FONビジネス向けWI-FI利用規約
FONをご利用いただきありがとうございます。お使いのFONルーターを登録することによ
り、FONネットワークに加入し、本ビジネス向けWi-Fi利用規約（以下、「本契約」）に同
意したものとみなされます。本契約をよくお読みください。本契約は、ご契約者様の法的
権利に影響を及ぼす場合があります。本契約に同意いただけない場合、このサービスを利
用することは出来ません。
Wireless Limited（以下「FON」、「当社」）は、イギリスにおいて登記されている企業
（会社法人等番号5661131/登録所在地：25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, United
Kingdom）です。
本契約ならびにビジネス向けWi-Fiの会員様（以下「ご契約者様」）がFONまたはFONパー
トナーのアカウントの登録および作成を行った際に承諾した利用規約、プライバシー・ポ
リシーおよびその他の条件によって、ご契約者様は本サービスにアクセスすること、およ
びFONコミュニティーの一員となることが認められます。
I.

ビジネス向け Wi-Fi、FON スポットのインストールおよび有効化

ご契約者様は、本契約を承諾し、FON アカウントを持ち、FON ルーターまたはビジネス向
け Wi-Fi サービスのための機能が搭載された FON パートナーのルーターを所有することに
より、ビジネス向け Wi-Fi 会員様となります。
ご契約者様が以前に承諾したFONの利用規約またはFONパートナーの利用規約は、有効に
存続するものとします。本契約のいかなる規定も、かかる利用規約の変更を含意するもの
ではありません。本契約は、ビジネス向けWi-Fi会員様として提供されるFONサービスに適
用されるものとします。
ご契約者様はFONホットスポットを形成するために、お使いのFONルーターを有効化する
ものとします。
ご契約者様がFONハードウェア、FONソフトウェア、またはFONサービスに、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問題があることに気付いた場合、オンラ
インエンドユーザーヘルプセンターからサポートチケットを作成し、通知してください。
本契約の有効期間中、FON は FON ネットワーク内の FON スポットの現在地に関する情報
を公開します。これは他のユーザーが FON サービスを利用するために不可欠となります。
FONビジター様は、FONネットワークにご登録いただくと、カスタマイズされたFONポー
タル上で定められ、FONが予め同意した期間、もしくは支払い条件（例：パス）の下、
FONスポットに接続できます。

II.

ビジネス向け Wi-Fi 会員様の権利および義務

ビジネス向けWi-Fi会員様は、以下の権利を有するものとします。


宣伝目的のためにFONにより確保されているスペースにブランド名の入った画像お
よび宣伝資料をアップロードすることによりFONポータルをカスタマイズする権利。



FONまたはビジネス向けWi-Fi会員様による決定に従い、FONビジターに制限付きの
無料アクセス権を提供する権利。



FONスポットのFONアクセス・ポータル経由で宣伝されているFONサービスおよび
FONの製品の利用に関する情報を受け取る権利。



ビジネス向けWi-Fi会員様として登録されている場合、FONルーターをFONネットワ
ークに接続し、FONに登録した結果、FONスポットを形成することになることを理解
しています。他のユーザーには、このFONスポット経由でインターネットにアクセ
スする権利が付与されます。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、他のFON会員様およびFONビジターがFONスポットにア
クセスできるよう、FONスポットを毎日・24時間、有効にすることに同意します。



FONスポットの正常動作を保証するため、ビジネス向けWi-Fi会員様は、公式版の
FONソフトウェアのみを使用するものとします。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、当該ISPに対する契約上の義務の遵守について単独で責
任を負うため、ISPのユーザー規約に従い自身の帯域のシェアが許可されているかを
確認するものとします。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、合法的目的のためにのみFONサービスを使用すること
に同意します。FONサービスを違法な目的のために使用した場合、違法もしくは非
合法的なコンテンツを提供した場合、または、本利用契約、FONのプライバシー・
ポリシー、FONウェブサイトおよびFONアクセス・ポータルの利用規約およびFONソ
フトウェアの使用許諾契約に違反した場合、FONはFONネットワークからご契約者様
のFONスポットを直ちに切断し、本契約を解除することができます。



他者の知的所有権を尊重してください。ユーザーを誤解させ、困惑させることや欺
くおそれのある方法で商号やロゴを使用しないでください。ビジネス向けWi-Fi会員
様は、カスタマイズされたFONポータルに含まれる知的所有権の侵害について単独
で責任を負うものとします。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、FONポータル上で確保されているスペースにおいて、
自身の製品およびサービスのみを宣伝でき、FONの事前の承諾を得ることなく、か
かるスペースの転売や取引を行わないものとします。FONは、ビジネス向けWi-Fi会
員様による第三者の知的所有権の使用について責任を負いません。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、FONポータルで行う宣伝の目的について、ユーザーを
困惑させず、誤解させないものとします。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、FONポータルにアップロードするコンテンツが現地の
法律および規制すべてに準拠していることを保証するものとします。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、悪意のあるコンテンツ、ポルノ画像、わいせつ画像ま
たは利用される国において一般公開することが適切でないとされるその他のコンテ
ンツおよびかかるコンテンツへのリンクの航海を促進または奨励しないものとしま
す。



ビジネス向けWi-Fi会員様は、カスタマイズされたFONポータルを、ユーザーがFON

契約に違反するよう誘導または促すことを目的としたサイト（スパムサイトまたは
悪意のあるサイト等）として使用しないものとします。
ビジネス向けWi-Fi会員様は、FONアクセス・ポータルを経由で個人情報や機密情報



の航海を促進または奨励しないものとします。
ビジネス向けWi-Fi会員様は、本契約において明確に許可される場合を除き、本契約



期間中または本契約の終了後も、FONの商標の所有権、FONの商標の使用、複製、ま
たは利用のための使用許諾の有効性について異議を申し立てないものとします。
本契約において明示的に付与されていない権利は留保されます。FONは、ビジネス向け
Wi-Fi会員様が本利用契約の義務または精神に違反していると判断した場合、アクセス権を
停止または取り消すことができます。
III.

FON の権利および義務

FON によって提供されるサービスは、FON スポットへのアクセスの提供および管理、FON
スポット経由で接続するすべての FON 会員様および FON ビジター様の認証および検証で
構成されます。


FON スポットへのアクセスの促進、かかるアクセスのための認証および登録の提
供



異なる FON スポットの位置に関する情報の提供



各 FON スポットにアクセスするユーザーの人数および各 FON スポットにアクセス
したユーザーのタイプ（FON ビジター、FON 会員様、またはビジネス向け Wi-Fi 会
員様等）の記録



FON 会員様への FON スポットへのアクセスの提供



FON 会員様およびビジネス向け Wi-Fi 会員様への FON サービスの提供
IV.

サービスの質

FON は、FON 会員様または FON ビジター様がお使いのモバイル、デバイスまたは携帯電
話経由で受信する接続性レベルに関し、一切保証することはできません。
接続性のレベルは、FON スポットとユーザー間の位置による場合があります。アクセス時
の接続不具合は、FON パートナーとの契約によって生じる可能性や、ISP がネットワーク
への制限付きアクセスを提供している場合に生じる可能性があります。
FON は、アクセススピードおよびデータ転送速度を保証できません。FON は、ご契約者様
の接続性の問題に対する責任を一切負わないものとします。
FON は、不正使用を発見した場合、ビジネス向け Wi-Fi 会員様の FON スポットを停止する
権利を有します。
カスタマーケア

V.

FON は、FON サービスの提供に関わる質問に対する回答することを目的とした、カスタマ
ーケアサービスを提供します。ご契約者様が FON ユーザーである場合、オンラインエン
ドユーザーヘルプセンターからサポートチケットを作成し問い合わせることができます。
FON サービスに関するすべての苦情は、FON ユーザーがかかる苦情に関する問題を認識し
てから 1 か月以内に書面でカスタマーケアサービスに送付するものとします。苦情の承諾
または却下については、FON が苦情を受理してから 1 か月以内に FON よりご契約者様に
ご連絡するものとします。
VI.

最終条項

本契約の終了、変更または譲渡
FON またはご契約者様は、いつでも本契約を解約できます。本契約の解約を希望される場
合は、FON サービスの有効な解約日の 15 日前までに、unsubscribe@Fon.com にメールを送
信するか、ウェブサイト上にあるフォームに必要事項をすべて入力することによって、契
約を解約できます。FON は、本契約で定められている利用規約の違反または違反の証拠を
含みますがこれに限定されない理由で、本契約をいつでも終了させることができます。
FON が本契約の解約を希望する場合、FON に登録したメールアドレスにその旨を通知する
メールを送信するものとします。本契約は、いずれかの当事者が解約した時点で直ちに終

了するものとします。ただし、FON はご契約者様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、ご契約者様は FON の知的所有権に同意し、これを尊重するも
のとします。
FON は、本契約上の FON の立場を、FON グループ内の他の企業に譲渡または割り当てら
れるものとします。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するものとします。契約者様は、かかる譲渡および移転をすべて
承諾します。
責任制限
FON が本契約に基づいて責任を負う損失は、該当する契約違反の結果、合理的に予期され
るもののみとします。
FON は、FON サービス経由で受け取ったもしくは FON サービス上で宣伝された、または
FON サービスが提供したリンク経由で受け取ったその他のサービスもしくは品物に起因し
て生じた損害、ならびに FON サービス経由で受け取ったもしくは FON サービス上で宣伝
された、または FON サービスが提供するリンク経由で受け取った情報またはアドバイス
に起因して生じた損害に対する責任を負わないものとします。
FON は、(a) 故意の過失または不正行為、もしくは (b) 死亡または人身傷害に関する責任を
除外または制限しません。
可分性
本契約のいずれかの条項が、理由を問わず、正当な管轄を有する裁判所によって無効、違
法、または法的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て締結されたものとして、本契約の残り
の条項は有効に存続するものとします。
完全合意
本契約は、FON 利用規約、プライバシー・ポリシー（および、該当する場合、ソフトウェ
ア使用許諾契約または登録プロセス、新製品もしくは追加サービスの一環として承諾する
関連する追加条件）と共に、ご契約者様と FON とのサービスおよび製品に関する最終お

よび完全な合意を示すものであり、以前に締結されたサービスに関するすべての契約に優
先します。
裁判管轄および法律
本契約は、法の選択または抵触法の原則にかかわらずイギリスの法律に準拠し、当事者は
イギリスの裁判所の専属的管轄権に服することにここに合意します。
VII.

定義

本契約：登録フォーム、FON の利用規約、FON のプライバシー・ポリシー、ならびに該当
する場合、FON ソフトウェア使用許諾契約、FON アプリケーションソフトウェア使用許諾
契約およびクッキーポリシーと共に本利用規約の総称。
FON アクセス・ポータル（または FON ポータル）：FON 会員様または FON ビジターが
FON ネットワークに登録しアクセスできる FON スポットにおいて FON によって使用され
るポータル。
FON ハードウェアまたはハードウェア：FON ネットワークに接続するために使用される
FON または第三者によって提供されるハードウェア。
FON 会員様：FON ネットワークの FON ホットスポットへの無料接続と引き換えに、FON
ルーターまたは FON 機能が搭載された FON パートナーのルーター経由で帯域を共有する
FON の登録ユーザー。
ビジネス向け Wi-Fi 会員様：小規模事業向けに Fonera、または FON もしくは FON パート
ナーが提供するその他類似のデバイスやカスタマイズできる FON ルーターをご購入され
た FON 会員様。
FON ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続を共有する会員様のコミュニティ
ーに基づく、WLAN ホットスポットの世界的なネットワーク。これらのホットスポットは、
別個の独立型 Fonera に基づくか、カスタマー構内設備と統合されベスト・エフォート型
サービスとして提供されます。

FON パートナー：FON とパートナーシップを締結した第三者。FON パートナーは、FON ウ
ェブサイト上で公開されます。
FON パスまたはパス：FON スポットにアクセスするため FON ビジターが購入するチケッ
ト。
FON ルーター：FON ソフトウェアが組み込まれた機器で、FON または FON パートナーが
提供する FON ソフトウェア対応のデバイス。Fonera、Fonera SIMPL、小規模事業無絵
Fonera は FON ルーターのブランドです。
FON サービスまたはサービス：FON が提供するサービス。FON ネットワークへのアクセス
の提供、FON スポットの現在地に関する情報の提供、Aliens または Linus の認証および登
録、ならびに FON が FON パートナーまたは Linus に提供する追加サービスから構成されま
す。
FON ソフトウェアまたはソフトウェア：FON 会員様による FON ネットワークへのアクセ
スを可能にする、FON が提供するまたは FON パートナーのルーターにインストールされ
ているソフトウェア。
FON スポット：FON ネットワークに属する公共の WLAN アクセスポイント。FON、FON の
顧客または FON パートナーによって運営されます。
FON ビジター：FON スポットを提供せずに有料で FON ホットスポットに接続する登録ユ
ーザー、または FON によるプロモーションまたは FON および第三者間の特定の契約に基
づき無料の制限付きまたは無制限アクセス権を有する登録ユーザー。
FON ウェブサイト（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でき
るウェブサイト上に存在するあらゆる要素およびコンテンツ。
第三者：本契約の当事者ではないすべての個人または法人。
ISP：インターネット・サービス・プロバイダー。
Wi-Fi：ワイヤレス通信技術。

