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１．インターネット接続の準備

■パソコン
LANインターフェースを搭載しているWindows等のパソコン
(LANインターフェースが搭載されていないパソコンで利用する場合、無線LAN（Wi-Fi）ルータをご準備ください)

■LANケーブル
ご利用環境に合わせた長さのカテゴリ５e以上のLANケーブルをご準備ください

※LANケーブルと電話ケーブルの違いについて
LANケーブルと電話ケーブルは形状が似ておりますが、大きさやピンの数が違っております。誤って接続するとジャックや
ケーブルが壊れる可能性があります。十分ご注意下さい。

LANケーブル 電話ケーブル LANジャック 電話ジャック

中のピンが8本 中のピンが2本又は4本

準備するもの
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□無線LAN（Wi-Fi）ルータを準備してください。
（※無線でインターネットをご利用になりたい場合のみ、ご準備ください）

無線LAN（Wi-Fi）ルータは、家電量販店等でご購入いただけます。お部屋の大きさや通信
速度に応じてご選定ください。

□別の場所で使っていた無線LAN（Wi-Fi）ルータを利用する場合
以前のインターネット設定がルータに残っていると接続が出来ない場合があります。接続が出来ない場合は、
以前ご利用されていた際の設定を消す、もしくは「APモード」または「ブリッジモード」に切り替えるなどをお試し

ください。設定の消去やモード変更方法については、各メーカーの設定マニュアル等をご参照ください。

ご入居のマンションでは、㈱ファミリーネット・ジャパンがご提供するインターネットサービス
「サイバーホーム」をご利用いただけます。

「サイバーホーム」はインターネット回線とプロバイダサービスが一体となったマンション専用
インターネットサービスです。マンション管理組合様との一括契約により、ご入居後すぐにイ
ンターネットがご利用いただけます。お申し込みは不要です。

※マンションによっては、契約形態、サービス内容が異なる場合があります。ご不明の場合は、ヘルプデ
スクまでお問い合わせください。

【無線LAN（Wi-Fi）ルータでご利用になりたいお客様へ】



「LAN」または「INTERNET」
と表示されたジャックにLAN
ケーブルを接続して下さい。

LANケーブル

住戸内

パソコン

マルチメディア
コンセント

※マルチメディアコンセント

２．機器の接続（イーサネット方式の場合）

無線LAN（Wi-Fi)ルータの接続方法について（無線でインターネットをご利用になる場合の接続方法）

お部屋内のLAN用モジュラージャックと無線LAN（Wi-Fi）ルータの「INTERNET」「インターネット」「WAN」等と記載
されたポートをLANケーブルで接続してください。

マルチメディアコンセント 無線LAN（Wi-Fi）ルータ
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３．機器の接続（VDSL方式の場合）

パソコンを起動する前に、各機器の接続を行ってください。

本マニュアルの接続例は MegaBit Gear VTE5080（住友電工ネットワークス社製）で記載しています。
その他の機種につきましては機器添付の接続図を参照してください。

①「分岐コネクタ」と、お部屋の壁面にある「電話用モジュラージャック」を接続します。

②「分岐コネクタ」と付属の「電話ケーブル」（細いケーブル）をつなぎ、その先に「インラインフィルタ」の「ＬＩＮＥ」側を接
続します。

③電話機の接続は「インラインフィルタ」の「PHONE（またはTEL）」側につなげてください。

④専用アダプタ本体背面の「LINE」と「分岐コネクタ」のもう一端の口を付属の「電話ケーブル」（細いケーブル）で接続し
ます。

⑤専用アダプタ本体背面にある「LAN」と、パソコンのLANポートを付属のLANケーブル（太いケーブル）で接続します。

⑥「DC12V」と付属の電源アダプタをつなげ、電源コンセントに接続します。

⑦その後、パソコンを起動します。

※インラインフィルタを接続する際、インラインフィルタの向きにご注意ください。逆方向に接続された場合、インターネッ
トや電話がご利用できなくなる場合がございます。

※インラインフィルタは電話機、テレビチューナー、デジタル放送の双方向通信等をモジュラージャックに接続する場合
に必要な機器です。VDSLアダプタに１個添付していますが、２ヶ所以上のモジュラージャックで電話機等をご使用する
場合は、インラインフィルタを追加でご購入いただく必要があります。

※VDSL方式のため、他社ADSLサービスと同一電話回線上でのご利用は保証できません。

インラインフィルタ

PHONE(またはTEL）は
電話機やTV側に接続

LINEはジャック側に接続
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Windows8搭載パソコンをご利用のお客様
（インターネット接続の設定方法）

４．パソコンの設定方法（ Windows11 ）

「スタート」 をクリックします。
「コントロールパネル」が開いたら
「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックしてく
ださい。

「イーサネット」をクリックしてください。

「プロパティ」をクリックしてください。

START

6

5

41

※表示方法は「カテゴリ表示」の画面になります。

検索欄で「コントロールパネル」と入力してしてください。2

表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックし
てください。

3

5



Windows8搭載パソコンをご利用のお客様
（インターネット接続の設定方法）

４．パソコンの設定方法（ Windows11 ）つづき

END

6

「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を
クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。
（チェックははずしません）

7

「IPアドレスを自動的に取得する」
「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」
にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。

8

開いた画面を全て閉じて完了です。



Windows8搭載パソコンをご利用のお客様
（インターネット接続の設定方法）

５．パソコンの設定方法（ Windows10 ）

「スタート」 をクリックし、「すべてのアプリ」をクリック
してください。

「コントロールパネル」が開いたら
「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックしてく
ださい。

「イーサネット」をクリックしてください。

「プロパティ」をクリックしてください。

START

6

5

41

※表示方法は「カテゴリ表示」の画面になります。

アプリの一覧の「W」欄にある「Windows システムツール」を
クリックしてください。

2

表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックし
てください。

3

7



Windows8搭載パソコンをご利用のお客様
（インターネット接続の設定方法）

５．パソコンの設定方法（ Windows10 ）つづき

END

8

「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を
クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。
（チェックははずしません）

7

「IPアドレスを自動的に取得する」
「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」
にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。

8

開いた画面を全て閉じて完了です。



「デスクトップ」をクリックしてください。

“デスクトップ”画面の右下隅にカーソルを合わ
せると画面右端からメニューが出てきます。
一番下の「設定」をクリックしてください。

「コントロールパネル」をクリックしてください。

「ネットワークとインターネット」をクリックしてくださ
い。

「ネットワークと共有センター」をクリックしてくださ
い。

START 4

3

2 5

1

次ページへ続く

「アダプターの設定の変更」をクリックしてください。6

Windows8搭載パソコンをご利用のお客様
（インターネット接続の設定方法）

６．パソコンの設定方法（ Windows8.1 ）

9

※表示方法は「カテゴリ表示」の画面になります。



「自動プライベートＩＰアドレス（T）」にチェックを入れ「Ｏ
Ｋ」をクリックしてください。10

END

「イーサネットのプロパティ」画面に戻り、「ＯＫ」をクリッ
クし、完了。

11

「インターネットプロトコルバージョン４（ＴＣＰ／ＩＰｖ４）」のプロ
パティが表示されます。

「インターネットプロトコル バージョン４（ＴＣＰ／ＩＰｖ
４）」をクリックし（チェックははずしません）、 「プロパ
ティ（R）」をクリックしてください。

「全般」のタブの「ＩＰアドレスを自動的に取得する（O）」と
「ＤＮＳサーバーにアドレスを自動的に取得する（B）」を
チェックし、「代替の構成」に切り替えます。

9

8

「イーサネット」を右クリックし、メニューから「プロパ
ティ（R）」をクリックしてください。
※「ユーザアカウント制御」の画面が表示された場合
は、「続行（C）」をクリックしてください。

7

Windows8搭載パソコンをご利用のお客様
（インターネット接続の設定方法 つづき）

６．パソコンの設定方法（ Windows8.1 ） つづき
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７．パソコンの設定方法（ Mac-OS） ※画面イメージはMacOSX10.7および10.8

［Dock］にある［環境設定］をクリックして
ください。

END

「システム環境設定」の画面で、「ネット
ワーク」をクリックしてください。

「DNS」タブをクリックして、「DNSサーバ」に
何も入力されていないことを確認して、
「OK」をクリックしてください。

「ネットワーク」画面が表示されたら、「適
用」を選択して、左上の「×」ボタンをク
リックして画面を閉じてください。

START

5

4

2

1

※Dockに「環境設定」がない場合は、メニュー
バーのアップルメニューを選択し、表示された
項目の中から「システム環境設定...」を選択し
ます

「ネットワーク」の画面で「ネットワーク環境」
を「自動」とプルダウン選択し、左のメニュー
部分で「Ethernet」を選択し、「IPv4の構成」
が「DHCPサーバを使用」となっていることを
確認し、「詳細...」をクリックしてください。

3

※すでにネットワークに接続できている場合は、
IPアドレスなどの項目に自動的に値が表示されま
す。

※無線環境でご利用いただく場合は、左のメニュ
ー部分で「Wi-Fi」を選択ください。
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８．メールアドレスの取得方法（新規登録）

アドレスバーに（https://www.cyberhome.ne.jp/）を入力し、Enterキーを押すと
サイバーホーム ホームページが表示されます。

12

※ サイバーホームのインターネット回線以外では、新規
登録ができません。 お住まいのお部屋内のサイバー
ホーム回線からからオンライン会員サポートページにア
クセスしてください。

「サイバーホーム会員規約」および「個人情報の
取扱いについて」ご確認のうえ、チェックボックス
に を入れ、「上記に同意して申し込むボタン
をクリックしてください。

２

「新規会員登録」をクリックしてください。１

●●●●●マンション

必要事項を入力し「申請する」をクリックし
てください。

３

●●●●●マンション

「登録」をクリックし、完了。４

下記はサンプルデータです。お客様の情報をご入力ください。



メールアドレスとメールパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。

９．WEBメールのご案内
スマートフォンやパソコンのWEBブラウザからご利用いただける
メールサービスです。メールソフトの設定は不要です。

アドレスバーに（https://www.cyberhome.ne.jp/）を入力し、Enterキーを押すと
サイバーホーム ホームページが表示されます。

「WEBメール」をクリックしてください。１

２

【スマートフォン・タブレットご利用の場合】【パソコンWEBブラウザご利用の場合】

メニュー画面が表示されます。３

【動作環境】
・Google Chrome 最新版
・Internet Explorer11
・Microsoft Edge 最新版
・Firefox 最新版
・Safari 最新版
・Google Chrome（Android）最新版
・Safari（iOS）最新版

【スマートフォン・タブレットご利用の場合】【パソコンWEBブラウザご利用の場合】
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１０．メールソフト自動設定ツールのご案内＜メールソフトを自動で設定する＞

動作環境 （メールソフト自動設定ツールをご利用いただける環境は、以下の通りです。）

https://www.cyberhome.ne.jp/ より
「オンライン会員サポート」にログイン

■ Step１

メールソフト自動設定ツールとは・・・
「メールソフト自動設定ツール」は、メールソフトで送受信をする為に必要な環境設定を自動で行うことができる

会員様専用の便利なツールです。

※メールソフトをご利用にならない場合は、本設定は必要ありません （WEBメールのみのご利用の場合など）

■ Step２

「会員サポートページ」から

「メールソフト自動設定ツールはこちら」をクリック

■ Step３

自動設定をする「メールアドレス」を選択し、

「メールソフト自動設定ツールを起動する」をクリック

あとは案内の通りにすすむだけ！！

お手元に「登録証」をご準備ください！

■ Step４

14

対象OS Windows 10,11

必要ブラウザ Microsoft Edge,Google Chrome,Mozilla Firefox

対象メールソフト
Windows 11,10標準メールアプリ
Microsoft Outlook 2010以降
Thunderbird

ご利用にあたっての
注意事項

・本ツールをご利用いただく場合は、必ずメールソフトを終了してからご利用ください。
・ご利用中のメールソフトに同一のメールアドレスが設定されている場合、設定情報は上書きされますのでご注意ください。
・本ツールにて設定可能なメールアドレスは、弊社サービスのメールアドレスに限ります。他社メールアドレスの設定は
行えません。
・本ツールを起動したパソコンにメールアドレスの設定を行います。複数台のパソコンをご利用の場合、メール送受信を行う
パソコンごとに、本ツールにて設定を行っていただく必要がございます。
・本ツールは古い設定などは自動的に削除されません。（※手動削除が必要です）

対象OS Mac OS 10.13 , 10.14 , 10.15 , 11 , 12

対象メールソフト Mac Mail

ご利用にあたっての
注意事項

・本ツールをご利用いただく場合は、必ずメールソフトを終了してからご利用ください。
・ダウンロードした設定ファイルは、他人に送ったりすることがないようご注意ください。
・本ツールにて設定可能なメールアドレスは、弊社サービスのメールアドレスに限ります。他社メールアドレスの設定は
行えません。
・本ツールを起動したパソコンにメールアドレスの設定を行います。複数台のパソコンをご利用の場合、メール送受信を行う
パソコンごとに、本ツールにて設定を行っていただく必要がございます。
・ダウンロードしたファイルのインストール時に警告が表示されることがありますが、ダウンロードしたファイルは問題がない
ことを確認しております。安全なものですのでご安心ください。
・本ツールは古い設定などは自動的に削除されません。（※手動削除が必要です）
・ダウンロードしたファイルはMacOS及びiOSのみ利用可能です。（※iOSは当社からサポートは行っていません。）

■ Step４

「かんたんメール設定(MacOS/iOS) 」をクリック。

あとは案内の通りにすすむだけ！！

<Macの場合><Windowsの場合>

<Windows>

<MacOS>



１１．メールソフト自動設定ツールインストール方法
＜Windows用＞

「メールソフト自動設定ツールはこちら」をクリックしてくださ
い。

メールソフト自動設定ツールをダウンロードします。
ファイルを開きます。
※各ブラウザによって表示画面が異なります

START

3

5

https://www.cyberhome.ne.jp/にアクセスし、「オンライン
会員サポート」をクリックしてください。

1

「会員サポートページ」ログイン画面が表示されたら、メー
ルアドレス・メールパスワードでログインしてください。

2

「メール情報」の「メールソフト自動設定ツール」にある
Windows自動設定ツールの「起動する」をクリックしてくださ
い。

4

※画面はGoogle Chrome利用時のものです。



設定したいメールアドレスと「POP3S」・「IMAPS」の
いずれかを選択し、「メールソフト自動設定ツールを起
動する」をクリックしてください。

１１．メールソフト自動設定ツールインストール方法 つづき
＜Windows用＞

本会員のメールアドレスでログインした場合

本会員・子会員すべてのメールアドレスが表示されます。

子会員のメールアドレスでログインした場合

ログインしたメールアドレスのみ表示されます。

7

16

END

◆Mozilla Firefox の場合

「リンクを開く」をクリックしてください。

◆Microsoft Edge の場合

「開く」をクリックしてください。

◆Google Chrome の場合

「メールソフト自動設定ツールを開く」をクリックしてください。

「セキュリティ警告」ウィンドウが表示されます。メールソフト
自動設定ツールを開く許可画面であることを確認してくださ
い。※各ブラウザによって表示画面が異なります
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１２．メールソフト自動設定ツールでのメール設定方法
＜Windows用＞

メールソフト自動設定ツールが起動されます。

START

1

3

2
設定したいソフトを選択し、「次へ」をクリック
してください。

送信するメールの差出人名として表示したい
名前を入力し、「次へ」をクリックしてください。

4 内容をご確認の上、「完了」をクリックしてくだ
さい。

5 「ＯＫ」をクリックしてください。

ブラウザの「×（閉じる）」ボタンで画面を閉じてください。

設定を終了する場合

設定したいメールアドレスと「POP3S」・「IMAPS」の
いずれかを選択し、「メールソフト自動設定ツールを
起動する」をクリックしてください。

同じパソコンで続けてメールソフトの設定をする場合

設定を行うパソコンを起動し、

別のパソコンにメールソフトの設定をする場合

「１２ ．メールソフト自動設定ツールインストール方法」
から順に実施してください。

END

17



「メールソフト自動設定ツールはこちら」をクリックしてくださ
い。

１３．メールソフト自動設定ツールで使用するメール設定
ファイルダウンロード方法＜Mac用＞

START

5 「かんたんメール設定(MacOS/iOS)」をクリックしてくださ
い。

6 「ダウンロード」をクリックしてください。

END
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https://www.cyberhome.ne.jp/にアクセスし、「オンライン会

員サポート」をクリックしてください。1

メールアドレス・メールパスワードでログインしてください。2

7
「Finder」から「ダウンロード」を開き、ダウンロードした設
定ファイルがあるか確認をしてください。

※設定ファイルは、メールアドレスの情報が含ま
れた重要なファイルです。
他人に渡したりする事が無い様ご注意ください。

3

「メール情報」の「メールソフト自動設定ツール」の
Macご利用の方は、利用者機能一覧ページの「かんたん
メール設定(MacOS/iOS)」をご利用くださいにある、
「利用者一覧ページへ移動する」をクリックしてください。

4

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp.mobileconfig



１４．メールソフト自動設定ツールでのメール設定方法
＜Mac用＞

START

5
「メール設定」に記載されているメールアドレスが正しい
か確認してください。確認後は左上の赤いボタンをクリッ
クして画面を閉じてください。
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「Finder」から「ダウンロード」を開き、設定ファイルをダブル
クリックしてください。1

「プロファイルを表示」をクリックして、記載されているメー
ルアドレスが設定を行うメールアドレスである事を確認し、
「続ける」をクリックしてください。

2

ch-taro@ac.cyberhome.ne.jp

3
「登録証」に記載されているメールのパスワードを入力し
て、「インストール」をクリックしてください。

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

6
デスクトップやDockにある、メールアイコンをダブルク
リックしてください。

7
メニューバーの、「メール」メニューから、「アカウント」を
クリックしてください。

END

4 「続ける」をクリックしてください。

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

8 追加したアカウントが表示されることを確認してください。

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp

ch-taro@**.cyberhome.ne.jp.mobileconfig

ch-taro@**.cyber..

メールとメモ



～手動でメールの設定を行う～

＜ご注意ください＞
「自動設定ツール」で設定済みの方は

ここからの手順は必要ありません！！
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よく使われているメールソフトの設定方法について、記載しております。
その他のメールソフト設定方法については、サイバーホームのホームページをご確認ください。



１５．メールサービスについて

■メール設定情報

送信サーバー名（SMTPサーバ）
とポート番号

smtp.cyberhome.ne.jp ポート番号：465（SMTPS）

受信サーバー名（POPサーバ）と
ポート番号

pop.cyberhome.ne.jp ポート番号：995（POP3S）

ユーザ名（ユーザID） お客様のメールアドレス（ドメイン名を含む）
例) ch-taro@xx.cyberhome.ne.jp

パスワード メールパスワード

受信サーバー名（IMAPサーバ）と

ポート番号
imap.cyberhome.ne.jp ポート番号：993(IMAPS)

ユーザ名（ユーザID） お客様のメールアドレス（ドメイン名を含む）
例) ch-taro@xx.cyberhome.ne.jp

パスワード メールパスワード

■IMAPS用の受信設定値

・メールソフトの種類によって「認証が必要」という項目や、「パスワード認証」という項目を選択する必要が
あります。
・SSL [Secure Socket Layer] /TLS [Transport Layer Security]を使用したメール送受信を行います。

・IMAPSをご利用の場合、メールサーバ側での自動削除が行われません。適宜、メールを削除する等の
対応をお願いいたします。

■他プロバイダ経由での使用（SMTP認証）

他プロバイダ経由でサイバーホームのメールを使用する場合は、SMTP認証の設定が必要となります。
SMTP認証とは、メールを送信する際に認証を行う仕組みです。

21

手動で設定する場合は、以下のメール設定情報をご確認のうえ、ご利用ください。



１６．Windows メールアプリ（Windows11） 設定方法

＜メールソフトを手動で設定する＞

22

１.「スタート」から「メール」をクリックして
起動してください。

２.「メールへようこそ！」画面が表示されます

３. 「詳細設定」をクリックしてください。

4. 「インターネットメール」をクリックして
ください。

5. 「インターネットメールアカウント」画面で
以下のように設定します

画面を下にスクロールします。

メールアドレス： [メールアドレス] を入力

ユーザ名： [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※＠の後ろの”＊＊”は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（ ● ）で表示されます

アカウント名： [名前] を入力（漢字、ローマ字等任
意のものを入力）例）山田太郎



１６．Windows メールアプリ（Windows11） 設定方法 つづき

＜メールソフトを手動で設定する＞
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この名前を使用してメッセージを送信：

[名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）

例）山田太郎 ※差出人名として表示されます

受信メールサーバー：

pop.cyberhome.ne.jp を入力

アカウントの種類： POP3 を選択

メールの送信（SMTP）サーバー：

smtp.cyberhome.ne.jp を入力

送信サーバーには、認証が必要です：
チェックあり
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する：
チェックあり
受信メールにはSSLが必要： チェックあり
送信メールにはSSLが必要： チェックあり

END

7.「すべて完了しました」画面の表示を確認し、
「完了」をクリックして設定は完了です

画面を下にスクロールします。

6. 以下のように設定し、「サインイン」を
クリックします



１７．Windows メールアプリ（Windows10） 設定方法

＜メールソフトを手動で設定する＞

24

１.「スタート」画面の「メール」をクリックして
ください。

２.「アカウントを追加」をクリックしてください。

３. 「詳細設定」をクリックしてください。

4. 「インターネットメール」をクリックして
ください。

5.アカウントの種類で「POP3」をクリックして
ください。 空欄を下記説明を参考に入力します。

アカウント名：[cyberhome] と入力します。

表示名： 名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

受信メールサーバ：pop.cyberhome.ne.jp と入力

画面を下にスクロールします。



１７．Windows メールアプリ（Windows10） 設定方法 つづき

＜メールソフトを手動で設定する＞
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メールアドレス： [メールアドレス] を入力

ユーザ名： [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※＠の後ろの”＊＊”は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（ ● ）で表示されます

送信 (SMTP) メール サーバー：
smtp.cyberhome.ne.jp と入力

[送信サーバーは認証が必要]：
チェックを入れる

[メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う]：
チェックを入れる

画面を下にスクロールします。

[受信メールにSSLを使う]：
チェックを入れる

[送信メールにSSLを使う]：
チェックを入れる

6. 「サインイン」をクリック、「完了」。

END



１８．Mac mail（Mac-OS）設定方法

＜メールソフトを手動で設定する＞

１. Dock から「メール」を起動します

※ 初めてインストールされたお客様は、３．から

設定してください。

※ 設定を変更する場合は９．より設定してください。

※ アカウントを追加するお客様は以下より

設定を変更してください。

２. メニューバーの「メール」から「環境設定」を
選択します

３. 「追加するメールアカウントを選択」の画面で、
「その他のメールアカウントを追加」を選択し、
「続ける」を選択します

４. 「メールアカウントを追加」の画面で、以下の
ように設定し、「作成」をクリックしてください。

メール アドレス：[メールアドレス] を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※＠の後ろの”＊＊”は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（ ● ）で表示されます

名前： [名前] を入力（漢字、ローマ字等任意

のものを入力）例）山田太郎

※差出人名として表示されます

26

次ページへ続きます。



１８．Mac mail（Mac-OS）設定方法

＜メールソフトを手動で設定する＞つづき
7.「アカウント」の画面で以下のように設定し、
「サーバ設定」をクリックします

27

５.「サーバの情報」の画面で以下のように設定し、
「サインイン」をクリックします。

※「アカウント名またはパスワードを確認できません。」のメッ

セージが表示されますが、仕様のため問題はありませんのでご安

心ください

アカウントの種類： POP を選択

受信用メールサーバ：

pop.cyberhome.ne.jp を入力

送信用メールサーバ：

smtp.cyberhome.ne.jp を入力

※「ユーザ名」には自動で「メールアドレス」が設定されます

6. ヘッダーの「メール」から「環境設定」を
クリックします

メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバ

から削除： チェックなし

次ページへ続きます。



１８．Mac mail（Mac-OS）設定方法

＜メールソフトを手動で設定する＞つづき
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8. 「サーバ設定」の画面で「受信用メール
サーバ（POP）」から「接続設定を自動的に管理」
のチェックを外し、赤枠内を以下のように設定します

メール アドレス：[メールアドレス] を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※＠の後ろの”＊＊”は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（ ● ）で表示されます

ホスト名： pop.cyberhome.ne.jp を入力

接続設定を自動的に管理： チェックなし

ポート： 995 を入力

TLS/SSLを使用： チェックあり

認証： [パスワード] が選択されていることを確認

9.「送信用メールサーバ（SMTP）」から「アカウ
ント」の欄をクリックし、「SMTPサーバリストを
編集」をクリックします

10. 「SMTPサーバリストを編集」画面で以下のよ
うに設定し、「OK」をクリックします

※枠内よりお使いになる送信（SMTP）サーバを選択します

ユーザ名：[メールアドレス] を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※＠の後ろの”＊＊”は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（ ● ）で表示されます

ホスト名： smtp.cyberhome.ne.jp を入力

接続設定を自動的に管理： チェックなし

ポート： 465 を入力

TLS/SSLを使用： チェックあり

認証： [パスワード] が選択されていることを確認

11.「受信用メールサーバ（POP）」と「送信用
メールサーバ（SMTP）」の設定内容を確認し、
「保存」をクリックすることで設定は完了です

END



１９．よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

質 問 回 答

1 インターネットに接続するために
は申し込み手続きが必要です
か？

お申し込みの必要はありません。入居後すぐにご利用いただけます。

なお、ご入居後、サイバーホームホームページ（https://www.cyberhome.ne.jp/）
より新規登録いただくと、メールアドレスの取得及び入居者専用ページが、ご利
用いただけるようになります。

2 インターネットの料金はいくらで
すか？

サイバーホームのサービスは、マンション管理組合様との全戸一括契約となっ
ており、サイバーホームの利用料は管理費等に含まれております。管理費の内
訳に関しましてはマンション管理会社にお問い合わせください。

個別加入の場合は、ヘルプデスクまでお問い合わせください。

3 インターネットに接続できません。 パソコンや無線LAN（Wi-Fi）ルータ、宅内HUB等を再起動すると改善する場合が
あります。

ケーブルが正しく接続されているかご確認ください。

・LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください。ケーブルの両端がカ
チッと音がするまで確実に挿し込んでください。

・電話用ケーブルを誤って使用していないかご確認ください。

無線LAN（Wi-Fi）ルータ等をご利用の場合は、無線LAN（Wi-Fi）ルータを外し、有
線での接続をご確認ください。無線LAN（Wi-Fi）ルータを外すとインターネットに
問題がない場合、無線LAN（Wi-Fi）ルータの設定や、電波干渉、電波強度の問
題が想定されます。

下足入れやクローゼット等の情報分電盤内に宅内HUBが設置されている場合
は、宅内HUBの電源が入っていることをご確認ください。

電源が入っていない場合は、電源を挿しなおしてください。

宅内HUBの設置場所については、販売パンフレットの図面等をご確認ください。

4 インターネットの速度が遅い。 パソコンや無線LAN（Wi-Fi）ルータ、宅内HUB等を再起動すると改善する場合が
あります。

また、無線LAN（Wi-Fi）ルータをご利用の場合は、無線LAN（Wi-Fi）ルータを外し、
有線でインターネットの速度をご確認ください。速度が改善した場合、無線LAN
（Wi-Fi）ルータが原因の可能性があります。

市販のLANケーブルには8芯のものと4芯のものが存在します。4芯のものを使
用すると、十分な速度が出ない場合があります。

LANケーブルは8芯のものをご使用いただくことを推奨しております。

特定のアプリケーションのみ遅い場合はアプリケーションまたはアプリケーション
の設定に問題がある可能性があります。アプリケーションの問い合わせ窓口に
ご確認ください。

特定のブラウザのみ遅い場合はブラウザの設定や拡張に問題がある可能性が
あります。ブラウザの問い合わせ窓口にご確認ください。

特定のサイトのみ遅い場合はサイトの管理者にお問い合わせください（他サイト
の表示に問題がない場合、特定サイト側の問題の可能性があります）。

※本サービスは「ベストエフォート型」のサービスであり、最大通信速度を保証す
るものではありません。また、お客さまのご利用環境（無線LAN（Wi-Fi）ルータ、
パソコンの仕様等）や回線混雑により速度は変動しますので、あらかじめご了承
ください。
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１９．よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） つづき

質 問 回 答

5 特定のホームページを見ることが
できない。特定のホームページの
み速度が遅い。

通常利用されているブラウザ以外のブラウザで表示できるかご確認ください。
ホームページによっては特定のブラウザをサポートしていない場合があります。

マンション以外のネットワーク（スマートフォン等）で表示できるかご確認ください。
他ネットワークでも表示できない場合、ホームページ自体が停止している可能
性があります。

6 スマートフォンやタブレットをイン
ターネットに接続するにはどうした
らよいですか。

無線LAN（Wi-Fi）ルータをご準備いただき、壁のLAN用モジュラージャックに無
線LAN（Wi-Fi）ルータを接続してご利用ください。

近年販売されている無線LAN（Wi-Fi）ルータは初期モードが「AUTO（自動）モー
ド」となっていることが多いため、そのままの状態でお部屋のLAN用モジュラー
ジャックに接続してください。 「AUTO（自動）モード」が存在しない場合は「ルー
タモード」をお選びください。

「AUTO（自動）モード」や「ルータモード」で接続が出来ない場合は、「APモード」
または「ブリッジモード」への変更をお試しください。

モードの変更方法は各メーカーの設定マニュアル等をご参照ください。

別の場所で使っていた無線LAN（Wi-Fi）ルータを利用する場合は、以前のイン
ターネット設定がルータに残っていると接続が出来ない場合があります。接続
が出来ない場合は、以前ご利用されていた際の設定を消す、もしくは「APモー
ド」または「ブリッジモード」に切り替えるなどをお試しください。

設定の消去やモード変更方法については、各メーカーの設定マニュアル等をご
参照ください。

7 機器が故障しました。 宅内HUBはお客様の資産機器となります。マンションの保証期間経過後は、お
客様にてご購入の上、交換をお願いいたします。

新たにご購入される場合は、ポート数が足りているか、本体及びACアダプタが
設置場所に納まるサイズであるかをご確認ください。

VDSLアダプタはお客様資産機器または弊社からのレンタル機器となります。

故障した場合は弊社よりレンタル機器をお送りしますので、お客様にて交換を
お願いいたします。

8 推奨の無線LAN（Wi-Fi）ルータは
ありますか。

特に推奨する機器はありません。一般的な無線LANルータ（Wi-Fi）であれば利
用可能です。

無線LAN（Wi-Fi）ルータを提供しているメーカーのホームページでは、お部屋の
大きさや通信速度に応じて推奨機器を案内しています。ご利用される環境に合
わせてご選定ください。

9 新規登録ページにアクセスできま
せん。

新規登録画面はマンション内のサイバーホームのネットワークからアクセスし
た場合のみ表示されます。

10 メールアドレス・パスワードが分か
りません。

ご登録の電話番号の電話機を使って、メールアドレスの確認、メールパスワー
ドの再設定を行うことができます。サイバーホームホームページ
（https://www.cyberhome.ne.jp/）のお問い合わせより電話認証ボタンでお手続
きください。

メールは受信できるが、設定したパスワードを忘れてしまった場合は、パスワー
ド変更フォームからパスワードの変更が可能です。

どちらのお手続きもできない場合は、登録情報を登録先住所に郵送いたします。
サイバーホームホームページよりお手続きいただくか、ヘルプデスクまでお問
い合わせください。
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１９．よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） つづき

質 問 回 答

11 他のプロバイダのメールアドレス
をサイバーホームで利用できます
か？

サイバーホームのネットワークでは、他のプロバイダのメールの利用について
制限は設けておりません。ただし、他のプロバイダのサービスによっては他社
回線からの利用を制限している場合がございます。サービスの詳細及び設定
方法につきましては各プロバイダにご確認ください。

12 退去（退会）する場合の手続きは
どのようになりますか。

管理組合一括加入のマンションにお住まいの場合、個別での退会はできませ
ん。マンションから退去される場合は、登録解除申請を行ってください。

個別加入のマンションにお住まいの方は、退会申請を行ってください。当月20
日までに申請書が弊社に到着した場合は当月末での退会となります。

詳細は、サイバーホームホームページ（https://www.cyberhome.ne.jp/）のお手
続きをご確認ください。

13 その他の「よくあるご質問」を確認
したい。

サイバーホームホームページ（https://www.cyberhome.ne.jp/）の「よくあるご質
問」に、これ以外の質問と回答を掲載しておりますので、ご確認ください。

14 入居者専用ページとはどのような
ものですか。

ご入居のマンションごとに提供させていただいている、入居者様だけの専用
ページです。※１

15 有料オプションサービスの支払い
方法について教えてほしい。

決済サービスの会員登録が必要です。クレジットカード（JCB・VISA・Master・
AMEX・Diners）でのお支払いになります。※２

31

各種有料オプションサービスの申込・解約、および利用状況
の確認等ができます。

※２ ■決済サービス※１ ■入居者専用ページ

マンション周辺の地域情報や入居者様専用の掲示板などを
ご用意しています。
サイバーホームWEBメールもご利用いただけます。

※サイバーホームのメールアドレス／メールパスワードでログインし
てください。

※決済サービスの会員登録には、サイバーホームのメールアドレス
（本会員）が必要です。

入居者専用ページ掲載のサービスは、
マンションによって異なります。



『個人情報の取扱について』

株式会社ファミリーネット・ジャパン（以下「当社」といいます。）が提供する電子メー
ルサービス（以下「本サービス」といいます。）をご利用頂くためにご提出いただきま
すお申込者の個人情報は、当社の個人情報に対する基本姿勢とその取扱基準を
明確化した「個人情報保護方針」に基づき管理させていただきます。

以下に掲げる項目をご確認のうえ、同意いただいた場合のみ、個人情報を当社宛
にご提出願います。

（※「個人情報保護方針」については、サイバーホームのホームページ
（http://www.cyberhome.ne.jp）にてご確認ください）

•個人情報は、本サービスのご提供を目的として収集および利用するものであり、
他の目的に利用することはありません。未成年者の個人情報をご提出いただく場
合は、必ず保護者（親権者等）の同意も得たうえで提出願います。

•個人情報のご提出は任意です。しかしながら、未提出や削除要求される項目の
内容次第では、本サービスのご提供が出来ない等の不利益が生じる場合がござ
いますので、予めご了承願います。

•本サービスをご提供するために、個人情報を適切に管理するよう契約等により義
務つけた業務委託先に対し、必要な業務を委託する目的で個人情報を預託する場
合があります。

•当社にご提出いただいた個人情報に関して、開示のご請求や開示の結果、訂
正・追加・削除等があった場合は、「個人情報取扱窓口」（E-mail ：info@fnj.co.jp）ま
でお知らせください。内容確認の後、遅滞なく訂正等を行います。

•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ことは
ございません。

(1)ご本人様の同意がある場合

(2)法令に基づく場合

(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、ご本人様
の同意を得ることが困難な場合

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
であって、ご本人様の同意を得ることが困難な場合

(5)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、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れがある場合

(6)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情報の
取扱いの全部又は一部を委託する場合

•個人情報保護管理者株式会社ファミリーネット・ジャパン情報プライバシー委員
長

■個人情報に関するお問合せ先

㈱ファミリーネット・ジャパン 個人情報取扱窓口 E-mail: info@fnj.co.jp

『サイバーホーム会員規約』

第1章総則

（規約の適用）

第1条株式会社ファミリーネット・ジャパン（以下「当社」といいます。）が提供するイ
ンターネットサービス「サイバーホーム」（以下「本サービス」といいます。）に関し、
本サービスを利用する者（以下「会員」といいます。）に対し、以下のとおり会員規
約（以下「本規約」といいます。）を定めます。

（本規約の範囲及び変更）

第2条本規約は、本サービスの利用に関し当社および会員に適用します。

2. 当社が別途規定する個別規定および当社が随時会員に対し通知する追加規定
および「サービスのご案内」「ご利用上の注意」等、名目の如何にかかわらず、利用
上の決まりやその他利用条件等を定めた告知（以下、併せて「諸規定」という）は、
本規約の一部を構成するものとし、本規約と諸規定が異なる場合には、当該諸規
定が優先するものとします。

3. 当社は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、会員は当社からの通知
をもって承諾するものとします。

（通知の方法）

第3条当社から会員への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サー
ビス経由の電子メール、本サービス上の一般掲示、またはその他当社が適当と認
める方法により行われるものとします。

2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信
し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバに到着したことをもって会員への
通知が完了したものとみなします。

3. 第1項の通知が本サービス上の一般掲示で行われる場合、当該通知が本サー
ビス上に掲示され、会員が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧すること
が可能となったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。

4. 本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は有効になるも
のとします。

5. 会員は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものと
します。なお、電子メールの閲覧とは、会員がそのサーバに配置された電子メール
を画面上に表示し、内容を熟読して、確認することをいいます。

（準拠法）

第4条本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるも
のとします。

（管轄裁判所）

第5条本サービスに関連して、会員と当社との間で紛争が生じた場合には、当該
当事者がともに誠意をもって協議するものとします。

2. 前項の協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を
第一審の専属管轄裁判所とします。

第2章 利用契約の締結等

（利用契約の申込み）

第6条本サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約を
承諾していただいた上で、当社が別途指定する所定の方法により申込みを行うも
のとします｡

（申込みの承諾）

第7条当社は、前条に定める申込みに対し、当社所定の審査・手続き等を経た上
で申込みを承諾します｡

2. 当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、申込みを承諾しない場合があり
ます。また、当社は、利用契約成立後であっても、次の各号に該当することが判明
した場合には、当社所定の方法にて通知することにより、利用契約を解除すること
ができるものとします。

(1) 申込者が本サービス提供の建物に居住していない場合。

(2) 申込者が、過去に規約違反等により、会員としての資格の取消が行われてい
る場合。

(3) 申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。

(4) 申込者と指定したクレジットカードの名義人が異なる場合。

(5) 申込者が法人の場合。

(6) 申込者の指定したクレジットカードについて、クレジットカード会社、代金回収代
行業者、金融機関による利用停止処分等を含むその他の事由により、利用料金の
決済手段として利用できないことが判名した場合。

(7) 申込者が未成年、被補助人、被保佐人、または被後見人の何れかであり、利
用申込の際にそれぞれ、法定代理人、補助人、保佐人、または後見人の同意を得
ていない場合。

(8) 仮差押、差押、競売、破産の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けてい
る場合。

(9) 申込者が、本サービスの料金等の支払いを現に怠りまたは怠る恐れがあると
当社が判断した場合。
(10)申込書に記載された住所で既に会員登録がされている場合。
(11)当社の業務遂行上または技術上、サービス提供に支障があると当社が判断し
た場合｡
(12)その他、当社が、申込者を会員とすることを不適当と判断する場合。
3. 前項に従い当社が利用契約の申込みの不承諾または会員契約の解除を行うま
での間に発生した料金等については、会員は第4章（利用料金等）の規定に準じて
当該債務を履行するものとします。
（家族会員の利用）

第8条 会員は、会員と同居している家族および関係者等を本サービスを利用する
者（以下「家族会員」といいます。）として、当社に申請することができます。会員は、
家族会員に本規約を遵守させる責任を負うものとともに、家族会員の債務につい
ても履行義務を負います｡
2. 会員は、家族会員が本規約に違反する行為または当社あるいは第三者に損害
を与えた場合は、当該家族会員と連帯して一切の責任を負うものとします｡
3. 会員が解約または会員資格の中断・取消があった場合、家族会員も同様の扱
いとなります。
4. 家族会員が会員への移行を希望する場合は、第11条（登録内容の変更）の規定
に準じて変更の届出を当社に行うのもとします｡
5. 家族会員は、会員と同居している人間に限ります｡
6. 家族会員は、本規約を遵守するものとします。
（利用前の準備）
第9条 会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な
通信機器、ソフトウェア、または電話利用契約等を準備するものとします。
（権利の譲渡制限）
第10条本規約に別段の定めがある場合を除き、会員が本サービスの提供を受け
る権利を、第三者に譲渡することはできないものとします。
（登録内容の変更）
第11条会員は、住所、連絡先等利用契約の申込において届け出た内容に変更が
あった場合には、速やかに所定の届出を当社に行うものとします。
2. 会員が､以下の項目の変更を希望する場合は、当社は第7条（申込みの承諾）を
準用します。
(1)サービスコース
(2)会員名
(3)クレジットカード
3. 会員が、本条の届出を怠ったことにより、本サービスのご利用ができないなど、
会員又は第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありませ
ん。
4. 会員は、本条の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、通
常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
（一時休会） ※一時休会制度は現在、提供しておりません
第12条会員は、本サービスの利用を一時休止することを希望する場合は、当社に
所定の方法で届け出るものとします。なお、休会の期間等の条件は当社が別途定
めるものとします。
2. 前項による一時休会に係る期間が3年を経過した場合、当社は会員契約を解約
できるものとします。
（会員による解約）
第13条会員が利用契約の解約を希望する場合には、解約希望月の20日（消印有
効）までに当社が別に定める条件に従い、当社に届け出るものとします。20日（消
印有効）までの届出の場合、当該月末に解約となり、21日以降となった場合には、
翌月末の解約となります。従って、会員は、月の途中で解約することはできません。
2. 会員が転退居等により、本サービス提供外建物に移動した場合も前項を適用し
ます。
3. 解約時までの会員の本サービス利用により発生したすべての債務は解約後とい
えども存続し、会員は、当社に対し、その債務の履行義務を負います。また、当社
は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員が解約に
伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。

第3章サービス
（提供するサービス）
第14条当社は、会員に対し、当社が別に定める内容および条件で本サービスを
提供します。なお、本サービスの利用の際に、当社または当該情報提供者（以下
「IP」といいます。）が別途提示する個別規定またはその他の規約（以下「その他規
約等」といいます。）がある場合には、会員は、本規約に加えて当該その他規約等
に従うものとします。
（本サービスの変更、追加または廃止）
第15条当社は本サービスについて、理由の如何を問わず、会員に事前の通知を
することなく、本サービスの名称および内容の全部または一部を変更・追加・廃止
することができます。
（IPサービス及びIPが提供する情報の利用）
第16条会員は、IPが提供するサービスまたは情報の利用において、一切の責任
は各IPに帰属していることに同意するとともに、当社が当該取引契約および情報
提供の契約当事者でないことに同意するものとします。
（IPサービス及びIPが提供する情報の内容の保証）
第17条当社は､IPが提供する商品またはサービスに関し、いかなる保証もいたし
ません。また、IPが提供する情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性
などにつき、いかなる保証もいたしません。
2. 当社は、会員がIPサービスまたはIPが提供する情報を利用したことに関して、当
該会員と当該IPとの間に紛争が生じた場合について一切の責任を負いません。ま
た、一切の費用または損害賠償を負担することはないものとします。

第4章利用料金等
（利用料金等）
第18条当社は会員に対し、別に定める条件に従い、本サービスの料金（以下
「サービス料金」といいます。）を適用します。会員は、サービス料金を当社が別に
定める方法にて支払うものとします。なおサービス料金の支払に関し、会員は、本
規約に加え､第14条（提供するサービス）に規定するその他規約等に従うものとし
ます。
2. 当社は、利用契約が成立した月の月額基本料金に限り無料とします。ただし、
入会月に退会した場合はこの限りではありません。
3. 当社は、サービス料金のうち、月額基本料金を値上げする場合、会員に30日以
上の事前の通知を出すことにより、改定することができるものとします。
4. 当社は、サービス料金のうち、前項に該当する場合を除き、価格の変更は随時
行うことができるものとします。
5. 本条第3項または第4項に基づき当社が変更したサービス料金に関し、会員は自
らの責任において、サービス料金の変更を確認する義務を有するものとします。
6. 会員は、決済方法としてクレジットカードを利用する場合には、当該クレジット
カードの会員規約に従うものとします。この場合において、会員は、当社が、本条
第1項に規定するサービス料金を、別途当社が指定する代金回収代行業者（以下
「回収代行業者」といいます。）を通じて徴収することを承認していただきます。
7. 会員は、当社がサービス料金の徴収目的で必要な範囲で、会員の氏名、住所、
クレジットカード会員番号、クレジットカード有効期限、クレジットカードの名義、会員
が支払うべき本サービスの利用料金額等の情報を回収代行業者に開示すること
に同意するものとします。
8. 本条第6項の決済について、会員と当社との間に生じる問題を理由として、会員
が支払を拒む場合には、当該紛争期間中、会員は会員としての資格を有しないも
のとします。
9. 会員は、理由の如何にかかわらず、クレジットカード会社がサービス料金の支
払を中止若しくは停止する場合があることを、予め異議なく承認するものとします。
この場合当社は、本規約の定めに従い、事前に通知することなく、会員としての資
格を中断または取り消すことができるものとします。
10. 会員は、本サービスの請求金額が異常だった場合、その請求を受けてからあ
るいは開示を受けてから30日以内に当社にその旨を書面により通知するものとし
ます。この期間が経過した場合は、会員は請求代金について承諾したものとします。
（消費税等）
第19条会員は、本サービスの提供に係る消費税相当額を負担するものとします。
2. 当社は、消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じ
た場合は、その端数を切り捨てます。
（延滞利息等）
第20条会員は、請求代金に関してその支払期日までに支払いを行わない場合に
は、支払期日の翌日から起算して支払いの日まで、年14.5％の割合で計算される
金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。

第5章会員の義務等
（ID等の管理責任）
第21条会員は、利用契約成立後、当社が会員に付与するログインID、メールアド
レス、パスワード等（以下併せて「ID等」といいます。）の管理責任を負うものとしま
す。
2. 会員は、ID等をその家族、その他当社が特に認めるもの（以下「関係者」といい
ます。）以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。また、会員は、
ID等およびパスワードを貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとし
ます。なお、関係者の行為は当該会員の行為とみなされるものとし、本規約の各条
項が適用されることに会員は同意するものとします。
3. ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員
が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社は一切責任を負いません。
4. 会員は、ID等が盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直
ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社からの指示
がある場合にはこれに従うものとします。

（禁止事項）
第22条会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないも
のとします。
（1） 第三者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、または
これらを侵害するおそれのある行為。

（2） 第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれ
らを侵害するおそれのある行為。

（3） 上記(1)(2)のほか、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、ま
たは与えるおそれのある行為。

（4） 第三者または当社を誹謗中傷する行為。
（5） 公序良俗に反する（猥褻、売春、暴力、残虐、虐待等）行為、もしくはそのおそ
れがあると当社が判断する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提
供する行為。

（6） 犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結び付く行為、またはそれらのおそれの
ある行為。

（7） 公職選挙法において認められている場合を除き、選挙期間中であるか否かを
問わず、選挙運動またはこれに類する行為。（8） 性風俗、宗教布教活動に関
する行為。

（9） 当社が別途承認した場合を除き、本サービスを使用した営業行為、営利を目
的とした行為、またはその準備を目的とした行為。

（10）本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とす
る行為。

（11）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
（12）第三者もしくは当社に対し、不特定多数にばらまく広告・宣伝・勧誘等や、詐
欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール（嫌がら
せメール）を送信する行為。第三者もしくは当社に対しメール受信を妨害する行
為。「不幸の手紙」や善意を装ったデマといった連鎖的なメール転送を依頼する
行為および当該依頼に応じて転送する行為。

（13）ID等を不正に使用する行為。
（14）第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
（15）本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去す
る行為。

（16）コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。

（17）第三者または当社に迷惑･不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたす
おそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。

（18）本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を
与える態様において本サービスを利用する行為。

（19）不当に回線帯域を圧迫し、ネットワークに過大な負荷をかける行為等、本サー
ビスの他の利用者に迷惑を及ぼし、もしくは不都合を生じさせる行為。

（20）上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を第三者が行っている場合
を含みます。）が見られるサイトへリンクを張る等、当該行為を助長する行為。

（21）その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
（22）その他、当社が不適切と判断する行為。
2. 会員は、本サービスにおける決済方法として指定したクレジットカードについて
以下の行為を行ってはならないものとします。
（1） クレジットカードの氏名を偽称する行為。
（2） 他人のクレジットカードを不正に使用する行為。
（3） その他、クレジットカード会社あるいは金融機関が不適切と判断する行為。
（自己責任の原則）
第23条会員は、第22条（禁止事項）に該当する会員の行為によって当社および第
三者に損害が生じた場合、会員としての資格を喪失した後であっても、会員は損害
賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。こ
の場合において、当社が徴収すべきサービス料金等がある場合には、会員は、当
社に対しただちに支払うこととします。
（所有権）
第24条本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続
き、商標、商号もしくはIPが提供するサービスまたはそれに付随する技術全般は、
当社または当該IPに帰属するものとします。
2. 会員は、本サービス上にアップロードした情報またはファイルについて、本サー
ビス上において利用する限りなんらの請求権も保有しないものとします。
3. 会員は、本サービス上にアップロードした情報もしくはファイルについて、本サー
ビス上においてそれらを複製し頒布する権利または削除する権利を当社または当
社が別途任命する管理者に与えたものとします。
4. 会員は、アップロードした情報またはファイルについて生じたすべての法的責任
を負うものとします。
（著作権）
第25条会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービス
を通じて提供されるいかなる情報またはファイルについて、著作権法で定める会員
個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2. 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本
サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルについて、使用させたり、
公開させたりすることはできないものとします。
3. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の費用と責任におい
て、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を
与えないものとします。

第6章 当社の義務等
（ユーザー情報の保護および利用）
第26条当社は、会員が利用契約の申込みを行った際に知り得た情報または会員
が本サービスを利用する過程において当社が知り得た個人情報（以下「個人情報」
といいます）に関し、以下の項目に該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示
または提供しないものとし、かつ本サービスの提供のために必要な範囲を超えて
利用しないものとします。
（1） 会員が、限定個人情報（会員の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メー
ルのアドレス等）の開示について同意している場合。

（2） 当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報（会
員の個人が特定できない情報群）を開示する場合。

（3） 法令により開示が求められた場合。
（4） 会員が、本サービスで、IPの商品またはサービスを注文した際、限定個人情
報を、当該IPに対して開示する場合。

（5） 個人情報を適切に管理するよう契約等により義務づけた業務委託先に対し,
本サービスの提供のために、必要な業務を委託する目的で開示する場合。

（6） 当社または当社の提携先に関する広告、宣伝、その他情報提供の目的で電
子メール等を送付する場合。

（7） 個人情報の利用に関する同意を求める目的で会員に電子メール等を送付す
る場合。

2. 当社は家族会員の個人情報についても、前項の規定を適用します。

第7章利用の制限、中止及び停止等
（会員資格の中断・取消）
第27条会員が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直
ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、
会員資格が取り消された場合、当該会員は、当社に対する債務の全額を直ちに支
払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わな
いものとします。
（1） 利用申込および登録内容において、虚偽の申告または虚偽の内容であること
が判明した場合。
（2） 第22条（禁止事項）で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
（3） 料金等の支払債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。
（4） 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
（5） クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関による利用停止処分等を含む
その他の事由により、会員が指定したクレジットカードが利用料金の決済手段と
して利用できないことが判明した場合。

（6） 仮差押、差押、競売、破産の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けて
いる場合。
（7） その他、本規約に違反した場合。
（8） その他、会員として不適切と当社が判断した場合。
（サービスの中止・中断）
第28条当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断でき
るものとします。
（1） 本サービスのシステムおよび電気通信事業者の保守または工事を定期的もし
くは緊急に行う場合、または当社および電気通信事業者のシステムの障害等
やむを得ない時｡

（2）戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の
非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。

（3） 政府機関の規制、命令によるとき、または他の電気通信事業者等がサービス
の提供を中止・中断した場合。

（4） その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。



2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじ
めその旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この
限りではありません。
3．当社は、本サービスの中止中断などの発生により、会員または第三者が被った
いかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとし
ます。
（情報等の削除、通信利用の制限等）
第29条当社は、会員が第22条（禁止事項）各項の行為を行った場合、本規約に違
反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた
場合において、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講
ずることがあります。
（1）会員が本規約に違反する行為を中止すること、および同様の行為を繰り返さな
いことを要請します。

（2） 紛争当事者間で、紛争の解決のための協議を行うことを要請します。
（3） 本サービス用設備に会員その他第三者が蓄積、保存したデータ・情報を閲覧
し、または監視します。

（4） 会員が発信、表示、掲示するデータ・情報を削除し、または他の会員もしくは
第三者が受信、閲覧できない状態に変更します。ただし、当社は、当該情報を
削除または掲載停止しないことに対し、何ら責任を負うものではありません。

（5）会員の本サービスの利用を一時的に停止、または解約します。
（6）大量のトラフィックを発生させる通信については、本サービスの安定供給を目
的として当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。

2. 当社は、本サービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれがあるときな
ど、当社において必要があると判断する場合は、そのファイルに蓄積されている、
一定期間以上会員からアクセスがない情報を削除することがあります。

第8章損害賠償等
（責任の制限）
第30条当社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったと
きは、会員が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻か
ら起算して72時間以上その状態が連続したときに限り、サービス料金のうち月額基
本料金の30分の1に本サービスを利用できなかった日数を乗じた額（100円未満切
捨て）を上限として、会員に現実に生じた通常の直接損害の賠償請求に応じます。
なお、会員が本条により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から6ヶ月に
限られるものとします。また､天災地変等当社の責めに帰すことのできない事由に
より生じた損害､当社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、
または逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとし
ます。
2. 当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項
の規定は適用されないものとします。
3. 当社は電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供が出来
なかった場合、本条第1項の規定を適用するものとします。
（免責事項）
第31条本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サー
ビスを通じて登録、提供される情報等の流出もしくは消失等、またはその他本サー
ビスに関連して発生した会員または第三者の損害について、本規約で特に定める
場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、会員が本サービスや本サービス用設備に蓄積した、または会員が第三
者に蓄積することを承認した情報やデータに対する、第三者による削除や改竄に
ついて、一切責任を負わないものとします。
3. 本条第1項及び第2項の規定は、当社の故意または重大な過失による場合は適
用されないものとします。
4. 当社は、本サービスの内容、および会員が本サービスを通じて得る情報等につ
いて、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとし
ます。
5. 当社は、会員がご使用になるいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動
作保証は行わないものとします｡
6. 当社は、会員が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等
に関して、一切責任を負わないものとします。

付則
この規約は2000年11月24日より実施するものとします。
この規約は2001年10月17日より実施するものとします。但し、2001年10月16日以
前に加入した会員が口座振替を決済方法に指定している場合には、本改訂により
削除される口座振替に関する条項が引き続き存在するものとみなして適用されま
す。なお、この場合においても、口座振替に関する条項以外の条項については、本
改訂後の条項が適用されます。
この規約は2001年12月14日より実施するものとします。
この規約は2002年4月1日より実施するものとします。
この規約は2003年3月1日より実施するものとします。
この規約は2004年1月30日より実施するものとします。
この規約は2005年10月14日より実施するものとします。
この規約は2010年12月1日より実施するものとします。
この規約は2013年6月21日より実施するものとします。

株式会社ファミリーネット･ジャパン

『サイバーホーム決済サービス会員規約』

第１章総則
第１条（規約の適用）
株式会社ファミリーネット・ジャパン（以下「当社」といいます。）が提供するサイバー
ホーム決済サービス（以下「決済サービス」といいます。）に関し、決済サービスを
利用する者（以下「決済会員」といいます。）に対し、以下のとおり会員規約（以下
「本規約」といいます。）を定めます。
第２条（本規約の範囲及び変更）
規約は、決済サービスの利用に関し当社および決済会員に適用します。第５条（利
用契約の申し込み）および第６条（申込みの承諾）で規定する利用契約が成立後、
当社および決済会員は誠実に本規約を遵守する責務が発生します。
２．当社が別途規定する個別規定、および随時会員に対し通知する追加規定（以
下併せて「諸規定」といいます。）は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と
諸規定が異なる場合は、当該諸規定が優先するものとします。
３．当社は、決済会員の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、決済会員は当社
からの通知をもって承諾するものとします。
第３条（通知の方法）
当社から決済会員への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サー
ビス経由の電子メール、本サービス上の一般掲示、またはその他当社が適当と認
める方法により行われるものとします。
２．前項の通知が電子メールで行われる場合、決済会員の電子メールアドレス宛
に発信し、決済会員の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことを
もって決済会員への通知が完了したものとみなします。
３．第１項の通知が本サービス上の一般掲示で行われる場合、当該通知が本サー
ビス上に掲示され、決済会員が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧する
ことが可能となったときをもって決済会員への通知が完了したものとみなします。
４．本条第２項および第３項に定める通知の完了をもって通知内容は有効になるも
のとします。
５．決済会員は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負う
ものとします。なお、電子メールの閲覧とは、決済会員がそのサーバーに配置され
た電子メールを画面上に表示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
第４条（準拠法・管轄裁判所）
（1）決済サービスに関する準拠法は、日本法といたします
（2）決済サービスに関連して、決済会員と当社との間で紛争が生じた場合には、当
該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
（3）前項の協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所
を第一審の専属管轄裁判所とします。

第２章 利用契約の締結等
第５条（利用契約の申込み）
決済サービスの申込みは、当社が別途指定するクレジットカード会社の発行するも
のであり、かつ日本国内において有効なクレジットカードを保有している者のみが
申込むことができます。
決済サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約を承諾
していただいた上で、当社が別途指定する所定の方法により申込みを行うものとし
ます。
第６条（申込みの承諾）
当社は、前条に定める申込みに対し、当社所定の審査・手続き等を経た上で申込

みを承諾します。利用契約は、当社が申込みを承諾し、登録が完了した日（以下
「登録日」といいます。）に成立するものとします。
２．当社は利用契約成立後速やかに、決済サービスを利用するためのＩＤ、パス
ワードをオンライン上、またはメールで利用者に通知します。
３．当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、申込を承認しない場合があり
ます。また、当社は、利用契約成立後であっても、次の各号に該当することが判明
した場合には、当社所定の方法にて通知することにより、利用契約を解除すること
ができるものとします。なお、不承諾の場合でも、当社はその理由を申込者に開示
する義務は負いません。
（１）申込者が、過去に規約違反等により、決済会員としての資格の取消が行われ
ている場合。
（２）申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
（３）申込者と指定したクレジットカードの名義人が異なる場合。
（４）申込者の指定したクレジットカードについて、クレジットカード会社、代金回収代
行業者、金融機関による利用停止処分等を含むその他の事由により、利用料金の
決済手段として利用できないことが判名した場合。
（５）申込者が未成年、被補助人、被保佐人、または被後見人の何れかであり、利
用申込の際にそれぞれ、法定代理人、補助人、保佐人、または後見人の同意を得
ていない場合。
（６）仮差押、差押、競売、破産の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けて
いる場合。
（７）申込者が、決済サービスの料金等の支払いを現に怠りまたは怠る恐れがある
と当社が判断した場合
（８）当社の業務遂行上または技術上、サービス提供に支障があると当社が判断し
た場合。
（９）申込者が法人の場合。
（１０）その他、当社が、申込者を決済会員とすることを不適当と判断する場合。
４.前項に従い当社が利用契約の申込みの不承諾または会員契約の解除を行うま
での間に発生した料金等については、会員は第３章の規定に準じて当該債務を履
行するものとします。
第７条（権利の譲渡制限）
本規約に別段の定めがある場合を除き、決済会員は、決済サービスの提供を受け
る権利義務の一切を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第８条（登録内容の変更）
決済会員は、利用契約の申込において届け出た内容に変更があった場合には、
速やかに所定の変更の届出を当社に行うものとします。
２．決済会員が、以下の項目の変更を希望する場合は、当社は第６条（申込みの
承諾）を準用します。
（１） 決済会員名
（２） クレジットカード
３．決済会員は、本条の届出を怠ったことにより決済サービスのご利用ができない
など、決済会員又は第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うもので
はありません。
４．決済会員は、本条の届出を怠った場合に当社からの通知が不到達となっても、
通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとしま
す。
第９条（決済会員による解約）
決済会員が利用契約の解約を希望する場合には、解約希望月の末日までに当社
が別に定める条件に従い解約処理を完了させます。決済会員は、月の途中で解
約することはできません。
２．解約時までに決済会員が決済サービスの利用により発生したすべての債務は
解約後といえども存続し、決済会員は、当社に対し、その債務の履行義務を負い
ます。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、
決済会員が解約に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することは一
切ありません。

第３章サービス、利用料金等
第１０条（提供するサービス）
当社は、決済会員に対し、当社が別に定める内容および条件で決済サービスを提
供します。
２．決済サービスでは、決済会員は決済IDとパスワードを使用することにより、予め
当社に登録した情報を個別に入力することなく、当社が提供するサービスあるいは
コンテンツの各種支払いにご利用いただけます。
３. 決済会員は、クレジットカードの会員規約に従うものとします。この場合において、
決済会員は、当社が別途指定する代金回収代行業者（以下「回収代行業者」とい
います。）を通じて徴収することを承認していただきます。
４. 決済会員は、当社が料金の徴収目的で必要な範囲で、会員の氏名、住所、クレ
ジットカード会員番号、クレジットカード有効期限、クレジットカードの名義、会員が
支払うべき本サービスの利用料金額等の情報を回収代行業者に開示することに
同意するものとします。
５. 決済会員と当社との間に生じる問題を理由として、会員が支払を拒む場合には、
当該紛争期間中、決済会員は決済会員としての資格を有しないものとします。
６. 決済会員は、理由の如何にかかわらず、クレジットカード会社が料金の支払を
中止もしくは停止する場合があることを、予め異議なく承認するものとします。この
場合当社は、本規約の定めに従い、事前に通知することなく、決済会員としての資
格を中断または取り消すことができるものとします。
７. 決済会員は、決済サービスの請求金額が異常だった場合、その請求を受けて
からあるいは開示を受けてから３０日以内に当社にその旨を書面により通知するも
のとします。この期間が経過した場合は、会員は請求代金について承諾したものと
します。
第１１条 （消費税等）会員は、本サービスの提供に係る消費税相当額を負担するも
のとします。
２. 当社は、消費税相当額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り捨てます。
第１２条 （延滞利息等）会員は、請求代金に関してその支払期日までに支払いを
行わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日まで、年１４.５％の
割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。
第１３条（決済サービスの変更、追加または廃止）
当社は決済サービスについて、理由の如何を問わず、決済会員に事前の通知をす
ることなく、決済サービスの名称および内容の全部または一部を変更・追加・廃止
することができます。

第４章決済会員の義務等
第１４条（ＩＤ、パスワードの管理）
決済会員は、利用契約成立後、当社が決済会員に付与する、ＩＤ、パスワードの管
理責任を負うものとします。
２．決済会員は、ＩＤ、パスワードを、その家族、その他当社が特に認めるもの（以下、
「関係者」といいます。）以外の第三者に対して使用させたり、貸与、賃貸、譲渡、
売買、質入等をしてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該決済会員
の行為とみなされるものとし、関係者の利用により発生する債務は全て決済会員
が負担することに同意するものとします。
（２）ＩＤ、パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の
責任は決済会員が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社は一切責
任を負いません。
（３） 決済会員は、ＩＤおよびパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていること
を知った場合には、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとと
もに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第１５条（禁止事項）
決済会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
（１）ご利用の際に虚偽の登録内容を申請する行為
（２）決済サービスの運営を妨げ、その他決済サービスに支障をきたすおそれのあ
る行為
（３）クレジットカードを不正使用して決済サービスを利用する行為
（４）IDおよびパスワードを不正に使用する行為
（５）他の決済会員、第三者もしくは当社に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、
またはそれらのおそれのある行為
（６）他の決済会員、第三者もしくは当社の著作権、プライバシーその他の権利を侵
害する行為、またはそれらのおそれのある行為
（７）公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらのおそれの
ある行為
（８）その他、当社が不適当と判断する行為

第５章 当社の義務等
第１６条（ユーザー情報の保護および利用）
当社は、決済会員が利用契約の申込みを行った際に知り得た情報、または決済
会員が決済サービスを利用する過程において当社が知り得た個人情報（以下「個
人情報」といいます）に関し、以下の項目に該当する場合を除き、個人情報を第三
者に開示または提供しないものとし、かつ決済サービスの提供のために必要な範

囲を超えて利用しないものとします。
（１）決済会員が、限定個人情報（決済会員の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、
電子メールのアドレス等）の開示について同意している場合。
（２）当社が、決済サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報
（お客様の個人が特定できない情報群）を開示する場合。
（３）法令により開示が求められた場合。
（４）決済会員が、決済サービスでサービスを注文した際、限定個人情報を当該情
報提供者に対して開示する場合。
（５）個人情報を適切に管理するよう契約等により義務づけた業務委託先に対し、
決済サービスの提供のために、必要な業務を委託する目的で開示する場合
（６）当社または当社の提携先に関する広告、宣伝、その他情報提供の目的で電
子メール等を送付する場合
（７）個人情報の利用に関する同意を求める目的で電子メール等を送付する場合

第６章利用の制限、中止及び停止等
第１７条（決済会員資格の中断・取消）
決済会員が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ち
に当該決済会員の資格を中断または取り消すことができるものとします。また、決
済会員資格が取り消された場合、当該決済会員は、当社に対する債務の全額を
直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一
切負わないものとします。
（１） 利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
（２） 1５条「禁止事項」で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
（３） 料金等の支払債務の履行遅延または不履行が１回でもあった場合。
（４） 手段を問わず、決済サービスの運営を妨害した場合。
（５） クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関による利用停止処分等を含む
その他の事由により、決済会員が指定したクレジットカードが利用料金の決済手段
として利用できないことが判明した場合。
（６） 仮差押、差押、競売、破産の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けて
いる場合。
（７） 登録日より起算して３ヶ月間が経過しても、当社が提供するサービスあるいは
コンテンツの各種支払いに決済サービスをご利用にならなかった場合。
（８） その他、本規約に違反した場合。
（９） その他、決済会員として不適切と当社が判断した場合。
第１８条（サービスの中止・中断）
当社は、以下の事項に該当する場合、決済サービスの運営を中止中断できるもの
とします。また、決済サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を
決済会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りで
はありません。決済サービスの中止中断などの発生により、決済会員または第三
者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、当社は責任
を負わないものとします。
（１） 決済サービスのシステムの保守または工事を定期的もしくは緊急に行う場合、
または当社のシステムの障害等やむを得ないとき。
（２） 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の
非常事態により、決済サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
（３） 政府機関の規制、命令によるとき、または他の電気通信事業者等がサービス
の提供を中止・中断した場合。
（４） その他、当社が、決済サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場
合。

第７章免責事項
第１９条
当社は以下の事項について免責されるものとします。
（１）決済サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、決済サー
ビスを通じて登録、提供される情報等の流出もしくは消失等、またはその他決済
サービスに関連して発生した決済会員または第三者の損害について、本規約で特
に定める場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
（２）当社は、決済会員が決済サービスや決済サービス用設備に蓄積した、または
決済会員が第三者に蓄積することを承認した情報やデータに対する、第三者によ
る削除や改竄について、一切責任を負わないものとします。
（３）本項（１）及び（２）の規定は、当社の故意または重大な過失による場合は適用
されないものとします。
（４）当社は、決済サービスの内容、および決済会員が決済サービスを通じて得る
情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わ
ないものとします。
（５）当社は、決済会員がご使用になるいかなる機器、およびソフトウェアについて
一切動作保証は行わないものとします。
（６）当社は、決済会員が決済サービスを利用することにより第三者との間で生じた
紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

付則
この規約は２００３年３月１日より実施するものとします。
２００４年４月２０日 第１７条（７）追記
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インターネット接続・メール設定に関するお問い合わせ

電話でお問い合わせ

メールでお問い合わせ

チャットボットでお問い合わせ

◇スマートフォンの場合

◇パソコンの場合 https://www.cyberhome.ne.jp/

24時間年中無休 AIチャットボットがご案内します
（有人チャットではございません）

c-info@cyberhome.ne.jp

受付は24時間年中無休
回答は翌日以降になる場合があります

◇お問い合わせメールアドレス

0120-318-406◇お問い合わせ電話番号

ファミリーネット・ジャパンヘルプデスク

9:00～22:00 年中無休
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