
クラウド録画サービス利⽤規約 

第 1 条 （総則） 

KDDI 株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社が別途定める「au HOME サービス利⽤規約」⼜は「with 

HOME サービス利⽤規約」（以下併せて「au HOME サービス等利⽤規約」といいます。）に基づき当社が提供する

「au HOME」サービス及び「with HOME」サービスと称するサービスに附帯するサービスとして、[クラウド録画サービス]利

⽤規約（以下「本利⽤規約」といいます。）に従い、[クラウド録画サービス」（以下「本サービス」といいます。）を提

供します。 

第 2 条 （定義） 

本利⽤規約において⽤いる⽤語の意義は、以下の各号に定めるとおりとします。 

(1) 「利⽤者」とは、第 3 条の定めに従い、当社との間で本サービス利⽤契約を締結したお客様をいいます。 

(2) 「被共有者」とは、第 6 条の定めに従い共有設定を受けたお客様をいいます。 

(3) 「利⽤者等」とは、利⽤者及び被共有者を総称していいます。 

(4) 「au HOME サービス等」とは、「au HOME サービス利⽤規約」に定める「au HOME サービス」⼜は「with 

HOME サービス利⽤規約」に定める「with HOME サービス」をいいます。 

(5) 「au HOME サービス等利⽤規約」とは、頭書に定める意味を有するものをいいます。 

(6) 「au HOME サービス等利⽤契約」とは、「au HOME サービス利⽤規約」⼜は「with HOME サービス利⽤規約」

に基づいて成⽴した、au HOME サービス等の利⽤に関する契約をいいます。 

(7) 「本アプリ等」とは、「au HOME サービス利⽤規約」に定める「au HOME アプリ」⼜は「with HOME サービス利

⽤規約」に定める「with HOME アプリ」をいいます。 

(8) 「本アプリ利⽤規約等」とは、「au HOME アプリ利⽤規約」⼜は「with HOME アプリ利⽤規約」をいいます。 

(9) 「本サービス利⽤契約」とは、利⽤者と当社との間で締結される本サービスの利⽤にかかる契約をいいます。 

(10) 「本料⾦」とは、本サービスの⽉額利⽤料⾦をいい、その⾦額は本利⽤規約に定めるとおりとします。なお、本利⽤

規約に別段の定めのない限り、利⽤者は、利⽤者等が実際に本サービスを利⽤しなかった⽉についても本料⾦の⽀

払義務を負うものとします。 

第 3 条 （本サービス利⽤契約） 

1. 本サービスのご利⽤にあたっては、利⽤者による本サービスの申込み及び本利⽤規約への同意が必要です。また、本

サービスの申込みができる利⽤者は、au HOME サービス等利⽤契約を締結し、au HOME アプリ利⽤規約等に同

意いただいている利⽤者に限られるものとします。利⽤者が本利⽤規約に同意した時点で、当該利⽤者と当社と

の間で締結済みの au HOME サービス等利⽤契約に附帯して、本サービス利⽤契約が成⽴するものとします。 

2. 本サービス利⽤契約にあたっては、当社が指定するネットワークカメラ（以下「本カメラ」といいます。）が必要となり

ます。本カメラは利⽤者のご負担において、当社の別途定める⼿続に従ってご購⼊いただく必要があります。利⽤者

は、本カメラが複数ある場合は、それぞれについて本サービス利⽤契約の締結の⼿続を⾏っていただく必要があり、

本カメラ 1 台につき、１つの本サービス利⽤契約が成⽴するものとします。 

3. 利⽤者等は、本アプリ等を通じて、本サービスをご利⽤いただけます。但し、被共有者は、本サービス⼜は本サービス

の⼀部の機能の利⽤が制限される場合があります。 



4. 本サービス利⽤契約の附帯する au HOME サービス等利⽤契約⼜は本アプリ利⽤規約等に基づく契約が理由を

問わず終了した場合、その時点において、本サー 

ビス利⽤契約も終了するものとします。 

第 4 条 （適⽤） 

1. 利⽤者等は、本サービスを利⽤するに際し、本利⽤規約を遵守するものとします。被共有者が本利⽤規約に違反

した場合は、当該被共有者の共有設定を⾏った利⽤者等が当該違反について本利⽤規約に基づく責任を連帯し

て負うものとします。 

2. 当社は、本サービスの運営業務の全部⼜は⼀部を当社が指定する業務委託先に委託することが出来ます。 

3. 当社は、⺠法の定めに従い、本利⽤規約を変更することができるものとします。この場合、本サービスの提供条件

は、変更後の本利⽤規約によるものとします。なお、当社は、変更後の本利⽤規約及びその効⼒発⽣時期を本ア

プリ等⼜は au HOME サービス等を紹介する所定の Web サイト内（以下「本サイト」とい 

います。）に掲載することで周知するものとし、変更後の本利⽤規約は、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 5 条 （個別規約） 

1. 本サービスの利⽤に際しては、本利⽤規約のほかに当社が定める各種の規約、注意事項、ガイドライン等（第 11

条に基づき当社が利⽤者等に対し⾏う通知を含み、以下、併せて「個別規約」といいます。）が適⽤されます。 

2. 個別規約は名称の如何にかかわらず本利⽤規約の⼀部を構成します。本利⽤規約の規定と個別規約の規定と

が異なる場合には、個別規約の規定が優先して適 

⽤されるものとします。 

第 6 条 （共有設定） 

1. 利⽤者は、当社所定の⼿続により、本サービスの共有を⾏うことができます。利⽤者は、共有にあたり、au HOME 

サービス等利⽤規約、本アプリ利⽤規約等及び本利⽤を遵守するものとします。なお、利⽤者が共有設定をするこ

とができる被共有者の⼈数は、1 つの本サービス利⽤契約あたり 9⼈までとします。 

2. 共有を⾏うことができる被共有者は、当社所定の⼿続に従い、本利⽤規約、au HOME サービス等利⽤規約、本

アプリ利⽤規約等及び「ユーザー招待サービス利⽤規約」に同意のうえ、利⽤者から本アプリ等における利⽤招待を

受けている被共有者に限るものとします。 

3. 利⽤者は、当社所定の⼿続によりいつでも共有設定を解除することができます。共有設定が解除された場合、被

共有者は、利⽤者から新たに共有設定を受けた場合を除き、本サービスの利⽤が停⽌されることを異議なく承諾

し、利⽤者による共有設定及びその解除について当社に対し何らの異議、苦情⼜は請求等 

を⾏わないものとします。 

第 7 条 （本サービスの内容） 

1. 利⽤者等は、本サービスの内容として、以下に定める事項を⾏うことができます。 

(1) 利⽤者等は、当社所定の⼿続によって利⽤登録を⾏った本カメラで撮影した動画データ（以下「動画データ」と

いいます。）を、当社のクラウドストレージ（以下「本クラウドストレージ」といいます。）上にアップロード、保存する

ことができます。 



(2) 利⽤者等は、アップロードした動画データを、以下の(a)(b)のいずれかの条件を満たすまで本クラウドストレージ上

で保持することができます。(a)(b)いずれかの条件を満たした場合、その時点において、(a)(b)両⽅の条件を満た

さなくなるまで、本クラウドストレージ上の動画データはアップロードされた 

⽇付が古いものから順に削除されるものとします。 

(a) 本クラウドストレージ上に保存された動画データのうち、アップロードされた時点から 7⽇間を経過した動画データ

が存在すること  

(b) 利⽤者等がアップロードした動画データの容量の合計が 10GB を超えること 

(3) 利⽤者等は、本アプリ等を利⽤して、本クラウドストレージ上にアップロードした動画データを、閲覧、検索及びダ

ウンロードすることができます。 

2. 本サービス利⽤契約が理由を問わず終了した場合、利⽤者等は直ちに本サービスを利⽤できなくなるものとします。 

第 8 条 （利⽤料⾦） 

1. 利⽤者は、本サービス利⽤契約成⽴後から 30⽇間（以下「無料期間」といいます。）は、無料で本サービスを利

⽤できるものとします。利⽤者が本サービスを継続して利⽤することを希望する場合は、無料期間経過までに当社が

別途定めるところに従い、新たに申込を⾏うことを要するものとします。無料期間経過までに利⽤者による申込がな

い場合、本サービス利⽤契約は、無料期間が経過した時点で⾃動的に終了するものとします。 

2. 前項にかかわらず、本サービスに利⽤登録を⾏った本カメラについては、再度本サービスに利⽤登録を⾏ったとしても、

当該契約について無料期間は⽣じないものとします。 

3. 本料⾦は⽉額 550 円(税込)とします。本料⾦の⽀払⽅法は、当社の「au かんたん決済」サービスのみに限定され

るものとします。 

4. 本料⾦は、第 1 項に基づく新たな申込みを当社が承諾した⽇(以下「課⾦開始⽇」といいます。)の属する⽉以降

の各暦⽉について⽣じるものとします。課⾦開始⽇が暦⽉の途中である場合、当該⽉の本料⾦は、課⾦開始⽇か

ら当該⽉の末⽇までの暦⽇数に応じて⽇割り計算（税抜価格について⾏い、1 円以下の端数は切り捨て）する

ものとします。 

5. 課⾦開始⽇の属する⽉の本料⾦は、当該課⾦開始⽇に課⾦されます。課⾦開始⽇の属する⽉の翌⽉以降は、

毎暦⽉の１⽇午前 0 時を経過した時点で、当該⽉分の利⽤料が課⾦されます。 

6. 当社は、本サービス利⽤契約の終了⽇が暦⽉の中途であっても、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、本

料⾦の減額、返⾦を⾏わないものとします。 

7. 本料⾦の⽀払⽅法として「au かんたん決済」のうち通信料⾦合算払いが設定されている場合であって、当該合算

する通信料⾦に係る au 通信サービス契約が理由を問わず終了したときは、当該終了⽇の属する暦⽉末⽇をもっ

て、本サービス利⽤契約は終了するものとします。但し、本サービス利⽤契約の附帯する au HOME サービス利⽤契

約が当該 au 通信サービス契約に附帯している場合は、当該 au 通信サービス契約の終了⽇をもって本サービス利

⽤契約も終了するものとします。 

第 9 条 （利⽤者による解約） 

1. 利⽤者は、当社所定の⽅法により解約の申出を⾏うことにより、本サービス利⽤契約を解約できるものとします。 

2. 利⽤者は、「au かんたん決済」サービスの Web サイト上から解約⼿続を⾏うものとします。「au かんたん決済」サービ

スの Web サイト上で解約⼿続が完了し 



た⽇の属する暦⽉末⽇をもって、本サービス利⽤契約は終了するものとします。 

第 10 条 （当社による解除） 

利⽤者等に以下の各号のいずれかに定める事由が⽣じた場合、当社は、通知催告等何らの⼿続を要することなく本

サービス利⽤契約を解除することができるも 

のとします。 

(1) 本利⽤規約の各条項の⼀に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が

是正されなかったとき。 

(2) 「au かんたん決済」のうち通信料⾦合算払いが設定されている場合であって、当該合算する通信料に係る本料

⾦の⽀払⽅法として「au かんたん決済」の通信料⾦合算払いが設定されている場合の当該通信料⾦に係る

au 通信サービス契約が理由を問わず終了したとき。 

(3) 本サービス利⽤契約の附帯する au HOME サービス等利⽤契約⼜は当該 au HOME サービス等利⽤契約の附

帯する au 通信サービス契約若しくは FTTH サービス契約が理由を問わず終了したとき。 

(4) 差押え、仮差押え⼜は仮処分の申し⽴てを受けたとき。 

(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清

算開始その他これに準ずる申し⽴てを受け、若しくは⾃らこれらの申し⽴てをしたとき。 

(6) 合併によらず解散の決議をしたとき。 

(7) ⾃ら振出し、若しくは引受けた⼿形、⼜は⾃ら振出した⼩切⼿について不渡り処分を受けたとき、⼜は⽀払停

⽌に陥ったとき。 

(8) 本料⾦その他の⾦銭債務について、⽀払期限を経過してもなお⽀払わないとき。 

(9) 第 17 条に基づく表明⼜は確約に反する事実が判明したとき。 

(10) その他利⽤者等の資産、信⽤、⽀払能⼒等に重⼤な変更を⽣じたと当社が認めたとき。 

第 11 条 （利⽤中⽌） 

1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を⼀時的に中⽌することがあります。 

(1) 本サービスを提供するために使⽤するネットワーク、システム、⼜は設備について保守⼜は⼯事を⾏う必要がある

とき。 

(2) ⾃然災害、テロ⾏為、停電その他の不可抗⼒が⽣じたとき。 

(3) ネットワーク障害など、本サービスの提供を不能⼜は著しく困難にする事由が⽣じたとき。 

(4) その他当社が合理的な理由により、本サービスの提供を中⽌する必要があると判断したとき。 

2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌する場合は、本アプリ等⼜は本サイトに掲載する等の⽅法によ

り、事前にその旨の周知を⾏います。但 

し、緊急を要する場合⼜はやむを得ない場合は事後速やかに周知を⾏います。 

第 12 条 （利⽤停⽌） 

当社は、次の場合には、本サービスの利⽤を停⽌することがあります。 

(1) 利⽤者等が本利⽤規約に違反した利⽤者等であると当社が合理的に判断したとき。 

(2) 利⽤者等が本料⾦その他の本利⽤規約等に基づく⾦銭債務を、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。 



第 13 条 （本サービスの変更及び提供終了） 

1. 当社は、本サービスの品質の維持・向上等を⽬的に、利⽤者等に事前に通知することなく、本サービスの⼀部の追

加・変更を⾏うことがあります。但し、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持さ

れることを保証するものではありません。 

2. 当社は、本サービスの継続的提供を約束するものではなく、本アプリ等⼜は本サイトに掲載する等の⽅法による事

前の周知を⾏うことにより、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を終了することがあります。ただし、緊急を要する場合

⼜はやむをえない事由による場合は、事後速やかに本アプリ等⼜は本サイトに掲 

載する等の⽅法により周知を⾏うことを条件に、事前の周知なく、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を終了できる

ものとします。 

第 14 条 （禁⽌⾏為） 

1. 利⽤者等は、以下のいずれかに該当し、⼜はその虞のあるデータを保存、アップロード、バックアップ等するために、本

サービスを利⽤してはならないものとします。 

(1) ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を含むデータ 

(2) 猥褻、児童ポルノ⼜は児童虐待にあたるような、⾐服の全部⼜は⼀部を着けない姿態を撮影･描画したデー

タ 

(3) ファイル形式を偽ったデータ(拡張⼦を偽ったものを含みます） 

(4) 法令⼜は公序良俗に違反するデータ 

(5) 肖像権、プライバシー権及びパブリシティー権をはじめとする第三者の権利を侵害するデータ 

(6) 第三者を差別若しくは誹謗中傷し、⼜は当社若しくは第三者の名誉、信⽤を毀損するデータ若しくは第三者

に不快感を与えるデータ 

(7) その他当社が指定するデータ 

2. 利⽤者等は、本サービスの利⽤にあたり、以下の各号に該当する⾏為⼜はその虞がある⾏為を⾏わないものとしま

す。 

(1) 本サービス若しくは本クラウドストレージを提供する設備⼜は当該設備に接続されているサーバ若しくはネットワー

クその他本サービスを構成するソフトウェア若しくはハードウェアを阻害⼜は妨害するいかなる⾏為 

(2) 法令若しくは公序良俗に違反する⾏為 

(3) 犯罪的⾏為を予告、関与、助⻑する等、社会的に有害である⾏為 

(4) 虚偽若しくは事実誤認を⽣じさせる⾏為 

(5) 他⼈(他のユーザーを含みます。)の名前その他の情報を不正利⽤する⾏為 

(6) ⻘少年の性的感情を著しく刺激する等、その健全な育成を阻害する⾏為 

(7) 第三者の財産、名誉、プライバシー等個⼈の権利を侵害する⾏為 

(8) 営業活動、営利を⽬的とした⾏為(ただし、当社が許可したものは除きます。) 

(9) 政治活動、宗教活動を⽬的とした⾏為 

(10) 当社が定める⽅法以外の⽅法で本サービスの全部若しくは⼀部を利⽤する⾏為 



(11) 通常利⽤の範囲を超えて当社の設備に負担をかける⾏為、⼜はそれを助⻑するような⾏為、その他当社によ

る本サービスの運営・提供若しくは他社による本サービスの利⽤を妨害し、⼜はそれらに⽀障をきたす⾏為 

(12) 当社の社会的信⽤、名誉を失墜させる⾏為 

(13) 当社の知的財産権(著作権、意匠権、実⽤新案権、商標権、特許権、ノウハウ、企業秘密等が含まれます

が、これに限定されないものとし、以下同様とします。)⼜は第三者の知的所有権を侵害する⾏為 

(14) 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他ソースコー

ドを⼊⼿しようとする⾏為、 

⼜はこれらの⽬的で本サービスを利⽤する⾏為 

(15) 他の利⽤者等の本サービスの利⽤を妨害する⾏為 

(16) 他の利⽤者等のデータを閲覧、変更、改竄する⾏為 

(17) 本サービスの提供を妨害する⾏為 

(18) 他の利⽤者等の ID 等を利⽤して本サービスを利⽤する⾏為 

(19) 本利⽤規約その他当社の規約に違反する⾏為 

(20) その他、当社が、合理的な理由に基づき不適切と判断する⾏為 

第 15 条 （知的財産権） 

1. 利⽤者等は、本サービスに係る知的財産権その他の⼀切の権利が、当社⼜は当社に対して使⽤許諾をしている第

三者に帰属することをあらかじめ同意するものとします。 

2. 利⽤者等は、動画データについて、当社に対して、本サービスの提供に必要な範囲で、全世界において無償で⾮独

占的に使⽤する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限りま

せん。)を許諾することに同意ものとします。また、利⽤者等は、当社に対し、動画データに関して著作者⼈格権を⾏

使しないものとします。 

第 16 条 （お客様に関する情報の取り扱い） 

本サービスに関して取得したお客様に関する情報の取扱いにつては、別途当社の定める「KDDI プライバシーポリシー

(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」及び「アプリケーション・プライバシーポリシー」が適⽤さ

れます。 

 

アプリケーション・プライバシーポリシーはこちら 

au HOME 

 Android：https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-auhome_app-3.3.html 

 iOS：https://www.kddi.com/app-policy/ios/app-policy-auhome-3.3.html 

with HOME 

 Android：https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-withhome-3.3.html 

 iOS：https://www.kddi.com/app-policy/ios/app-policy-withhome-3.3.html 

第 17 条 （反社会的勢⼒） 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/
https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-auhome_app-3.3.html
https://www.kddi.com/app-policy/ios/app-policy-auhome-3.3.html
https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-withhome-3.3.html
https://www.kddi.com/app-policy/ios/app-policy-withhome-3.3.html


利⽤者等は、⾃ら及び利⽤者が反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約する

ものとします。 

第 18 条 （免責事項） 

1. 当社は、第 7 条(本サービスの内容)第 1 項第 2 号に定める本クラウドストレージ上の動画データの削除、第 9 条

(利⽤者による解約)、第 10 条(当社による解除)、第 

11 条(利⽤中⽌)、第 12 条(利⽤停⽌)⼜は第 13 条（本サービスの変更及び提供終了）により、利⽤者等に⽣

じた損害について⼀切責任を負わないものとします。 

2. 当社は、利⽤者等による本サービスの利⽤⼜は利⽤の結果並びに本サービスの利⽤に関連して利⽤者等に⽣じた

責任、負担、不利益、損害及び損失(利⽤者等の端末に保存されている個⼈情報等の漏洩、端末⼜はバックア

ップ先の故障、本クラウドストレージを提供するサーバの故障、SD カードの故障、動画データの消失等を含みますが、

これらに限りません。)について、⼀切責任を負わないものとし、利⽤者等⾃らの責任において処理することとします。 

3. 利⽤者等は、本サービスの利⽤にあたり、⾃⼰の負担及び責任において、当社対応端末⼜は当社が推奨する機

器若しくは環境を⽤意するものとします。なお、利⽤者等が使⽤する端末、通信サービスの契約の種類⼜は有無、

通信環境等によって本サービスの機能の全部⼜は⼀部が制限されることがあります。 

4. 前項までのほか、当社は、本サービスの全部⼜は⼀部を利⽤できなかったことによって利⽤者等に⽣じた損害につい

て⼀切責任を負わないものとします。 

5. 当社は、本サービスにおいて当社から利⽤者等に提供される情報⼜は利⽤者等が本サービスを利⽤することによって

取得する情報の確実性、正確性、安全性、有⽤性、適法性、瑕疵の不存在及び特定⽬的への適合性について

何ら保証しないものとします。 

6. 当社は、利⽤者等以外の第三者が本サービスを利⽤する場合であっても、本サービスを利⽤する際に使⽤される au 

ID によって識別される登録者を常に利⽤者等であるとみなすことができ、また、第三者が本サービスを利⽤した場合

に⽣じる結果について、当社は⼀切責任を負わないものとし、利⽤者等の⾃らの責 

任において処理することとします。 

第 19 条 （損害賠償⾦額の制限） 

1. 本利⽤規約の定めにかかわらず、本サービスの利⽤にあたり、当社が利⽤者等の損害を賠償する責を負う場合、

当社は 550 円を上限として当該損害を補償するものとします。 

2. 前項の定めにかかわらず、本サービスの利⽤にあたり、当社の故意⼜は重⼤な過失に基づき利⽤者等が損害を被

った場合については、当社は⺠法の定めに従 

い当該損害を補償するものとします。 

第 20 条 （利⽤者等の責任） 

利⽤者等は、本サービスの利⽤及び利⽤の結果に起因して、利⽤者等が第三者(他の利⽤者等、コンテンツプロバイ

ダー等を含みます。)に対して損失、損害を 

与えた場合⼜は第三者と紛争になった場合、⾃⼰の費⽤と責任において、これらを解決するものとし、当社に何らの

迷惑 



第 21 条 （分離可能性） 

本利⽤規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、消費者契約法その他の法令により無効⼜は執⾏不能と判断された

場合であっても、本利⽤規約の残りの規定及び 

⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。 

第 22 条 （譲渡禁⽌） 

利⽤者は、本利⽤規約に基づく権利義務の全部⼜は⼀部を第三者に譲渡し、⼜は⾃⼰若しくは第三者のために担

保に供してはならないものとします。 

第 23 条 （準拠法及び専属的合意管轄） 

1. 本利⽤規約は、⽇本法に従って解釈・適⽤されるものとします。 

2. 本サービス及び本利⽤規約に関連して、当社と利⽤者等との間で⽣じた紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

以上 


