「そよ風ＡＩでんきゅう」サービス利用規約

制定：2021年1月22日

責めに帰すべき事由により終了した場合はこの限りではありません。

この規約は（以下「本規約」といいます）、株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ（以下「当社」とい

3．お客様は、月額利用料に消費税相当額を加算した金額を当社に支払うものとします。

います）が提供する「そよ風ＡＩでんきゅう」サービス（以下「本サービス」といいます）をご利用いただく際の条件

4．当社は法令等にて別途定める場合を除き、その理由によらず、既に支払われた利用料については一切返金いたしま

を定めたもので、本サービスを利用される方（以下「お客様」といいます） に対して適用するものとします。

せん。また、お客様が、当社が定める期限までに当社が定める利用料を支払わなかった場合、当社は、当該紛争期間中

本サービスは、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社が提供するスマートフォンアプリ「gooof things」（以下、「goo

において、当該お客様への本サービスの利用資格を停止でき、お客様は当社に対し支払期限の翌日から年 14.6 バーセ

of things アプリ」といいます）を通じて提供されるため、本サービスを利用されるお客様は、「goo of things利用規約」

ントの割合による遅延損害金を支払うものとします。

に別途同意の上ダウンロード頂く必要がございます。なお当社は、gooof things アプリの不具合等に伴う責任の一切を

第 8 条（お客様による解約）

負いかねます。https://got.goo.ne.jp/denkyu/rules.html

１．お客様は、利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法（メール及び当社への電話による通知）にて当社に通

第 1 条（定義）
本規約では、上記のほか、以下の用語を使用します。
「コンテンツ」とは、文字、記号、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報
のことをいいます。
「本コンテンツ」とは、本サービスを通じてアクセスすることができるコンテンツのことをいいます。
「提携先等」とは、当社と提携する事業者、または当社が業務を委託する事業者をいいます。
「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権等

知するものとします。
２．利用契約は、解約希望日の属する暦月の末日に解約されるものとします。ただし、解約を希望した日が毎月 20 日
から末日の期間の場合、翌月末日で解約されるものとします。
３．利用契約の解約希望日の属する月に、新たにお客様が利用契約を締結する場合、当社と当該お客様間で、新たな利
用契約が成立するものとします。
４．お客様の責めに帰すべき事由により利用契約が解約された場合、お客様は、期限の利益を喪失し、解約時点で発生
している月額利用料の支払等、当社に対して負担する一切の債務を一括して履行するものとします。

の権利を総称していいます。

第９条（不具合への対応）

「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条に規定する「個人情報」ならびに

1．当社から購入されたそよ風ＡＩでんきゅうに汚損、初期不良等の不具合（但し、製品到着時に存在していた不具合

当該個人が死亡している場合にあっても当該規定を準用した場合の「個人情報」をいいます。

に限ります。以下同じ）があった場合で、次の各号の全てを満たす場合、当社はそのそよ風ＡＩでんきゅうを交換しま

「利用者情報」とは、通信機器または接続機器（端末）の情報（機種名、製造番号等）、当社または提携先等のサービ

す。ただし、当社の判断により、交換に代えて、返金その他の対応をする場合があります。

ス利用履歴（サービス利用状況、サービス利用に付随して取得した情報、音声データ等）、端末位置情報、クッキー情

(1)そよ風ＡＩでんきゅう到着後 8 日以内（店頭購入の場合は購入日より 8 日以内）に不具合を当社へ連絡すること。

報・検索キーワード・ウェブビーコン等の当社または提携先等のウェブサイト等（広告を含みます）にアクセスした際

(2)当社が指定する住所にそのそよ風ＡＩでんきゅうを返送すること（送料は当社が負担）。

に取得される履歴情報（クリック履歴、表示履歴を含みます）を総称して、または個別の該当情報をいいます。

2．当社から購入された そよ風ＡＩでんきゅうの不具合について、その製品特有の条件（規約・約款の類を含む）にお

「サービスID」とは、当社または提携先等のサービスを利用するために設定されたIDのうち、本サービスの利用のた

いて特に定める場合を除き、当社は第1 項に定める交換等以外の対応を行いません。なお、お届けしたそよ風ＡＩでん

めの認証に用いられるものをいいます（「gooID」のことを指すことがありますが、この限りではありません）。

きゅうに不具合があった場合には、所定の手続に従い対応します。

「他社コンテンツ」とは、本サービスを通じて利用できるコンテンツのうち、当社以外の者が提供するコンテンツのこ

第１０条（免責事項）

とをいいます。

１．当社は、本サービスおよび本サービスにおいて提供するアプリケーション、本コンテンツに関して、ＡＩ判定結果

第 2 条（本サービスの内容）

の信頼性、正確性、的確性、適法性、安全性、完全性、権原および非侵害性、お客様の特定の利用目的への適合性、本

本サービスは、「gooofthings アプリ」を通じて、そよ風ＡＩでんきゅうの点灯・消灯情報およびその履歴を閲覧する

サービスが停止しないこと、動作不良がないこと、常に本サービスを利用できること、本サービスが終了しないこと、

ことができ、またこの情報に基づき当社および一般社団法人熊谷健康政策研究所が監修の上、エヌ・ティ・ティレゾナ

セキュリティに関する欠陥がないこと、エラーおよびバグ、第三者の権利侵害がないこと等、その品質および内容、提

ント株式会社が開発した独自の学習モデルを用いて、「特に異常なし」または「要注意」の２段階判定を行うことによ

供状況に関して、何ら保証しません。

り、遠隔地に住むご家族等の行動変化にみられる日常生活機能の低下に気づくことができるものとなります。

２．当社は、お客様がコンピューターウィルスまたは外部からの攻撃等を受けないことを何ら保証しません。

第 3 条 (ＳＩＭ付きＬＥＤ電球の購入）

３．当社は、本サービスを通じて送受信される情報が流出、消失または改ざんされないことを何ら保証しません。

お客様が本規約に同意の上、お客様情報及びカード情報の登録手続き完了をもって、お客様と当社間でそよ風ＡＩでん

４．当社は、本サービス提携先等の提供するサービスの品質および内容、提供状況に関して、何ら保証しません。

きゅう（ＳＩＭ付きＬＥＤ電球）の購入契約（以下「購入契約」といいます）が成立します。

第１１条（当社の賠償責任）

第 4 条（本サービスの利用開始）

当社の債務不履行または不法行為責任は、当社の故意・重過失によらない場合は免責されます。ただし、本規約に基づ

お客様が本規約に同意の上、gooofthings アプリヘのそよ風ＡＩでんきゅう登録完了をもって、本サービスの利用契約

くお客様と当社の契約が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）における「消費者契約」に該当する場合、当社の故

（以下「利用契約」といいます）が成立し、利用開始となります。

意・重過失に基づく債務不履行または不法行為の場合を除き、当社は、お客様に発生した、現実、直接かつ通常の損害

第 5 条（利用期間等）

（予見有無を問わず特別損害、逸失利益、データの破損・消失・使用機会の逸失を除きます）に限り、賠償責任を負う

本サービスの利用期間は、利用契約が成立した日から、利用契約の解約を希望した日（以下「解約希望日」といいます）

ものとします。なお、本サービスが有料の場合、本サービスに起因する損害に対する当社の賠償責任は、損害が発生し

の属する暦月の末日又は当社が本サービスの提供を終了（理由の如何を問いません）した日までとします。お客様は、

た、該当のサービス1ヶ月分相当の利用料または物品の購入金額を上限とします。

その原因を問わず、利用契約が終了した場合、利用期間終了日をもって本サービスを利用できなくなります。

第１２条（お客様の責任）

第 6 条（月額利用料）

１．本サービスの利用に関する責任

1．本サービスの利用料は、月額980 円（税別。以下「月額利用料」といいます）です。月額利用料は、お客様の本サ

お客様は、お客様ご自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為および

ービスの利用実績に拘わらず発生します。但し、利用契約成立日の属する暦月の月額利用料は無料とします。

その結果について一切の責任を負うものとします。

2．本サービスの提供条件の変更、経済事情の変動等があった場合、当社は、合理的な範囲内で利用料を変更すること

２．提携先等その他第三者のサービスの利用に関する責任

ができます。この場合、当社ウェブサイト又はメール等により、あらかじめお客様に通知するものとします。

お客様は、本サービスに提携先等の提供するサービスが含まれることを事前に了承し、提携先等その他第三者によるサ

第 7 条（月額利用料の支払）

ービスが提供されることがあることを事前に了承します。提携先等その他第三者の提供するサービスに関しては、提携

1．お客様は、月額利用料を事前に登録した口座にて振替により支払うものとします。

先等その他第三者の定める利用規約その他の条件が適用されることがあり、この場合、お客様はお客様の責任において

2．暦月の途中で利用契約が終了した場合でも、月額利用料の返金又は減額は行いません。ただし、利用契約が当社の

当該利用規約その他の条件に同意のうえ、提携先等その他第三者の提供するサービスを利用するものとします。

３．本サービス利用に必要なご利用端末・機器等の準備

２．お客様による利用停止・契約の解約

本サービスの利用に必要なご利用端末・機器の準備および通信料の負担は、お客様の責任において行うものとします。

当社が、お客様による本サービスの利用停止または本規約に基づく契約の解約の手続きをご利用条件により定めている

４．禁止行為

場合、お客様による本サービスの利用停止または本規約に基づく契約の解約は、ご利用条件の定めによるものとします。

お客様は、本サービスに関連して、以下の各号に該当する、または該当する恐れのある行為をしてはなりません。

３．当社による本サービスの終了

①

法令または公序良俗に反する行為、当社または第三者に不利益・迷惑または損害を与える行為

当社は、本サービスの提供を終了する場合、お客様に対して合理的な範囲で事前に通知するものとします。ただし、緊

②

当社または第三者の知的財産権等を侵害する行為

急の場合はこの限りではありません。なお、法令その他本規約において別途定める場合を除き、当社が本サービスの提

③

サービスIDもしくはパスワードを不正に使用・盗用、または他者になりすまして本サービスを利用する行為

供を終了するにあたり、当社はお客様その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。

④

本サービスの利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為、または本コンテンツを、本サービスが予定

第１５条（本サービスまたは契約の終了後等の取り扱い）

している利用態様を超えて利用（複製、送信、転載、改変などの行為を含みます）、本サービスからアクセス

１．情報の取り扱い

可能な第三者の情報を収集、複製、改竄し、または消去する行為

当社は、本サービスにおけるお客様に関する個人情報および利用者情報を匿名加工情報等による利用、個別の利用契約

本サービスの運営に過度な負担を与える行為・妨害する行為、コンピューターウィルス、ファイル共有ソフト

終了後の保有または自己の裁量により削除することができるものとします。また、お客様の個人情報および利用者情報

等第三者の業務を妨害し、または損害を与えるコンピューター・プログラムを提供する行為

を引き続き当社が利用もしくは保有する場合、当社は、第５条に基づき適切に取り扱うものとします。

本サービスに含まれるプログラム・アプリケーションを分解、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジ

２．システムへの反映

ニアリングする行為、またはその他の方法でソースコードを解読する行為

本サービスに関するシステムの都合上、本サービスの利用停止・終了または本規約に基づく契約が終了してから、その

その他、当社が不適当と判断する行為

手続きがシステム上反映されるまで当社所定の時間が必要な場合があり、お客様はこれを予め承諾するものとします。

⑤

⑥

⑦

５．権利義務譲渡の禁止等

３．お客様の債務

お客様は、本サービスおよび本規約に基づくお客様の権利義務を第三者に譲渡、承継、貸与または担保の用に供するこ

本サービスの終了または本規約に基づく契約の終了にあたり、お客様が当社に対して負っている債務がある場合は、お

とはできません。お客様の本サービス利用に関する権利義務は、一身専属的に帰属し、相続されないものとします。

客様は当社所定の期限に従い、当社に対してすべての債務を履行しなければなりません。

６．損害賠償

第１６条（本規約等の変更）

お客様は、本サービスの利用において、当社または提携先等に損害を与えた場合は、当該損害（弁護士費用を含みます）

１．本規約の変更

を賠償しなければなりません。また、お客様は、本サービスの利用において、第三者と紛争等を生じた場合は、お客様

当社は、当社の判断により、本規約を変更できるものとします。変更後の本規約は、本規約の改定日をもって、その効

の費用と責任において解決しなければならず、当社および提携先等を免責しなければなりません。

力を生じるものとし、お客様は本規約の変更後も本サービスを使い続けることにより、変更後の本規約に対する有効か

第１３条（本サービスの中断・停止）

つ取消不能な同意をしたものとみなされます。

1．当社は、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断また

２．本サービスに関する変更

は停止することがあります。

当社は、
本サービスの名称、
内容および仕様をお客様の承諾を得ることなく、
いつでも任意に変更できるものとします。

・地震、火災、落雷、風水害、津波、雪害、その他の天災地変、停電、電力供給の低下、不可避的な事故、法規制、行

軽微な変更を除き、当該変更にあたっては、お客様に対して、合理的な範囲で事前に通知するものとします。ただし、

政指導、行政処分、裁判所の命令、戦争、テロ、内乱、暴動、疫病、その他当社の支配を超える原因その他の不可抗力

緊急の場合はこの限りではありません。なお、当該変更にあたり、当社はいかなる責任も負わないものとします。

により、本サービスの提供を継続することが困難である場合

第１７条（事業の譲渡等）

・本サービスまたは本サービスの提供に必要な設備・機器・プログラム等の保守、工事等を実施する必要がある場合

当社は、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に承継、売却、事業譲渡、合併、会社分割その他の方法で

・本サービスまたは本サービスの提供に必要な設備・機器・プログラム等に故障、障害等が発生した場合

譲渡できるものとします。この場合、当社は、本サービスの利用の過程で取得した全ての情報（投稿コンテンツ、お客

・その他当社が本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があると判断した場合

様の個人情報および利用者情報を含みます）を譲渡先に提供できるものとします。

2．当社は、前項に基づく本サービスの全部もしくは一部の提供の中断または停止する場合、お客様に対して、合理的

第１８条（一般条項）

な範囲で事前に通知するものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。なお、法令その他本規約にお

１．お問合せ方法

いて別途定める場合を除き、当社が本サービスの提供を中断または停止するにあたり、当社はお客様その他いかなる者

お客様が当社への問い合わせを希望される場合は、下記から行うものとします。

に対しても、いかなる責任も負わないものとします。

連絡先：iot-urc@unimat-rc.co.jp

第１４条（利用停止・契約の解除・本サービスの終了等）

２．当社からの通知

１．当社による利用停止・契約の解除

当社からの通知は、当社のウェブサイトもしくはアプリケーション等への掲示、またはお客様の登録メールアドレスも

当社は、以下の各号のいずれかに該当した場合または該当する恐れがあると当社が判断した場合、お客様に通知するこ

しくは利用アカウント等に対してメッセージを送信することにより行い、ウェブサイトもしくはアプリケーション等へ

となく、お客様による本サービスの利用を停止または制限できるものとし、または、本規約に基づく契約を解除するこ

掲示した時点、またはメッセージを送信した時点で、当社からの通知がお客様へ到達したものとみなします。

とができるものとします。お客様が複数のサービスID をご利用の場合は、そのすべてのサービスID に対して利用停

３．準拠法・裁判管轄

止または制限ができるものとし、また、本規約に基づく契約を解除することができるものとします。

本規約の解釈およびお客様の本サービスのご利用にあたっては、日本法が適用されます。なお、本サービスにおいて物

①

お客様が本サービスの利用料のお支払を遅滞または本規約に違反した場合

品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することにお客様は同意す

②

お客様が当社または提携先等のサービスにおいて登録された決済手段が利用停止となっている場合、またはお

るものとします。

客様の信用不安が発生したと当社が判断した場合

本規約および本サービスに関連してお客様と当社間で発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

お客様が反社会的勢力の構成員であるもしくは構成員であったこと、またはその関係者であるもしくは関係者

管轄裁判所とします。

③

であったことが判明した場合

４．制限適用

④

お客様が連続する6ヶ月間、サービスIDでログインされない、IDの失効または死亡が判明した場合

本規約の規定が関連法令に抵触する場合、
その限りにおいて本規約は適用されないものとします。
この場合であっても、

⑤

お客様が、当社または提携先等が提供するサービスに関して、その利用を停止され、もしくは当該サービスに

その関連法令に抵触しない本規約の他の条件は有効に適用されものとします。

かかる契約を解除されたことがある場合

機器購入に関する規約

制定：2021 年 1 月 21 日

（2） 保証期間

保証期間は、保証書に記載のお買上げ日から開始し、

当社は、次に掲げる場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供する

本規約は、株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ（以下「当

商品毎にメーカーが規定した期間となります。保証書の日付が空欄の場

ことはございません。

社」といいます）より、お客様が「そよ風 AI でんきゅう」機器（以下「機

合には、当社からのお買上げ日が保証期間の開始日となります。

（1）ご本人様の同意がある場合

器」といいます）をご購入される場合に適用される諸条件を規定してい

（3）保証対象外

（2）法令に基づく場合

ます。機器のご購入にあたっては本規約が適用されますので、内容をよ

おいても、お買い上げ機器の使用または使用不能から生ずる損害（機会

（3）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、

くお読みいただいた上でご注文下さい。なお、当社は、以下のいずれか

損失の発生、事業の中断、データの損失またはその他の金銭的損害を含

ご本人様の同意を得ることが困難な場合

の要件を充足する場合には、個別にお客様と合意することなく、本規約

む）に関して、当社は、一切の責任を負わないものとします。

（4）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の

を変更できるものとします。この場合、当社は、当社のウェブサイトへ

3. 返品・交換について

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、

の掲載その他相当の方法により、予め周知するものとします。

（1）保証対象となっている機器にキズや破損等の初期不良がある場合

ご本人様の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ

（1）お客様一般の利益に適合するとき

は、機器の購入日・到着日から起算して８日以内に当社へご連絡くださ

れがある場合

（2）契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相

い。ご連絡をいただいた後、当該機器の交換についてメーカーの承認が

（5）業務を円滑に遂行するため、利用目的の達成に必要な範囲内で個人

当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

得られた場合に限り機器の交換をいたします。その場合、当社が交換の

情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

本規約の改定日をもって、お客様が改定後の規約に同意されたものとみ

際の送料を負担しますので、着払いにて初期不良のある商品をご返送下

５．個人情報取扱いの委託

なします。また、本規約のほかに、別途ご利用条件を定める場合があり

さい。その後当社より代替品を配送いたします。なお、代替品との無償

当社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するため、業務の

ます。

交換は、機器の箱および、販売時に貼付されていた全ての付属品が揃っ

一部を外部に委託しています。業務委託先に対しては、個人情報を預け

1. 本売買契約成立について

ていることを前提とします。

ることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認め

（1）お客様は、
「そよ風 AI でんきゅう申込書」（以下「申込書」といい

（2）一度お買い上げいただきました機器に関しましては、お客様都合に

られる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持

ます）に必要事項を記載して頂き、当社へ提出いただくことにより、商

よる返品または交換（特定の機器との間で生ずる不都合を理由とした返

などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な

品の注文を行うことができます。

品または交換を含みます）には一切応じられません。また、以下の場合

管理を実施させます。

当社は、お客様の注文を受付けて内容確認後、申込書のコピーをお客様

の機器の返品または交換は、一切応じられません。

６．個人情報の開示等の請求

にお渡しすることをもって、お客様および当社間において機器の売買に

① お客様の責任により、キズや破損等の不良箇所が生じた場合

関する契約（以下「本売買契約」といいます）が有効に成立するものと

品到着日から起算して８日を経過した初期不良の場合

します。

メーカーが規定する保証対象外の故障の場合

供の停止）に関して、当社お問合せ窓口に申し出ることができます。そ

なお、本売買契約成立後の、注文取消または注文内容の変更は、当社が

4. 準拠法・合意管轄裁判所について

の際、当社はお客様ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期

特に認める場合を除き、一切お受けできません。また、架空名義、偽名

本売買契約に関する準拠法は、日本法とします。また、機器に関する紛

間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、当社ホ

等、お客様本人以外の名義での注文並びに転売・再販・その他仕入れを

争について訴訟の必要が発生した場合、その訴額に応じて東京簡易裁判

ームページ掲載の「開示等の求めに応じる手続きに関する事項」をご覧

目的とした機器の注文はできません。

所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ください。

（2）当社の意思表示に表示上の錯誤、内容の錯誤または動機の錯誤があ

個人情報の取り扱いについて

７．個人情報を提供されることの任意性について

る場合、本売買契約は、無効となります。

１．事業者の名称

お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意による

（3） 関連法令の改正により消費税の税率に変更が生じた場合、消費税

株式会社ユニマット

等相当額は変更後の税率により計算するものとします。

２．管理者の氏名または職名、所属及び連絡先

切な状態で提供できない場合があります。

2. 保証等について

管理者名：個人情報保護管理責任者

８．お問合せ窓口

お買い上げ頂いた機器に対する当社の保証内容は、本条に定める内容に

所属部署：経営企画室

限ります。但し、当社の故意または重大な過失に起因して生じた損害に

３．個人情報の利用目的

受け付けております。

関する当社の責任は、法令の定めるところによります。

ご本人より書面等に記載された個人情報を直接取得する場合、お客様情

住所：東京都港区北青山 2-7-13 プラセオ青山ビル

（1） 保証対象 当社は、当社が販売する機器に関して、機器に同封の

報は、お客様のお問い合わせ・お申込みに関する回答、本サービス継続

TEL：03-6863-8236

保証書に記載されるところに従い、当該機器の製造事業者（以下「メー

に関するお知らせ等に利用いたします。

https://www.unimat-rc.co.jp/

カー」といいます）の保証範囲内で保証いたします。

４．個人情報の第三者提供

法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合に

② 商

③ 上記のほか、

リタイアメント・コミュニティ

北郷 利幸

連絡先：03-6863-8236

お客様は、当社に対してご自身の個人情報の開示等（利用目的の通知、

開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提

ものです。 ただし、必要な項目をいただけない場合、各サービス等が適

お客様の個人情報に関するお問合せにつきましては、下記当社窓口にて

FAX：03-６６９８－３６６８

以上

