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Fonのネットワークへようこそ。「あなた」は、当ネットワークにアクセスすることによ

り、Fonサービスの利用規約 (「TOU」) 

およびプライバシー・ポリシーに同意したものとみなされます。本「TOU」をよくお読み

になり、「あなた」の法的権利に影響を及ぼす内容をご理解ください。「TOU」に同意い

ただけない場合、「Fonサービス」にアクセスすることはできませんので、ご利用をお控

えください。  

 

Fon Wireless Limited (以下「Fon」、「当社」）は、イギリスで法人登記し 

(会社番号5661131) 、 住所 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, United Kingdom 

に所在地を置く会社です。 

 

Fonは、ユーザーが提供する無線ホットスポットをリンクするネットワークです。このネ

ットワークに参加することにより、「あなた」は、たった一度の登録で世界中のネットワ

ークの「Fonスポット」にアクセスすることができます。  

 

I. Fonのサービス 

本利用規約の対象   

本利用規約は、Fonが 「Fon メンバー」 および 「Fon ビジター」 

(「あなた」）に提供する「サービス」に関して規定するものです。 

 

Fonのウェブサイトに含まれる内容、製品、「サービス」は、かかる内容等が認可または

許可されていない地域の居住者にむけて設計および提供されているものではありません。  

 

別段の明確な定めがある場合を除き、本「TOU」と共に、登録用紙、Fonのプライバシー

・ポリシー、必要に応じてFonソフトウェアライセンス契約書およびFonaアプリケーショ

ンソフトウェアライセンス契約書 (以下「契約」とする) が一体となって、Fonと「Fon 

メンバー」、および、Fonと「Fon 

ビジター」との契約関係を必要に応じて構成するものとします。 

 



 
「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に同

意します。「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スポット」へのアクセス  

「Fon メンバー」または「Fon 

ビジター」になるためには、Fonへの登録を行い、本「TOU」、プライバシー・ポリシー

、その他の適用される条件内容をよくお読みになり、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。 

「Fon メンバー」はすべての「Fonスポット」に無料でアクセスできます。「Fon 

ビジター」は「Fonパス」を購入する必要があります。または、FonプロモーションやFon

と「第三者」間での特定合意に基づいて、制限付きアクセスまたは無制限アクセスを供与

することもあります。 

「Fon メンバー」または「Fon 

ビジター」は、「Fonスポット」へアクセスする前に、Fonまたは「Fonパートナー」を通

して登録を行い、アクセス許可を得なければなりません。  

「Fon 

メンバー」は、メンバーのブロードバンドサービス「ISP」との契約が帯域シェアを許可

していることを確認しなければなりません。「Fon 

メンバー」は、かかる「ISP」に関する契約上の義務の適合性について単独で責任を負い

ます。 

Fon アカウント登録 

登録プロセスでは、名前、その他の個人情報などの情報を尋ねられます。各質問に対して

、「あなた」は正確で完全な情報を提供しなければなりません。また、提供された情報は

常に最新の内容に保たなくてはなりません。   

当社のウェブサイトおよびポータル上の登録用紙を使って、完全かつ正確な情報を記載の

うえ、「Fonネットワーク」にご登録ください。 



 
「あなた」固有のユーザー名を指定することができます。ユーザー名を記憶するか安全な

場所に保管してください。「あなた」のパスワードは機密に保管し、他に公表したり他者

と共有してはなりません。  

「あなた」のユーザー名やパスワードが盗難、紛失、不正アクセス等によって不正に使用

されたことを認識した場合、当該パスワード、ユーザー名をすみやかに使用不能な状態に

するため、「あなた」はFonに遅滞なく通知しなければなりません。かかる事象についてF

onが通知を受けていない限り、Fonは、不正な「第三者」によるユーザー名やパスワード

の不正使用から発生するいかなる責任からも免責されます。 

「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Fonに通知してください。  

Fonが収集および保管するすべての情報やデータには、Fonのプライバシー・ポリシーが適

用されます。 

Fon サービスの説明  

Fonが提供する「サービス」は以下の通りです。 

 「Fonスポット」へのアクセスを促進する 

 各「Fonスポット」の位置に関する情報を提供する  

 アクセスの認証や登録手続を行う 

 「Fonビジター」へ「パス」を販売して、「Fonスポット」へのアクセスを提供す

る 

 

「Fonメンバー」および「Fonビジター」は、利用可能な場合は、いかなる「Fonスポット

」を介してでも「Fonネットワーク」に接続することが可能です。  

「Fonネットワーク」へ接続するためには、「Fonスポット」を選択し、「Fonウェブサイ

ト」または「Fonアクセス・ポータル」から「あなた」のユーザー名とパスワードを入力

する必要があります。  



 
Fonは「あなた」が入力したデータを確認し、本「契約」に従って、「Fonスポット」への

接続を許可します。  

Fonは、「Fonソフトウェア」に新たなバージョンが存在する場合、アップデートを「あな

た」に通知します。 

II. Fon メンバー 

Fon メンバーになるには  

本「契約」に同意し、「Fonルーター」またはFonの機能がインストールされた「Fonパー

トナー」のルーターを所有することで、「あなた」は「Fonメンバー」になることができ

ます。「あなた」が「Fonソフトウェア」と互換性のあるルーターを所有していない場合

は、「Fonウェブサイト」から「Fonルーター」を購入できます。  

「Fonソフトウェア」のインストールおよび「Fonスポット」の有効化 

「Fonネットワーク」に「Fonメンバー」登録を行い、「契約」内容に同意をしたら、「Fo

nソフトウェア」のダウンロードおよびインストールが可能になります。「あなた」は当

社のウェブサイトに記載されているマニュアルの指示に従って「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」は、「Fonソフトウェア」の不適正なイン

ストールに起因するいかなる障害や損害にもFonは一切責任を負わないことに同意します

。  

「あなた」が「Fonハードウェア」、「Fonソフトウェア」、「Fonルーター」のいかなる

点であっても損害を引き起こしたか、損害の可能性があるか、問題につながる可能性があ

ることを認識した場合は、サポート・チケットを当社の 

オンライン・エンドユーザー・ヘルプセンターで作成して報告してください。  

「Fonソフトウェア」および「Fonルーター」が正しくインストールされ、「あなた」が登

録した時点で、「Fonスポット」は有効化され、完全に使用可能になります。  

Fonは、本「契約」の有効期間中において、「Fonネットワーク」内で「Fonメンバー」が

登録したいかなる「Fonスポット」の所在地に関する情報も公表します。これは、他のユ

ーザーが本「サービス」にアクセスするために不可欠な行為です。 

https://support.fon.com/hc/en-us


 
「Fonビジター」は、「Fonネットワーク」に登録し、「Fonビジター」条項で規定された

「Fonパス」の支払を完了すれば、「Fonスポット」に接続できます。 

Fonメンバーの権利と義務 

 

「Fonメンバー」として登録する場合、「あなた」は、「Fonルーター」を「Fonネットワ

ーク」に接続してFonに登録する結果として、「Fonスポット」を形成することを理解しま

す。他のユーザーは、この「Fonスポット」を介してインターネットにアクセスできます

。本「TOU」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スポット」にアクセスする権利が与えられます。  

 

「あなた」が「Fonルーター」を所有して「Fonメンバー」として登録する場合、「あなた

」のアカウントをPayPalのアカウントに対して有効化し、リンクさせることができます。

この場合、「Fonビジター」が「あなた」の「Fonスポット」を介して購入した接続から発

生する収益の分配を受け取ることができますが、「あなた」は他の「Fonスポット」に接

続することはできません。このオプションは、すべての国で利用可能ではないことをご了

承ください。  

 

「あなた」は「Fonメンバー」として複数の「Fonスポット」に同時に接続することはでき

ませんが、任意で選択した複数のユーザーが「あなた」の「Fonスポット」に無料でアク

セスする許可を与える権利を持ちます。この正確な人数はFonが時折定めるものとします

。  

 

「あなた」は「Fonメンバー」として、他の「Fonメンバー」や「Fonビジター」がアクセ

スできるよう、「Fonスポット」を毎日、24時間有効に保つことに同意します。  

  

「Fonスポット」が正しく機能することを保証するため、「Fonメンバー」は公式版の「Fo

nソフトウェア」だけを使用することとします。   

 

「あなた」は「Fonサービス」の利用について同意し、合法的な目的のためだけに「サー

ビス」を利用することを承諾します。「あなた」が「Fonサービス」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「TOU」、Fonのプラ

イバシー・ポリシー、「Fonウェブサイト」・「Fonアクセスポータル」・「Fonソフトウ

ェア」のユーザーライセンスの利用条件に違反した場合、Fonは「Fonネットワーク」から

「あなた」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。 



 
 

「あなた」が「Fonメンバー」の「Fon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」は当該スポットの所有者、または当該スポットのユーザーに対する「

サービス」に支障をきたす可能性のある、大容量ファイルのアップロードまたはダウンロ

ードを行ったり、「サービス」を不正に利用しないことに同意します。  

  
 

III. Fon ビジター 

「Fonビジター」になるためには、「あなた」はFonに登録し、利用可能な支払方法で「Fo

nパス」を購入するか、FonプロモーションやFonと「第三者」間の特定契約に沿って制限

付きアクセスまたは無制限アクセスを供与される必要があります。 

適用料金は「Fonウェブサイト」および「Fonアクセスポータル」に記載されています。「

Fonビジター」は適用料金に関する情報を、「Fonウェブサイト」および「Fonアクセスポ

ータル」上でいつでも入手することができます。これらの料金には、適用される間接税や

該当するその他の使用料が含まれており、国によって異なることがあります1。 

「Fonビジター」が「Fonサービス」へアクセスするための料金支払い方法の選択肢は「Fo

nウェブサイト」に記載されており、登録プロセスを通してこれらの選択肢が提供されて

います。  

「Fonビジター」はFonに対して各「Fonパス」に対応する金額を支払います。  

Fonは、Fonが提供する製品や「サービス」の価格、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。価格変更の効力が生じた後に「Fonサービス」の

利用を継続することによって、「あなた」は新価格に同意するものとします。  

「あなた」は「Fonサービス」の利用について同意し、合法的な目的のためだけに「サー

ビス」を利用することを承諾します。「あなた」が「Fonサービス」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「TOU」、Fonのプラ

イバシー・ポリシー、「Fonウェブサイト」・「Fonアクセスポータル」・「Fonソフトウ

                                                        
1  

ポーランドにおいて、7368でFon送信にかかる費用は3PLN、またはVAT込みで3.69PLNである。7

468でFon送信にかかる費用は4PLN、またはVAT込みで4.92PLNである。 



 
ェア」のユーザーライセンスの利用条件に違反した場合、Fonは「Fonネットワーク」から

「あなた」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。 

すべての「Fonビジター」には、「Fonメンバー」に適用される義務と同様の義務が課され

ます。  

IV. Fonの義務 

Fonは、「Fonスポット」を提供すると共にアクセスを管理し、「Fonスポット」に接続す

るすべての「Fonメンバー」および「Fonビジター」の認証と承認を行います。  

Fonは、各「Fonスポット」にアクセスしたユーザー数、および各「Fonスポット」にアク

セスしたユーザーのタイプを記録します。  

Fonは、オプションが認可されている場合に限り、アカウントをPayPalに対して有効化し

てリンクさせた「Fonメンバー」に相当する額を支払います。 

サービス品質 

Fonは、「あなた」の携帯端末、機器、受話器で受信する「あなた」の接続性のレベルに

ついて、いかなる保証も提供することはできません。  

これは、各「Fonスポット」に対する「あなた」の所在地に依拠することがあります。ま

た、接続失敗は、「Fonパートナー」と締結した契約がネットワークへの制限付きアクセ

スを提供することに起因する場合もあります。 

Fonはアクセススピードおよびデータ転送速度の保証はいたしません。Fonは、「あなた」

に発生する可能性のある接続性の問題に対して責任を負いません。  

不正使用を検知した場合、Fonは「Fonアカウント」の利用停止や無効化を行う権利を留保

します。 

 

 

返金方針  

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。  



 
「あなた」が「パス」を購入し、以下の状況に該当する場合、Fonは料金を返金するか、

「パス」の交換をして対応します。 

 「アクセスポータル」で、「あなた」の「パス」はまだ有効化されていない。  

 「あなた」の「パス」は期限切れではない 

(購入後、「パス」を有効化できる期間は１年間です)、もしくは。 

 ネットワーク上でサービス障害が発生し、Fonホットスポットに接続できない、ま

たは接続不良である。 

予期しない技術的問題によって「サービス」が中断された場合にも、返金または交換パス

の提供をする場合があります。  

上記すべてのケースにおいて、返金または交換はFonの自己裁量により行われます。Fonは

接続記録に基づいて合理的に判断した上で返金額を決定するか、当該状況で交換パスの提

供が適切か否かを決定します。 

インターネット接続不良の原因が「あなた」の機器の不良にあるか、当該機器の不適切な

構成にある場合は、「パス」の返金や交換を申し出ることはできません。 

明確にするため、Fonは以下のタイプの「パス」を提供します2。 

 1時間用：この「パス」で、ネットワーク内でのアクセスを最高60分間利用できま

す。「アクセスポータル」でこの「パス」を有効化してから60分後に無効となり

ます。これと同様の「パス」の残り時間がある場合、「あなた」のアカウントに

残高として残り、次回に使用するまで有効となります。 

 1日用：この「パス」は最高24時間のネットワークへのアクセスを提供します。「

アクセスポータル」でこの「パス」を有効化してから24時間後に無効となります

。これと同様の「パス」の残り時間がある場合、「あなた」のアカウントに残高

として残り、次回に使用するまで有効となります。 

 5日用：この「パス」は1日用アクセス「パス」を5枚セットにしたものです。1日

用「パス」の初回の利用は、「アクセスポータル」で「パス」を有効化してから2

                                                        
2 Fonは独自判断で「パス」の種類および価格を変更することがあります。  



 
4時間後に無効となります。残りの「パス」4枚は、次回接続用に「あなた」のア

カウントに残高として残ります。これと同様の「パス」の残り時間がある場合、1

日用「パス」の5枚すべてが、「あなた」のアカウントに残高として残り、次回に

使用するまで有効となります。  

 1ヶ月用：この「パス」は最高30日間のネットワークへのアクセスを提供します。

「アクセスポータル」でこの「パス」を有効化してから30日後に無効となります

。これと同様の「パス」の残り時間がある場合、「あなた」のアカウントに残高

として残り、次回に使用するまで有効となります。 

 

さらに、Fonは、「アクセスポータル」で「パス」が有効化されてから30日までの期間は

返金請求を受け付けることがあります。複数日に有効なデイ「パス」の場合は、最後の「

パス」を有効化した日からとします。 

この期間が経過した後に請求する場合、Fonは独自の判断で、優待「パス」による返金を

行うことがあります。  

返金の承認が下りたら、Fonの裁量により、「あなた」は、購入手続きをした時と同様の

手段、またはPayPal経由で返金を受け取ります。 

ご質問やご不明な点がある場合は、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・チケットを作成して、Fonカスタマーケア・チームにお問合せください。 

アカウントをPayPalにリンクさせたFonメンバーに関する義務 

「Fonスポット」を提供する対価として報酬を受取るオプション 

(このオプションが適用可能な場合) 

を利用しているFonの「Fonメンバー」に対して、Fonは、「Fonメンバー」の「Fonスポッ

ト」を介して購入された「Fonパス」の純収入の特定割合を支払います。この支払い額に

は間接税や該当するその他の使用料は含まれません。 

「Fonメンバー」は、収益配分に適用される割合やその他の料金についての最新情報を、

「Fonウェブサイト」から入手することができます。これらの料金には該当する間接税や

該当するその他の使用料が含まれます。  

https://support.fon.com/hc/en-us


 
この支払いは、「Fonウェブサイト」に記載されている通り、「Fonメンバー」へ支払うべ

き金額が蓄積され、事前に定められた精算額に達した時点で行われます。  

顧客サービス  

Fonは、「Fonサービス」の提供に関わる質問に対応するため、顧客サービス窓口を設置し

ています。「あなた」がFonユーザーの場合、顧客サービス窓口に連絡するには 

サポートチケットをオンライン・エンドユーザー・ヘルプセンターで作成してお問合せく

ださい。 

「Fonサービス」に関するすべての苦情は、文書にて、その苦情に関する問題をFonユーザ

ーが認識した日から1ヶ月以内に、顧客サービス窓口に送付しなければなりません。苦情

の承認または却下は、Fonが苦情を受理してから1ヶ月以内に「あなた」に対して通知され

ます。   

V. 知的所有権および工業所有権 

「Fonサービス」の品質を均一に保つため、「あなた」は公式版の「Fonソフトウェア」の

みを使用して、「Fonサービス」へのアクセスを提供するものとします。  

「あなた」は、FonおよびFonのシンボル、ロゴ、およびグラフィックはFon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認めます。「あなた」は、本「契約」が

終了した場合、直ちにこれらのシンボル、ロゴ、グラフィックの使用をやめるものとしま

す。    

「あなた」は、「ハードウェア」、「ソフトウェア」、「Fonサービス」は知的財産法お

よび産業財産法で保護され、これらの財産に対するFonの権利は法律で保護されているこ

とを承認します。「あなた」は本「契約」終了後もかかる工業所有権および知的所有権を

尊重します。   

「あなた」は、専有コンテンツ、情報、商材を含むいかなる「サービス」も、適用される

知的財産法やその他の法律 (著作権も含むがこれに限定されない) 

の保護下にあることに同意し、「サービス」の使用が許可されている場合を除いて、かか

る専有コンテンツ、情報、商材をいかなる場合においても使用しないことに同意します。   

「あなた」は、あらゆる知的所有権および工業所有権、「サービス」、「Fonウェブサイ

ト」や「Fonポータル」に掲載されたコンテンツやいかなる素材も 
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(ブランド、ロゴ、文章、イメージ、グラフィック等、単に情報提供目的の内容も含むが

これらに限定されない) 

適用法に保護されていることを認識し、承認します。所有権者によって明示的に許可され

た場合を除き、複製、配布、公衆への送信、譲渡、その他の利用行為は厳重に禁止されて

います。 

「サービス」のいかなる部分も、どのような形式、手段によっても複製することはできま

せん。「あなた」は、「ソフトウェア」や「ソフトウェア」を介して入手したいかなるデ

ータも、変更したり、「第三者」へ貸与、リース、貸出、販売、配布、譲渡、複製、送信

せず、また、いかなる形式でも「Fonサービス」に基づいて二次的著作物を製作しないこ

とに同意します。また、「あなた」は、不正侵入やネットワーク容量への負荷を含む 

(ただしこれらに限定されない) 

いかなる無許可の方法によっても、「Fonサービス」を利用できないことに同意します。  

さらに、「あなた」は、どのような方法であれ他者を攻撃、虐待、追跡、脅迫、中傷した

り、他者の権利に抵触、侵害するために「サービス」を使用しないことに同意します。ま

た、「あなた」によるかかる使用に対してFonは一切の責任を負わないこと、さらに、「F

onサービス」を使用したことによって、「あなた」が受けるかもしれない攻撃、脅迫、中

傷、また攻撃的で不正な内容のメッセージに対して一切の責任を負わないことに「あなた

」は同意します。 

「あなた」は、「Fonソフトウェア」および商標、および「ソフトウェア」からアクセス

したいかなるデータも、「あなた」自身の個人的な非営利目的のためだけに使用すること

に同意します。  

「あなた」がこれらの制限事項に違反した場合、「ソフトウェア」、その構成部分、すべ

ての「第三者」データを使用する「あなた」のライセンスは直ちに終了します。「あなた

」のライセンスが終了した場合、「あなた」は、あらゆる「ソフトウェア」、その構成部

分、「第三者」データの使用を終了することに同意します。すべての所有権を含む、あら

ゆる「第三者」データ、「第三者」ソフトウェア、「第三者」データサーバーは保護され

、各「第三者」に帰属し続けます。「あなた」は、かかる「第三者」が、本「契約」の下

、「あなた」に対してかかる「第三者」名義で法的権利を執行する可能性があることに同

意します。 

VI. Fonウェブサイトの利用規約 



 
「Fonウェブサイト」へは自由にアクセス可能で、料金はかかりません。しかしながら、

このウェブサイトでFonや「第三者」が提供する「サービス」やコンテンツのなかには、

事前の同意や、Fonと「第三者」間の新たな同意を必要とするものもあります。  

Fonウェブサイトおよびリンク先ページの利用 

「Fonウェブサイト」のコンテンツは、あくまで消費者向けの内容です。Fonが文書によっ

て事前に許可を明示しない限り、コンテンツの不正な商業利用や再販売行為は禁止されて

います。 

「Fonウェブサイト」へのアクセス、その閲覧や利用は、ユーザーの責任で行われます。

そのため、ユーザーは、ウェブサイトやそのコンテンツの利用に関してFonが出すすべて

の追加的な指示に、真摯かつ誠実に従わなければなりません。 

したがって、ユーザーには、真摯かつ正当な方法でコンテンツを利用する義務があり、特

に以下の行為は禁じられます。 

i. 違法行為や不正行為につながるような、また、一般的に許可された使用に

反するか、公序良俗に反するような目的のためにコンテンツを利用するこ

と。 

ii. コンテンツの記録、複製、配布、公共通信を介した一般へのアクセス許可

、変換、変更を、該当する所有権者の明示的な許可なく行うこと。 

iii. ウェブページや「Fonサービス」に掲載されるコンテンツ、特にいかなる種

類の情報を、広告の送付や直販コミュニケーション目的で使用したり、あ

らゆる種類の営利活動、迷惑メールやスパム送付、マーケティング活動、

前述の情報を漏えいする目的で使用すること。 

コンテンツおよびサービスに対する責任の制限 

Fonは、ユーザーの必要性を満たすため、利用可能なすべての技術的手段を駆使してコン

テンツおよび「サービス」を提供します。 

Fonは、必要があると認めるときは、請求権や補償を付与したり責務を認識することなく

、「Fonウェブサイト」、「サービス」、コンテンツに含まれるいかなる情報も、変更、

修正、改善、改訂します。 



 
Fonは、「Fonウェブサイト」の利用や運用の結果として生じるいかなる種類の損害、傷害

、損失にも一切責任を負いません。ただし、Fonは、技術的な問題が発生した場合、「サ

ービス」を再開させるために必要なあらゆる手段を講じます。 

VII. 最終条項 

本契約の終了、変更または譲渡  

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、次の 

用紙に記入して、「サービス」解約日の15日前までに送付してください。Fonは、理由の

如何を問わず 

（本「契約」の条件への違反や違反証拠があることを含みますがこれらに限定されません

）、本「契約」をいつでも終了させることができます。さらに、「Fonメンバー」が本「T

OU」が定める義務や精神に違反したとFonが判断した場合、Fonは、アクセスを停止また

は無効にすることができます。  

Fonが本「契約」の終了を希望する場合、Fonは、「あなた」がFonに登録した電子メール

アドレスにその旨を通知します。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「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の知的所有権を承認し、尊重するものと

します。 

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。「ハード

ウェア」、「ソフトウェア」、「サービス」に新機能、特徴や規格が追加されるごとに、

本「契約」の条項を変更する必要があります。本利用規約においては、かかる変更が効力

を発する1ヶ月前に、その変更について通知します。「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」を解約することができます。Fonは、「Fonウェブサイト」

のコンテンツへのアクセスを、事前の通知なしでいつでも終了、停止、一時停止すること

ができます。このような場合、ユーザーは賠償を受ける権利を持たないものとします。Fo

n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できるものとし

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、このような譲渡をすべて承諾します。  

https://support.fon.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=56061


 
責任制限  

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。  

Fonは、「Fonサービス」を通じて受け取ったか、または宣伝された他のサービスまたは品

物、もしくは「Fon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「Fon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「Fon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。  

Fonは、(a) 故意による不履行や詐欺行為、(b) 

死亡や身体への傷害に関しては、その責任を排除、制限しません。  

可分性  

本「契約」に記載される何れかの条項が、何らかの理由で、正当な管轄裁判所によって無

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、無効、違法ま

たは強制力がないとされた条項が本「契約」から除外されたものとして、その他の条項は

その効力を維持します。  

完全合意  

本「TOU」およびプライバシー・ポリシー 

(ならびに、該当する場合は、Fonアプリケーションソフトウエアライセンス契約書、Fon

ソフトウェアライセンス契約書、もしくは、登録プロセス、新製品、新サービスの一環と

して「あなた」が承認する追加的条項) 

は一体となって、「サービス」や製品に関する「あなた」とFonとの最終および完全な合

意を証明し、「サービス」に関する従来のすべての契約事項に取って代わるものです。  

裁判直轄および準拠法  

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管轄に専属することに同意します。 

VIII. 定義 



 
契約とは、本利用規約ならびに登録用紙、Fonのプライバシー・ポリシー、および、該当

する場合は、Fonソフトウェアライセンス契約書、Fonアプリケーションソフトウェアライ

センス契約書、クッキー方針を指します。 

Fonアクセスポータル (またはFonポータル) 

とは、「Fonメンバー」や「Fonビジター」が「Fonネットワーク」への登録やアクセスを

行えるようにするため、Fonが「Fonスポット」で使用するポータルサイトを指します。  

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Fonまたは

「第三者」によって配給される「ハードウェア」を指します。 

Fonメンバーとは、「Fonルーター」またはFon機能がインストールされた「Fonパートナー

」のルーターを介して帯域を共有する代わりに、「Fonネットワーク」内のすべての「Fon

スポット」に無料で接続できるFonの登録ユーザーを指します。「Fonメンバー」のなかに

は、特別な権利や責任を持つメンバーもいます。  

Fonネットワークとは、ブロードバンドインターネット接続を共有するメンバーのコミュ

ニティーを基盤としたWLANホットスポットの世界的なネットワークです。これらのホッ

トスポットは別個の独立型Foneraによるものか、カスタマー構内設備と統合されたもので

、ベスト・エフォート型サービスとして提供されます。 

Fonパートナーとは、Fonとパートナーシップを締結した「第三者」を指します。「Fonパ

ートナー」は、「Fonウェブサイト」で公表されます。 

Fonパスまたはパス：「Fonスポット」にアクセスするために「Fonビジター」が購入する

チケットを指します。   

Fonルーターとは、「Fonソフトウェア」で機能する機器で、Fonまたはそのパートナーが

配布します。Fonera、Fonera SIMPL、およびFonera for small 

business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とは、Fonが提供する「サービス」で、「Fonネットワーク」

へのアクセスの提供、「Fonスポット」の所在に関する情報の提供、「Fonメンバー」また

は「Fonビジター」の認証および登録、ならびにFonが「Fonパートナー」または「Fonメン

バー」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メンバー」の「Fonネットワーク」へのアク

セスを可能にする、Fonが配布するまたは「Fonパートナー」のルーターにインストールさ

れたソフトウェアを指します。 

Fonスポットとは、「Fonネットワーク」に帰属する公衆WLANアクセスポイントで、Fon、

Fonの顧客または「Fonパートナー」が運営するものを指します。 

Fonビジターとは、「Fonスポット」を提供せずに有料で「Fon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または無制限アクセス権を有する登録ユーザーです。 

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」にアクセスするための、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を指します。 

第三者とは、本「契約」の当事者でない自然人または法人を指します。   

ISPとは、インターネット・サービス・プロバイダーを指します。  

Wi-Fiとは、無線通信技術を指します。 

あなた： 「Fonメンバー」または「Fonビジター」である個人を指します。 

 

  


