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プライバシー・ポリシー                  

 

本プライバシーポリシーは、以下に定義する通り、Photon Sail Technologies Pte. Ltd.、そ

の関連会社、および関連会社(総称して「VicoHome」、「VicoHome メンバーファーム」、「当

社」)が当社のウェブサイト、製品、およびアプリケーションを通じて収集した情報に適用

されます(以下「本サービス」という)。 

「VicoHome」から知り得た情報を、「VicoHome」にてどのように使用するかについては、

本プライバシーポリシーをお読みいただきお客様から収集させていただく情報とその利用

方法についてご確認くださいますようお願いいたします。 

本サービスをご利用になることにより、本プライバシーポリシーに記載されているお客様

の情報の収集、使用、転送に同意されたものとします。本プライバシーポリシーのいずれか

の部分に同意されない場合は、本サービスをご利用にならないでください。 

 

1. 範囲 

本プライバシーポリシーは、以下のような VicoHome の製品およびサービス（以下「サー

ビス」といいます）に関連する個人情報の取り扱いを対象としています。 

1.1 VicoHome のハードウェア製品(以下「製品」という) 

1.2 https://www.photonsail.tech/でアクセス可能なウェブサイト(以下「サイト」という) 

1.3 技術サポートを含むサービス、および本サイトを通じてアクセス可能なサービス（以下

「ウェブアプリ」という）。 

1.4スマートフォンまたはタブレットにサービスにアクセスするためにダウンロードするこ

とができるソフトウェア（以下「モバイルアプリ」という）、および 

1.5 ウェブアプリおよびモバイルアプリを利用してアクセスできるサービスを含む、サブス

クリプションサービス（以下「サブスクリプションサービス」といいます）。 

 

第三者が、VicoHome の製品およびサービスを自社の製品およびサービスに統合すること

も可能であり、当社はこの統合について責任を負いません。 

当社のプライバシー慣行に関する追加情報は、データ収集前またはデータ収集時に提供さ

れる説明書、補足的なプライバシーに関する声明または通知などの他の文書で提供される

場合がございます。 

 

2. 当社が収集する個人情報 

当社は、以下のような様々な情報源からお客様に関する個人情報を取得します。本プライバ

https://www.google.com/url?q=https://www.photonsail.tech/&sa=D&source=hangouts&ust=1625894608598000&usg=AFQjCNGTgS7k20-V3QzL4gqEhMtzeOcZXA


シーポリシーにおいて、「個人情報」とは、お客様のお名前、電子メールアドレス、請求先

情報など、お客様を個人的に特定できる情報、または、これらの情報を推測するために合理

的に使用できるその他のデータを意味します。該当する場合、当社は、お客様の個人情報を

当社に提供しなければならないかどうか、その理由、ならびにそれを提供しなかった場合の

結果を示します。お客様が要求されたときに個人情報を提供しない場合、その情報がお客様

にサービスを提供するために必要なものであれば、お客様は当社のサービスの恩恵を受け

られない可能性があります。 

2.1 お客様から直接収集する個人情報 

2.1.1 登録 

本サービスをご利用いただくために、お客様が「VicoHome」モバイルアプリ上でアカウン

トを作成したり、製品を登録したり、アンケートに回答したり、当社のメーリングリストに

登録したりする際に、特定の個人情報の提供をお願いすることがあります。具体的には、姓

名、国名、電子メールアドレス、製品のシリアル番号、購入日、電話番号、住所、購入証明

書などの個人情報のご提供をお願いすることがあります。また、お客様のご興味やご趣味、

性別や年齢など、その他の個人情報を収集することもあります。 

2.1.2 自発的に共有または投稿する情報 

当社は、お客様が「VicoHome」マークのついたモバイルアプリ上で提供された個人情報や、

メッセージボードなどの当社のウェブサイト上の公開スペースに投稿された個人情報を収

集することがあります。他の例としては、お客様がお友達に送ることのできる招待状のリン

クを通じて、お客様の VicoHome カメラへのアクセスを共有することができます。 

2.1.3 ビデオ 

当社の VicoHome 製品では、お客様が撮影したビデオを、お客様の契約プラン、構成、設

定に応じて様々な期間、収集、処理、保存します。これには、通知の一部としてビデオの一

部をキャプチャしてお客様に電子メールで送信することや、動きやその他のイベントを特

定するためにデータを分析することが含まれます。当社は、お客様の VicoHome カメラか

らの個人情報を処理することにより、何かが起こったときにお客様に警告を送ることがで

きます。 

2.1.4 カスタマサポート 

当社は、お客様が当社のカスタマーサポートチームとの通信や、お客様が当社に送信するコ

ンテンツ及びその内容を通じて情報を収集することがあります。 

2.1.5 支払いの詳細 

お客様の注文処理するために、支払い取引を含むクレジットカード情報および請求書の情

報を収集する場合がございます。例えば、お客様が当社のサービスの一部を利用するための

サブスクリプションを購入したとき、保証交換に関連する発送サービスを受けるとき、

VicoHome からアプリケーションへのライセンスを購入したときに、お客様のクレジット

カード番号を収集します。 



2.2 当社の製品およびサービスを利用する際に収集する個人情報 

2.2.1 Cookie とトラッキングテクノロジー 

当社では、Cookie、Web ビーコンなどの自動データ収集ツール、およびその他のトラッキ

ング技術を使用して、IP アドレス、デバイス識別子、広告識別子、およびお客様のデバイ

ス、システムおよびアプリケーションソフトウェア、周辺機器に関するその他の情報を含む

データおよび関連情報を収集しています。当社は、お客様のブラウザに関する情報と、お客

様が訪問したサイトに関する情報を収集する場合がございます。また、お客様が当社のアプ

リケーションや特定の機能について、使用方法と使用頻度も調査する場合がございます。一

部の Web サイトには、ユーザーを追跡しないように Web サイトに指示できる「追跡しな

い」機能があります。これらの機能はすべて統一されているわけではありません。当社は現

在、これらの機能には対応していません。 

2.2.2 製品使用 

当社の製品およびデバイスの使用に関連する情報と、VicoHome デバイスの性能に関する

統計情報を収集します。この情報には、インターネット速度、電圧情報、ストレージ情報、

エラー率及びその他のパフォーマンス情報が含まれます。 

2.3 他の情報源から取得した個人情報 

2.3.1 第三者の個人情報 

お客様が第三者の個人情報(名前、メールアドレス、電話番号など)を当社に提供する場合は、

お客様はその第三者の許可を得ていることを確認する必要がございます。例としては、アカ

ウントユーザーに関連付ける名前や画像を当社に提供する、参考資料やマーケティング資

料、および求人情報を送信するなどがございます。 

 

3. 個人情報の使用方法 

当社は、お客様の個人情報を以下の目的で使用することがあります。 

3.1 お客様に本サービスを提供し、お客様と連絡をとること。 

当社は、本サービスを提供し、お客様と直接やり取りするために、お客様の個人情報を使用

します。 

3.2 製品およびサービスの維持、改善、開発を行う。 

当社は、本サービスが意図したとおりに機能し、および本サービスを改善するために、お客

様の個人情報を使用します。また、既存のサービスで収集した情報を使用して、新しいサー

ビスの開発やサービスのカスタマイズに役立てます。 

3.3 社内でのデータ分析 

当社のサービスがどのように利用されているかを把握するため、社内分析のために個人情

報を使用します。 

3.4 マーケティング 

当社または当社のパートナー企業から、製品、サービス、オファー、プログラム、およびプ



ロモーション (コンテスト、懸賞、およびその他のマーケティング活動を含む) に関するマ

ーケティングコミュニケーションを直接お客様に送信する場合がございます。これらは、当

社自身のオファーまたは製品である場合もあれば、お客様が興味を持ちそうなサードパー

ティ製品のオファーである可能性がありますが、第三者の独立したマーケティングまたは

プロモーション目的では情報を共有することはありません。 

3.5 当社を保護し、不正行為を防止し、製品の安全性を確保する。 

当社、顧客、または当社の Web サイトを保護するために、お客様の個人情報を使用する場

合がございます。 

3.6 法令等の遵守 

お客様の個人情報は、適用される法令で要求される場合、または Photon Sail やその関連会

社を管轄する司法機関や政府機関から要求された場合に使用されます。 

3.7 その他のアクティビティ 

当社は、収集時に特定の通知を提供する他の目的のために、お客様の個人情報を処理する場

合がございます。 

 

4. 個人情報の共有方法 

当社は、以下の方法やデータ収集時にお客様に開示される形で個人情報を共有する場合が

ございます。 

4.1 世界中の Photon Sail 関連企業内 

当社は、収集した個人情報を当社の本社および関連会社と共有することがあります。 

4.2 サービスプロバイダー 

当社の指示に基づき、適切な機密保持およびセキュリティ対策に従って、当社に代わってサ

ービスを提供するサービスプロバイダーと個人情報を共有することがあります。サービス

の例として、注文およびクレジットカード取引の処理、マーケティングコミュニケーション

の送信、販売関連の取り組みまたは販売後のサポート支援のためのメールアドレスの共有、

およびカスタマーサポートの提供が含まれます。 

4.3 招待した友達 

友達に招待リンクを送信することで、VicoHome カメラのアクセスを共有することができ

ます。 

4.4 当社は、当社の事業の全部または一部を後継者と情報を共有する場合がございます。 

当社は、合併、買収、再編、資産の売却、別事業への資産のスピンオフ、または類似の取引、

倒産または破産の場合に、個人情報を含む当社資産の一部またはすべてを売却、譲渡、また

はそのほかの方法で共有する場合があります。このような事態が発生した場合、当社は、お

客様が当社に提供した個人情報を、本プライバシーポリシーに沿った方法で使用するよう

に、合理的な努力を行います。 

4.5 当社では、法的理由により情報を共有することがございます。 



情報へのアクセス、使用、保存、または開示が合理的に必要であると判断した際は、当社は

VicoHome の外部の企業、組織、または個人に個人情報を共有します。 

適用される法律、規制、法的手続き、または強制力のある政府の要求を満たすこと 

違反の疑いの調査を含む、該当する利用規約の実施 

不正行為、セキュリティ、技術的問題を検出、防止、その他対処 

法律の範囲内で Photon Sail、ユーザー、または公共の権利、財産、または安全に対する危

害から保護します。 

4.6 その他 

その他の方法でお客様に通知し、お客様がその共有に同意した場合。 

 

5. お客様の権利と選択 

お客様には、当社が保持しているお客様の個人情報に関して一定の権利があり、当社がお客

様から収集する個人情報の種類、その使用方法、およびお客様とのコミュニケーション方法

について一定の選択権がございます。 

5.1 お客様はアプリケーションをインストールしないことや、保証書を記入しないことも可

能です。 

この選択により、保証サービスが制限される可能性があります。 

5.2 アカウントの更新または削除ができます。 

アカウント設定から、個人情報の一部を更新できます。ただし、アカウントを削除すると、

本サービスを十分に利用できなくなる場合がございます。 

設定を更新、当社のメーリングリストからお客様の情報削除の依頼、アカウントの削除、適

用法令の下で権利行使の要請を行うには、下方にある「お問い合わせ方法」に記載されてい

る方法にて、当社にご連絡ください。 

 

6. データ転送 

お客様の個人データは、プライバシーポリシーに記載されている目的で、次のクラスの譲渡

先/受領者に転送され、処理され、保管される場合があります。 

6.1 お客様の個人情報は、他の 「VicoHome メンバーファーム」 (およびその子会社およ

び関連会社) に転送される場合がございます。他の「VicoHome メンバーファーム」は、こ

こに記載されているのと同じ目的で、データ管理者に代わってお客様の個人情報を処理す

る場合がございます。加えて、お客様の情報を共有する各「 VicoHome メンバーファーム」

は、他の「 VicoHome メンバーファーム」と共同して、お客様の個人情報の処理手段を決

定する場合がございます。 

6.2 お客様の情報は、「VicoHome メンバーファーム」に代わって処理するために、VicoHome

のメンバーではないサービスプロバイダー (サードパーティサービスプロバイダー) に転

送される場合がございます。当社は、収集した個人データを、「VicoHome メンバーファー



ム」（およびその子会社および関連会社）の第三者請負業者または下請業者、およびその他

の第三者に譲渡または開示する場合がございます。当社は、VicoHome サービスの提供を

サポートするため、当社の事業 (社内 IT システムを含む) の提供、運営、管理をサポート

するために、そのような第三者を使用します。サードパーティのサービスプロバイダーには、

IT サービス、ID 管理、Web サイトホスティングと管理、データ分析、データのバックアッ

プとアーカイブ、セキュリティとストレージサービス (クラウドサービスプロバイダーを含

む)、イベント管理、およびその他当社の事業運営に関するサービスのプロバイダーが含ま

れます。 

6.3 お客様の個人情報は、お客様がお住まいの国または地域以外に転送され、保管される場

合がございます。VicoHome メンバーファーム、それらが関与する当社のサービスプロバイ

ダーおよびサブプロセッサーは、さまざまな国および地域のサーバーおよびその他のリソ

ースを使用して、お客様の情報を処理する場合がございます。 

6.4 「VicoHome メンバーファーム」は、所有するすべてのデータを、その事業または資産

を後継者に譲渡する権利を有します。 

 

7. 子供のプライバシー 

当社は、特にオンライン環境下で、お子様のプライバシーを保護することの重要性を理解し

ています。このプライバシーポリシーの対象となる VicoHome サービスは、18 歳未満の方

対象に設計されたものではありません、また、18 歳未満の方を対象にしたものでもありま

せん。 

 

8. 個人情報の保護方法 

当社は、お預かりした個人情報を本プライバシーポリシーに基づき保護し、安全に取り扱い

ます。当社は、偶発的な事故、違法な破壊、事故損失、不正な改ざん、不正な開示またはア

クセス、悪用、および当社が所有する個人情報のその他の違法な形式での処理から個人情報

を保護するために、管理上、技術的および物理的な保護手段を維持しています。また、当社

のサプライヤーに対しても、不正なアクセス、使用、開示から当該情報を保護することを契

約上要求しています。インターネットは 100%安全とは言えません。当社のサイトの使用が

絶対に安全であることを約束することはできません。インターネットをご利用の際は、十分

にご注意ください。これには、パスワードを共有しないことも含まれます。 

もし、Photon Sail の Web サイトのディスカッションフォーラム、ローカルコミュニティ、

またはチャット ルームに参加する場合は、お客様がそこで提供する情報 (公開プロフィー

ル) が他人に広く公開され、お客様への連絡、未承諾メッセージの送信、または「Photon 

Sail」とお客様の双方が管理できない目的のために使用される可能性があることに注意して

ください。また、個々のフォーラムやチャットルームには、追加のルールや条件が設定され

ている場合があります。Photon Sail は、これらのフォーラムでお客様が送信した個人情報



またはその他の情報について責任を負いません。場合によっては、個人情報を削除できない

ことがあります。その場合は、削除できない理由をお知らせします。 

個人情報の保管 

お客様の個人情報を削除したり、お客様を特定できない形で保管するための措置を講じま

す。ただし、法律によって情報をより長期間保管することが認められているか、または要求

されている場合は除きます。 

当社は、データベースの定期的な見直しを行い、本製品および本サービスに関連して提供さ

れるサービスのタイプ、お客様との関係の長さ、必須保持期間、除斥期間を考慮に入れて特

定のデータの削除に期限を設定しています。 

 

9. このポリシーの更新 

当社のプライバシーポリシーは、随時変更される場合がございます。このポリシーの変更に

ついては、このページに掲載するか、その他の方法で通知し、重要な変更についてはより目

立つように通知します。この場合、当社のサービスの使用を継続することを選択した場合、

お客様はこの改訂されたポリシーに準拠することに同意するものとします。 

 

10. お問い合わせ方法 

本プライバシーポリシーおよび当社のプライバシー慣行に関するご質問、ご意見、または苦

情や、またはプライバシー設定の更新をご希望の場合は、support@vicoo.tech までご連絡

ください。 

このプライバシーポリシーは、2019 年 6 月に改訂・掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ユーザー規約 

 

 

カメラとコンテンツを誰に表示するかを制御します。VicoHome は、VicoHome カメラで撮

影した動画や写真などのコンテンツを表示する方法を提供するように設計されています。

カメラと保存されたコンテンツへのアクセスはお客様が管理します。VicoHome の映像監

視システムには様々なサービスプランが用意されており、その中には、VicoHome のカメラ

で撮影したコンテンツのリモート視聴、動きを検知したときの自動録画、モーションアラー

ト（関連動画へのリンク付き）、iPhone や Android 携帯へのビデオクリップの送信、デジタ

ルパン＆ズーム、ビデオストレージ、複数のカメラをサポートする機能などが含まれます。

VicoHome アカウントの設定により、カメラ、写真、ビデオを非公開にしたり、より広範な

アクセスを許可するか選択できます。上記の機能をアップグレードしたり、VicoHome シス

テムに機能を追加するプレミアムサービスプランが提供されることもあります。 

 

1. 年齢 

VicoHomeに登録するには18歳以上でなければならず、VicoHomeに登録することにより、

お客様は 18 歳以上であることを確認したことになります。VicoHome システムは、18 歳未

満の者から個人情報を故意に収集または勧誘するものではなく、また VicoHome は、当該

者が VicoHome に登録することを故意に許可するものではありません。18 歳未満の場合は、

保護者の同意なしに VicoHome に登録したり、自分に関する情報を送信したりしないでく

ださい。18 歳未満の方は、保護者の同意なしに VicoHome に個人情報を提供することはで

きません。保護者の同意の確認なしに 18 歳未満の人から個人情報を収集したことが判明し

た場合、そのような情報は削除されます。18 歳未満の子供か関する情報があると思われる

場合は、support@vicoo.tech までご連絡ください。 

VicoHome 利用規約の全文は、以下をご覧ください。 

 

2. はじめに 

VicoHome へようこそ。VicoHome は、Photon Sail Technologies Pte. Ltd.が運営していま

す。 

2.1 VicoHome カメラおよびパーソナル・ビデオ・ネットワーク(以下、「VicoHome システ

ム」といいます) 

2.2 VicoHomeWebサイトおよびそれに付随するサブスクリプション、コンテンツサービス、

アカウント、ストリーミングビデオサイト、その他 VicoHome 製品に関連する全ての Web

サービス。 

(上記 2.1 および 2.2 を総称して、本規約では「VicoHome サービス」といいます) 



 

3. 利用規約 

VicoHomeWeb サイトを通じて「VicoHome システム」を登録し、「VicoHome サービス」

をご利用になる場合には、本規約の条項の対象となります。VicoHome システムに組み込ま

れているソフトウェア・コンポーネントは、ライセンスを取得するものであり、販売される

ものではございません。 

VicoHome は、その裁量により、本規約を変更する場合がございます。 

本規約の条項に加えられた変更は、VicoHome の Web サイト上で更新されます。本規約の

最新版について、VicoHome の Web サイトを定期的に確認することをお勧めします。本規

約の変更に不満がある場合、本規約第 12 条に従い、VicoHome サービスのご利用を中止す

ることができます。本規約の変更が通知された後に VicoHome サービスを使用すると、変

更された規約に同意したことになります。 

 

4. 登録情報 

VicoHome システムの登録が必要です。登録するには、以下の「ユーザー情報」を入力する

必要がございます。 

電子メールアドレス。18 歳以上であることに同意し、正確で完全なユーザー情報の提供と

維持に同意するものとします。VicoHome に不正確または不完全な情報を提供した場合、

VicoHome はお客様のアカウントを終了させることがございます。また、VicoHome サー

ビスの使用およびアクセスが法的に許可されていることを証明するものとします。 

これらの規約は、法律で禁止されている地域では無効であり、そのような地域では、

VicoHome サービスにアクセスする権利は取り消されます。 

VicoHome は、お客様のユーザー情報のプライバシーを順守し、VicoHome プライバシーポ

リシーに基づきユーザー情報を保護します。お客様におかれましては、プライバシーポリシ

ーを頻繁にご覧になることをお勧めいたします。VicoHome は、接続された機器から送られ

てくるログエントリ、診断、帯域幅の使用状況、その他様々な分析結果などの利用データを

監視します。 

登録作業を完了することにより、お客様はプライバシーポリシーに同意し、VicoHome に

よるお客様のユーザー情報の収集、保管、および使用を理解し、同意することを確認したこ

とになります。お客様は、いつでもご自身のユーザー情報を更新したり、ユーザー情報の収

集・保存・利用への同意を変更したりすることができます。このような変更は、VicoHome

アカウントにログインすることによって行うことができます。ユーザー情報の収集、保存、

利用を制限された場合、VicoHome サービスの一部の機能が利用できない場合がございま

す。 

 

5. メンバーアカウント、パスワード、セキュリティ 



VicoHome サービスの登録手続きの際に、パスワードとアカウント指定を作成します。お客

様は、パスワードおよびアカウントの機密性を維持する責任があり、お客様のパスワードま

たはアカウントの下で発生したすべての事象に対して全責任を負います。お客様は以下に

同意します。 

5.1 パスワードまたはアカウントの不正使用、その他のセキュリティ侵害があった場合、直

ちに VicoHome に通知してください。 

5.2 各セッションの終了時には、必ずアカウントを終了してください。 

VicoHome は、本第 3 条に従わなかったことに起因するいかなる損失または損害について

も責任を負いません。VicoHome は、その裁量により、VicoHome アカウント指定の登録を

拒否したり、取り消すことができます。 

 

6. サードパーティのコンテンツ 

VicoHome は、当社のスマートカメラに関連する全ての機能の所有権を取得していますが、

ユーザーにより良いサービスを提供するために、サードパーティのコンテンツを頼る、また

は相互運用もします。 

当社はサードパーティのコンテンツをサービスとして提供していますが、VicoHome はサ

ードパーティのコンテンツの編集に参加や管理をしていないため、サードパーティのコン

テンツについては一切保証しておりませんので、そのようなサードパーティのコンテンツ

の使用は、自己責任で行ってください。 

お客様は、VicoHome が、サードパーティのコンテンツに関して、お客様または VicoHome

システムを使用する他の誰に対しても一切責任を負わないことに同意するものとします。 

また、「VicoHome サービス」を使用して、サードパーティコンテンツを違法にコピー、違

法に表示、または違法に使用しないことに同意し、宣言するものとします。一般的に、サー

ドパーティーコンテンツを表示、使用、またはコピーする前に、権利所有者からの許可が必

要とされています。著著作物を無断で複製または頒布することは、著作権を侵害する恐れが

ございます。 

VicoHome は、他人の著作権、商標権、知的財産権を侵害した場合、VicoHome のサービス

またはソフトウェアのユーザーアカウントを停止することができます。また、知的財産権の

侵害を防止するために設計されたキュリティ対策を無効にしたり回避したりする行為は、

外国法の下では違法となる可能性がございます。VicoHome は、当該セキュリティ対策を

無効にしたり回避したりする方法を開発または使用するユーザーの VicoHome アカウン

トを終了することができ、知的財産所有者の権利侵害を防ぐために必要なまたは適切な措

置を講じることができます。 

 

7. VicoHome サービスの変更 

準拠法の下で可能な範囲で、VicoHome は、独自の裁量により、通知またはユーザーの許可



なしに、VicoHome サービスの機能を変更、追加、または削除することができます。サブス

クリプション中に VicoHome サービスの重要な変更にご不満があった場合、VicoHome サ

ービスの使用を直ちに終了し、支払い済みで未使用のサブスクリプションを日割り計算で

払い戻しを受ける権利がございます。VicoHome は、お客様の VicoHome システムの一部

またはすべてを提供する義務を負わず、独自の裁量により、特定の VicoHome システムへ

のソフトウェアアップデートの提供を中止する場合があります。VicoHome システムによ

ってサポートされる機能が異なるため、VicoHome が提供するサービスレベルは、各

VicoHome システムに対して同じではない場合があります。 

 

8. サービス利用資格/ペアレンタル・アドバイザリー 

VicoHome サービスのご利用には、VicoHome システムが常時接続のブロードバンドインタ

ーネットにアクセスできる必要があります。VicoHome サービスをご利用いただくために

は、VicoHome 公式 iOS アプリや Android アプリなどの VicoHome アプリに、すべての

VicoHome システムが登録されている必要があります。VicoHome サービスは、18 歳以上

のユーザーを対象としています。なぜなら、VicoHome サービスは、暴力、性行為、または

薬物乱用の描写を含む露骨なコンテンツを含むビデオまたは画像へのアクセスする可能性

があるためです。18 歳未満のすべてのユーザーには、保護者の判断が推奨されます。 

 

9. 行動規約 

お客様は、情報、データ、テキスト、ソフトウェア、写真、ビデオ、メッセージ、タグ、フ

ィードバック、コメント、質問、その他の情報や資料（以下「コンテンツ」といいます）は、

公的に投稿されたものであるか、私的に送信されたものであるかを問わず、当該コンテンツ

の発信者が単独で責任を負うものであることを理解しているものとします。これは、

VicoHome サービスを通じて取得、アップロード、投稿、電子メール、送信、その他利用可

能な状態にした全てのコンテンツについては、VicoHome ではなく、お客様が全ての責任を

負うことを意味します。 

9.1 VicoHome は、VicoHome サービスを通じて投稿されたコンテンツを管理しておらず、

コンテンツの正確性、整合性、品質を保証いたしません。いかなる事情においても、

VicoHome はコンテンツについて責任を負いません。 

9.1.1 コンテンツの誤りまたは遺漏。 

9.1.2 コンテンツの閲覧、コピー、または再配布を含め、VicoHome サービスを通じて投稿、

電子メール、送信等されたコンテンツを利用した結果発生したあらゆる種類の損失または

損害。 

9.1.3 コンテンツの紛失・破壊。 

9.1.4 VicoHome サービスのご利用に関して適用される連邦法、州法、地方法を遵守しない

こと（目的を問わない CCTV および公共エリアでの録画に関連する法律が含まれますが、



これに限定されません）。 

また、お客様は VicoHome が、本サービスの使用中に交流する他のユーザーの身元を保証

しないことを理解する必要がございます。さらに、当社は、ユーザーや販売店が提供するデ

ータの信頼性を保証しません。当社は、お客様がコンテンツをどのように解釈・利用するか、

あるいはコンテンツに触れた結果どのような行動をとるかについて、管理しておらず、また

その義務もありません。また、お客様は、VicoHome サービスが通じてコンテンツを取得し

たかどうかにかかわらず、当社に一切の責任を負わないものとします。 

あなたは、「VicoHome サービス」を次の目的に使用しないことに同意するものとします。 

違法、有害、脅迫、虐待、嫌がらせ、不法、中傷、下品、わいせつ、名誉毀損、または他人

のプライバシーを侵害するコンテンツをアップロード、投稿、電子メール送信、またはその

他の方法で利用可能にすること、いかなる方法でも未成年者に害を与えること、いかなる個

人または団体になりすますこと、VicoHome サービスを通じて送信されるコンテンツの出

所を偽るためにヘッダーを偽造したり、識別子を操作すること。法律上や契約上や信認関係

の下で、あなたが利用可能な権利を持たないコンテンツをアップロード、投稿、メール送信、

その他の方法で提供すること（内部情報、雇用関係や秘密保持契約に基づいて知りまたは開

示された専有情報や秘密情報など）。いずれかの当事者の特許、商標、企業秘密、著作権ま

たはその他の所有権（「権利」）を侵害するコンテンツをアップロード、投稿、メール送信、

またはその他の方法で利用可能にすること。未承諾または無許可の広告、販促資料をアップ

ロード、投稿、電子メールで送信、送信、またはその他の方法で利用可能にすること、「迷

惑メール」「スパム」「チェーンメール」「ねずみ講」その他の勧誘行為。ただし、当該目的

のために指定された地域(ショッピングなど)を除きます。VicoHome サービスに接続してい

るサーバーやネットワークを妨害したり（サービス妨害攻撃を含みますが、これに限定され

ません）、VicoHome サービスに接続しているネットワークの要求、手続き、方針、規則に

従わないこと。 

VicoHome は、お客様の許可なく、お客様のプライベートな写真や動画を閲覧することはあ

りませんが、VicoHome およびその指定する者が、独自の裁量により、VicoHome サービス

を通じて公開された、または公開されようとしたコンテンツを選別および／または削除す

る権利（義務ではありません）を有することに同意します。また、VicoHome は、第 7 条に

記載されている禁止事項など、本規約に違反する可能性のあるコンテンツを VicoHome サ

ービスから拒否または削除する場合がございます。 

前述事項を制限することなく、VicoHome は、本規約に違反するコンテンツ、違法なコンテ

ンツ、VicoHome が違法または不適切であると判断するコンテンツを、いつでも、いかなる

理由でも削除する権利を有します（当該コンテンツに関する第三者または当局からのクレ

ームまたは申し立てを受けた場合の削除を含みますが、これに限定されません）。 

9.2 お客様は、本サービスに関連するお客様の活動に関連するすべての税金、関税、その他

の政府評価を源泉徴収し、申告し、報告する責任を負います。お客様は、法律で要求された



場合、または以下の理由で合理的に必要であると判断された場合、VicoHome がお客様のア

カウント情報および／またはコンテンツにアクセスし、保存し、開示することを認め、同意

します。 

9.2.1 召喚令状や捜索令状などの法的手続きに従うこと。 

9.2.2 本規約の実施 

9.2.3 コンテンツが第三者の権利を侵害しているという申し立てに対応する。 

9.2.4 カスタマーサービスの要求に応える。 

9.2.5 VicoHome、ユーザーおよび一般市民の権利、財産または個人の安全を守ること。 

9.3 お客様は、コンテンツを含む VicoHome サービスの技術的処理および伝送に以下を含

む可能性があることをご理解ください。 

9.3.1 各種ネットワークを通じた伝送 

9.3.2 接続するネットワークや機器の技術的要求に適合・適応するための変更。 

VicoHome サービスおよび VicoHome サービス内のソフトウェアには、デジタル素材の保

護を可能にするセキュリティコンポーネントが含まれている場合があり、これらの素材の

利用は、VicoHome および/または VicoHome サービスにコンテンツを提供するコンテンツ

提供者が定める利用規則に従うことを理解しています。 

VicoHome サービスに組み込まれている使用規則を無効にしたり、回避したりすることは

できません。VicoHome サービスで提供されている資料の全部または一部を無断で、または

違法に複製、出版、再配布、公開することを禁止します。 

 

10. VicoHome サービスに掲載するために提出または利用可能なコンテンツ 

VicoHome は、お客様が VicoHome サービスに掲載するために提出または利用可能なコン

テンツの所有権を主張しません。ただし、VicoHome サービスの機能および本規約で認めら

れているように、お客様は、VicoHome サービスの提供に関連して、または保存および法的

な目的のためにのみ、セキュリティ強化および、または暗号化された方法で、コンテンツの

コピーを送信、加工、翻案、保持する権利を VicoHome に付与します。 

サードパーティのアプリケーションをご利用になる場合、アプリケーションが意図したと

おりに機能するように、お客様の VicoHome コンテンツおよび情報へのアクセスの許可を

求めることがあります。アプリケーションの提供者との契約により、アプリケーションがコ

ンテンツや情報をどのように使用、保存、転送できるかが決まりますので、当該アプリケー

ションの利用規約をよく読み、信頼できる提供者のアプリケーションのみを使用してくだ

さい。明確にするために、前述の VicoHome へのライセンス付与は、書面による別段の合

意がない限り、お客様の「コンテンツ」内の素材の所有権や追加のライセンスを付与する権

利に影響を与えるものではありません。 

 

11. インターネットサービスおよび携帯電話料金 



VicoHome サービスでは、ブロードバンドインターネット接続を使用する必要があります。 

お客様は、VicoHome サービスの使用またはアクセスにより発生したインターネット接続

またはデータプランのサービス料金について責任を負うものとし、インターネットサービ

スまたは携帯電話のプロバイダとの間で発生した紛争については、お客様が単独で責任を

負うことに同意するものとします。特に、録画されたビデオのストリーミングや視聴、アプ

リの使用により、データプランを使用する機器では追加の多額の料金が発生する場合があ

ります。VicoHome は、ブロードバンドインターネット接続やその他のデータプランの可用

性、機能性、コストについて一切の責任を負わず、また保証もいたしません。 

 

12. VicoHome サービスのご利用 

VicoHomeWeb サイトとの通信が許可されている VicoHome システムでのみ、 VicoHome

サービスにアクセスして使用することができます。VicoHome システムを改ざんしたり、そ

の他の方法で変更したりしないことに同意するものとします。本規約で明確に規定されて

いる場合を除き、VicoHome サービスまたはその提供を受ける権利を譲渡することはでき

ません。VicoHome サービスを使用することにより、VicoHome が VicoHome システムに

送信するすべてのソフトウェア更新およびアップグレードを受信することに同意するもの

とします。VicoHome システムの自動アップグレード機能を無効にされた場合、VicoHome

システムの一部の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。VicoHome システムの自動ア

ップグレード機能を無効にされた場合でも、VicoHome は、VicoHome システムの重要な更

新、iPhone または Android 上で動作する VicoHome アプリケーションの更新、および

VicoHome のバックエンドサービスの更新を行うことがあります。お客様の VicoHome シ

ステムが VicoHomeWeb サイトにアクセスした場合、（お支払い状況やサブスクリプション

状況にかかわらず）お客様は VicoHome サービスの利用者であり、本規約の規定に拘束さ

れることを認め、これに同意するものとします。 

 

13. サービスの終了 

お客様は、いつでも制限なく、ご自身のアカウントおよび VicoHome サービスを使用権の

終了を要求することができます。VicoHome サービスは、お客様のお申し出から概ね 5 営業

日以内に終了します。サブスクリプション料を含む未使用の VicoHome サービス料金(該当

する場合)は、この解約方法では返金されない場合があります。アカウントが終了しても、

VicoHome またはその代理店および販売店のシステムから特定の情報が直ちに削除されな

い場合があります。これには、お客様に接続された機器からのログエントリ、診断、分析、

アカウントの取引詳細、その他の法的手続きの対象となる情報が含まれますが、これらに限

定されません。 

本規約の規定にかかわらず、VicoHome は、利用料の支払いが拒否された場合、お客様が本

規約のいずれかの条項に違反した場合、VicoHome サービスを悪用した場合、およびまたは



お客様が VicoHome システムを改変した場合、VicoHome サービスやソフトウェアを

VicoHome およびまたはその子会社・関連会社その他のサードパーティの知的財産権を侵

害するような方法で使用した場合、お客様のアカウントを直ちに解約する権利を有します。 

また、VicoHome は、30 日以上前にお客様に通知することにより、その他の理由でお客様

のアカウントおよび本規約を終了することができるものとします。アカウントの終了後も、

終了前の VicoHome サービスのご利用に関する未払いの料金を支払う義務があり、

VicoHome はこの終了方法により、お客様が支払ったが未使用の VicoHome サービスの料

金を日割りで返金します。VicoHome サービスの終了に伴い、コンテンツを含むお客様の会

員資格に関わる全ての情報が没収・破棄されることがあります。 

本規約のすべての条項のうち、その性質上、終了後も存続すべきものは、所有権の規定、保

証の免責、責任の制限などを含め、終了後も存続します。 

 

14. お知らせ 

VicoHome は、本規約の変更を含む通知を、電子メール、普通郵便、テキストメッセージ、

VicoHomeWeb サイトへの掲載または更新、その他の既知または今後開発される合理的な

手段により、お客様に提供することがあります。 

 

15. ソフトウェアおよび知的財産権 

VicoHome サービスの特定の機能を利用するために、お客様の VicoHome システムにおい

て特定のソフトウェアプログラムを使用する必要があります。お客様は、購入時にお客様の

VicoHome システムに含まれているソフトウェア、および VicoHome が随時お客様の

VicoHome システムに配信するその他のソフトウェア・プログラムを受け入れ、使用する必

要があります。VicoHome およびまたはその子会社、関連会社、ライセンス契約者は、

VicoHome システムのすべてのソフトウェアおよび VicoHome システムの特定の知的財産

権および所有権を保持しています。また、VicoHome およびまたはその関連会社は、すべて

の VicoHome の著作権、商標およびその他の知的財産権を保有しています。また、VicoHome

およびまたはその子会社および関連会社が VicoHome システムに提供するサードパーティ

のソフトウェアについては、当該サードパーティがそのソフトウェア、著作権、商標および

その他の知的財産権の所有権を有します。 

VicoHome システムまたは VicoHome システムのソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパ

イル、二次的著作物の作成、リバースエンジニアリング、修正、再許諾、配布、または他の

目的での使用は、適用される法律上認められない場合を除き、固く禁じられています。お客

様がご自宅のコンピュータに VicoHome のソフトウェア・アプリケーションをインストー

ルする場合、その所有権およびその他の使用条件は、インストール前にお客様が同意するエ

ンドユーザライセンス契約書に準拠します。 

 



16. 著作権または知的財産権の侵害の申し立ての通知と手続き 

VicoHome は他者の知的財産権を尊重しており、お客様にも同様に尊重していただく必要

があります。VicoHome は、知的財産権の侵害を繰り返している可能性のあるユーザーのア

カウントを、適切な状況において、その裁量で無効化およびまたは停止することができます。

ご自身の著作物が著作権侵害となる方法で複製されている、またはご自身の知的財産権が

侵害されていると思われる場合には、以下の情報を VicoHome にご提供ください。 

・著作権またはその他知的財産権の所有者を代表して行動する権限を与えられた人の電子

的または物理的な署名 

・侵害されたと主張する著作物またはその他の知的財産権の説明。 

・侵害していると主張する素材が本サイトのどこにあるかの説明。 

・お客様の住所、電話番号、電子メールアドレス。 

・問題となっている使用物が、著作権所有者、その代理人、または法律によって許可されて

いないことを誠実に確信しているという、お客様による陳述。 

・偽証罪の適用を受けて作成された通知に記載された上記の情報が正確であり、あなたが著

作権または知的財産権の所有者であること、または著作権または知的財産権の所有者を代

表して行動する権限を有していることを示す陳述書。 

この情報を下記に郵送してください。 

Photon Sail Technologies Pte. Ltd. 

8 Robinson Road, #07-00, ASO Building, Singapore (048544) 

 

17. リンク 

お客様は、ご自身の個人的な VicoHome サイトへのリンクを提供することができます。 

VicoHome サービスへのリンクは、そのホームページまたはトップページへのリンクでな

ければなりません。 

VicoHome サービスは、世界中の他の Web サイトやリソースへのリンクを提供したり、サ

ードパーティが提供したりすることがあります。お客様は、VicoHome はそのようなサイト

やリソースを管理することはできませんので、VicoHome がそのような外部のサイトやリ

ソースの可用性について責任を負わないこと、また、そのようなサイトやリソース上の、ま

たはそこから得られるコンテンツ、広告、製品その他の資料を保証せず、責任を負わないこ

とに同意したとみなします。さらにお客様は、VicoHome が、そのようなサイトやリソース

で利用可能なコンテンツ、商品、サービスの使用またはそれらに起因または関連して発生し

た、または発生したとされる損害または損失について、直接的または間接的に一切の責任ま

たは義務を負わないことに同意したとみなします。 

 

18. 海外使用時に関する特別な注意事項 

インターネットのグローバルな性質を認識し、お客様は、オンラインでの行為および許容さ



れるコンテンツに関するすべてのローカルルールを遵守することに同意されたものとしま

す。特に、お客様が居住する国から輸出される技術データの送信に関するすべての適用法を

遵守することに同意するものとします。 

 

19. VicoHome サービスの再販禁止 

お客様は、VicoHome サービスの一部(お客様の VicoHomeID を含む)、VicoHome サービ

スの使用、VicoHome サービスへのアクセスを、複製、コピー、販売、取引、転売、商業目

的で利用しないことに同意するものとします。 

 

20. 損害賠償 

あなたは VicoHome または VicoHome サービスを悪用したこと、VicoHome 製品またはソ

フトウェアの不正な修正または変更、またはそのような違反から生じたことに関連または

起因する、あらゆる請求、訴訟、損害、責任、損失、費用および経費 (弁護士報酬を含む) 

に対して、VicoHome ならびに VicoHome 子会社および関連会社を防御し、補償し、保有

することに同意するものとします。 

 

21. 保証および保証の免責事項 

VicoHome は、VicoHome カメラについて、お客様が VicoHome カメラを購入された日か

ら 1 年間（法令によりそれ以上の保証期間が必要な場合を除く）、材料および製造上の欠陥

がないことを、お客様に限り保証します。 

バッテリーおよびバッテリー交換は、VicoHome のすべての保証から除外されます。

VicoHome のバッテリーの保守と交換は、お客様の責任で行ってください。VicoHome で

は、すべての VicoHome 機器の取扱説明書、指示書、警告書をよく読み、それに従うこと

をお勧めします。高品質で、偽造されていないバッテリーのみのご使用をお勧めします。品

質の劣るバッテリーを使用して、VicoHome カメラシステムに損害を与えた場合は、保証が

無効になります。VicoHome または VicoHome が承認した代理店以外の人が製品を修理ま

たは改造した場合、保証は無効になります。 

VicoHome カメラおよびベースステーションデバイスに対する上記の製品保証を除き、準

拠法上可能な範囲で、お客様は、VicoHome サービスが「現状有姿」で提供されていること

を理解し、これに同意するものとします。VicoHome は、VicoHome サービスがお客様の要

求を満たすこと、または VicoHome サービスの使用が中断されず、タイムリーで、安全で、

エラーのないものであることを保証するものではありません。また、VicoHome は、

VicoHome サービスを通じて入手した情報（サードパーティのコンテンツを含む）の正確性

または信頼性についても一切保証しません。VicoHome サービスの欠陥が是正されること、

または VicoHome 製品または VicoHome サービスが他の特定のハードウェアまたはサービ

スと適合すること、さらに、VicoHome は、VicoHome サービス、またはお客様にデータお



よびコンテンツを提供する VicoHome サーバーにウイルスやその他の有害な要素がないこ

とを保証しません。VicoHome は、お客様の VicoHome ベースステーション、コンピュー

タソフトウェア、その他のハードウェアに侵入したウイルスによる損害についても一切責

任を負わないものとします。 

お客様は、VicoHome が保険会社ではないこと、また、VicoHome がお客様にいかなる種類

の保険も提供しないことに同意するものとします。お客様が、VicoHome サービスのために

VicoHome に支払う金額は、保険料ではなく、お客様の財産、お客様の敷地内にある他人の

財産、またはお客様の敷地における損失のリスクの価値に関連しないことに同意したとみ

なします。お客様は、損失のリスクを保護する保険を希望する場合、それを購入してくださ

い。紛失、損害、または傷害が発生した場合、お客様は、損失、損害、または傷害に対する

請求の支払いの結果として発生する VicoHome に対するすべての代位弁済およびその他の

権利を、お客様自身およびお客様の保険会社のために、免責・放棄します。 

VicoHome の機器およびサービスは、火災、水害、強盗、医療問題などの特定の事象を引き

起こすことはなく、またその発生を排除することもできません。VicoHome は、提供された

VicoHome 機器およびサービスがこれらの事象またはその結果を検知または回避すること

について、商品性または特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証も行いませ

ん。VicoHome は、そのような事態が発生した場合に、お客様、お客様の財産、または他の

人の財産が傷害や損失を被る可能性について、いかなるリスクも負いません。このようなリ

スクは、VicoHome ではなく、お客様が負うものとします。 

上記の VicoHome カメラおよびベースステーションデバイスに関する上記の製品保証以外

に、VicoHome およびそのサプライヤーは、明示的、黙示的、または制定法上の保証を問わ

ず、いかなる種類の保証も行いません。VicoHome サービスについては、タイトル、商品性、

特定目的への適合性、サードパーティの権利を侵害していないことに関する黙示的な保証

を含め、明示的、黙示的、または制定法上の保証は一切ありません。管轄区域によっては黙

示的保証の除外が認められていないため、本条の最後の文はお客様に適用されない場合が

あります。VicoHome は、さらに、製品の通常の使用、製品の誤用、乱用、製品の改造、製

品の不適切な選択、または適用される連邦法、州法、地方法のいずれかをお客様が遵守しな

かったことに起因するサービスの不具合に関する請求について、一切の責任を明示的に否

認します。本保証および保証の免責事項は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、

お客様は州、県、国によって異なるその他の権利を有する場合があります。法律で認められ

ている場合を除き、VicoHome は、販売契約の不履行に起因する権利を含め、お客様が有す

るその他の権利を排除、制限または抑止するものではありません。お客様の権利を完全に理

解するためには、お客様の国の法律を参照してください。 

 

22. 第三者への利益の無供与 

お客様は、本規約に明示的に規定されている場合を除き、本規約の第三受益者が存在しない



ことに同意するものとします。 

 

23. VicoHome の責任の制限 

いかなる状況においても、VicoHome は、コンテンツの損失、コンテンツの誤記・脱落、ま

たは VicoHome サービスを通じて投稿、電子メール送信、アクセス、送信、その他の方法

で利用可能となったコンテンツの使用または公開に関連して発生したいかなる種類の損失

または損害も含めて、いかなるコンテンツについても責任を負いません。 

VicoHome の損害賠償責任、特に義務違反、履行遅滞、不履行、悪質な行為による損害賠償

責任は、これらが VicoHome 側の重大な契約上の義務違反によるものである場合を除き、

排除されるものとします。過失に対する責任は、通常、そのような場合に予測可能な直接的

な損失に限定されます。損害賠償請求が、VicoHome 側の故意または重大な過失による契約

上の義務違反に基づくものである場合、前文に記載されている責任の除外および制限は適

用されません。また、VicoHome が責任を負う可能性のある、人身傷害、健康への影響に起

因する損害賠償請求や、契約外の責任についても、上記の免責・制限は適用されません。 

州や国によっては、偶発的または結果的な損害の除外や制限を許可されていない場合があ

り、上記の制限や除外が適用されない場合があります。また、本規定は、VicoHome の故意

または意図的な違法行為があった場合のVicoHomeの責任を制限するものではありません。

さらに、VicoHome が誤ってまたは不当にお客様のアカウントに過剰請求した場合、本条は、

VicoHome が当該誤ってまたは不当に過大な請求をした金額を返金することを制限するも

のではありません。 

 

24. 一般情報 

完全合意条項 

本規約は、お客様と VicoHome との間の完全な合意とみなし、VicoHome サービスのご利

用を規定するものであり、VicoHome サービスに関するお客様と VicoHome との間の従前

の合意に優先します。また、お客様は、特定の他の VicoHome サービス、アフィリエイト

サービス、サードパーティコンテンツまたはサードパーティソフトウェアを使用または購

入する際に追加の利用規約が適用される場合がございます。 

 

法の選択 

本規約は、法の抵触に関する原則を考慮することなく、お客様の国の法律に準拠し、それに

従って解釈されるものとします。 

 

紛争解決 

24.1 本規約の存在、有効性、解釈、履行、違反または終了、本仲裁規定の有効性、範囲お

よび執行可能性、ならびに本規約に起因または関連する無契約義務に関する紛争（以下、そ



れぞれを「紛争」といいます）を含む、本規約に起因または関連するあらゆる種類の紛争、

論争、請求または相違は、まず、当該紛争の当事者間の協議により解決されるものとします。

当該協議は、いずれかの当事者が当該紛争の他方の当事者に当該協議を求める書面による

通知を行った後、直ちに開始されるものとします。 

24.2 結果の出ない協議は、法律に訴えることができ、訴訟の結果が最終的な判決案となり

ます。 

 

棄却と分離条項 

VicoHome が本規約の権利または条項を行使または執行しなかったとしても、当該権利ま

たは条項を放棄したことにはなりません。本規約のいずれかの条項が管轄裁判所によって

無効であると判断された場合でも、当事者は、裁判所が当該条項に反映された当事者の意図

を有効にするよう努めるべきであることに同意し、本規約の他の条項は完全に効力を有す

るものとします。 

生存権の放棄と譲渡不可 

お客様は、VicoHome アカウントは譲渡不可能であり、お客様の VicoHomeID やアカウン

ト内のコンテンツに関する権利は、お客様の死亡により終了することに同意するとみなし

ます。死亡証明書のコピーを受領した時点で、お客様のアカウントは終了し、そこにあるす

べてのコンテンツは完全に削除されます。 

本規約の条項の表題は便宜上のものであり、法的または契約上の効果はありません。 

 

25. 連絡先 

お客様が VicoHome システムをご利用になる場所に応じて、以下の VicoHome 事業者が

VicoHome サービスの提供に責任を負います。 

Photon Sail Technologies Pte. Ltd 

すべての国際地域（ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域、オーストラリア、ニ

ュージーランドを含みますが、これらに限定されません）。 

このように、VicoHome サービスに関してご質問、ご不満、クレームなどがございましたら、

下記までご連絡ください。 

8 Robinson Road, #07-00, ASO Building, Singapore (048544) 

 

26. VicoHome サービス利用規約の追記 

お客様が VicoHome サービスの契約者である場合、以下の追加 VicoHome サービス規約が

適用されます。 

これらの規約を注意深くかつ完全にお読みください。 

本規約には、お客様がご利用になる VicoHome サービス(以下「VicoHome サービス」とい

います)の可用性および使用に関する一定の条件および制限が含まれています。 



本 VicoHome サービス利用規約は、VicoHome 利用規約（以下「VicoHome 規約」といいま

す）を補完するものであり、同規約は、本規約に定める追加条件に従い、完全に効力を有す

るものとします。VicoHom サービス規約と「VicoHome 規約」の間に矛盾がある場合、

VicoHome サービス規約の条件・条項が優先して適用されます。 

アクティベーション： 

お客様の VicoHome サービスを有効にするためには、特定の手順を確実に実行する必要が

あり、自動的に有効になるわけではありません。新規に VicoHome をご利用になる方は、

サインアップ(登録)の過程で VicoHome のアカウントを作成する必要があります。お客様

の VicoHome サービスのご利用には、本 VicoHome サービス規約、VicoHome 規約および

VicoHome のプライバシーポリシーが適用されます。 

期間： 

お客様は、いつでも VicoHome サービスを解約することができ、また VicoHome アカウン

トを削除することができ、それにより VicoHome サービスおよびまたは VicoHome アカウ

ントへのアクセスができなくなります。これらの行為を行うためには、お客様の VicoHome

アカウントにログインし、アカウントページに表示される指示に従ってください。 

プライバシー： 

お客様の VicoHome サービスが、顔認識、物体認識、その他の人工知能機能を利用してい

る場合、クラウドストレージ、インテリジェント分析等のサービスを提供する際に、お客様

の VicoHome システムから提供されるデジタル画像、動画、音声、利用情報等を取得する

ことがあります。VicoHome は、これらの撮影された画像や音声を、保存された記録のデー

タベースと自動的に比較することがあります。お客様は、このようなデータがお客様の

VicoHome システムで取り込まれ、VicoHome サービスで利用・分析されることに明示的に

同意するものとします。これは、人の介入を必要としないプロセスです。しかしながら、当

社はユーザーのプライバシーとセキュリティを非常に重視しています。ユーザーの承諾な

しに、ユーザー情報を不正に使用、閲覧することはありません。 

お客様は、VicoHome サービスによる利用のために VicoHome のシステムに提供される上

記の情報に加えて、電子メールアドレス、住所、クレジットカード情報等の他の情報を

VicoHome に提供することを認め、同意するものとします。この後者の情報は、VicoHome

サービスを有効にし、管理することを目的としています。 

支払い： 

VicoHome サービスのご契約時にご提供いただいたクレジットカードには、お客様が解約

されるまで、各利用期間におけるVicoHomeサービスの現行価格が自動的に課金されます。

お客様は、いつでも「VicoHome サービス」を解約することができ、その際には、現在の利

用期間に応じた日割り計算による返金を行います。将来、VicoHome が VicoHome サービ

スの月額またはその他の期間の利用料金を変更する場合、当社はお客様に価格変更の事前

通知とその発効時期をお知らせします。解約されない場合、価格変更は、価格変更日の次の



期間の開始時に有効となります。価格変更の発効後、解約せずに VicoHome サービスの利

用を継続された場合、お客様は新価格の請求に同意されたものとします。つまり、お客様の

利用期間が終了した後、次の利用期間の価格は異なる可能性がありますが、お客様の現在の

利用期間中に価格が変更されることはありません。 

免責事項： 

当社は、当社の VicoHome Smart E911 サービスを利用した通話が、地域の緊急対応センタ

ーで応答されるかどうか、またはその方法については、一切関知しません。当社は、地域の

緊急対応センターおよび全国の緊急電話センターの行為について一切の責任を負いません。

当社は、VicoHome Smart E911 サービスの通信を地域の緊急応答センターおよび全国の緊

急通報センターに転送するための支援をサードパーティに依頼しています。当社は、通信の

ルーティングに使用されたサードパーティのデータが不正確であったり、誤った結果をも

たらしたりした場合にも、一切の責任を負いません。VicoHome およびその役員・社員は、

当社の重過失または故意の違法行為に起因する場合を除き、当社の VicoHome サービスに

起因または関連するいかなる請求、損害または損失に対しても責任を負わないものとしま

す 

追加サービス： 

当社は、随時、VicoHome のお客様が利用できる追加の VicoHome サービス(以下「追加サ

ービス」といいます)を提供することがあります。このような追加サービスにアクセスする

ためには、お客様は、さらなる規約への同意を含め、一定の手続きが必要となる場合があり

ます。 

 

 


