
本利用規約は、WEBサイトからの引用です。
「Zone Alarm Japanedition」のサービスを登録ユーザーとしてご利用になる方は本規約に同意する前に必ず全文お読みください。

Zone Labs, L.L.C.（「ZoneAlarm」）は、以下の規約に従って、このWeb サイト（「当サイト」）で情報および製品を提供します。
ユーザは、当サイトへのアクセスをもって、本規約に同意したものとします。ZoneAlarm は、本規約、ならびに当サイトで言及される製品、サービス、
価格、およびプログラムについて、自己の裁量で事前通告なしにいつでも変更を行う権利を有し、ユーザは、引き続き当サイトを利用することにより、
当該の変更を承認したものと見なされます。また、ZoneAlarm は、本規約のあらゆる違反に対し、普通法上および衡平法上の利用可能なすべての救済方
法を求める権利を保持します。本規約で明示的に付与されていない権利もすべて留保されるものとします。

サイトのデータの使用

当サイトで用意されるすべての文書およびその他の情報（商標、ロゴ、グラフィック、画像を含む）（「当サイト・データ」）は、ZoneAlarm からユー
ザに提供されるものであり、著作権、トレード・ドレス、ならびにその他の法律により保護されます。当サイト、および当サイトで提供されるデータや
サービスは、13 歳以上のユーザを対象としています。13 歳未満の方は、当サイトへのアクセスはご遠慮ください。

ZoneAlarm はユーザに対し、当サイト・データをユーザ個人のコンピュータでのみ表示すること、ならびに当サイトで当サイト・データのコピーやダウ
ンロードを行うことについて、限定的な権利を付与します。ただし、（1）表示、コピー、またはダウンロードされる当サイト・データに、ZoneAlarm の
著作権情報（下記に定めるもの）およびこの権限付与情報の両方が明示されること、（2）当該の表示、コピー、またはダウンロードが、ユーザの個人使
用もしくは内部情報としての使用のみを目的としたものであること（すなわち、ユーザの自宅や会社の外に配布またはその他の形で伝達されないこと、
もしくは何らかのメディアで伝播されないこと）を条件とします。ユーザは、当サイト・データのいずれについても、いかなる方法であれ修正、編集、
変更、または改善を行う権利がないことを認め、これに同意します。この限定的な使用許可は、ユーザが本規約の規定のいずれかに違反した場合、ユー
ザへの通知なしで自動的に終了します。ユーザは、この限定的な使用許可が終了した時点で直ちに、ダウンロードまたは印刷した当サイト・データをす
べて破棄することに同意するものとします。また、事前に ZoneAlarm から書面による承認を得ずに、当サイトに含まれる、もしくは当サイトからアクセス
可能な当サイト・データを、いかなる他のサーバやインターネット・デバイスにおいても「構成」または「ミラーリング」しないことに同意します。

ユーザは、本規約に明確に定められる場合を除き、当サイト・データに関する権利、権原、および利権を一切有しないことを認めます

著作権情報：
(c) 2003-2017 Check Point Software Technologies Ltd. All rights reserved.

商標
Check Point、Check Point のロゴ、DefenseNet、IMsecure、OSFirewall、Safe@Office、SmartDefense、SmartDefense Advisor、TrueVector、ZoneAlarm、
ZoneAlarm Anti-Spyware、Zonealarm PRO Antivirus + Firewall、ZoneAlarm DataLock、ZoneAlarm ForceField、ZoneAlarm Free Firewall、ZoneAlarm 
Internet Security Suite、ZoneAlarm Pro、ZoneAlarm Secure Wireless Router、Privacy & Security Toolbar、Zone Labs、およびZone Labs のロゴは、Check 
Point Software Technologies Ltd. あるいはその関連会社の商標または登録商標です。ZoneAlarmは、Check Point Software Technologies, Inc. の子会社です。
本規約で言及されるその他の製品名はすべて、それぞれ該当する所有者の商標または登録商標です。この文書に記載される製品は、米国の特許No. 5,606,668、
5,835,726、5,987,611、6,496,935、6,873,988、6,850,943、7,165,076、7,540,013、7,725,737、および7,788,726により保護されています。また、米国に
おけるその他の特許、もしくは米国以外の国における特許で保護されているか、特許出願中である可能性があります。

ソフトウェアの使用
当サイトからダウンロード可能なソフトウェア・プログラム（「当ソフトウェア」）は、（当サイトで他に指定されない限り）ZoneAlarm の著作物です。
当ソフトウェアは、米国ならびに国際協定の著作権および特許法により保護されています。当ソフトウェアの使用については、当該ソフトウェアに付属す
るエンドユーザ使用許諾契約書の条件が適用されるものとします。ユーザは、当該のエンドユーザ使用許諾契約の条件に同意しない限り、当ソフトウェア
を使用、ダウンロード、またはインストールすることは一切できません。

サイトのパスワード制限エリア
当サイトの特定のエリア（購入履歴のページや特定のテクニカル・サポートのページを含むがこれらに限定されない）は、パスワードにより、権限のある
ユーザのみにアクセスが制限されています（「制限エリア」）。ユーザは、制限エリアへのアクセス権限を持つ場合、自分のパスワードおよびアカウント
の秘密性の保持についてすべての責任を負うことに同意するとともに、パスワードが紛失や盗難に遭った場合や、権限のない第三者に開示された場合、
もしくはその他の形で漏洩した恐れがある場合に、ZoneAlarm に通知することに同意するものとします。また、自分のアカウントで生じるあらゆる行動に
ついて全責任を負うことに同意します。さらに、当サイトに関連して、アカウントが不正利用された場合、またはその他のセキュリティ侵害が判明した
場合には、直ちに ZoneAlarm に知らせることに同意します。

ZoneAlarm は、13 歳未満の方に対しては、個人を特定可能な情報（個人情報）の提供を求めることはなく、ユーザ・アカウントの作成も許可していません。
13 歳未満の方から個人情報が当サイトに送信されたことが判明した場合、当該の情報は、ZoneAlarm が事前通告なしで完全に消去することとなります。

保証および免責事項、責任制限
保証に関する免責事項： 当サイトおよび当ソフトウェアは、いかなる種類の保証もなしで「現状のままで」ユーザに提供されます。ZoneAlarm は、当サイ
トや当ソフトウェアに関して、明示または黙示を問わず、口頭もしくは書面による表明および保証は一切行いません。また、当サイトおよび当ソフトウェ
アについて、明示的、黙示的、または法定のいずれであるかを問わず、あらゆる保証（第三者の権利を侵害していないこと、商品性、ならびに特定目的へ
の適合性についての黙示の保証を含むがこれらに限定されない）の責任を否認します。当サイトには、第三者により投稿された情報が含まれる可能性があ
ります。ZoneAlarm は、第三者の投稿した情報の正確性を保証することはなく、第三者により投稿されたいかなる情報についても、明示的であれ黙示的で
あれ一切の保証を行いません。

責任の制限： 該当する法律で許可される最大限の範囲において、ZoneAlarm は、当ソフトウェアまたは当サイトに関連して生じるいかなる損害についても、
ユーザ、もしくはユーザを通して申し立てを行うすべての第三者に対して一切の責任を負わないものとします。また、いかなる場合も ZoneAlarm は、あら
ゆる間接損害、異常損害、懲戒的損害賠償、懲罰的損害賠償、特別損害、付随的損害、あるいは結果的損害（データ、収益、利益、使用、またはその他の
経済的利益の喪失を含む）について、違反または不法行為のいずれにより生じたものであるかに関わらず、ZoneAlarm が当該の損害の可能性を事前に知ら
されていたとしても、ユーザもしくはすべての第三者に対し、責任を負わないものとします。

ZoneAlarm は、当サイト内に含まれる、もしくは当サイトで参照される、あるいは当サイトとリンクされる情報、ソフトウェア、またはその他の文書にお
いて、誤りや脱落についての責任は一切負いません。

当サイトには、技術的またはその他の誤りが含まれる可能性があります。本規約内の情報については、定期的に変更が行われます。ただし、ZoneAlarm は
当サイトで当サイト・データを更新することは確約しません。

第三者のWeb サイト
当サイトには、第三者のWeb サイトへのリンクが含まれており、当該サイトは ZoneAlarm の管理下にはありません。このようなサイトへのリンクをクリック
すると、別のWeb サイトに移動することになりますので、ご注意ください。ZoneAlarm は、第三者のWeb サイトについていかなる表明も行いません。

［ZoneAlarm］ 利用規約③



ユーザは、第三者のWeb サイトにアクセスする際には、自らの責任でアクセスするものとします。ZoneAlarm は、第三者のWeb サイトにおけるいかなる
データ、見解、勧告、または記述に関しても、その信頼性についての責任は負いません。このようなサイトへのリンクは、単に便宜上提供されるものです。
当該のリンクが当サイトに含まれていることは、ZoneAlarm が当該サイトのコンテンツを是認または推奨していることや、そのコンテンツについての責任を
認めていることを意味するものではありません。

サードパーティ製品およびサードパーティ・サービス

当サイトは、情報提供を目的として、サードパーティ製品やサードパーティ・サービスに言及する場合があります。サードパーティ製品およびサードパー
ティ・サービスは、当該のサードパーティが提供する製品やサービスであり、ZoneAlarm が、当該のサードパーティ製品やサードパーティ・サービスに関し
て、その品質や信頼性を黙示的であれ明示的であれ保証することはありません。ZoneAlarm は、サードパーティ製品およびサードパーティ・サービスについ
ての推奨や是認は一切行いません。サードパーティ・サービスおよびサードパーティ製品への言及は、明示的、黙示的、または法定のいずれであるかを問わ
ず、いかなる種類の保証（第三者の権利を侵害していないこと、商品性、ならびに特定目的への適合性についての黙示の保証を含むがこれらに限定されない）
もなしで、「現状のままで」ZoneAlarm により提供されます。

プライバシー・ポリシー

ユーザによる当サイトの利用、ならびに、ユーザから ZoneAlarm に提供される情報はすべて、ZoneAlarm のプライバシー・ポリシーが適用され、これに準拠
するものとします。このプライバシー・ポリシーは、参照により本規約に組み込まれています。

準拠法および管轄裁判所

ユーザは、当サイトへのアクセス、もしくは当サイトの利用に関連する事項をすべて、カリフォルニア州の法律に準拠するものとすることに同意します。
また、当該の事項に関して、カリフォルニア州サンフランシスコの上級裁判所ならびにカリフォルニア北部の連邦地方裁判所の排他的な対人管轄権および
裁判地に同意し、本規約によりこれに従うものとします。

ZoneAlarm は、当サイトの情報があらゆる国において適切もしくは利用可能であることは一切明言せず、コンテンツが違法となる地域からのデータへのアク
セスを禁止します。当サイトへのアクセスにあたっては、自らの意志および責任で行い、適用されるすべての法律に準拠する責任を負うものとします。

輸出規制の法律

ユーザは、当ソフトウェアがアメリカ合衆国（「米国」）の輸出規制の法律および規則の適用対象であることを認め、それらの法律および規則を遵守するこ
とに同意します。米国の法律に基づいて、当ソフトウェアは、制限された国または制限されたエンドユーザに対し、もしくは制限された最終用途で、ダウン
ロードやその他の形での書き出し、再輸出、および譲渡を行うことはできません。米国では現在、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、
およびシリアに対する制裁として通商を停止しています。制限されたエンドユーザのリストは、米商務省のDenied Persons List（取引禁止対象者リスト）、 
商務省の Entity List（法人リスト）、商務省の List of Unverified Persons（未証明者リスト）、ならびに米財務省の List of Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons（特別指定国民および凍結者リスト）で保存されます。また、当ソフトウェアは、大量破壊兵器に関連する活動に携わるエンドユーザに対し、
ダウンロードやその他の形での書き出し、再輸出、および譲渡を行うことはできません。

米国政府の権利

当サイトからダウンロード可能な当ソフトウェアは、48 C.F.R. 252.227-7014（a）（1）に記述されている用語「商用コンピュータ・ソフトウェア
（commercial computer software）」に該当するものです。民間機関により、またはその代理として当ソフトウェアが取得された場合、米国政府は、連邦
調達規則（Federal Acquisition Regulations）（「FAR」）とその後継の 48 C.F.R. 12.212（コンピュータ・ソフトウェア（Computer Software））および 12.211
（技術データ（Technical Data））に定められているとおり、本規約の規定に従って、この商用コンピュータ・ソフトウェアならびに商用コンピュータ・ソフ
トウェア文書を取得します。国防総省（「DOD」）内の機関により、またはその代理として当ソフトウェアが取得された場合、米国政府は、DOD FAR 補足（
「DFAR」）とその後継の 48 C.F.R. 227.7202-3 に定められているとおり、本規約の規定に従って、この商用コンピュータ・ソフトウェアならびに商用コンピュ
ータ・ソフトウェア文書を取得します。

本抄訳はお客様の便宜上ご提供しているものであり、いかなる差異に関して原文である英語版が優先されます。
英語版に関しては、下記URL を参照ください。
https://www.zonealarm.com/terms/



株式会社テラ（以下弊社）では、Zone Labs, L.L.C. が提供するセキュリティアプリ「Zone Alarm Japanedition」（以下ZoneAlarm）をお客様が安心してご利用頂ける、

弊社の個人情報保護についての考え方は以下の通りです（以下「プライバシーポリシー」）。

■  弊社ではお客様により登録された個人及び法人の情報については、「ZoneAlarm」において最先端の機能やサービスを開発・提供するためにのみ利用し、個人情
　  報の保護に細心の注意を払うものとします。
■  このプライバシーポリシーの適用範囲は、「ZoneAlarm」で提供されるサービスのみであります。
■  本規約に明記された場合を除き、目的以外の利用は致しません。
■  本規約に明記された場合を除き、第三者への開示は致しません。
■  その他本規約に規定された方法での適切な管理を行います。
■  弊社はお客様の許可なくして、プライバシーポリシーの変更をすることができます。
　  弊社が、個人情報取得内容の変更・利用方法の変更・開示内容に変更等をした際は、お客様がその内容を知ることができるよう、「ZoneAlarm」を公開し、この
　  プライバシーポリシーに反映することにより通知と致します。

1.  プライバシーポリシーの適用される範囲

■「ZoneAlarm」のプライバシーポリシーについての考え方は、お客様が「ZoneAlarm」のサービスを利用する場合に適用されます。
■  お客様が「ZoneAlarm」のサービスを利用する際に収集される個人情報は、弊社の個人情報保護についての考え方に従って管理されます。
■  弊社の個人情報保護の考え方は、「ZoneAlarm」が直接提供するサービスのみであり、リンク等でつながった他の組織・会社等のサービスは適用範囲外となり
     ます。
■「ZoneAlarm」のサービスのご利用は、お客様の責任において行われるものとします。
■  弊社のホームページ及び「ZoneAlarm」にリンクが設定されている他のホームページから取得された各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、弊社
     は一切の責任を負いません。

2.  個人情報の収集と利用

　「ZoneAlarm」ではお客様に最先端の機能やサービスを開発・提供するために、お客様についての幾つかの個人情報が必要となります。
■「ZoneAlarm」の ID・パスワードはお客様の皆様ご自身の責任において管理をお願い致します。
  　- 知人・友人などであっても開示・貸与・譲渡しないで下さい。
  　- お問合せのメールにはパスワードを書き込まないようお願い致します。

■「ZoneAlarm」アプリのアクティベーション時に入手したメールアドレスは、サービス提供を目的にサービス委託先のCheck  Point Software Technology 社

■「ZoneAlarm」で収集された個人情報は以下目的で利用させていただきます。
     デバイスの状態を可視化するため、WiFi の接続情報、デバイスにインストールされているアプリケーションの情報を収集します。
     WiFi アクセスのSSIDはWiFI アクセスポイントのリスト作成のため、お客様情報と関連付けることなく、外部のサーバーに送られます。またお客様のメールアドレス
     は使用権を確認するためにライセンスサーバに保存されます。

■  収集された個人情報は「ZoneAlarm」のサービスを提供するために必要な限度においてのみ利用し、以下の場合を除き、いかなる第三者にも提供致しません。
　  - お客様の同意がある場合。
　  - あらかじめ弊社と機密保持契約を締結してる企業（業務委託先等）に開示する場合。
　  -「ZoneAlarm」におけるお客様の行為が、「ZoneAlarm」の方針・告知、利用規約等に違反している可能性がある場合、その調査のため、または、違反している
        場合に、他のお客様、第三者または弊社の権利、財産を保護するために必要と認められる場合。
　  - 裁判所、行政機関の命令等、その他法律の定めに従って個人情報の開示を求められた場合、または犯罪の捜査、第三者に対する権利侵害の排除若しくはその予防
        その他これに準ずる必要性ある場合。
　  - 不正行為、セキュリティまたは技術上の問題について検出、阻止またはその他の対処を行うことが必要と認められる場合。

■  お客様は、弊社に対し、個人情報を以下に定める方法で利用することにつき、あらかじめ同意するものとし、意義を述べないものとします。
　  - お客様から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合。
　  - お客様に対し、弊社、または弊社の業務提携先等の広告宣伝のための電子メール、ダイレクトメールを送付する場合。
■ 「ZoneAlarm」では以下の場合、弊社のビジネスパートナーとお客様の個人情報を共有する事があります。
　  - 事前のお客様の同意のもと、お客様向け特別サービスなど、事業的な理由がある場合。
　  - 特定個人を判別することができない様加工された上で、統計資料作成、市場調査、データ分析などを行う場合。

3.  問い合わせ先

        ここに示した個人情報についての考え方についてご不明な点などございましたら次のアドレスまで電子メールでお問い合わせください。
         info@terracom.co.jp

よう最低限の個人情報を提供いただいております。弊社は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、ご提供頂いた個人情報の保護について最大限の
注意を払っており、お客様に安心と安全を提供し企業としての信頼に応えてまいります。

に提供されます。メールアドレスは弊社とCheck Point Software Technology 社との間の機密保持条項に基づき、適切に管理されます。

［ZoneAlarm］個人情報の取り扱いについて④


