
「あんしんフィルター for au(Android TM/4G LTE)」ご利用規約 

 

第１条 本規約の対象範囲 

（a） 本規約は、KDDI株式会社（以下「当社」といいます）の提供する「あんしんフィルター for au(Android TM/4G 

LTE)」サービス（以下「本サービス」といいます）の利用者（以下「利用者」といいます）における利用条件を規定

したものです。 

なお、本規約に基づき、利用者の本サービスの利用に関して当社と利用者との間に成立する合意を「本契約」

といいます。 

（b） 当社は、本規約の変更が合理的に必要となった場合、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。

この場合、本サービスの利用条件は変更後の本規約によります。なお、当社は、変更後の本規約及びその効

力発生時期を、本サービス内又は本サービスに係る当社のWEBサイトにおいて周知するものとし、変更後の本

規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

第２条 利用許諾 

(a) 利用行為の許諾 利用者は、本規約の定め及び利用の際の申し込み条件により、当社が本サービスのために提

供する「あんしんフィルター for au(Android TM/4G LTE)用ブラウザ」（以下「本ブラウザ」といいます）上で、本サー

ビスを利用することができ、また本規約に規定されたサポートを当社から受けることができます。 

(b) 利用者の範囲 本サービスの利用者には、本条第(d)項に規定された「管理者」と、au（当社が au（LTE）通信サー

ビス契約約款に定める au（LTE）通信サービス、au（5G）通信サービス契約約款に定める au（5G）通信サービス、

povo1.0通信サービス契約約款に定める povo1.0通信サービス及び povo2.0通信サービス契約約款に定める

povo2.0通信サービスをいいます）又は UQ mobile（当社が UQ mobile通信サービスⅡ契約約款に定める UQ 

mobile通信サービスⅡをいいます）携帯電話（スマートフォン、タブレット、その他 au又は UQ mobile通信サービ

スを利用できる端末を含み、以下同じとします）の本ブラウザ上で本サービスを利用する利用者（以下「端末利用

者」といいます）とが含まれます。但し、端末利用者は、未成年の者であることを要します。また、本契約で利用者

に許諾されるライセンス数はａu又は UQ mobile携帯電話１台分とし、複数のａu又は UQ mobile携帯電話上で本

サービスを利用することはできません。 

(c) 利用環境 本サービスは本ブラウザがインストールされた au又は UQ mobile携帯電話のみでお使いいただけま

す（但し Android TM OSに限ります）。また、管理者は、次の(d)に定める「審査行為」を行うために必要となるパソコ

ン及びインターネット接続環境を準備し維持してください。 

(d) 審査行為の許諾 本サービスに関する設定・管理を行う利用者（以下「管理者」といいます）は、当社が運営するイ

ンターネット上の管理者用サービスサイトにおいて、パソコンを使用して、本サービスを利用している端末利用者の

ａu又は UQ mobile携帯電話の利用ポリシー（ウェブ及びアプリケーションに関するポリシーの両者を含みます）を

設定すること、端末利用者のアクセス状況を確認すること、その他別途当社が定める設定・審査（以下「審査行為」

といいます）を行うことができます。 

(e) 利用期間 本サービスの利用期間は、端末利用者が利用許諾を受けてから法律により成年に達したものとみなさ

れるまでの期間中とします。 

(f) マニュアル 利用者は、本サービスを利用するにあたり、当社が任意の判断で提供する最新のオンラインヘルプ、

設定ガイド、その他の公表物（以下併せて「マニュアル」といいます）がある場合、それらを使用することができま

す。 

 



第３条 禁止行為 

(a) 禁止事項 利用者は次の各号に定める事項を行ってはならず、また第三者に行わせてはいけません。 

i) 本規約で許諾されている方法以外での本サービスの利用 

ii) 本サービスの提供をするための各種プログラム等に対するリバースエンジニアリング、逆アセンブル、デ

コンパイルその他ソースコードを抽出しようとする行為、及び本サービスの一部として利用の用に供され

る規制対象とされたホームページの URL（以下「URLデータベース」といいます）又はアプリケーション

の評価情報データベース（以下「アプリ評価データベース」といいます）の全体を抽出しようとする行為 

iii) 本規約で定められた場合を除き、本サービスの全部又は一部を第三者に利用させ、貸与し、再利用許

諾する行為 

iv) 当社から付与された本サービスに関する ID及びパスワードを第三者に開示し、漏えいする行為、並び

に ID及びパスワードの漏えいを防止するための適切な管理を怠ること 

(b) 本ブラウザ上での利用 利用者は、審査行為を行う場合を除き、いかなる場合であっても、本サービスを、本ブラウ

ザ上でのみ利用するものとし、本ブラウザ以外から本サービスを利用せず、また利用しようと試みないものとしま

す。 

 

第４条 知的財産権   

(a) 本サービス及び本サービス提供のためのソフトウェアプログラムの構造、組織、ソースコード、マニュアル等、並び

に本サービスに利用される URL データベース及びアプリ評価データベースに関する所有権及び著作権、特許権、

商標権、営業秘密その他の知的財産権（以下併せて「著作権等」といいます）は、すべて当社又は当社に使用許

諾を行った原権利者に留保されるものとします。 

(b) 利用者は、本契約に基づき本サービスの譲渡不能の非独占的使用権のみを取得し、本サービス及び本サービス

において利用される URLデータベース及びアプリ評価データベースに関し、所有権、著作権等その他のいかなる

権利も取得しないものとします。 

(c) 利用者は、本サービスが提供された際に表示されていた所有権、著作権等その他当社の権利を示す文言や表示

を削除してはならないものとします。 

 

第５条 料金等 

本サービスは、無料でご利用いただけます。但し、第2条（b）に定める各通信サービス等の接続料及び通信料等

は、利用者のご負担になります。 

 

第６条 損害賠償 

(a) 本サービスの利用に関して、著作権等の侵害又は営業秘密の不正利用に基づくクレームや訴訟が利用者に対し

てなされた場合、当社は、自らの選択に基づき且つその費用負担において、次のいずれかの選択を行うものとしま

す： 

i) 利用者が本サービスを利用し続ける権利を獲得する、 

ii) 同等の機能を維持したまま、本サービスの侵害部分の削除による修正又は他のサービスへの置き換え

を行う、又は 

iii) 利用者からの本契約の解約を受け入れる。 

(b) 当社は、前項に定めるクレームや訴訟の提起等が次のいずれかに起因する場合、利用者に対して一切賠償義務

を負わないものとします： 

i) 利用者が当社から提供されたマニュアルその他の指示に従って本サービスの利用を行わなかったこと



に起因する場合、 

ii) 利用者が当社から提供された本サービスを利用するために必要なブラウザやソフトウェアなどのインスト

ール、その他当社の指示に従った行為を速やかに実施しなかったことに起因する場合、又は 

iii) その他当社に故意又は過失が認められない事由に起因する場合 

 

第７条 責任の制限 

(a) 当社は、本サービス及び本ブラウザが２４時間３６５日にわたり常時利用可能であること、本サービス及び本ブラウ

ザが停止又は中断しないこと、すべての機能が発揮されること等に関して、一切の保証を行いません。 

(b) 当社は、本サービスのために用いられている URLデータベース及びアプリ評価データベースに関し、合理的に知

りうる範囲において且つ本サービスの利用期間内において、規制対象とすべきホームページの URL情報及びア

プリケーションの情報を収集し、本サービスの一部として利用者に提供するものとしますが、規制対象とすべきあら

ゆるすべての URL情報等が当該 URLデータベース及びアプリ評価データベースに含まれること、規制対象にす

べきではない URL情報等が当該 URLデータベース及びアプリ評価データベースに含まれていないこと、あらゆ

るアプリケーションについて評価が完了していること、URLデータベース及びアプリ評価データベースの評価につ

いて誤りがないこと、その他当該 URLデータベース及びアプリ評価データベースの完全性について、一切の保証

を行わないものとします。 

(c) 当社は、前項に規定された URLデータベース及びアプリ評価データベースに含まれる URL情報及びアプリケー

ション等の分類基準につき、当社自己の裁量に基づいて設定するものとし、当該基準が正確であること、有用であ

ることその他について一切の保証を行いません。さらに、いかなる意味においても、利用者が本サービス又は URL

データベース又はアプリ評価データベースを利用するにあたり、一定の速度が確保されることその他利用上の性

能について一切の保証を行いません。 

(d) 当社は、本サービス、本ブラウザ又は URLデータベース又はアプリ評価データベースが、利用者の特定の目的に

対して有用であること、及び商業的有用性を有していることに関して一切の保証を行いません。 

(e) 本条第(a)項から第(d)項の規定は、当社が本サービス、本ブラウザ及び URLデータベース及びアプリ評価データ

ベースに関して行う保証のすべてであり、本規約の他の個所において明示されているものを除き一切の保証を行

いません。 

(f) 当社は、利用者が本サービス、本ブラウザ又は URLデータベース及びアプリ評価データベースを使用したこと又

は本サービス、本ブラウザ又は URLデータベース又はアプリ評価データベースが使用できないことに起因して、

利用者に損害が生じた場合、直接かつ現実に発生した通常の損害に限って当該損害を賠償するものとします。但

し、当社の故意又は重大な過失に起因して利用者に損害が発生した場合、この限りではありません。 

 

第８条 秘密保持 

利用者は、本サービスに含まれる当社のURLデータベース及びアプリ評価データベースの内容につき、そのカテゴ

ライズ方法、構造等を含め、それを取り出そうとすることや、第三者に一切開示又は漏えいしてはならないものとしま

す。 

また、利用者は、本サービスに関して当社又は第三者から発行を受けた本サービスを利用するためのID及びパスワ

ードを利用者のためにのみ使用し、当該ID及びパスワードを厳格に管理するものとします。 

 

第９条 利用者の義務 

(a) 本サービスの利用者（管理者及び端末利用者）は、本規約を含む本契約に規定された義務を遵守するものとしま

す。 



(b) 管理者は、本規約を含む本契約に基づき利用者が負う義務を端末利用者に遵守させるものとし、端末利用者が

本規約を含む本契約の条件に違反した場合、管理者は、当該違反に関する一切の責任を負うものとします。 

 

第１０条 利用状況のチェック 

(a) 当社は、利用者が本規約に定められた本サービスの重要な利用条件に違反して本サービスを利用していると合

理的な証拠に基づき疑われる場合、利用者の当該利用状況をチェックするため、利用者にその利用状況を当社

に報告させることができるものとします。 

(b) 前項の報告がない場合、又は前項の報告が虚偽であると当社が合理的に推測する場合、当社は、利用者の不

正・違反・違法行為を停止させるために、当社の判断において、本サービスの利用の停止を行うとともに、許容され

た範囲内で法的・行政的手段を講じることができるものとします。 

 

第１１条 本サービスにおけるご利用システム情報の取扱い 

当社は、利用者の本サービスの利用に伴い当社が取得したシステム情報（以下「システム情報」といいます）を、以

下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することができるものとします。 

i) 本サービス、本ブラウザの利便性、機能等の向上 

ii) システム情報を抽出及び編集することで利用者を特定できない形式の情報に変換・作成した上で行う情報の

分析、利用及び発表、並びに分析 

iii) システム情報を利用したサービスの開発及び当該サービスの第三者への提供 

 

第１２条 個人情報の取扱い 

(a) 利用者は、本サービスを利用する場合、au又は UQ mobile携帯電話番号、au携帯電話上に設定している au ID、

au IDに紐づく情報（氏名、住所、電話番号、生年月日、性別）、本サービスの利用開始時に登録した管理者のメ

ールアドレス、au又は UQ mobile携帯電話の位置情報、au又は UQ mobile携帯電話端末からのウェブ及びアプ

リケーションの閲覧及び利用履歴を当社が取得し、利用者の管理、本サービスの提供、運営、品質向上その他当

社が他に公表するプライバシーポリシーに記載する利用目的のために利用することに同意するものとします。また、

管理者による本サービスの利用の有無及び本サービスの利用開始時に登録した管理者のメールアドレスを、当社

が管理者にとって有益と考える情報の通知、配信等のために利用することに同意するものとします。 

  KDDI株式会社プライバシーポリシー 

   https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy 

  あんしんフィルター for auプライバシーポリシー 

    https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-SafetyFilter-1.1.html 

(b) 当社は、利用者の個人情報を、利用者の同意を得ることなく、第三者に提供しないものとします。 

 

第１３条 利用期間 

本契約及びそれに基づいて許諾される本サービスの利用期間は、第２条(e)に定める期間とします。但し当該期間満

了前に本契約が解除若しくは解約された場合、又は本ブラウザがインストールされた au若しくは UQ mobile携帯電話

に係る通信契約が終了した場合（但し、各通信契約間で移行が行われる場合は除きます）、利用期間は直ちに終了す

るものとし、利用期間の終了をもって本契約の終了とします。また、利用期間が終了した場合、当社は、本サービスの提

供停止に必要となる一切の措置を実施できるものとします。 

 

第１４条 解除 



(a) 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用者に対して何らの通知催告をすることなく、本契約

を解除することができるものとします。 

i) 本規約に違反したとき（端末利用者が成人であることが判明した場合を含みます） 

ii) 不当に当社の名誉又は信用を棄損する行為を行ったとき 

 

(b) 前項に定める本契約の解除は、利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 

 

第１５条 契約終了の効果 

本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ちに終了し

ます。本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本サービスに関して当社から提供されていたマニュアルその他の秘

密情報を当社に返却するか又は当社の指示に従ってすべてを破棄したうえで、その証明を提出するものとします。な

お、本契約の終了又は解除の後においても、本規約第３条、第４条、第６条(b)、第７条、第８条、第９条、第１１条、第１２

条、第１５条及び第１７条(b), (d), (e), (f)及び(g)の規定は、なお有効に存続するものとします。 

 

第１６条 譲渡禁止 

利用者は、当社の書面による事前の同意のない限り、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させることはで

きません。また、本規約を含む本契約から生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは担保の用に供し、

又は本規約を含む本契約から生ずる義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせてはならないものとします。 

 

第１７条 その他 

(a) 海外への持ち出し 本サービス及び本ブラウザがインストールされた au又は UQ mobile携帯電話の日本国外へ

の持ち出しは、すべて利用者の自己責任でおこなってください。当社は、本サービス及び本ブラウザにつき、日本

国内において使用される場合にのみサポートをします。但し、本サービス及び本ブラウザが「外国為替及び外国貿

易法」等の法令及び外国法又は条約、国連の決議等に基づき、輸出規制の対象となった場合は、本サービス及

び本ブラウザがインストールされた au又は UQ mobile携帯電話の海外持ち出し、直接輸出又は間接輸出を行う

場合には、自己の責任において、主管大臣からの非該当証明又は輸出許可等の取得を含む適切な輸出手続を

行うなど、輸出規制法令を遵守するものとします。 

(b) 第三者ソフトウェア 本契約を締結したことにより、本サービスを利用することを除き、利用者に対して第三者ソフト

ウェアの使用許諾その他何らの許諾もなされるものではありません。 

(c) 権利非放棄 利用者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、利用者がそのあと

で当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部の規定について無効、

違法又は実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるものとし、また残りの規定について

の有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。 

(d) 通知 本契約に従ってなされる利用者からの当社に対する通知、要求、要請その他については、必ず書面（E メ

ールを含む。以下同じ。）で行うものとし、その書面が当社に受領されたときに正式に当該通知等が行われたもの

と看做されるものとします。 

(e) 準拠法・紛争解決 本契約の準拠法は、日本法とします。また本契約に関する裁判管轄権は、東京地方裁判所を

専属的合意管轄裁判所とします。 

(f) 見出し 本規約に記載された条文見出しは、単に当事者の便宜のためになされたものであり、本規約の内容、適

用範囲その他についていかなる意味においても定義したり、制限したり、補充したりするものではなく、当該見出し

には何らの法的効果も与えられないことに同意します。 



(g) 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業、ハッカーからの

アタックその他当社の責に帰さない不可抗力により本規約の定めを含む本契約上の当社の義務の全部又は一部

の履行が不可能になった場合、当社は、利用者に対し債務不履行、履行遅滞その他一切の責めを負わないもの

とします。但し、当社は、当該事由により履行が遅滞する場合又はその恐れがある場合、遅滞なく利用者にその旨

を通知するか又は公表するものとします。 

(h) 完全合意 本規約及び利用者の本サービス申込書を含む本契約は、本サービスの利用に関する利用者と当社間

のすべての合意を規定するものであり、書面又は口頭による従前の一切の了解、意図の表明、了解、覚書に優先

し、それらに取って代わるものです。 

(i) 協議 利用者及び当社は、本契約に定めのない事項又は本契約に関する解釈上の疑義につき、真摯に協議のう

え解決するものとします。 

 

 

 

 



あんしんフィルター for au(Android TM/4G LTE)用ブラウザご利用規約 

 

第１条 本規約の対象範囲 

(a) このご利用規約（以下「本規約」といいます。）は、ＫＤＤＩ株式会社（以下「当社」といいます。）の「あんしんフィルタ

ー for au(Android ＴＭ/4G LTE)」サービス（以下「本サービス」といいます。）の利用のために当社が提供する本サ

ービス用ブラウザ（以下「本ブラウザ」といいます。）を、利用者（以下「利用者」といいます。）が利用することに関す

る条件を規定したものです。 

なお、本規約に基づき、利用者の本ブラウザの利用に関して当社と利用者との間に成立する合意を「本契約」とい

います。 

(b) 当社は、本規約の変更が合理的に必要となった場合、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。こ

の場合、本ブラウザの利用条件は変更後の本規約によります。なお、当社は、変更後の本規約及びその効力発生

時期を、本サービス内又は所定のWebサイトにおいて周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期

が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

第２条 利用許諾利用行為の許諾  

(a) 利用者は、本規約の定め及び利用者が申し込む際の条件並びに当社が適宜定めるその他の条件に従い、さら

に、当社が別途提供する「あんしんフィルター for au(Android TM/4G LTE)」ご利用規約に定められた本サービスの

利用者のみ、本ブラウザを利用することができ、また、本規約に規定されたサポートを当社から受けることができま

す。 

(b) マニュアル 利用者は、本ブラウザを利用するにあたり、当社が任意の判断で提供する最新のオンラインヘルプ、

設定ガイド、その他の公表物（以下併せて「マニュアル」といいます。）がある場合、それらを使用することができま

す。 

 

第３条 禁止行為 

(a) 禁止事項 利用者は次の各号に定める事項を行ってはならず、また第三者に行わせてはいけません。 

i) 本規約で許諾されている方法以外での本ブラウザの利用 

ii) 本ブラウザに関する各種プログラム等に対するリバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル

その他ソースコードを抽出しようとする行為 

iii) 本規約で定められた場合を除き、本ブラウザの全部又は一部を第三者に利用させ、貸与し、再利用許

諾する行為 

iv) 当社から付与された本ブラウザに関する ID及びパスワードがある場合、当該 ID及びパスワードを第三

者に開示し、漏えいしたりする行為、並びに当該 ID及びパスワードの漏えいを防止するための適切な

管理を怠ること 

(b) 本ブラウザの利用目的 利用者は、いかなる場合であっても、本ブラウザを、本サービスの利用のためにのみ利用

することができるものとし、本サービス以外のサービス、ソフトウェア、プログラム等を本ブラウザ上で利用してはなら

ず、また利用しようと試みないものとします。 

 

第４条 知的財産権   

(a) 本ブラウザ及び本ブラウザ提供のためのソフトウェアプログラム等の構造、組織、ソースコード、マニュアル等に関

する所有権及び著作権、特許権、商標権、営業秘密その他の知的財産権（以下併せて「著作権等」といいます。）



は、すべて当社又は当社に使用許諾を行った原権利者に留保されるものとします。 

(b) 利用者は、本契約に基づき本ブラウザの譲渡不能の非独占的使用権のみを取得し、本ブラウザ及び本ブラウザ

提供のためのソフトウェアプログラム等に関し、所有権、著作権等その他のいかなる権利も取得しないものとします。 

(c) 利用者は、本ブラウザが提供された際に表示されていた所有権、著作権等その他当社又は原権利者の権利を示

す文言や表示を削除してはならないものとします。 

 

第５条 利用料金 

本ブラウザは、無料でご利用いただけます。但し、「あんしんフィルター for au(Android TM/4G LTE)」ご利用規約第2

条（b）に定める各通信サービス等の接続料及び通信料等は、利用者のご負担となります。 

 

第６条 損害賠償 

(a) 本ブラウザの利用に関して、著作権等の侵害又は営業秘密の不正利用に基づくクレームや訴訟が利用者に対し

てなされた場合、当社は、自らの選択に基づき且つその費用負担において、次のいずれかの選択を行うものとしま

す： 

i) 利用者が本ブラウザを利用し続ける権利を獲得する、 

ii) 同等の機能を維持したまま、本ブラウザの侵害部分の削除による修正又は他のサービスへの置き換え

を行う、又は 

iii) 利用者からの本契約の解約を受け入れるものとします。 

(b) 当社は、前項に定めるクレームや訴訟の提起等が次のいずれかに起因する場合、利用者に対して一切賠償義務

を負わないものとします： 

i) 利用者が当社から提供されたマニュアルその他の指示に従って本ブラウザの利用を行わなかったこと

に起因する場合、 

ii) 利用者が当社から提供された本サービスを利用するために必要なソフトウェアなどのインストール、その

他当社の指示に従った行為を速やかに実施しなかったことに起因する場合、又は 

iii) その他当社に故意又は過失が認められない事由に起因する場合 

 

第７条 責任の制限 

(a) 当社は、本サービス及び本ブラウザが２４時間３６５日にわたり常時利用可能であること、本サービス及び本ブラウ

ザが停止又は中断しないこと、すべての機能が発揮されること等に関して、一切の保証を行いません。 

(b) 当社は、いかなる意味においても、利用者が本ブラウザ又は本サービスを利用するにあたり、一定の速度が確保さ

れることその他利用上の性能について一切の保証を行いません。 

(c) 当社は、本サービス又は本ブラウザが、利用者の特定の目的に対して有用であること、及び商業的有用性を有し

ていることに関して一切の保証を行いません。 

(d) 本条第(a)項から第(c)項の規定は、当社が本ブラウザ及び本サービスに関して行う保証のすべてであり、本規約の

他の個所において明示されているものを除き一切の保証を行いません。 

(e) 当社は、利用者が本ブラウザ及び本サービスを使用したこと又は本ブラウザ及び本サービスが使用できないことに

起因して、利用者に損害が生じた場合、直接かつ現実に発生した通常の損害に限って当該損害を賠償するもの

とします。但し、当社の故意又は重大な過失に起因して利用者に損害が発生した場合、この限りではありません。 

 

第８条 秘密保持 

利用者は、本ブラウザに関して当社又は第三者から発行を受けた本ブラウザを利用するためのID及びパスワードを



利用者のためにのみ使用し、当該ID及びパスワードを厳格に管理するものとします。 

 

第９条 利用者の義務 

本ブラウザの利用者は、本規約を含む本契約に規定された義務を遵守するものとします。 

 

第１０条 利用状況のチェック 

(a) 当社は、利用者が本規約に定められた本ブラウザの重要な利用条件に違反して本ブラウザを利用していると合理

的な証拠に基づき疑われる場合、利用者の当該利用状況をチェックするため、利用者にその利用状況を当社に

報告させることができるものとします。 

(b) 前項の報告がない場合、又は前項の報告が虚偽であると当社が合理的に推測する場合、当社は、利用者の不

正・違反・違法行為を停止させるために、当社の判断において、本ブラウザの利用の停止を行うとともに、許容され

た範囲内で法的・行政的手段を講じることができるものとします。 

 

第１１条 本ブラウザにおけるご利用システム情報の取扱い 

当社は、利用者の本ブラウザの利用に伴い当社が取得したシステム情報（以下「システム情報」といいます。）を、以

下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することができるものとします。 

i) 本サービス、本ブラウザの利便性、機能等の向上 

ii) システム情報を抽出及び編集することで利用者を特定できない形式の情報に変換・作成した上で行う情報

の分析、利用及び発表、並びに分析 

iii) システム情報を利用したサービスの開発及び当該サービスの第三者への提供 

 

第１２条 利用期間 

本契約及びそれに基づいて許諾される本ブラウザの利用期間は、第２条(a)に定める当社が別途提供する「あんしんフ

ィルター for au(Android  TM/4G LTE)」ご利用規約に定められた本サービスの利用期間とします。但し、本ブラウザがイ

ンストールされたau又はUQ mobile携帯電話に係る通信契約が終了したとき（但し、各通信契約間で移行が行われる場

合は除きます）に利用期間は直ちに終了するものとし、利用期間の終了をもって本契約の終了とします。また、利用期

間が終了した場合、当社は、本サービスの提供停止に必要となる一切の措置を実施できるものとします。 

 

第１３条 解除 

(a) 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用者に対して何らの通知催告をすることなく、本契約

を解除することができるものとします。 

i) 本規約に違反したとき（端末利用者が成人であることが判明した場合を含みます） 

ii) 不当に当社の名誉又は信用を棄損する行為を行ったとき 

(b) 前項に定める本契約の解除は、利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 

 

第１４条 契約終了の効果 

本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ちに終

了します。本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本ブラウザに関して当社から提供されていたマニュアルその

他の秘密情報を当社に返却するか又は当社の指示に従ってすべてを破棄したうえで、その証明を提出するものとし

ます。なお、本契約の終了又は解除の後においても、本規約第３条、第４条、第６条(b)、第７条、第８条、第９条、第

１１条、第１４条、及び第１６条(b), (d), (e), (f)及び(g)の規定は、なお有効に存続するものとします。 



 

第１５条 譲渡禁止 

利用者は、当社の書面による事前の同意のない限り、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させることはで

きません。また、本規約を含む本契約から生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは担保の用に供し、

又は本規約を含む本契約から生ずる義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせてはならないものとします。 

 

第１６条 その他 

(a) 海外への持ち出し 本サービス及び本ブラウザがインストールされた au又は UQ mobile携帯電話の日本国外へ

の持ち出しは、すべて利用者の自己責任でおこなってください。当社は、本サービス及び本ブラウザにつき、日本

国内において使用される場合にのみサポートをします。但し、本サービス及び本ブラウザが「外国為替及び外国貿

易法」等の法令及び外国法又は条約、国連の決議等に基づき、輸出規制の対象となった場合は、本サービス及

び本ブラウザがインストールされた au又は UQ mobile携帯電話の海外持ち出し、直接輸出又は間接輸出を行う

場合には、自己の責任において、主管大臣からの非該当証明又は輸出許可等の取得を含む適切な輸出手続を

行うなど、輸出規制法令を遵守するものとします。 

(b) 第三者ソフトウェア：本契約を締結したことにより、本サービスを利用することを除き、利用者に対して第三者ソフト

ウェアの使用許諾その他何らの許諾もなされるものではありません。 

(c) 権利非放棄：利用者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、利用者がそのあと

で当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部の規定について無効、

違法又は実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるものとし、また残りの規定について

の有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。 

(d) 通知：本契約に従ってなされる利用者からの当社に対する通知、要求、要請その他については、必ず書面（E メー

ルを含む。以下同じ。）で行うものとし、その書面が当社に受領されたときに正式に当該通知等が行われたものと

看做されるものとします。 

(e) 準拠法・紛争解決：本契約の準拠法は、日本法とします。また本契約に関する裁判管轄権は、東京地方裁判所を

専属的合意管轄裁判所とします。 

(f) 見出し：本規約に記載された条文見出しは、単に当事者の便宜のためになされたものであり、本規約の内容、適

用範囲その他についていかなる意味においても定義したり、制限したり、補充したりするものではなく、当該見出し

には何らの法的効果も与えられないことに同意します。 

(g) 不可抗力：天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業、ハッカーからのア

タックその他当社の責に帰さない不可抗力により本規約の定めを含む本契約上の当社の義務の全部又は一部の

履行が不可能になった場合、当社は、利用者に対し債務不履行、履行遅滞その他一切の責めを負わないものと

します。但し、当社は、当該事由により履行が遅滞する場合又はその恐れがある場合、遅滞なく利用者にその旨を

通知するか又は公表するものとします。 

(h) 完全合意：本規約及び利用者の本ブラウザ申込書を含む本契約は、本ブラウザの利用に関する利用者と当社間

のすべての合意を規定するものであり、書面又は口頭による従前の一切の了解、意図の表明、了解、覚書に優先

し、それらに取って代わるものです。 

(i) 協議：利用者及び当社は、本契約に定めのない事項又は本契約に関する解釈上の疑義につき、真摯に協議のう

え解決するものとします。 


