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利用規約 
 

最終更新日：               

本利用規約(「本規約」または「本契約」)は、お客様と、www.Furbo.com にリンクされ
たすべての関連サイトで利用可能な Furbo ウェブサイト(「本サイト」)の所有者、運営
者および開発者である Tomofun 株式会社およびその子会社および関連会社(以下、総称
して「Tomofun」または「当社」といいます。)、当社のサービスにアクセスするため
にお客様のデバイスにダウンロードされるすべてのモバイルアプリケーション(「モバ
イルアプリ」)、すべての Furboハードウェア製品(「ハードウェア製品」)およびソフト
ウェア、またはその他のデジタル商品およびサービス(「サブスクリプションサービ
ス」)との間の法的合意を構成するものです。「サービス」または「Tomofun サービス」
という用語は、Tomofunのサイト、モバイルアプリ、ハードウェア製品、およびサブス
クリプションサービスを総称したものです。 

お客様が米国またはカナダに居住する場合、本契約は拘束力のある仲裁ならびに集団訴

訟および陪審の権利の放棄に従うものとします。詳細およびオプトアウトの方法につい

ては、本契約の紛争解決に関する条項を参照してください。 

1. 受諾 

本サービスにアクセス、使用、または登録する前に、本契約をよくお読みください。

Tomofun が提供するサービスにアクセス、使用、または登録する個人または団体(以下、
「お客様」といいます。)は、本契約に規定された条件に拘束され、または自らが代表
する団体を拘束することに同意するものとします。本契約において明示的に付与されて

いないすべての権利は、Tomofunによって留保されます。お客様は、お客様自身または
お客様が代表する団体を代表して、本契約を受諾し、これに同意する権利、権限および

能力を有することを表明し、保証するものとします。  

お客様による本サービスへの使用、アクセス、または登録は、参照指示により本契約に

組み込まれる当社のプライバシーポリシーにも規定されます。当社がお客様の個人情報

を収集、利用、開示、保護する方法については、プライバシーポリシーをご確認くださ

い。  

本規約に同意されない場合は、いかなるサービスについてもアクセス、使用、登録をし

ないでください。  
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2. 本契約およびサービスの変更 

適用される法律に従って、Tomofunはこのページを更新することにより、いつでも本契
約を変更する権利を有します。当社が本契約に重大な変更を加えた場合、当社は、お客

様に、当社のサービス上で、または当社がファイルしている電子メールアドレス宛てに

通知します。これらの変更が有効になった後も本サービスを継続して使用することによ

り、お客様は、変更された契約に拘束されることに同意するものとします。本契約を最

後に更新した日付を確認するには、本契約の冒頭の「最終更新日」の後に記載されてい

る日付を参照してください。 

お客様は、当社が常にサービスを改善し、取り組んでいることを理解しています。これ

は、当社のサービスが時間の経過とともに変化する可能性があることを意味します。当

社は、本サービスの一部を変更、中断または停止すること、あるいは本サービスの一部

または全部に新しい機能または制限を導入することがあります。当社はまた、いかなる

理由であれ、当社独自の判断で、お客様に通知することなく、コンテンツ(以下で定義
します)、機能、またはページを削除する権利を留保します。お客様は、当社がお客様
または第三者に対して、本サービスまたはその一部の変更、停止または廃止について責

任を負わないことに同意するものとします。  

3. 緊急サービスではない 

TOMOFUNサービスは、他のいかなる緊急サービスも提供しません。緊急事態が発生
した場合は、直ちに、米国内にいる場合は 911、英国内にいる場合は 999、オーストラ
リア内にいる場合は 112、ドイツ内にいる場合は 000、警察、消防、最寄りの病院また
はその他の緊急サービスに連絡してください。緊急時に TOMOFUNのカスタマー・サ
ービスまたはカスタマー・ケア・チームに連絡しないでください。  

お客様は、Tomofunのサービスが緊急サービス、発送センター、またはその他の緊急型
サービスではないことに同意し、理解するものとします。本サービスの利用中にお客様

または他者が遭遇する可能性のあるいかなる緊急事態についても、お客様を支援するこ

とはできません。当社のサービスは、緊急を要しない情報および非緊急目的でアクセス

および使用されることを目的としています。  

4. アカウントの利用資格 

お客様になっていただけたことを大変嬉しく思います。お客様が当社のサービスのアカ

ウントに登録すると、お客様は「アカウント所有者」になります。アカウント所有者と

して、お客様は他の個人にお客様のアカウントへのアクセスを許可することができます

(以下、「承認ユーザー」といいます。)。  

許可されたユーザーは、お客様のアカウントで利用可能な個人情報(例えば、アカウン
トのプロフィール、ビデオ履歴の設定など)にアクセスでき、お客様のアカウントの情
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報や設定(カメラのオン/オフの切り替え、スマートドッグアラートや通知の変更など)を
修正または変更することもできるため、信頼できる個人のみを許可されたユーザーにな

るように招待する必要があります。さらに、承認ユーザーは、他の承認ユーザーに対し

て、お客様のアカウントへのアクセスおよびアカウントの使用を依頼したり、許可した

りすることができます。Tomofunは、承認ユーザーの行為に対していかなる責任も負い
ません。 

お客様は、当社のサービスへのアクセス、使用、または登録を受ける資格を得るため

に、以下を表明し、保証するものとします。 

● お客様は、Tomofunとの間で拘束力のある契約を締結する法的能力があるこ
と。  

● お客様は、18歳以上であること。18歳未満のアカウントの承認ユーザーは、本
サービスへのアクセスおよび使用について保護者の同意を得る必要があり、そ

の保護者の監督の下でのみ本サービスを使用できます。 
● アカウント所有者として、お客様は、承認ユーザーが行った行為を含め、お客
様のアカウントに対して行われたすべての行為について全責任を負うことに同

意すること。 
● お客様は、常に正確、完全かつ最新の情報を提供すること。  
● お客様は、お客様が本サービスにアクセスするために使用するパスワード、お
よびお客様のパスワードに基づくすべての活動または行為を保護する責任を負

うこと。これは、お客様のパスワードが当社のサービスのものであるか第三者

のサービスのものであるかを問わないものとします。  
● お客様は、お客様のアカウントのセキュリティ違反または不正使用を知った場
合は、直ちに当社に通知すること。  

● お客様による本サービスの使用およびアクセスは、禁輸措置や輸出規制に関す
る法律や規制など、適用される法律や規制に違反するものではないこと。  

● お客様は、本サービスの唯一の目的がペットを観察および記録することであ
り、人間の行動を観察および記録することではないことを理解し、認識するこ

と。お客様は、他人の行動をスパイ、観察または監視するために当社のサービ

スを使用したり、その目的で録音または録画を行ったりしないこと。 
● お客様は、使用する権利を持たない別の個人または団体の名前、またはその個
人または団体になりすました意図をもった個人または団体の名前をユーザー名

として使用しないこと。 

Tomofunは、お客様またはお客様の承認ユーザーが上記の要件を遵守しなかったことに
起因する損失または損害に対して責任を負いません。さらに、上記の利用資格要件のい

ずれかを満たさない場合は、本契約の違反に該当し、その結果、当社サービスのお客様

のアカウントが直ちに終了する場合があります。 
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5. サービスへのアクセスおよび利用の法的制限 

Tomofunサービスは、お客様の個人的な楽しみおよびご家庭での使用を目的としていま
すが、お客様が居住する地域の法律または規制によって、お客様およびお客様による当

社サービスの使用に一定の責任が課される場合があります。例えば、お客様による本サ

ービスの利用に適用されるデータ保護およびセキュリティに関する法律がある場合があ

ります。お客様は、アカウント所有者または承認ユーザーとして、当社のサービスを通

じて収集するデータを管理するものとします。  

お客様は、お客様による本サービスの使用が以下を含む(ただし、これに限定されない)
適用される法律に従っていることを確認することはTomofunの責任ではないことに同意
するものとします。  

i. 写真、ビデオおよび/または音声の記録の記録または開示に関連して適用される
すべての法律または規制。これには、お客様の自宅以外の職場、公共の場所、ま

たは私的な場所での当社のサービスの使用に関する特定の法律を含みます。 
ii. お客様による本サービスの使用に関して、お客様が個人に対して通知を行うこ
と、および/または個人から同意を得ることを要求する法律または規制。 

お客様による本サービスの使用またはアクセスが適用される法律を遵守していない場合、

お客様は本サービスの使用またはアクセスを禁止されます。当社は、お客様による当社

のサービスの使用またはアクセスを、当社独自の判断で、理由の如何を問わず、いつで

も、通知なしに、終了または停止することができるものとします。当社は、お客様が本

契約に含まれる条件に違反しているかどうかを判断する唯一の権利を有します。  

6. 許容される使用  

本サービスおよび本サービスを通じて提供されるコンテンツに関するすべての権利、権

限、および利益は、Tomofun、そのライセンサー、または指定された第三者が所有する
ものとします。当社は、お客様に対し、お客様の個人的な非商業的使用のために本サー

ビスにアクセスし、使用するための、限定的、譲渡不能、非独占的な権利(サブライセ
ンス権を含まない)を提供します。  

本契約においてお客様に付与される権利は、以下の制限に従うものとします。 

i. お客様は、データ保護法、輸出規制法、または上記のその他の法律を含む、いか
なる法律、規制、ガイドライン、または条例にも違反しないこと。  

ii. お客様は、本サービスの使用許諾、販売、賃貸、リース、移転、譲渡、配布、ホ
スティング、またはその他の商業的利用を行わないこと。 

iii. お客様は、当社サービス上の他のアカウント所有者または認定ユーザーからパス
ワード、アカウント、またはその他のセキュリティ情報を取得しようとしないこ

と。 
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iv. お客様は、お客様のアカウントまたは Tomofunサービスのその他のアカウント
のセキュリティを侵害しないこと。 

v. お客様は、有害な、欺まん的、脅迫的、嫌がらせ的、低俗的、名誉毀損的、猥褻
的、詐欺的、またはその他の好ましくない、もしくは疑問のある行為を行わない

こと。 
vi. お客様は、本サービスに接続されたコンピュータネットワークまたはサーバへの
妨害、中断、破壊、または不正アクセスの試みを行ったり、そのようなネットワ

ークの規制、ポリシー、または手順に違反したりしないこと。  
vii. お客様は、Tomofunによって書面で許可された場合を除き、本サービスまたは本
サービスを通じて提供されたコンテンツのいかなる部分もコピー、保存、複製、

配布、再発行、ダウンロード、表示、投稿または送信しないこと。 
viii. お客様は、Tomofunを含む他者または事業体の知的財産権またはその他の
権利を侵害しないこと。 

ix. お客様は、お客様が本サービスにログインしていない間に実行またはアクティブ
化されるプロセス、または本サービスに対して「スパム」または何らかの形の自

動応答機能をもたらす可能性のある行為を行わないこと。 
x. お客様は、本サービスのいかなる部分についても、修正、派生物の作成、分解、
逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングを行わないこと。 

xi. お客様は、競合または類似する製品またはサービスを構築する目的で本サービス
にアクセスまたは使用しないこと。 

xii. お客様は、コンピュータまたは通信ネットワーク、コンピュータ、処理するモバ
イルデバイス、データ、本サービス、その他のシステム、デバイス、または資産

を損傷または改変することを目的としたコンピュータウイルス、ワーム、または

ソフトウェアをアップロード、送信、または配布しないこと。 
xiii. お客様は、本サービスのインフラストラクチャに対する不当な負荷を含

め、本サービスの適切な運用を妨害しないこと。  
xiv. お客様は、Tomofunによって提供された方法または手段を通じてのみ本サ
ービスにアクセスし、またはアクセスを試みること。 

xv. お客様は、本サービスによって、または本サービスに関連して提供される可能性
のある所有権に関する通知(著作権および商標に関する通知を含む)を削除、不明
瞭化、または変更しないこと。 

xvi. お客様は、自動化された手段であるか手動による手段であるかを問わず、

いかなるページ、データ、または本サービスの一部もしくは本サービスに関連す

る部分に対しても、「クローリング」、「スクレイピング」したり、または「ス

パイダー」を使用したりしないこと。 

お客様が上記に従わない場合、お客様による当社サービスの使用またはアクセスは、当

社の単独の判断で、理由の如何を問わず、いつでも、通知なしに、終了または停止され

ることがあります。適用される法律に従って、お客様が本契約に含まれる条件に違反し

ているかどうかを判断する唯一の権利を当社が有する場合があります。  
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7. コンテンツ 

当社のサービスでは、お客様が特定の情報、グラフィック、ビデオ、またはその他の資

料(「コンテンツ」)を公に共有し、利用可能な状態にすることを許可する場合がありま
す。これには、お客様によるサービスの使用を通じて、またはそれに関連して取得され

たコンテンツが含まれますが、これに限定されません。そのようなコンテンツは、位置

情報やその他のメタデータを含む場合もあります。お客様は、本サービスを通じて公に

アップロード、送信、共有、またはその他の方法で配布するコンテンツについて、その

合法性、信頼性、および適切性を含め、単独で責任を負うものとします。Tomofunは、
その単独の裁量により、いつでも本サービスからコンテンツを削除する権利を留保しま

すが、その義務は負いません。 

お客様は、(i)コンテンツの各所有者からの事前の書面による明示的な許可なしにはお客
様が所有していないコンテンツ、および(ii)コンテンツにおける第三者の権利を侵害す
るようなコンテンツを、いかなる目的においても使用、複製、変更、アップロード、公

開、送信、配布、表示、またはその他の利用をしないことに同意するものとします。 

さらに、お客様は以下のことを表明し保証するものとします。 

i. お客様は、お客様が利用するコンテンツの知的財産権その他コンテンツを利用す
る権利を有すること。 

ii. お客様は、以下に規定するお客様のコンテンツの使用許諾を当社に付与するこ
と。 

iii. お客様のコンテンツを本サービス上または本サービスを通じて掲載または配布す
ることが、いかなる個人または団体のプライバシー権、パブリシティー権、著作

権、知的財産権、契約権、またはその他の権利も侵害するものではないこと。 

お客様は、ここに、Tomofunおよびそのライセンシーに対して、お客様またはその他の
個人または団体に報酬を支払うことなく、あらゆるメディアチャンネルにおいて、あら

ゆる目的およびメディア形式で、そのようなコンテンツにアクセスし、再利用し、配布

し、保存し、削除し、翻訳し、複製し、修正し、表示し、販売し、派生作品を作成し、

その他の方法で利用するための、非独占的、取り消し不能、全額支払い済み、ロイヤル

ティー無料、永続的、世界的、サブライセンス可能、譲渡可能な権利を付与するものと

します。お客様はまた、本契約により、本サービスの各ユーザーに対して、本サービス

および本契約の機能を通じて許可されているように、本サービスを通じてお客様のコン

テンツにアクセス、使用、および/または共有する非独占的ライセンスを付与するもの
とします。 
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8. プライベートコンテンツ 

Tomofunは、お客様が当社サービスの使用を通じて当社に提供したコンテンツまたはい
かなる記録またはデータ(以下、「プライベートコンテンツ」といいます。)についても、
お客様の知的財産権の帰属を主張するものではありません。ただし、お客様は、プライ

バシーポリシーによって制限されている以下の目的で、お客様のコンテンツおよび個人

用コンテンツに対して、お客様への補償またはお客様に対するいかなる責任もなく、ア

クセス、使用、保存、および/または開示する権利を Tomofun に付与することに同意す
るものとします。  

i. 本サービスをお客様に提供すること。 
ii. 本サービスを改善し、最適化すること、またはその他の方法で本サービスを拡張
すること。 

iii. 新たなサービスを開発すること。 
iv. お客様の権利利益、または第三者、公衆、もしくはTomofunの権利利益を保護す
ること。 

v. 適用される法律または規則、法的手続き(例えば、召喚状、令状など)、または公
的もしくは政府当局による調査を遵守すること。 

vi. 本契約を実施すること。これには、本契約に対する違反の疑いについての調査が
含まれます。 

vii. 当社のサービスに対する不正行為、または当社のサービスに関連するセキュリテ
ィまたは技術的な問題を検出、防止、および軽減すること。 

9. 商標、著作権および知的財産 

Tomofunは、登録の有無にかかわらず、本サービス、その商標、著作権、企業秘密、お
よび/または特許に対するすべての所有権を保有しており、その他すべての商標および
商号は、それぞれの所有者に帰属します。本サービスは、お客様に対して、本サービス

に適用される本契約のすべての条件に従って、お客様の個人的、個人的、非商業的な使

用のためにのみ本サービスに関連して使用されるように、限定的、非独占的、譲渡不可、

サブライセンス不可の条件でライセンスされます。  

本サービス上または本サービス内のいかなる内容も、禁反言、黙示、その他を問わず、

Tomofun または第三者の知的財産権(商標権、特許権、企業秘密、版権を含む)に基づい
てお客様または承認ユーザーにその他のライセンスを付与するものと解釈されないもの

とします。パブリックドメインにある情報を除き、お客様はTomofunの商標、著作権、
専有情報または知的財産権を複製、送信、または配布することは許可されていません。

Tomofun、その関連会社、ライセンサーおよびサプライヤーは、本契約で付与されてい
ない全ての権利を留保します。  
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Tomofun は他者の知的財産権を尊重し、デジタルミレニアム著作権法 (「Digital 
Millennium Copyright Act、DMCA」)を侵害していると申し立てられたコンテンツを削除
または無効化する権利、および申し立てられた侵害者のアカウントを停止または終了す

る権利を留保します。誰かがお客様または他の人の著作権を侵害していると思われる方

は、support@furbo.comまでご連絡ください。  

10. フィードバック 

お客様は、お客様が本サービスを改善または変更する方法を含む、本サービスに関する

コメント、提案またはアイデアを提出することができます(以下、「フィードバック」
といいます。)。お客様は、お客様のフィードバックが非機密扱いで提供されたもので
あり、自発的な、無償の、非請求の、無制限のものであること、およびTomofunにはお
客様のフィードバックを受け取った結果としての受託者責任やその他の義務がないこと

に同意するものとします。お客様は、ここに、Tomofunに対し、いかなる目的および方
法においても、お客様またはその他の第三者に対して報酬または責任を負うことなく、

そのようなフィードバックを使用、複製、修正、公開、再配布、二次的著作物の作成、

またはその他の方法でフィードバックを公表する無制限かつ永続的な権利を許諾するも

のとします。Tomofunは、Tomofunで既知の、Tomofunの従業員によって開発された、
またはその他の情報源から得られた、類似または関連するフィードバックまたはアイデ

アを使用する権利を放棄するものではありません。  

11. 購入 

お客様が本サービスを通じて提供される製品またはサービスの購入(以下、「購入」と
いいます。)を希望する場合は、お客様のクレジットカード番号、クレジットカードの
有効期限、請求先住所、出荷情報など、購入に関連する特定の情報の提供を求められる

場合があります。お客様のご注文を受付または処理する前に、追加情報が必要になる場

合があります。 

お客様は、(i)お客様には、いかなる購入に関しても、あらゆるクレジットカードまたは
その他の支払方法を使用する法的権利があること、(ii)お客様から当社に提供された情
報が真実、正確かつ完全であること、を表明し、保証するものとします。 

そのような情報を提出することにより、お客様は、購入の完了またはお客様への当社サ

ービスの提供を容易にする目的で、当該情報を使用または第三者に提供する権利を当社

に付与するものとします。 

製品またはサービスの提供状況、当社からの書面による許可なしに再販目的でお客様が

製品を購入している疑いがあること、製品またはサービスの説明または価格の誤り、お

客様のご注文またはその他の理由の誤り、詐欺または不正もしくは違法な取引の疑いが

ある場合を含むがこれらに限定されない、特定の理由により、当社は、いつでもお客様

のご注文を拒否または解約する権利を留保します。さらに、当社は、拒絶または残高不
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足の手数料を徴収し、お客様が当社に提出された支払方法により当該支払を処理する権

利を留保します。お客様の料金は、お客様が最初に有料サービスの使用を選択したとき

に、前払い、後払い、またはその他の方法で支払うことができます。 

12.  サブスクリプションサービス-Furbo Dog Nanny 

お客様は、当社のサブスクリプションサービスに登録することにより、当社のサービス

の特定部分を有効にして、ビデオおよび/またはオーディオの映像や写真をクラウドス
トレージに最大 24 時間保存すること、モバイルデバイスにダウンロードすること、ま
たは特定の種類の通知を受信することが可能になります。お客様がサブスクリプション

サービスに登録しない場合、お客様は、ハードウェア製品が所在する地域のリアルタイ

ムストリームへのアクセスを提供するという限定された目的でのみ記録を行うことがで

きます。過去の記録にアクセスすることはできず、サブスクリプションサービスを遡及

的に有効にすることもできません。お客様または承認ユーザーが、サブスクリプション

サービスの結果として収集されたデータを削除した場合、そのデータは削除され、お客

様は利用できなくなります。Tomofunは、サブスクリプションサービスの一部または全
部の利用に対して追加料金を請求する場合があります。サブスクリプションサービスは、

いつでも修正、中断、終了、変更することができます。 

a. サブスクリプション.サブスクリプションサービスの説明は当社のウェブサイ
トに掲載されており、Furbo Dog Nanny やその他の当社が提供するサービスに
登録する際に利用できるサブスクリプションサービスのオプションについて

説明します。お客様のサブスクリプションサービスは、毎月、毎年、または

お客様が選択した他のサブスクリプションプラン(以下、「サブスクリプショ
ン期間」といいます。)に基づいて継続され、終了するまで自動的に更新され
ます。お客様は、サブスクリプションが解約されるまで、各サブスクリプシ

ョン期間に購入したサブスクリプション型のサービスにアクセスする権利が

与えられます。購入などの変更または休止については、当社ウェブサイト

(https://furbo.com/account)をご参照ください。Furbo Dog Nanny を使用するに
は、1 つ以上の支払方法を指定する必要があります。「支払方法」とは、随時
更新され、お客様の第三者との口座を通じた支払を含む、現在有効で受付さ

れた支払方法を意味します。次の期間の料金がお客様の支払方法に請求され

ないようにするために、更新前にサブスクリプションサービスを解約する必

要があります(下記の「解約」を参照)。   
 

b. 無料試用.お客様のサブスクリプションサービスは、無料でサブスクリプショ
ンサービスを利用するための試用期間(以下、「無料試用」といいます。)から
開始することができます。お客様のサブスクリプションサービスの無料試用

期間は 1ヶ月間、または登録時に別途指定された期間とし、新規のお客様が当
社のサブスクリプションサービスを試すことが可能になっています。  
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無料試用の利用資格は、Tomofunが独自の判断で決定します。また、無料試用
の悪用を防ぐために、利用資格または期間を制限する場合があります。当社

は、お客様が対象でないと判断した場合、無料試用を取り消し、お客様のア

カウントを保留する権利を留保します。Tomofunサブスクリプションサービス
を既に利用しているか、または最近利用した世帯の加入者は、対象外としま

す。Tomofunは、利用資格を判断するために、既存または最近のTomofunサブ
スクリプションサービスで使用されたデバイス ID、支払方法、またはアカウ
ント電子メールアドレスなどの情報を使用する場合があります。  
 
「サブスクライブ&セーブ」プランで furboを購入すると、14日間の無料サブ
スクリプションサービスが受けられます。14 日後に、その後の期間に従っ
て、支払いを自動的に請求します。 

 
c. 請求サイクル.サブスクリプションサービスは、サブスクリプションが解約さ
れるまで、サブスクリプションの支払い部分の開始に対応する暦日に、お客

様が選択したサブスクリプション期間に基づいて、お客様の支払方法に応じ

て請求されます。例えば、1 月 15 日に月間サブスクリプションを申し込んだ
場合、2月15日にサブスクリプションサービスの翌月分が再度請求されます。  
 

d. 支払方法.サブスクリプションサービスを使用するには、1つ以上の支払方法を
指定する必要があります。「アカウント」ページに移動して、支払方法を更

新することができます。更新後、お客様は、該当する支払方法の請求を継続

する権限を当社に付与するものとします。お客様は、お客様の主な支払方法

が拒否された場合、またはお客様のサブスクリプションサービスの支払いに

使用できなくなった場合に、お客様のアカウントに関連するすべての支払方

法に請求する権限を当社に付与するものとします。いかなる未回収金額につ

いても、引き続きお客様の責任となります。有効期限切れ、残高不足、また

はその他の理由により、支払いが正常に決済されず、お客様がアカウントを

解約しない場合、当社は、有効な支払方法の請求に成功するまで、お客様の

サブスクリプションサービスへのアクセスを停止する場合があります。一部

の支払方法については、発行者は、外国取引手数料または支払方法の処理に

関連するその他の手数料など、特定の手数料を請求する場合があります。詳

細については、お客様の支払方法のサービスプロバイダに確認してくださ

い。 
 

e. 解約 .解約の場合は、当社ホームページの「アカウント」のページ
(https://furbo.com/account)にアクセスし、解約方法の案内に従ってください。
お客様は、サブスクリプションサービスの自動更新をいつでも解約すること

ができ、サブスクリプション期間の終了まで引き続きサブスクリプションサ

ービスにアクセスすることができます。追加料金を回避するために、お客様

は、次のサブスクリプション期間の少なくとも 24 時間前に、サブスクリプシ
ョン型のサービスを解約する必要があります。お客様がサブスクリプション
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の自動更新を解約しない限り、サブスクリプションサービスは、当初選択さ

れたサブスクリプション期間と同じ期間の継続更新期間について、その時点

でのプロモーションを伴わない料金で自動的に延長されます。当社は、部分

的なサブスクリプション期間に対して返金または割引を提供しません。お客

様がサブスクリプションサービスを解約された場合、お客様のアカウント

は、サブスクリプション期間の現在の請求期間が終了した時点で自動的に終

了します。  
 
お客様がサブスクリプションサービスを使用して保存または保持したデー

タ、ソフトウェア、またはその他の資料をバックアップするのは、お客様の

責任です。お客様がお客様のサブスクリプションサービスを解約された場

合、お客様は当社のサブスクリプションサービスの基本的な機能を失い、お

客様のサブスクリプションサービスの終了後に削除されるデータ、ソフトウ

ェア、その他の資料は永久に失われます。Tomofunは、そのようないかなる損
害または損失についても責任を負いません。 
 

f. 価格およびサブスクリプション期間の変更.当社は、当社の単独かつ絶対的な
裁量で決定する方法および時期に応じて、当社のサブスクリプションプラン

を変更する、または当社のサービスもしくはその構成要素の価格を調整する

権利を留保します。本規約に明示的に別段の定めがある場合を除き、価格の

変更またはお客様のサブスクリプションサービスの変更は、お客様への通知

後に有効になります。 
 

g. 返金.サブスクリプションサービスに対する支払は返金不可であり、部分的に
使用された期間に対する返金または割引はありません。ただし、解約が発生

した場合でも、サブスクリプション期間が終了するまでは引き続きサブスク

リプションサービスを利用できます。お客様は、サブスクリプションサービ

スに対する支払いの日割り計算された返金を受ける資格はありません。上記

の規定にかかわらず、お客様がカナダの居住者である場合、登録日から 7日以
内にサブスクリプションサービスを解約し、全額返金を受けることができま

す。欧州経済地域または英国に居住するお客様は、第 13 条を参照してくださ
い。 

13. 法定の取消しの権利(EEAおよび英国の消費者のみ) 

お客様が欧州経済地域(EEA)または英国(UK)に居住する消費者である場合、お客様は当
社とサブスクリプションサービス契約を締結する際に以下の取消しの権利を有します。  
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取消しの権利 

お客様には、14日以内に理由を示さずに契約を取り消す権利があります。  

取消し期間は、サブスクリプション取得契約を締結した日から 14日後に失効します。 

取消しの権利を行使するためには、お客様は、明確な提示(例えば、郵便、ファックス
または電子メールにより送付された書簡)により、契約を取消すというお客様の決定を、
当社(会社名、住所、および可能な場合には電話番号、ファックス番号および電子メー
ルアドレスを記入すること)に通知しなければなりません。添付の取消し様式ひな型を
使用できますが、これは必須ではありません。  

取消し期限に間に合わせるためには、取消し期間が満了する前に、取消しの権利の行使

に関する通知書を送付することで十分です。 

取消しの効力 

お客様が契約を取り消す場合には、当社は、不当な遅滞なく、かついかなる場合にもお

客様が本契約を取り消す旨の決定を通知された日から 14 日以内に、お客様から受領し
たすべての支払いをお客様に払い戻すものとし、これには配送費用(お客様が、当社が
提供する最も安価な標準配送以外の配送タイプを選択したことに起因する追加費用を除

きます)が含まれるものとします。当社は、お客様が明示的に別段の合意をした場合を
除き、最初の取引でお客様が使用したのと同じ支払方法を使用して、そのような払い戻

しを実施します。いずれの場合も、お客様は、そのような払い戻しの結果として何ら料

金を負担することはありません。  

お客様が取消し期間中にサービスの提供を開始することを要請する場合、お客様は、契

約の全範囲と比較して、契約の取消しを当社に通知するまでに提供された金額に比例し

た金額を当社に支払うものとします。 

取消し様式ひな型 

(お客様が契約を取り消したい場合は、このフォームに必要事項を記入の上、ご返送く
ださい。) 

a. 宛先：[会社名、住所、ファックス番号、電子メールアドレスを記入するこ
と。] 

b. 私/私たち(*)は、私/私たち(*)が次の商品(*)の売買/次のサービス(*)の私/私た
ち(*)の契約を取り消すことをここに通知します。 

c. 注文日(*)/受領日(*) 
d. 消費者の氏名： 
e. 消費者の住所： 
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f. 消費者の署名(書面による届出に限る。) 
g. 日付: 

(*)該当しないものを削除してください。 

14. 返金ポリシー-ハードウェア製品 

お客様が購入されたハードウェア製品の出荷制約事項、返品、および保証に関する情報

については、Shipping, Returns & Warranty Policy を参照してください。この内容は、参
照することにより本契約に組み込まれます。  

15. サービスの中断  

当社のサービスは、セキュリティ目的、メンテナンスまたは修理、システム障害、また

はその他の同様の状況を理由として、お客様に通知することなく一時的または永続的に

停止される(以下、総称して「サービスの中断」といいます。)場合があります。お客様
は、そのようなサービスの中断に関連する返金または割戻しを受ける権利がないことを

認め、これに同意するものとします。当社は、当社のサービスに関してサービスレベル

または稼働時間を保証しません。  

16. 利用目的およびサービスの信頼性 

お客様によるTomofunサービスへのアクセスおよび使用は、時間的な制約を受けないよ
うに意図されています。Tomofunは、本サービスの使用がお客様の安全レベルを向上さ
せ、または影響を与えることを表明または保証するものではありません。当社はお客様

に信頼できるサービスを提供することを意図していますが、お客様は、本サービスの使

用が 100%信頼できることを意図したものではなく、第三者によって監視される緊急通
報システムの代替ではないことをここに認めるものとします。  

当社のサービスは、Wi-Fi 接続の不良、お客様の移動通信事業者のデータおよび利用計
画、さまざまな理由により中断または問題が発生する場合があります。お客様がそのよ

うな機能を有効にする限りにおいて、お客様が当社のサービスを通じて適時にまたは正

確な通知を受け取ることはできず、保証もしません。また、お客様のデータを当社が維

持および保存することも保証しません。お客様は、本サービス外でのビデオまたはオー

ディオの記録または写真のバックアップを保持および保存し、そのようなデータの損失

を回避する責任を単独で負うものとします。 

お客様は、本サービスの利用可能性がお客様のインターネットサービスプロバイダ

(「Internet Service Provider、ISP」)、お客様のモバイルデバイスのオペレータまたはキ
ャリア(「モバイルキャリア」)、およびお客様のコンピュータ、モバイルデバイス、屋
内配線、Wi-Fi、Bluetooth 接続、またはその他の関連機器に依存していることを認識す
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るものとします。お客様は、データおよび使用条件を含め、ISP およびモバイルキャリ
アの該当する条件および契約を確実に遵守する責任があります。  

17. システム要件 

本サービスにアクセスまたは使用するには、以下のものが必要です。  

● アカウント。 
● モバイルスマートフォンやタブレットなど、本サービスでサポートされるワイヤ
レスデバイス。 

● 自宅で機能しており、常に利用可能なWi-Fiネットワークまたはブロードバンド
インターネット接続。 

● お客様が購入する特定のサービスに付随して提供されるその他の仕様。 

お客様は、上記の要件を満たすことができない場合、本サービスが機能しない可能性が

あることを認識するものとします。 

18. インストールおよび使用 

Tomofunは、お客様が当社のサービスを購入する際に、インストール手順を提供します。
ただし、手順に正しく従っていることを確認するのは、お客様の責任です。サービスが

正しくインストールされていない場合、当社のサービスに関して技術的または性能上の

問題が発生する可能性があります。サービスが適切に機能していることを確認するため

に、インストール時は必ずサービスをテストし、その後は常にサービスをテストするよ

うにしてください。サービスの一部は、適切な機能のために、例えば、FURBO DOGカ
メラやアダプターの交換の処置などを必要とする場合があります。技術的な問題が発生

した場合は、当社の FURBO HELP CENTERを参照するか、SUPPORT@FURBO.COMま
でご連絡ください。 

19. 可用性、誤りおよび不正確さ 

当社は、本サービスにおける製品およびサービスの提供内容を常に更新しています。当

社のサービス上で利用可能な製品やサービスは、価格が間違っていたり、不正確に記述

されていたり、利用できない場合があり、また、当社は、本サービス上の情報の更新や

他のウェブサイト、アプリケーション、プラットフォーム上での当社の広告において遅

延が発生する場合があります。 

当社は、価格、製品イメージ、仕様、入手可能性、およびサービスを含むいかなる情報

の正確性または完全性も保証できず、また保証しません。当社は、事前の通知なしにい

つでも(注文書が提出された後も含め)、情報を変更または更新し、誤り、不正確さ、ま
たは欠落を訂正する権利を留保します。 
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20. ソフトウェアの自動更新 

当社は、本サービスに対する更新、パッチ、バグ修正、アップグレードまたはその他の

修正(以下、「ソフトウェア更新」といいます。)を随時開発することがあります。ソフ
トウェア更新は、当社の単独の判断で、本サービスを改善または最適化すること、また

は本サービスに変更を加えることがあります。お客様は、適用される法律または

Tomofunのプライバシーポリシーで要求されている場合を除き、お客様への通知または
追加の同意なしにソフトウェア更新を自動的にインストールできることに同意するもの

とします。お客様がそのようなソフトウェア更新を希望しない場合は、お客様は当社と

のサービスを終了することができます。 

21. 第三者のリンクおよびサービス 

当社のサービスには、Tomofunが所有または管理していない第三者のウェブサイトまた
はサービスへのリンクまたはアクセス(以下、「第三者サービス」といいます。)が含ま
れる場合があります。第三者サービスに関する記述またはリンクは、Tomofunによる第
三者サービスの保証を意味するものではありません。  

Tomofunは、いかなる第三者サービスの内容、プライバシーポリシー、または慣行に対
しても一切の管理権を有さず、責任を負いません。さらに、お客様は、そのような第三

者サービス上で、またはそのような第三者サービスを通じて利用可能なそのようなコン

テンツ、商品、またはサービスの使用または依存に関連して引き起こされた、または引

き起こされたと主張されるいかなる損害または損失についても、直接的または間接的に

Tomofunが責任または義務を負わないことを認め、これに同意するものとします。 

お客様は、追加の第三者サービスの契約条件、保証、またはその他の方針に同意するよ

う要求される場合があります。お客様との本契約またはその他のTomofun契約は、お客
様による第三者サービスへのアクセスまたは使用には適用されません。お客様がアクセ

スまたは使用するすべての第三者サービスの契約条件およびプライバシーポリシーをお

読みになることを強くお勧めします。 

22. コンテスト、キャンペーンおよびプロモーション 

本サービスを通じて提供されるコンテスト、キャンペーン、その他のプロモーション

(以下、総称して「プロモーション」といいます。)は、本契約とは別の規定に準拠する
場合があります。プロモーションに参加する場合は、該当する規則およびプライバシー

ポリシーを確認してください。プロモーションに関する規定が本契約に抵触する場合は、

プロモーションに関する規定が適用されるものとする。 
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23. セキュリティ 

Tomofunは、お客様の個人情報を保護するために、一定の技術的、管理的、および物理
的なセキュリティ措置を講じています。ただし、Tomofunのサービスはインターネット
上で提供されるものであり、お客様の個人情報が権限のない第三者によってアクセス、

使用、または開示されないことを保証するものではありません。さらに、お客様は、当

社のサービスに関するお客様の個人情報のセキュリティについても責任を負うものとし

ます。お客様は、製品ハードウェア、モバイルアプリ、またはその他のサービスに使用

するすべてのワイヤレスインターネット接続が安全であることを確認し、お客様のアカ

ウント情報を信頼できる第三者とのみ共有する必要があります。当社サービス上のお客

様の個人情報のセキュリティが侵害されたと思われる場合は、直ちに

support@furbo.comまでご連絡ください。  

24. 補償 

適用される法律で許容される最大限の範囲において、お客様は、お客様またはお客様の

承認ユーザーによる本サービスの使用に関連する、または起因するいかなる損失、損害、

費用、責任、および経費(裁判費用、法的費用、裁定額、和解額を含むがこれらに限定
されない)について、お客様による本契約に含まれる条件の違反を含め、TOMOFUN、
その役員、従業員、代理店、関連会社、供給業者、またはライセンシーを補償、防御、

および免責することに同意するものとします。上記にかかわらず、この補償は、

TOMOFUN による TOMOFUN 自身の故意、不当、または意図的な違法行為に基づく請
求には適用されません。 

25. 保証の免責 

TOMOFUNは、本サービスを「そのまま」提供するものであり、特定の目的への適合
性または商品性の保証を含む(ただしこれに限定されない)、明示または黙示を問わず、
いかなる種類の保証も行いません。また、本ウェブサイトまたはサービスを通じて譲

渡、受領、購入、その他の方法で利用可能化または取得された情報、コンテンツ、商品

またはサービスの質、データ内容、芸術的価値または合法性をいかなる方法でも保証し

ません。TOMOFUNは、本サービスが常に利用可能であること、安全であること、中
断されないこと、エラーがないこと、お客様の要件を満たすこと、欠陥、ウイルス、そ

の他の有害な構成要素がないこと、または欠陥が修正されることを表明または保証する

ものではありません。お客様が居住する管轄区域によっては、上記の除外事項の一部ま

たは全部がお客様に適用されない場合があります。  

26. 責任の制限 

本契約の保証およびその他の免責条項に加えて、適用法で最大限に許容される範囲で、

TOMOFUN、その役員、従業員、パートナー、代理人、または関連会社は、いかなる場
合においても、(A)サービスから生じる、またはサービスに関連する利益、データ、使
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用、営業権、またはその他の無形資産の損失を含むがこれらに限定されない、いかなる

間接的、偶発的、特別的、懲罰的、結果的、または懲罰的損害に対しても、かかる損害

の可能性について当社が知らされていたか、知らされるべきであったかを問わず、また、

本契約に規定された救済方法がその本質的な目的を果たさなかったことが判明した場合

でも、一切の責任を負わないものとし、(B)サービスから生じる、またはサービスに関
連する、上記(A)に従って除外または除外されていない、いかなる直接的損害、物的損
害、人身障害、人命の損失、またはその他の損害に対しても、契約、不法行為、その他

を問わず、一切の累積的責任を負わないものとします。ただし、そのような責任は、お

客様が問題のサービスについて TOMOFUNまたは認定 TOMOFUN再販業者に過去 12ヶ
月以内に実際に支払った金額 (ある場合 )を決して超えない額に限定されます。
TOMOFUN は、TOMOFUN のいかなるライセンサーおよびサプライヤーに対しても、
一切の責任を負いません。  

TOMOFUN は、コンテンツまたはプライベートコンテンツのいかなる誤りや欠落を含
むがこれらに限定されない、いかなるコンテンツまたはプライベートコンテンツから生

じる、またはこれに関連する一切の責任、または、本サービスを通じて投稿、電子メー

ル、アクセス、送信、配布、その他の方法で利用可能となったコンテンツまたはプライ

ベートコンテンツの使用または露出に関連して発生した、いかなる種類の損失または損

害も負いません。  

本条項は、契約違反、明示的または黙示的または限定的保証の違反、あらゆる種類また

は程度の過失、代位、補償または貢献、厳格な製造物責任、その他の法的責任理論に起

因する損失または損害に対して TOMOFUN が責任を負うと判断された場合でも適用さ
れます。  

重大な過失に対する責任の制限を認めない法域については、この責任の制限は、

TOMOFUN の故意、不当、意図的、無謀な違法行為または重大な過失には適用されな
いものとします。 

27. 紛争処理ならびに集団訴訟および陪審の権利の放棄  

次の規定は、アメリカ合衆国またはカナダに居住する利用者についてのみ適用されます。 

お客様は、本契約に基づいて、または本サービスやその他のコンテンツへのお客様の使

用およびアクセスを含め、本契約に関連して発生するいかなる紛争、請求、または論争

(Tomofun または Tomofun によって雇用され、従事した人によって提供されたサービス
が不必要または許可されていないか、不適切、過失、または無能力に提供されたかどう

かなどに関する請求を含むが、これらに限定されない)についても、最終的かつ排他的
に、米国仲裁協会(以下、「American Arbitration Association、AAA」といいます。)の商
事仲裁規則および調停手続き、ならびに顧客関連の紛争の補足的な手続きに基づく拘束

力のある仲裁によって解決されるものとし、訴訟や裁判所への訴えによる手続きによら

ないものとすることを理解し、これに同意するものとします。ただし、カリフォルニア
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州の法律に仲裁手続きの司法審査が規定されている場合はこの限りではありません。各

当事者は、当事者の著作権、商標、営業秘密、特許、またはその他の知的財産権の実際

の侵害または侵害の恐れを防止するために、管轄権を有する裁判所に差止命令またはそ

の他の衡平法上の救済を求める権利を留保します。AAA規則に規定された AAAの出願
料、管理料および仲裁人報酬を支払う責任は、お客様にあるものとします。  

お客様は、本契約の両当事者が、そのような紛争を陪審の前に裁判所で決定させる憲法

上の権利、または原告または集団の構成員として、集団訴訟、集団全体の仲裁、私的な

弁護士による一般的な訴訟、またはその他の訴訟に参加する憲法上の権利を放棄するこ

とを認め、これに同意するものとします。  

両当事者は、本契約の解釈、適用、法的強制力または仲裁の成立に関する紛争を解決す

る排他的権限を有するのは、連邦、州、地方の裁判所または機関ではなく、仲裁人であ

ることに合意するものとします。当該論争または請求は、両当事者が書面により別途合

意しない限り、個別に仲裁されるものとします。仲裁は、米国カリフォルニア州サンフ

ランシスコ郡において行われるものとします。  

お客様は、本契約を受諾した日から 30日以内、または Tomofunが本契約の本項に重大
な変更を加えた日から 30 日以内に、Tomofun に対して書面による通知を行うことによ
り、仲裁のために本契約を解約することができます。以下の情報を添えて、解約通知を

support@furbo.com にお送りください。(i)お客様の氏名、(ii)お客様の Tomofun アカウン
トの Eメールアドレス、(iii)お客様の郵送先住所、(iv)Tomofunとの紛争を仲裁によって
解決しないというお客様の希望の表明。お客様による仲裁からのオプトアウトの通知は、

本契約にのみ適用されます。お客様が以前にTomofunと他の仲裁契約を締結していた場
合、または将来他の同様の契約を締結した場合、お客様が本契約の仲裁条項からオプト

アウトする旨の通知を行っても、お客様とTomofunとの間の他の仲裁契約には影響しま
せん。お客様が仲裁規定を撤回することを選択した場合でも、本契約の他のすべての規

定は引き続き完全に効力を有します。 

何らかの理由で、請求が仲裁ではなく裁判所で処理された場合、各当事者は陪審裁判を

受ける権利を放棄するものとします。お客様は、カリフォルニア州サンフランシスコ郡

の州裁判所および連邦裁判所、またはカリフォルニア州サンフランシスコ市に所在する

カリフォルニア州北部地区の米国連邦地方裁判所の対人管轄権および裁判地に同意し、

そのような管轄権または裁判地に対する異議を放棄するものとします。  
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28. 一般 

a. 完全合意 

本契約は、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、Tomofunによって提
供されるサービスに関して、電子的、口頭または書面を問わず、当事者間のすべての事

前または同時の通信および提案に優先するものとします。上記にかかわらず、お客様が

本サービスを使用する場合、当社の系列会社、第三者、または提携パートナーのサービ

ス、コンテンツ、またはソフトウェアを使用またはアクセスする場合、あるいは当社の

キャンペーン、プロモーション、またはコンテストに参加する場合には、お客様は追加

の契約条件、掲載されたポリシー、ガイドライン、または規則に従うものとします。  

b. 訴訟原因の期間 

本契約に基づくいかなる請求も、訴訟原因が発生した後 1年以内に提起されなければな
らず、さもなければ、当該請求または訴訟原因は、阻却されるものとします。商品また

はサービスの別途の購入条件に基づく請求は、この制限の対象とならないものとします。 

c. 準拠法 

米国連邦法が請求または紛争に優先する場合を除き、本契約から、または本契約に関連

して生じる請求または紛争には、抵触法の規定にかかわらず、カリフォルニア州法が適

用されるものとします。強行法規で禁止されている場合を除き、本契約から生じる、ま

たは本契約に関連するいかなる訴訟も、カリフォルニア州サンフランシスコ郡上級裁判

所に専属的に提起されるものとし、お客様は本契約により、そのような請求または紛争

が上記条項に規定されたとおり仲裁されることが要求されない限り、そのような裁判所

の管轄権に同意するものとします。 

d. 見出し 

本契約の条項の表題は、お客様の便宜のためだけであり、法的または契約上の効果はあ

りません。 

e. 譲渡 

お客様は、本契約に基づく権利または義務を譲渡または委譲することはできず、そのよ

うな試みは無効になります。Tomofunは、お客様に通知することなく、本契約に基づく
すべての権利および義務の一部または全部を自由に譲渡または委譲することができるも

のとします。 
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f. 可分性および放棄 

本契約のいずれかの権利または規定を行使または強制しないことは、当該権利または規

定の放棄を構成しないものとします。本契約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所

により違法、無効または何らかの理由で強制不能と判断された場合、当該条項は本契約

から分離できるものとみなされ、残りの条項の有効性および強制可能性に影響を与えな

いものとします。   

g. 届出 

当社は、法律で要求または許可されている場合、アカウント所有者に関連する主要な E
メールアドレスへの Eメール、モバイル通知、ハードコピー、または当社のサービスへ
の通知の掲示を通じて、お客様に通知を行うことができます。Tomofunは、お客様また
はお客様のネットワークプロバイダがこのような通知に適用する自動フィルタリングに

ついて責任を負いません。   

h. 終了 

本契約は、お客様が本サービスへのアクセスまたは使用を継続する限り、または本契約

の規定に従って終了するまで、完全に有効に存続します。当社は、お客様が本契約に違

反した場合を含め、いかなる理由であれ、事前の通知または責任を負うことなく、直ち

にお客様の使用、アクセス、またはアカウントを終了または停止することができるもの

とします。  

お客様が本サービスを他の所有者に譲渡した場合、お客様の本サービスを使用する権利

は、譲渡された本サービスに関して直ちに消滅するものとします。新しい所有者は、お

客様のアカウント所有者として本サービスを使用する権利を持たないものとし、別のア

カウント所有者として登録し、本契約に同意する必要があります。  

契約が終了した場合、お客様の本サービスを利用する権利は直ちに消滅します。アカウ

ントの解約をご希望の場合は、本サービスの利用を中止するか、support@furbo.com ま
でご連絡ください。 

i. 問合せ先 

本契約についてご不明な点がございましたら、support@furbo.com までご連絡ください。 


