合を除き、本利用規約と共に、登録用紙、FON の個人
情報保護方針、および「FON ソフトウェアユーザーランセンス」が一体となって、
FON と「Fonero」、および FON と「Alien」との契約関係を構成するもの（以下
「本契約」）とします。 

「あなた」が、本利用規約および場合によっては「FON ソフトウェアユーザー ラ
イセンス」「個人情報保護方針」を読み、理解し、同意したことを確認するために
ボックスをクリックしてください。 

  

3. FON サービスの説明 

3.1. FON が提供する「サービス」は、異なる「FON ホットスポット」の所在地に
関する情報を提供することによる「FON ホットスポット」へのアクセスの促進；
「FON ホットスポット」への確認、登録、およびアクセスの提供；「Alien」によ
る「FON ホットスポット」へのアクセスに対する料金の請求；および「Bill」との
利益の共有にあるものとします。 



しかしながら FON は「FON ホットスポット」の所在地に関する情報が完全に正
確であることを保証するものではありません。 

3.2. 「Fonero」および「Alien」は、使用可能な場合は、いかなる「FON ホットス
ポット」を介してでも、「FON コミュニティー」に接続することが可能です。 

3.3. 「FON コミュニティー」に接続するには、「あなた」は「FON ホットスポッ
ト」を選択し、「FON サイト」または「FON アクセス・ポータル」から、「あな
た」のユーザーネームおよびパスワードを入力する必要があります。 

FONは、FONが提供する「サービス」が犯罪行為や不正アクセスに利用されること
を防止するために、あなたが他のユーザーの「FON ホットスポット（開放用の信
号）」に接続した場合、接続デバイスおよび接続先無線 LAN ルーターの Mac ア
ドレス、ログイン時刻、ログアウト時刻、データ通信量、接続先IPアドレスを記録
します（通信内容については記録しません）。 

FON は「あなた」が入力したデータを確認し、本利用規約に従って「あなた」 の
「FON ホットスポット」への接続を許可します。 

3.4. FON は「FON ソフトウェア」のアップデートが行われ、利用可能な新たなバ
ージョンが存在する場合、これを「あなた」に通知します。 

3.5. FON サービスは、ユーザー同士が「FON コミュニティー」に登録した無線 LAN 
ルーターのシグナルを開放しあうことで、無料 WiFi コミュニティーをつくること
を目指しています。しかしながら「FON ホットスポット」へのアクセスの際は、
以下のような問題が発生する可能性があります。 

3.5.1. FON サービスは公衆無線 LAN サービスであるため「FON ホットスポット」
へアクセスする際には以下のようなリスクが存在します。 ・通信内容の盗み見  
悪意ある Fonero や Alien や悪意のある者が、電波を故意に傍受し ID やパスワー
ドまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見
るリスク。 

・悪意ある Fonero や Alien や悪意のある者が、コンピュータウィルスなどを流し
データやシステムを破壊するリスク。 

3.5.2. FON サービスは、電気通信事業者でない Fonero が提供するアクセスポイ 
ントを通じてインターネット接続を提供するため、以下のようなリスクが存在しま
す。 ・悪意のある Fonero が「FON ホットスポット」へアクセスする Fonero や 
Alien の通信、PC 内のデータを盗み見、改ざんするリスク、特定の人物になりす



まして通信し不正な情報を流すリスク（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換
えて発信するリスク（改ざん） 

3.5.3 FON サービスは、Fonero 自身が管理しているネットワークを Fonero や 
Alien に利用可能にするため、以下のようなリスクが存在します。 ・「FON ホッ
トスポット」を開放する Fonero が、ルーターおよび家庭内ネットワークの設定次
第で、自身の PC 内データを盗み見、改ざんされるリスク、家庭内ネットワークで
つながっているデジタル機器等を操作されるリスクが存在します。 3.5.4 FON サー
ビスは、複数の Fonero やAlien が同一の「FON ホットスポット」 にアクセスす
るものであるため、互いの PC の設定次第で双方の PC 内を盗み見、 改ざんされ
るリスクがあります。 

FON サービスの利用にあたっては、このようなリスクを十分理解し、ご自身の判
断で、このようなリスクへの対処を行ったうえサービスをご利用ください。 

  

4. 事前要求 
「Linus」 または「Bill」の カテゴリを選択したユーザーは、本利用規約を承認し、
「FON コミュニティー」に登録する前に： 

(i) 「FON ソーシャル・ルーター」または「FON ソフトウェア」と互換性のあ る
ルーターを入手し、(ii) 「Fonero」との帯域のシェアを許可する契約を「ISP」 と
締結する必要があります。 

  

5. FON ソフトウェアおよび FON ホットスポットの
インストールおよび有効化 
5.1. 「あなた」は「FON ホームページ」および「ポータル」にあるウェブフォ ー
ムを使い、完全で正確な情報を提供し、「あなた」が登録するカテゴリ（「Linus」、
「Bill」、または「Alien」）を明確にした上で「FON コミュニティー」に登録す る
必要があります。「あなた」にはユニークなユーザーネームを選択する機会 があ
りますので、そのユーザーネームを記憶するか安全な場所に保管して下さ い。「あ
なた」はパスワードを他に公表することなく機密に保管しなければな りません。 



「あなた」が登録用紙に記載した情報に変更が生じた場合、およびその後これらを
変更した場合は、すみやかに FON にこれを通知して下さい。 

FON は、本契約終了後も含め、個人情報を機密情報として保持することを約束し
ます。ただし、FON は、本契約の有効期間中に、「Fonero」が登録した、「FON コ
ミュニティー」内のホットスポットの所在地に関する情報を公表します。これは他
の「ユーザー」が「サービス」にアクセスするために不可欠な行為です。 FON の
個人情報保護方針に関する詳細は「サイト」に掲載されています。「あなた」の権
利に影響を及ぼす可能性があるため、慎重にお読みください。 

5.2.「Linus」 または「Bill」として「FON コミュニティー」に登録し、「FON ソ
フトウェア」の本利用規約およびユーザーライセンス、個人情報保護方針を承認す
れば、「あなた」は「FON ソフトウェア」のダウンロード、インストールおよび
使用が可能となります。「あなた」は「サイト」に記載されている説明書の指示に
従い「FON ソフトウェア」をインストールすることに同意します。 「あなた」が
「FON コミュニティー」に登録をしたことまたは FON サービス を利用したこと
によりあなた自身が被る損害については FON は一切責任を負いません。 5.3. も
し「あなた」が「FON ソフトウェア」と互換性のあるルーターを持っていない場
合は、「あなた」は「FON ホームページ」から「FON ソーシャル・ルーター」を
購入することが可能です。 

5.4. もし「あなた」が「FON ハードウェア」、「FON ソフトウェア」、またはFON 
の提供する「サービス」が、損害を引き起こした、または損害を引き起こ す可能
性があることに気付いた場合には、「あなた」は FON バグ・トラッキン グフォ
ームをinfo@fon.com に遅滞なく通知しなければなりません。 

5.5. 「FON ホットスポット」は、「FON ソフトウェア」または「FON ソーシ ャ
ル・ルーター」が正しくインストールされ、「ユーザー」が登録した時点で 有効
化され、完全に使用可能になります。 

5.6.「Alien」は、「FON コミュニティー」に登録し、第 7 項に記載の「FON パス」
料金を支払った後「FON ホットスポット」に接続できます。 

  

6. FON ユーザーの権利と義務 
6.1.「あなた」が「Linus」として登録する場合は、「あなた」はルーターを「FON コ
ミュニティー」に接続し、FON に登録することで、「FON ホットスポット」 を
形成することを理解しています。他の「ユーザー」は、この「FON ホットス ポッ



ト」を通じてインターネットにアクセスできます。これらの本利用規約に従ってこ
の設備を提供および管理することの対価として、「あなた」にはすべての「FON ホ
ットスポット」にアクセスする権利が与えられます。 

「あなた」が電気通信事業法に基づく電気通信事業者として FON ホットスポット
を提供する行為は認められません。 

「Linus」は営利性が認められる以下のような行為を行うことはできません。 ‐FON
アクセスポータルへの広告の掲載やアフィリエイトリンクの掲載 また、以下のよ
うな行為を行った場合には、電気通信事業を営んでいる行為と見なされる可能性
があります。 ‐外形的に他人の需要に供すると認められる複数のルーターの設置 
 ‐外形的に他人の需要に供すると認められるステッカーの掲示 

「あなた」が行う行為が電気通信事業を営む行為に該当するにも関わらず電気通信
事業法に基づく登録または届出を行わない場合は、電気通信事業法第 177条または
第 185 条により罰せられる恐れがあります。万一ＦＯＮが電気通信事業を営む者
を発見した場合には、FON は「あなた」に警告をするとともに、すみやかに是正
されない場合には契約を解除いたします。 

6.2. 日本において「Bill」サービスは行っていません。したがって「あなた」が「Bill」
として登録された場合、FON は、あなたの同意を得ずに、あなたのステイタスを
「Linus」に変更することができます。 

「あなた」はルーターを「FON コミュニティー」に接続し、FON に登録すること
で「FON ホットスポット」を形成することを理解しています。他の「ユーザー」
は、この「FON ホットスポット」を通じてインターネットにアクセスできます。 

6.3.「あなた」が「Alien」として登録する場合は、「あなた」は本利用規約の第7 項
に示すように、「FON パス」を購入することで、「FON ホットスポット」 にア
クセスする権利を有することを理解しています。 

6.4.「あなた」は「ユーザー」として、同時に数箇所の「FON ホットスポット」 に
接続することはできません。 

6.5. 「Fonero」である「あなた」は、「ユーザー」に対して、「あなた」が所有す
る「FON ホットスポット」への無料アクセスを提供できます。また「FON」 は「FON 
ホットスポット」にアクセスする人数を制限することができます。 

6.6. 「Linus」である「あなた」は、他の「Linus」および「Alien」がアクセスでき
るよう、「FON ホットスポット」を毎日・24 時間、有効にすることに同意します。 



6.7. 「FON ホットスポット」が正しく機能することを保証するため、「Linus」 は
公式版の「FON ソフトウェア」のみを使用します。 

6.8. 「あなた」が「Linus」である場合には、「ISP」との契約上の義務の適合性に
ついて単独で責任を負うため、「あなた」は ISP ユーザー規約において帯域のシ
ェアが許可されているかを確認しなければなりません。FON は「あなた」が ISP と
の契約に違反している事実を把握した場合、FON はあなたにその旨を通知し是正
するよう警告します。警告が 3 回に及んでも是正されない場合には、FON はあな
たとの契約を解除することができます。 

6.9. 「あなた」は、これらの本利用規約に従って、「ハードウェア」、「ソフトウ
ェア」、「サービス」および「FON アクセス・ポータル」を使用し、FON の個人
情報保護方針、FON ホームページ・アクセス・ポータルの利用規約、および「FON 
ソフトウェア」のユーザーライセンスに従うことに同意し、それらを合法的目的の
ためのみに使用することを承諾します。「あなた」が「ハードウェア」、「ソフト
ウェア」、「サービス」および「FON アクセス・ポータル」 を違法な目的に使用
した場合、または違法、非合法的な内容を提供した場合、もしくはこれらの本利用
規約、FON の個人情報保護方針、FON のホームページ・アクセス・ポータルの利
用規約、および「FON ソフトウェア」のユーザーライセンスに違反した場合は、
FON は「あなた」のホットスポットを「FON コミュニティー」から切断し、本契
約を解除することができます。 

6.10. 適用される法律、規定、法的手続き、または政府その他の関係当局の要求に
応じるために必要であると FON が見なした場合において、「FON」は常に、いか
なるユーザー情報をも公開する権利を留保するものとします。 

FON は、「Fonero」が「FON ポータル」を通じて提供するカスタマイズされたコ
ンテンツが、適用される法律に反する場合、そして関係当局の要請があった場合に
は、その内容を除去し、「Fonero」の接続を切断することができます。 「Fonero」
はいかなる場合も「通信の秘密」を侵してはなりません。「通信の秘密」を侵した
場合には、電気通信事業法第 179 条の罰則が適用される可能性 があります。また、
FON がその事実を確認した場合には当該「Fonero」との契約を解除するとともに、
監督官庁へすみやかに事実を報告することがあります。 

6.11. 「あなた」が「Fonero」の「FON ホットスポット」を利用してインターネッ
トにアクセスする場合、「あなた」はホットスポットの所有者、またはホットスポ
ットの「ユーザー」の「サービス」に支障をきたす可能性のある、大容量のファイ
ルのアップロードまたはダウンロードを行うために「サービス」を利用しないこと
に同意します。 



6.12. 「あなた」が「FON ホットスポット」を利用する場合は、「あなた」は決し
て「FON ホットスポット」の所有者のプライバシーを侵害してはなりません。 

  

7. Alien に適用する経済的条件 
7.1. 「Alien」による「サービス」の利用に関して適用されるレートは「FON ホ ー
ムページ」および「FON アクセス・ポータル」に掲載されます。「Alien」は適用
されるレートに関する情報を、「FON ホームページ」および「FON アクセ ス・
ポータル」からいつでも入手可能です。これらのレートには、適用される間接税、
および該当するその他の使用料が含まれるものとします。 

7.2.「Alien」による「サービス」へのアクセス料金の支払方法は、「FON ホームペ
ージ」に掲載されます。 

「サービス」購入の対価を指定された支払方法によって行うために、「Alien」 は
「FON コミュニティー」に登録し、関連情報を提供する必要があります。 

7.3.「Alien」は、FON に対して各「FON パス」に対応する金額を支払い、FONに
対して支払うべきその他のすべての債務について責任を負うものとします。 

7.4. FON は、「FON」が提供する製品およびサービスの価格・条件、プロモーショ
ンおよび／または割引額をいつでも変更する権利を留保します。 

  

8. FON の義務 

8.1. FON は、「FON ホットスポット」へのアクセスを提供、制御し、「FON ホッ
トスポット」を通じて接続する「Fonero」および 「Alien」の確認、ならびにその
認証を行うものとします。 

8.2. FON は、各「FON ホットスポット」にアクセスした者の数、および各「FON
ホットスポット」にアクセスしたユーザーのタイプを記録します。 

  

9. 品質 



FON は、自らが提供する認証サービスが、24 時間のうちいつでも 80％は利用可
能であることを保証します。認証プロセスが中断された場合、FON は「Alien」 に
対して使用できなかった一日あたりの「FON パス」を FON が指定する方法によ
り払い戻すものとします。 

FON は、アクセススピードおよびデータ転送速度の保証は致しません。 

FONは、FONおよび協力関係にある通信事業者が提供するサービスの品質を維持・
向上するために、あなたがあなたの「FON ホットスポット（プライベート用の信
号）」に接続した場合、接続デバイスおよび接続先無線 LAN ルーターの Mac ア
ドレス、接続開始時刻、接続終了時刻、データ通信量を記録し（通信先・通信内容
については記録しません）、かかる通信事業者と共有します。 

 

10. 顧客サービス 
FON は、「サービス」の提供に関わる質問に対する回答を目的とした、顧客サー
ビス窓口を設置します。「あなた」がユーザーである場合には、「あなた」 は顧
客サービス窓口（info@fonjapan.co.jp）に電子メールで問い合わせることができます。 

「サービス」に関するすべての苦情は、文書または電子メールにて、その苦情に関
する問題をユーザーが認識した日からすみやかに顧客サービス窓口に送付するも
のとします。苦情の認知または却下は、FON が苦情を受理してからすみやかに「あ
なた」に対して通知されます。 

  

11. データ保護 
11.1. FON は、本契約の終了後も、ユーザーに関するすべての個人情報を機密情 報
として管理します。しかし、本契約の有効期間中、FON は、すべての「FON ホッ
トスポット」の所在地／住所に関する情報を公開するものとします。これ は、他
のユーザーが「FON コミュニティー」にアクセスするために不可欠な行為です。 

11.2. FON のサービスを提供するために、FON は第三者と個人情報を共有する 必
要があります。「あなた」は、「サービス」を提供するために、「あなた」 が FON 
に提供した情報が、「FON」のホームページに掲載された個人情報保護方針で許容
される範囲内で、FON ワイヤレス・リミテッド およびその子会社、ならびに、FON 
がサービスを提供する際に必要となる行為の一部を外注する場合における当該外



注先業者およびFONがそのサービスを提供する上で協力関係にある通信事業社と
の間で共有されることに同意し、承諾します。 

  

12. 知的所有権および工業所有権 
12.1. 「サービス」の均等な品質を持続するために、「あなた」は公式版の「FON ソ
フトウェア」のみを使用して、FON ホットスポットへのアクセスを提供するもの
とします。「あなた」は、FON又はFON ワイヤレス・リミテッド 以外の人物が改
造した「ソフトウェア」で運営されるホットスポットにおいて、FON の商標を使
用してはなりません。 

12.2. 「あなた」は、FON ならびに FON の記号、ロゴ、およびグラフィックは FON
又はFON ワイヤレス・リミテッド の商標であり、法律によりこの所有権が保護さ
れていることを承認します。 「あなた」は、本契約の有効期間中、FON が明確に
認めた場合を除き、これら 記号、ロゴ、およびグラフィックを使用することがで
きず、本契約終了後は、直ちにこれら記号、ロゴ、およびグラフィックの使用をや
めるものとします。 

12.3. 「あなた」は、「ハードウェア」、「ソフトウェア」、および「サービス」 が 
FON又はFON ワイヤレス・リミテッド の知的所有権に属すること、これらに 対
する FON又はFON ワイヤレス・リミテッドの権利は工業所有権法その他の適用法
令によって保護されていることを承認します。「あなた」は 本契約終了後も FON
又はFON ワイヤレス・リミテッド の知的所有権を尊重し、工業所有権その他の適
用法令を順守するものとします。 

  

13. FON コミュニティーを通じた国家間および国 際
的コミュニケーションの性質 
「あなた」はインターネットのグローバルな性質を認識した上で、オンライン 上
の行為および内容の許可範囲に関して、すべての地域における規制に従うことに同
意します。「あなた」は、特に、「あなた」が在住する国、「あなた」 の母国、
または「あなた」がサービスを利用する際に居る国の、テクニカル・データ送信に
関するすべての適用法令に従うことに、同意します。 

  



14. 本契約の解約または変更 
14.1. FON または「あなた」は、いつでも本契約を解約できます。「あなた」が 本
契約の解約を希望する場合は、「あなた」は「サービス」の有効解約日の 15 日前
に、unsubscribe@fonjapan.co.jp に電子メールを送信するか、またはホーム ページ
にある用紙を記入して、これを行うものとします。かかる電子メール又はホームペ
ージにある用紙を FON が受信した日から15日を経過した日に「あなた」による解
約の効力が生じるものとします。 

14.2. FON は、ここに示す契約条項の違反を含むがそれに限定されることのなく、
いかなる理由によっても、いつでも一切の責任を負うことなく本契約を解約するこ
とが出来るものとします。FON が本契約の解約を希望する場合には、FON は、「あ
なた」が FON に登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信によって、「あ
なた」に通知するものとします。かかる電子メールの送信がなされた日にFON に
よる解約の効力が生じるものとします。 

14.3. 本契約は、何れかの当事者が解約した時点で終了するものとします。本契約
の解約後も、FON は「あなた」のすべての個人情報を引き続き機密情報として保
持するものとし、「あなた」は FON又はFON ワイヤレス・リミテッド の知的所
有権を承認し、尊重するものとします。 

14.4. FON は、本契約の条項をいずれの時点においても変更することができます。 
最新の機能、特徴、および規格が、「ハードウェア」、「ソフトウェア」、および
「サービス」に追加されるごとに、本契約の条項が変更される可能性がございます。
本利用規約においては、変更が効力を発する一ヶ月前に、その変更について「あな
た」が FON に登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信によって通知す
るものとします。「あなた」がこれらの変更に不満がある場合、またはこれらの変
更が「あなた」に不利な影響を与えると考えた場合には、「あなた」は自由に本契
約を解約することが出来ます。 

  

15. 譲渡 

FON は、本契約上の地位を、グループ内の他の事業体に譲渡することが出来るも
のとします。譲受人はその結果として本契約に基づき FON が有するすべての権利
および義務について代位します。「あなた」は、このような譲渡を全て承諾します。 

  



16. 責任制限 

16.1. FON が本契約に基づいて責任を負う損害は、該当する契約不履行の結果、 合
理的に予期されるもののみとします。 

16.2. FON は、「サービス」において宣伝された、またはそれを通じて受け取った
他のサービスまたは品物、もしくは「サービス」が提供したリンクから受け取った
「サービス」または品物、および「サービス」またはその宣伝を通じて 入手した
情報もしくはアドバイス、ならびに「サービス」が提供するリンクを通じて受け取
った情報またはアドバイスによって引き起こされたユーザーの損害に対する責任
は負わないものとします。 

  

17. 可分性 

本契約に記載される何れかの条項が、正当な管轄を持つ裁判所によって無効、違法、
または、強制力がないと判断された場合、当該条項は分離され、本契約は、無効、
違法または強制力がないとされた条項が除外されたものとして、その他の条項は継
続して完全に有効なものとします。 

  

18. 完全合意 

本契約は、「サービス」および製品に関する「あなた」と FON との最終および完
全な合意です。本契約の電子イメージは原本とみなすものとします。「あなた」は、
本契約に明記されていないその他の表明事項に依拠していないことを承認します。
FON が本契約の条項に基づいて権利を行使しない場合においても、 FON は将来
において、それら事項の厳格な順守を要求することが出来るものとします。「あな
た」は、本契約を締結するための法的年齢を満たし、また行為能力を有することを
表明します。「あなた」が企業を代表して本契約を締結しようとする場合、「あな
た」は本契約を締結する権限を有し、そのような権限を持たない場合は個人的責任
を負うものとします。 

FON は、「あなた」が本利用規約のコピーをプリントアウトし、控え用に保管す
ることをお奨めします。これらの本利用規約はすべての「サービス」に適用されま
す。これらの本利用規約の他に、個別サービスに登録する際に、承認することが要
求される追加的利用規約がある場合があります。 



これらの本利用規約、および他のサービス利用にあたっての登録プロセスの一環と
して「あなた」が承認する追加的条項は、「サービス」の利用に関して、「あなた」
と FON との間に完全な了解を形成し、また、「サービス」に関する過去のすべて
の契約事項に優先するものとします。 

  

19. 個人情報 

19.１. 「FON」は、ユーザーの個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報
保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。 

「FON」が取得する個人情報は以下の通りです。 ・電子メールアドレス ・パスワ
ード ・ニックネーム ・氏名 ・郵便番号 ・住所 ・電話番号 ・ルーターを設置し
た位置  ・ルーターへの接続履歴、通信量 ・ルーターの状態 

19.２. FON は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 

19.2.1 インターネット接続サービス、その他インターネットを通じた通信、情報サ
ービス、およびネット広告、出版、小売（中古品小売を含みます。）、アンケート
調査等FON サービスを提供すること。 

19.2.2 FON サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、および分析を
行うこと。 

19.2.3 ユーザーに有益と思われる FON のサービス、または提携先の商品、サービ
ス等の情報を、Fonero や Alien がアクセスした FON の Web ページその他ユー
ザーの端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、または電話す
ること。 

19.2.4. Fonero や Alien から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子
メール、郵便等を送付し、または電話すること。 

19.2.5. Fonero や Alien の解約日より 1 年間を限度として、前四号に定める利用目
的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。 

19.2.6 その他 Fonero や Alien から得た同意の範囲内で利用すること。 

19.3.FON は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先
に委託することができるものとします。 



19.4.FON は、個人情報の提供先とその利用目的をユーザーに通知し承諾を得るこ
と（画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。） を
行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。 

19.5.FON は、Fonero や Alien、ユーザーの端末を特定する目的でクッキーを設定
することがあります。FON は、クッキーと特定の FON サービスの利用のための
ＩＤとの組み合わせにより特定されたユーザーの FON サービスの利用状況を個
人情報として取り扱います。 

19.6.第 19.4 項にかかわらず、FON は、以下の各号により個人情報を開示、提供す
ることがあります。 

19.6.1 刑事訴訟法第 218 条（令状による差押え・捜索・検証）その他同法の定め
に基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供す
ることがあります。 

19.6.2 生命、身体または財産の保護のために必要があると FON が判断した場合に
は、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。 

19.6.3 その他、個人情報の保護に関する法律その他の適用法令により許容される場
合には、当該許容される範囲で開示、提供することがあります。 

19.7. 第 19.4 項にかかわらず、Fonero や Alien、ユーザーによる FON サービス ま
たは提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認
めた場合には、FON は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機 関または
提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。 

19.8.第 19.4 項にかかわらず、債権譲渡のために必要と認めた場合には、FON は、
必要な範囲で債権の譲渡先である債権管理回収業者に個人情報を開示、提供するこ
とがあります。 

19.9. FON は、ユーザーの個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定
できないように加工したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規サ
ービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。 また、FON 
は、統計資料を提携先等に提供することがあります。 

  

20. 裁判管轄と準拠法 



 本契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。 

  

附則  1. この FON の利用規約は 2013 年 11 月 15 日から実施します。 

 


