
株式会社アメグミ SUNBLAZE Phone ご利用規約 
　株式会社アメグミ（以下「当社」という）のSUNBLAZE Phoneサービス（以下「本サー
ビス」という）をご利用いただきありがとうございます。以下の規約は、お客様が当社製
品及びその全ての付属品を当社からレンタルし、または買い取ってご利用いただく際の契
約内容となります。本規約をお読みいただき、「同意」ボタンをクリックしていただくと
本規約に同意したものとみなします。また、本規約に同意なさらない場合は、本サービス
のご利用はできません。 

第1条（定義） 
1 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定めることを意味します。 

1) 「本サービス」とは、下記②、③および⑪を含んだ全てのサービスを意味しま
す。 

2) 「レンタルサービス」とは、「SUNBLAZE Phone レンタルサービス」を意味し
ます。 

3) 「販売サービス」とは、「SUNBLAZE Phone 販売サービス」を意味します。 
4) 「本契約」とは、契約条件として当社とお客様の間で締結される、本サービスの

利用契約を意味します。 
5) 「お客様」とは、本規約に同意して、本サービスを利用する人を意味します。 
6) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知

的財産権（それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する
権利を含みます。）を意味します。 

7) 「当社」とは、株式会社アメグミを意味します。 
8) 「デバイス」とは、当社がお客様に貸し出す、または販売するSUNBLAZE Phone 

本体端末を意味します。 
9) 「商品」とは、デバイス、箱、バッテリー、イヤホン、ACアダプター、説明書、

各種包装のすべてを意味します。 
10) 「ネットワーク環境」とは、お客様が契約している回線やお客様がデバイスを利

用するWi-Fi等のインターネット等が提供されるネットワークを意味します。 
11) 「アプリサービス」とは、当社によってデバイスにインストール済みのアプリ

ケーション及び当社が運営する「アプリストア」にて提供されるアプリケーショ
ンの提供サービスを意味します。 

第2条（適用） 
1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とお客様との間

の権利義務関係を定めることを目的とし、お客様と当社との間の本サービスの利用に
関わる一切の関係に適用されます。 

2. 当社が当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関する説明（
https://www.sunblaze.jp/?lang=ja）は、本規約の一部を構成するものとします。 

3. 本規約の内容と、その他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、
本規約の規定が優先して適用されるものとします。 

4. 本規約は、お客様がレンタルしたまたは買い取ったすべてのデバイスに適用されるも
のとします。 

第3条（本サービスの説明） 
1. 本サービスは、オープンソースのAndroid OSを利用して開発したSUNBLAZE OSを搭

載したスマートフォンを貸し出す、または販売するサービスです。 
2. レンタルサービスは、最低ご利用期間が6ヶ月です。 
3. レンタルサービスの最低ご利用期間の利用料であり契約料、および販売サービスの料

金につきましては、当社ウェブサイトにて定める金額をお支払いいただきます。 
4. レンタルサービスにおいて、レンタル開始後6ヶ月以内にご解約いただいた場合を含

むいかなる場合でも、前項の契約料は返金できかねますのでご注意ください。 
5. 本サービスには通信回線のご契約は含まれておりません。そのため、使用にあたって
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は、ご自身で回線契約を行い、SIMを入手してください。 
6. 当社は、デバイスに搭載されているOSについて、3年間のセキュリティアップデート

を無償で提供します。 

第4条（本規約等の変更） 
1. 当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。 
2. 本契約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上で

の掲示その他の適切な方法により周知し、またはお客様に通知します。但し、法令上
お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同
意を得るものとします。 

第5条（連絡／通知） 
1. 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡または通知、及び

本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡または通知は、当社の
定める方法で行うものとします。 

2. 当社が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った
場合、お客様は当該連絡または通知を受領したものとみなします。 

第6条（登録） 
1. 本サービスの利用を希望する者（以下「登録希望者」といいます。）は、本規約を遵

守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報（以下「登録事項」といいま
す。）を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの
利用の登録を申請することができます。 

2. 当社は、当社の基準に従って、第１項に基づいて登録申請を行った登録希望者（以下
「登録申請者」といいます。）の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合には
その旨を登録申請者に通知します。登録申請者としての登録は、当社が本項の通知を
行ったことをもって完了したものとします。 

3. 前項に定める登録の完了時に、本契約がお客様と当社の間に成立し、お客様は本サー
ビスを本規約に従い利用することができるようになります。 

4. 当社は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再
登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。 
1) 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れが

あった場合 
2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理

人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 
3) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準

ずる者を意味します。以下同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社
会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等
との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合 

4) 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 
5) 第24条(登録抹消等)に定める措置を受けたことがある場合 
6) その他、登録を適当でないと当社が判断した場合 

第7条（登録事項の変更） 
1. お客様は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅

滞なく当社に通知するものとします。 

第8条（パスワード及びユーザーIDの管理） 
1. お客様は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーIDを適

切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義
変更、売買等をしてはならないものとします。 

2. パスワードまたはユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって
生じた損害に関する責任はお客様が負うものとします。 

3. 前2項は、レンタル開始及び販売後に取得されるアメグミID及びそのパスワードにも



適用されるものとします。 

第9条（料金及び支払方法） 
1. お客様は、本サービス利用の対価として、別途当社が定め、当社ウェブサイトに表示

する利用料金を、当社が指定する支払方法により当社に支払うものとします。 
2. お客様が利用料金の支払を遅滞した場合、お客様は年14.6％の割合による遅延損害金

を当社に支払うものとします。 
3. 当社は、レンタルサービスについて、契約料として6か月分のレンタル料金をいただ

きます。この契約料は、半年以内に解約された場合を含む、いかなる理由であっても
返金致しませんのでご了承ください。 

4. 前項の契約料は、デバイス1台の製造費用であるため、故障などの対応に当たって
は、当該契約料を基準として、賠償額等の請求をさせていただきます。 

第10条（所有権の移転） 
1. 販売サービスご利用の場合、商品の所有権は、お客様が商品を受け取った時点で当社

からお客様に移転するものとします。 

第11条（製造物責任） 
1. 当社の責に帰すべき事由による商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体または財

産に損害が生じたときは、当社は、当該損害を賠償します。なお、賠償すべき損害の
範囲及び額については、双方の協議の上で決するものとします。 

第12条（デバイスの管理） 
1. レンタルサービスご利用のお客様は、善良なる管理責任者の注意義務をもって商品一

式を維持、管理するものとします。 
2. 当社は、レンタルサービスご利用のお客様の不注意によって生じた損害については、

一切の責任を負いません。 

第13条（デバイスの売買） 
3. レンタルサービスご利用のお客様は、レンタルしたデバイスの売買は一切行わないも

のとします。 
4. レンタルサービスご利用のお客様によるデバイスの売買が発覚した場合、デバイス1

台につき契約料と同額の弁償金を請求いたします。 

第14条（デバイス初期不良時の対応と故障時の対応） 
1. お客様は、商品到着後、速やかにデバイスの動作を確認し、問題なく使用できるかを

確かめ、問題があった場合は当社に連絡するものとします。 
2. 前項の確認によって、レンタル、または購入当初からデバイスが使用不可など、何ら

かの問題が判明した場合は、配送料当社負担にて当社に返却してください。他のデバ
イスをお送りします。 

3. 第1項の動作確認によって当社に連絡がなかった場合、当社は当該デバイスに初期不
良等の問題はなかったものとみなし、それ以降の交換については、故障・損害の程度
を当社で確認し、契約料を基準に、弁償金をいただくものとします。 

第15条（レンタルサービスのデバイスの盗難や火災などによる紛失） 
1. レンタルサービスご利用の場合において、デバイスが盗難されたり、火災に遭ったり

して紛失した場合には、デバイス1台につき、契約料と同額の金額をお支払いいただ
きます。 

2. レンタルサービスご利用の場合において、風水害、天災などの不可抗力により、デバ
イスを紛失した場合は、被災証明書をご提出ください。この場合は、弁償金を請求い
たしません。 

第16条（レンタルサービスの期間延長） 
1. レンタルサービスご利用のお客様から、返却日の30日前までにお申し出があった場合



は、同一内容にてご利用いただけます。 
2. レンタルサービスご利用のお客様は、当社に対して、前項のお申し出時に登録時と同

様の契約料をお支払いいただくものとします。 

第17条（レンタルサービスの返却ルール） 
1. レンタルサービスご利用のお客様は当社指定の宛先に、保証カードを除いた商品（デ

バイスやその他の備品を含む）を元払いにて返却するものとします。 
2. 返却時に商品の一部を忘れた場合は、当該備品について、お客様の費用負担によっ

て、別途配送お手配ください。 
3. 上記返却は、レンタル期間終了後10日以内に当社に到着するよう手配してください。 
4. 返却時にお客様が管理するSIM等をデバイスに入れたままにしたり、商品に同梱して

返却された場合、当社はお客様負担によって当該品を返送します。 

第18条（レンタルサービスの延滞について） 
1. 当社は、レンタル期間終了後10日が経過しても、当社指定の宛先に、デバイスが到着

しない場合、レンタル期間終了の日から起算して延滞日数を計算します。お客様は、
延滞日数について、1日ごとに当社ウェブサイト所定の延滞料金を支払うものとしま
す。 

第19条（カスタマーサポート） 
1. 当社は、下記URL下部のフォームから、電子メールによるサポートを行います。 

 https://www.sunblaze.jp/?lang=ja 

第20条（ネットワーク環境の構築は本サービスに含まれません） 
1. 本サービスには、お客様のネットワーク環境に関するサービスは含まれません。 
2. 各デバイスを用いるための回線の契約、SIMなどの管理等については、お客様自ら行

うものとします。 

第21条（禁止事項） 
1. お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または

該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。 
1) デバイスの第三者への譲渡、質入、その他の処分 
2) デバイスの分解、解析、改造、改変等 
3) デバイスの損壊、破棄、紛失等 
4) デバイスの著しい汚損（シール貼り付け、切削、着色等） 
5) デバイスの取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 
6) デバイスを用いての法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 
7) デバイスを用いての公序良俗に反する行為 
8) 当社、本サービスの他のお客様またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プ

ライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為 
9) 当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリン

グその他の解析行為 
10) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 
11) 当社のネットワークまたはシステム等への不正アクセス 
12) 第三者に成りすます行為 
13) 本サービスの他のお客様のIDまたはパスワードを利用する行為 
14) 本サービスの他のお客様の情報の収集 
15) 当社、本サービスの他のお客様またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を

与える行為 
16) 当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関する説明（

https://www.sunblaze.jp/?lang=ja）に抵触する行為 
17) 反社会的勢力等への利益供与 
18) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為 
19) その他、当社が不適切と判断する行為 

https://www.sunblaze.jp/?lang=ja
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2. 前項の禁止事項で該当すると当社が判断した場合、当社はお客様の登録を抹消し、当
該お客様は当社の請求に従い、損害賠償として契約料と同額の弁償金を直ちに支払う
ものとします。 

第22条（本サービスの停止等） 
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本

サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 
1 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う

場合 
2 コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アク

セス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 
3 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの

運営ができなくなった場合 
4 その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合 

第23条（権利帰属） 
1. 当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社または当社にライセ

ンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当
社ウェブサイトまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾してい
る者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 

第24条（登録抹消等） 
1. 当社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知また

は催告することなく、当該お客様について本サービスの利用を一時的に停止し、また
はお客様としての登録を抹消することができます。 
1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 
2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 
3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会

社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てが
あった場合 

4) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない
場合 

5) 第6条（登録）第4項各号に該当する場合 
6) 第21条（禁止事項）第1項各号に該当する行為 
7) レンタル期間終了後、デバイスが返却されない場合 
8) 紛失などによる弁償金の支払いがない場合 
9) 延滞料金の支払いがなされない場合 
10) その他、当社が本サービスの利用またはお客様としての登録の継続を適当でない

と判断した場合 
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務

の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行
わなければなりません。 

第25条（解約） 
1. お客様は、当社所定の手続の完了により、本サービスを解約し、自己のお客様として

の登録を抹消することができます。 
2. 解約にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、お客様は、当社に対して

負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての
債務の支払を行わなければなりません。 

3. レンタル開始後半年以内であっても解約できますが、その場合でも当社は契約金を返
還しないものとします。 

4. 解約後のお客様情報の取扱いについては、第30条（個人情報の取り扱い）の規定に従
うものとします。 

5. お客様は、解約後、第17条（レンタルサービスの返却ルール）に従って商品を返却す



るものとします。 

第26条（期限の利益の喪失） 
1. お客様に、次のいずれかに該当する事由があるときは、お客様は当社に対して負担す

るすべての債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに一括して債務の弁済をす
るものとします。 
1) 本規約または個別契約の各条項に違反したとき 
2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立もしくは特別清算開

始の申立があったとき 
3) 自己の財産に対し差押え、仮差押え、仮処分がなされたとき 
4) 公租公課の滞納処分を受けたとき 
5) 自ら振出しまたは引き受けた手形・小切手について、一度でも不渡り処分を受け

たとき 
6) 監督官庁より事業停止または事業免許もしくは事業登録の取り消し処分を受けた

とき 
7) 資本減少、重大な事業の譲渡、事業の廃止もしくは変更または解散（合併による

場合の除く）の決議をしたとき 
8) その他、お客様の財産状態が悪化しまたは悪化する恐れがあると当社において認

めたとき 

第27条（本サービスの内容の変更、終了） 
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了すること

ができます。 
2. 当社が本サービスの提供を終了する場合、当社はお客様に事前に通知するものとしま

す。 

第28条（保証の否認及び免責） 
1. 当社は、本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価

値・正確性・有用性を有すること、お客様による本サービスの利用がお客様に適用の
ある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及
び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではあり
ません。 

2. 当社は、本サービスに関してお客様が被った損害につき、過去6ヶ月間にお客様が当
社に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損
害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償す
る責任を負わないものとします。 

3. 本サービスまたは当社ウェブサイトに関連してお客様と他のお客様または第三者との
間において生じた取引、連絡、紛争等については、お客様が自己の責任によって解決
するものとします。 

4. 当社は、お客様が利用している各種ネットワークまたは回線事業者のサービスに関し
ては一切関知せず、ネットワーク環境の変化、異常に起因する一切の問題について保
証しないものとします。 

5. 当社は、デバイスに搭載されたOSについて、3年間のセキュリティアップデートを行
うものとしますが、デバイスがハッキング、クラッキングなどに遭わないことを保証
しないものとします。 

6. 当社は、お客様が自身の判断で独自にインストールしたアプリケーション、お客様自
身による危険なサイトへのアクセスなどによってお客様が被った損害については賠償
する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害
及び逸失利益にかかる損害についても、賠償する責任を負わないものとします。 

第29条（秘密保持） 
1. お客様は、本サービスに関連して当社がお客様に対して秘密に取扱うことを求めて開

示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密
に取扱うものとします。 



第30条（個人情報の取扱い） 
1. 当社によるお客様の個人情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシー（

https://bcf96e5f-8bbd-46ba-869f-1cac5d2458bc.filesusr.com/ugd/9d0ad3_ab18eb7067
ba469395fc468960d24f0e.pdf）の定めによるものとし、お客様はこのプライバシーポ
リシーに従って当社がお客様の個人情報を取扱うことについて同意するものとしま
す。 

2. 当社は、お客様が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計
的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、お客様は
これに異議を唱えないものとします。 

3. レンタルサービスご利用のお客様は、MDM、MAM、MCMなどと呼ばれる社用モバイ
ル端末の管理システムによって、各デバイスの情報を管理できますが、これについて
は当社の管理下にないため、情報管理については、当該管理システム責任者の責任に
おいて行われるものとします。 

第31条（サービス利用契約上の地位の譲渡等） 
1. お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づ

く権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、譲渡、移転、担保設定、その他の
処分をすることはできません。 

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用
契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様の登録事項その他の顧客情
報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡
につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、
通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むもの
とします。 

第32条（分離可能性） 
1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効

または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効ま
た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33条（反社会的勢力の排除） 
1. 当社またはお客様は、それぞれ相手方（業務を執行する役員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる役員を含む。）が以下の各号に該当する者（以下「反社会的勢力等」と
いう。）であることが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解
除することができます。 
1) 暴力団 
2) 暴力団員 
3) 暴力団準構成員 
4) 暴力団関係企業 
5) 総会屋等 
6) 社会運動等標ぼうゴロ 
7) 特殊知能暴力集団等 
8) 準暴力団又は準暴力団構成員 

2. 当社またはお客様は、それぞれ相手方（業務を執行する役員、取締役、執行役又はこ
れらに準ずる役員を含む。）が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係
を有することが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除する
ことができます。 
1) 反社会的勢力等によって、経営を支配される関係 
2) 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係 
3) 自己または第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会

的勢力を利用している関係 
4) 反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関係 

https://bcf96e5f-8bbd-46ba-869f-1cac5d2458bc.filesusr.com/ugd/9d0ad3_ab18eb7067ba469395fc468960d24f0e.pdf
https://bcf96e5f-8bbd-46ba-869f-1cac5d2458bc.filesusr.com/ugd/9d0ad3_ab18eb7067ba469395fc468960d24f0e.pdf


5) その他役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との非難さ
れるべき関係 

3. 当社またはお客様は、それぞれ相手方（業務を執行する役員、取締役、執行役又はこ
れらに準ずる役員を含む。）が自らまたは第三者を利用して次の各号にでも該当する
行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。 
1) 暴力的な要求行為 
2) 法的な責任を超えた要求行為 
3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社またはお客様及び当社またはお客様

関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為 
5) その他前記各号に準ずる行為 

4. 当社またはお客様は、本条各項の規定により本契約を解除した場合には、その相手方
に損害を生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除に
より当社またはお客様に損害が生じたときは、解除された方はその損害を賠償するも
のとします。 

第34条（準拠法及び管轄裁判所） 
1. 本規約の準拠法は日本法とします。 
2. 本規約の解釈に関しては、お客様は、本規約の日本語版が適用されることに同意する

ものとします。 
3. 本規約の日本語版と翻訳文で矛盾が発生する場合、日本語版が優先するものとしま

す。 
4. 本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄す

る地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 

【2020年5月22日制定】 
 


