
・ログインをタップ

・ペアリング可能な LED
電球が現れます。

・電球の帯（CCT Light）を
　タップすると色が付きます

・右下の電球のタップ
・電球が点滅してペアリン
　グが完了します。
・電球の帯（CCT Light）を
　タップする次の画面に
　移動します。

・調光、調色、オン /オフ
　ができます。

・ログイン画面に移動
・ログインせずに使用を
　タップ
・スキップをタップ

・機器接続画面に移動
・右上+をタップ 

・LED 電球を点灯させておき
・ライトをタップ

＜ログインせずに LED電球を追加する＞

■利用規約・プライバシーステートメントが表示されない件■

お客様各位

Bluetooth コントロール LED電球 Quito をお使いいただきありがとうございます。
専用アプリ「Innohome」にて、” ログインせずに使用”→” 確認” の操作で、利用規約・プライバシー
ステートメントが表示せず、LED電球の登録まで進まない不具合がありました場合、誠に恐れ入りま
すが、下記の操作を行い、電球の登録画面へスキップして登録を行っていただけますでしょうか。
その際、利用規約・プライバシーステートメントはこの資料のあとのページに記載しておりますので
そちらをご確認いただき、ご使用をお願い致します。
ご面倒をおかけして申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

ここから LED電球の登録



・ログインをタップ ・Eメールアドレスと任意
　のパスワードを入力
・□にチェックを入れて登
　録をタップ
（利用規約などは別紙書類
をご確認ください）

・アプリ運営元より、上記の
　メールが届きます。
・リンク（http からはじまる
　長いアドレス）をタップ
　で登録完了となります。

※アプリ開発者送信元メール
　アドレス
※メールブロック設定をされて
　いる場合こちらのメールを受
　信設定してください。

■アカウント作成のメール受信に関して■

＜アカウント作成＞

・この画面から LED電球の
　登録をはじめます。
　登録の仕方は前頁
　「ここから LED電球の登録」
　からと同じです。

アカウント登録の際の確認メール受信が出来ない場合
アプリ開発会社がアカウント登録のための返信メールアドレスを、取扱説明書に記載があるアドレス
から変更しております。誠に恐れ入りますが、、下記のドメインの受信設定でお試いただけますでしょ
うか。
@以下→　　push.jingxun.xyz
もしくは　　jingxun.xyz  を含む　メールアドレスからの受信設定

尚、こちらも利用規約・プライバシーステートメントが表示されない場合、この資料のあとのページ
に記載がありますので、ご確認いただき、ご使用をお願い致します。
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Innotech 利用規約 

 

最終更新日：2017 年 12 月 13 日 

 

このウエブサイトへのアクセスと利用は以下の利用規約に従います。また、このウエブサ

イトに含まれる個別のコンテンツ、データ、資料、情報（コンテンツ）、及び、あなたがこ

のウエブサイトにアップロードする、提供する、かつ／または公表する個別のコンテンツ、

データ、資料、情報（利用者コンテンツ）、またはこのウエブサイトを通して完結する売買

には、個別の取引条件が適用される可能性があります。それらの個別条件は、以下の利用規

約に加えて適用されるか、または、明白に特定される範囲においてのみ、以下の利用規約よ

りも優先される可能性があります。 

 

１．利用規約の受理 

このウエブサイトにアクセス、または利用することにより、あなたは、この利用規約、及

び、このウエブサイトに含まれる、またはここで参照されるすべての取引条件に、またはこ

のウエブサイトに明記された追加取引条件に、法的に束縛されることに同意します。もし、

あなたがこれらの規約のすべてに同意しない場合は、あなたはこのウエブサイトにアクセ

スする、または利用するべきではありません。 

 

２．規約の修正 

これらの利用規約は Innotech によって随時、修正される可能性があります。修正利用規

約は、その告示により有効となります。修正告示後の、このウエブサイトへのアクセス、ま

たは利用の継続により、あなたはその修正規約を受け入れたものとみなされます。あなたが

定期的に取引条件をレビューすることを推奨します。他の Innotech のウエブサイトは、そ

れらのウエブサイトのみに適用される利用規約がある可能性があります。 

Innotech は、いつ何時でも、通知することなく、ウエブサイトまたはウエブサイトのコン

テンツについて終了、変更、または更新する権利を有します。Innotech は、いかなる場合に

おいても、Innotech のみの裁量により、通知なく、いつ何時でも、このウエブサイトへの、

または有効ないずれの部分への、いかなる人物のアクセスも制限する、拒否する、または終

了する権利を有します。 

 

３．個人情報保護方針 

このウエブサイトへの連携により提供され、集約された個人情報は、Innotech の個人情

報保護方針に基づいてのみ利用されます。また、利用規約はこのウエブサイトに告示されて

いるように、個人情報保護方針に従うものとします。 
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４．免責条項 

ウエブサイト上のすべての情報は（文章、画像、映像、リンク、他の資料などを含むが、

それらも限定することなく）、そのままで、利用できるままに提供されます。Innotech とそ

の子会社、系列会社、代理店、使用被許諾者、ブランド使用被許諾者、及び取引先は、明示

または黙示を問わず、商品適正保証、特有な目的への適合性、著作権非侵害性を含めて、ウ

エブサイトの運用、コンテンツ、利用者コンテンツについて、いかなる抗議やいかなる保証

にも、法律で認められている範囲内で、明白に責任を持ちません。Innotech とその子会社、

系列会社、代理店、使用被許諾者、ブランド使用被許諾者、及び取引先は、(i) このウエブ

サイトがあなたの要求を満たすこと (ii) このウエブサイトが中断されず、適時性があり、安

全であり、エラーがないこと (iii) （このウエブサイトのいかなる情報や資料を含めて）こ

のウエブサイトの利用により得られる結果が正しく、完全で、正確で、信頼性が高いこと、

もしくは、あなたの要求を満たすことを保証または表明しません。 

このウエブサイトは公開されたウエブサイトです。あなたは、あなたがこのウエブサイト

で提供するコンテンツに関して機密保持性を期待するべきではありません。ここには機密

情報を提供しないで下さい。 

Innotech とその子会社、系列会社、代理店、使用被許諾者、ブランド使用被許諾者、及び

取引先は、インターネット、ネットワーク、サーバ共有サービスの中断または不作為に対し

て責任を持ちません。また、このウエブサイト、または、このウエブサイトを利用可能にす

るサービス、または、Innotech により送られた電子伝達情報が、ウイルスまたは他の害を及

ぼす要素を保有していないことを保証しません。 

 このウエブサイトからの資料のダウンロード、またはウエブサイトの利用による資料の

獲得はあなた自身の裁量とリスクにおいて行われるものです。あなたは、そのような資料の

ダウンロードによるあなたのコンピュータシステムのダメージやデータ喪失に対してすべ

ての責任を負います。 

 

５．登録 

登録において、あなたはあなたに特有のユーザ名とパスワードを選ばなければなりませ

ん。また、特有な、有効な、最新の、かつ確認可能な e-mail アドレスを提供しなければな

りません。ユーザ名、e-mail アドレスの重複は許可されません。もし、あなたが入力したユ

ーザ名とアドレスが既に使われていれば、別のユーザ名とアドレスを選ぶように促されま

す。弊社は、あなたの登録情報に関して確認の e-mail を送ります。それらの情報が届かな

い場合は、それがいかなる理由にかかわらず、あなたのアクセス、または登録を必要とする

機能の利用は拒否されるか中断される可能性があります。あなたは登録情報を正確かつ最

新に維持するため適切に更新して下さい。あなたは、あなたのパスワードの機密性を維持す

ることに対してすべての責任を負います。もし、あなたが選んだユーザ名が、節度がない、

下品、または不適切と弊社が判断した場合、弊社はあなたのユーザ名を変更する、または、
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あなたがこのウエブサイトに提供したコンテンツを削除する、または、あなたの登録を拒否、

または取り消す権利を有します。あなたは、あなたのコンピュータへのアクセスを制限する

ことについて、すべての責任を負います。あなたは、あなたの行為、無為、または怠慢によ

り生じる、あなたのアカウント、ユーザ名、またはパスワードの下に発生するすべての動作

に対して、すべての責任を負います。もし、あなたが、あなたのアカウント、ユーザ名、ま

たはパスワードに関して、疑わしい、または許可されていない行為を認識した場合、直ちに

e-mail にて弊社に連絡して下さい。弊社は、弊社の裁量で、特有の e-mail サービス、また

は ISP からの登録を禁じることがあります。 

 

６．投稿者 

あなたは、このウエブサイトに利用者コンテンツを提供することにより、その資料が適切

で、建設的で、意味のあるものであること、また（１）中傷的な、または他の人やその存在

に有害な内容 （２）他の人または財産に害をなす要因になる、または、他の人や組織を毀

損する、または嫌がらせになる内容 （３）他の人の法的権利（プライバシーまたは公開に

関する権利を含めて）を侵害する可能性のある内容（４）卑猥、わいせつ、卑俗、俗悪、不

当、または脅迫的な内容 （５）文化的、民俗学的に反対の出そうな内容 （６）非合法的

な行動を提唱または推奨する内容、を含むが、それらに限定することなく、非合法な、もし

くは公表に適さない、いかなる内容も含まないことに同意します。 

あなたは、資料を提供する前に、ウイルスまたは他の汚染的、破壊的な機能を取り除くた

めに正当な努力をして下さい。また、あなたは、このウエブサイトを通して、連鎖的手紙を、

ネズミ講を、調査と勧誘を行いません。また、あなたは、このウエブサイトを通して転送さ

れるコンテンツ、利用者コンテンツの素性を偽装するために、または、このウエブサイトで

のあなたの存在感を操作するために、見出しを偽造すること、または識別、他のデータを操

作することをしません。また、あなたは、弊社のサイト、サーバ、ネットワークを中断させ

る、または破壊すること、または、弊社のインフラストラクチャーに不当に大きな負荷をか

ける行動をしません。 

あなたは、このウエブサイトに提供された利用者コンテンツが、著作権、登録商標、特許、

機密保護義務などに限定されることなく、いかなる専有の権利も侵害することがないこと

を断言し、表明し、保証します。 

あなたは、このウエブサイト内で、あなたが提供した、知的財産権保護に抵触しない、あ

なたのアイデア、提案、討論、他の利用者コンテンツが、賠償責任または帰属責任なく、他

の投稿者に使用されることを認識し、合意します。 

あなたは、Innotech、その系列会社、ブランド使用被許諾者、世界中の代理店が、あなた

が提供した利用者コンテンツを、このウエブサイトまたは他の Innotech ウエブサイト上で、

または、すべてのメディア上の Innotech のマーケティングまたは公的資料において、使用

する、複製する、派生作品を生み出す、分配する、公に使用する、公に陳列する、伝送する、
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出版することについての、返還不能な、使用料の無い、排他的ではない、使用再許諾可能な、

移転可能な使用許可を承諾します。 

あなたは、あなたの利用者コンテンツに対して、また、それを公表、提供、出版した結果

に対して、すべての責任を負います。Innotech は利用者コンテンツを提供する前に、また

は、その後に、レビュー、もしくは監視する可能性がありますが、その義務はありません。

弊社がすべての利用者コンテンツを監視し、レビューすることが不可能であることをご認

識下さい。Innotech、その子会社、系列会社、代理店、使用被許諾者、ブランド使用被許諾

者、及び取引先は、このウエブサイト上で第３者によって公示された利用者コンテンツの精

度、網羅性、品質、正当性について、それらに限定することなく、責任を負うことはしませ

んし、できません。 

Innotech はいかなる利用者コンテンツ、またはいかなる意見、推奨、それについて表明さ

れたアドヴァイスを是認しません。また、Innotech は利用者コンテンツに関して、すべての

責任を明白に否認します。 

Innotech は、いかなる理由にもよらず、いかなる時にも、通知と承諾なく、Innotech のみ

の裁量により、いかがわしく、不適切な、もしくはこれらの利用規約に違反するメッセージ

を、または他の利用者コンテンツを、編集、または削除する権利とその能力を有します。提

供した利用者コンテンツがいかがわしく、不適切と思う利用者は、直ちに e-mail にて

Innotech に連絡することを推奨します。そのような連絡の受領により、弊社は、正当な時間

内で必要とみなせば、そのような行動を取る正当な努力をします。それは手作業のプロセス

のため、あなたは、利用者コンテンツの一部については直ちに削除または編集できない可能

性があることを認識して下さい。 

 

７．責任制限 

Innotech、その系列会社、代理店、使用被許諾者、ブランド使用被許諾者、取引先は、こ

のウエブサイトへのアクセスと利用により、または、このウエブサイト、コンテンツ、利用

者コンテンツへのアクセスまたは利用が不可であることにより帰結し、発生する、いかなる

間接的な、結果的な、懲罰的な、特別または偶発的な損害について、たとえ Innotech が、

上記のような損害の可能性を知っていたとしても、Innotech 内の一部の詐欺または詐欺的

な虚偽の陳述により生じる損害の範囲を除いて、いかなる場合も責めも負いません。 

もし、あなたが上述の除外、責任制限、または４項にある保証の免責が許容されない国ま

たは州に住んでいれば、それらが許容されない範囲内においてのみ、上記の除外と責任制限

は適用されません。その場合、そのような除外と責任制限は適用される法律の最大範囲内に

制限されます。 

 

８．第３者のコンテンツ／ソフトウエア 

Innotech は、ハイパーリンクを経由してこのウエブサイトにリンクする可能性のある第
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３者所有のサイトのコンテンツに関して、そのハイパーリンクがこの利用規約に基づくウ

エブサイトまたは第３者に提供されたものか否かを問わず、いかなる責任も負いません。弊

社のウエブサイト上の他のサイトへのリンクは、他のサイトの認証はありません。また、こ

のウエブサイトがリンクする可能性のあるサイトのコンテンツの精度、適時性、適切性に関

して、何の判断も保証もなされません。それ故、弊社は責任を負いません。 

このウエブサイトからダウンロード可能なソフトウエアは、適用される使用許諾契約の

規約に従って使用を許諾されます。適用される使用許諾契約に明記されている場合を除き、

そのソフトウエアは最終ユーザのみ使用可能で、そのソフトウエアのコピー、複製、または

再配布は明白に禁止されています。そのソフトウエアに関する保証は、もしあるならば、該

当する使用許諾契約上の記載に基づいて適用されます。Innotech は、そのソフトウエアに

関する商品適正保証、特有の目的への適合性、著作権非侵害性を含めて、明示または黙示を

問わず、すべての抗議やいかなる種類の保証に対して明白に責任を負いません。 

 

９．ウエブサイトにおける所有権 

このウエブサイトは生来、公共のもので、そこに提供される情報は機密性はないものとご

認識下さい。あなたは、あなたの利用者コンテンツ内に具体的な発明を提供することが、適

用される特許法の下で、その発明の“公開“と見なされることをご認識下さい。 

あなたは、このウエブサイトに提供される、または話し合われる利用者コンテンツが、

Innotech、その系列会社、ブランド使用被許諾者、他の代理店、または第３者の特許、著作

権、登録商標、知的財産権に関する題材になる可能性があることをご認識下さい。もし、あ

なたが、このウエブサイトに提供されるアイデア、プロポーザル、提案、またはソリューシ

ョン、または他の利用者コンテンツを利用することを考えるならば、利用行為を起こす前に、

適切な知的財産認可手続きを行う責任があります。 

 

１０．サイトの停止 

弊社のみが、いかなる理由によらず、いかなる時でも、通知も同意もなく、このウエブサ

イト、またはこのウエブサイトの一部を停止する権利を有します。弊社は、このウエブサイ

トに提供されたコンテンツ、または利用者コンテンツの保存、または削除の失敗について責

任を負いません。 

 

１１．Innotech 製品 

このウエブサイトは、ある一定の国において販売されていない（販売準備がされていない）

Innotech の製品とサービスの参照を含む可能性があります。参照できることは、その製品

とサービスがその国でいつか販売されることを意味しませんし、保証もしません。詳細は、

あなたの地域の Innotech の営業窓口にご確認下さい。 
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１２．権利不放棄 

これらの利用規約の執行において、Innotech がなんらかの失敗をしたとしても、それが

いかなる人物の過去の行動か将来の行動かにかかわらず、これらの利用規約にある Innotech

の権利を放棄することにはなりません。Innotech からファンドを受領したとしても、

Innotech のいかなる人物からの依頼であっても、これらの利用規約のいかなる部分も放棄

することにはなりません。いかなる場合でも、Innotech 公認の代表者によりサインされた

個別の権利放棄証書のみが法的に有効です。 

 

１３．表題 

この利用規約の各セクションの表題は、読み易くするためだけに挿入されたもので、この

利用規約の意味または解釈に影響するものではありません。 

 

弊社のウエブサイトを訪問いただき、ありがとうございます。 

 

Xiangxi Innotech Technology Co.Ltd. All Rights Reserved. 

江西イノテックテクノロジー株式会社  All Rights Reserved. 



InnoHome のプライバシーに関するお知らせ 

 

最終更新日：2017 年 12 月 13 日 

 

Jiangxi Innotech Technology Co., Ltd（以下、「弊社」または「Innotech」）は、あなたが弊

社と共有する個人情報を厳格に保護いたします。また、弊社は、弊社がどのようにあなたの

個人情報を使用するかについて説明することが、また、その個人情報がどう使用されるかに

ついて、あなた自身に選択していただくことが重要だと考えています。従って、弊社は、あ

なたが選択する前に、この個人情報保護に関するお知らせをよくお読みになること、また、

このプライバシーに関するお知らせに記述されているように、あなたの個人情報を使用す

る権利を弊社に与えていただくことを、あなたに推奨いたします。 

 

このプライバシーに関する方針の範囲は何ですか？ 

このプライバシーに関する方針（「プライバシーに関する方針」）は、ランプ、ブリッジ、

プラグおよびスイッチ（「製品」）の使用、ウェブサイト（「ウェブサイト」）、及びアプリケ

ーション（「アプリケーション」）を介して収集された、消費者のすべての個人情報に適用さ

れます。製品およびウェブサイトは、InnoHome の「サービス部門」によって管理・運営さ

れています。 

 このプライバシーに関する方針は、このサービスに適用される InnoHome の利用規約お

よびその他のポリシーに加えて適用されます。 

 特定のケースでは、サービスを利用するためにアカウントを作成する必要があります（例

えば、家の内外からの、アプリケーションおよびウェブサイトを介しての製品利用など）。

アカウントの作成と管理は、ウェブサイトの「アカウントの作成」で行います。アカウント

内で収集された個人情報は、このプライシーに関する方針の中で個人情報として扱われま

す。 

 

何故、顧客の個人情報を共有する必要があるのですか？ （弊社の目的） 

あなたの個人情報を共有することは、弊社があなたにサービスを提供するために必要で

す。そのサービスとは以下のようなものです 

 サービスの使用 

 InnoHome またはサードパーティの提供するアプリケーション、製品、および機

能の使用 

 アフターサービスに関する支援 

 設定の保存 

 ソフトウェアのアップデート 

 ウェブサイトとアプリ機能の改善 



 製品の開発し、顧客サービスの最適化、サービスの継続的改善のための支援 

 

さらに、あなたが追加のサービスのためにあなた自身を登録することを選択した場合、弊

社は、サービスに応じて、あなたに以下を提供することができます 

 あなたが求めた場合などでの、個別でタイムリーなコミュニケーション 

 あなたの購入の登録、その購入によるすべての特典を受け取れます 

 オンラインコミュニティに参加するためのアクセス権 

 あなたの関心事に関連する個別のメッセージ、情報、および特典 

 InnoHome では、データを安全に保ち、不正アクセスから保護するために、最高

品質のデータセキュリティツールを使用します。 

 

どのような個人情報を収集しますか？ 

収集する個人情報の種類は、収集方法によって異なります。 

⚫ ウェブサイトとアプリケーションを使用して、以下の情報を収集します 

 IP アドレス 

 MAC アドレス 

 ユーザーID 

 地理的位置 

 アプリケーションに接続されているデバイスの種類 

 ブリッジの特定 ID、ブリッジのシリアル番号 

 使用データ 

 破損事故データ 

 

弊社は、適切なアフターサービスとトラブルシューティングを提供するために、この使用

データを保管します。使用データは、サービスを提供するために必要な期間、保存されます。 

 InnoHome は、SSL を使用してデータを安全に転送し、保存時に MAC アドレスなどの一

部のデータを暗号化します。 

 弊社は法的目的のために情報を保管する必要がない限り、サービスの提供のために必要

な期間、データを保管します。一定期間経過した後は、データを集約した形でのみ保持しま

す。 

  

アクセス、設定変更、シーンや画像のアップロードについて 

あなたがアップロードすることを選択したシーンや画像は、一般に公開され、弊社製品の

開発に役立つ第三者によって使用される可能性があります。 

⚫ アカウントを作成して使用すると、以下の情報が収集されることがあります。 

 名前／ニックネーム 



 E メールアドレス 

 パスワード 

 サービス使用データ 

 IP アドレス 

 製品の設定 

 アップロードするシーンと画像 

 

⚫ HomeKit を使用してアカウントに接続すると、以下の情報が収集されることがあり

ます。 

 お部屋の名前 

 アクセサリの名前 

 各アクセサリが設置されている部屋名 

 

お部屋や付属品に名前を付ける際に個人情報を含めると、当社製品の開発に役立つ第三

者からその情報にアクセスされる可能性があります。 

⚫ プロモーションへの参加、ニュースレターの購読など、弊社の追加サービスを利用す

ることを選択した場合、弊社は、以下のような特定の個人情報を要求、または受け取

ることがあります。 

 名前 

 メールアドレス 

 ソーシャルメディアのプロフィール 

 年齢／生年月日 

 InnoHome ページの利用と活動 

 興味 

 あなたのオンライン上の行動に関連するその他の情報 

 

さらに、私たちは、クッキーまたは同様の技術を使用して、以下のような個人データを含

めて、それらに限定することなく、情報を収集する場合があります 

 あなたの IP アドレス 

 あなたのクッキーID 

 あなたのウェブブラウザ 

 あなたの位置情報 

 弊社のウェブサイトであなたが閲覧したウェブページ 

 閲覧した広告またはクリックした広告 

 

また、あなたがウエブサイトに提出した情報を集計することもあります。集計データには、



あなたの身元を特定するために使用できる情報は含まれておらず、このウェブサイトで効

果的なサービスを提供する目的にのみ使用されます。弊社は、サードパーティに、このウェ

ブサイトに関連した非個人的データまたは集計データを提供する場合があります。 

 

どのように、どれだけの期間、データを保管していますか？ 

 弊社は、収集された目的のために必要な期間だけ、または契約書または関連する法律で必

要とされる期間だけ、お客様に関する情報を確実に保管することを保証するための合理的

な措置を講じます。 

 削除後でも、アップロードしたシーンや画像など公開されているデータのコピーは、キャ

ッシュされたページやアーカイブされたページに残って閲覧できる可能性があります。ま

た、API を使用している他のユーザーやサードパーティがその情報をコピーして保管してい

る場合もあります。インターネットでは情報は完全には消去できないことを覚えていてく

ださい。あなたが一般公開することを選択したものはすべて、無期限にオンライン上にとど

まります。これらの画像やシーンを公開することを決定する前に、ご注意ください。 

 

 どのように他の人と情報を共有するのですか？： 

 弊社は、あなたが弊社から購入したサービスを提供するために、信頼できるサードパーテ

ィに仕事を依頼することがあります。これらのサードパーティは、個人データの使い方につ

いて適用される独自のプライバシーポリシーがあります。これらのプライバシーポリシー

は、弊社の「プライバシーに関する方針」と異なる場合があります。 

 弊社は、該当する法律および Innotech プライバシー規則に従って、InnoHome のサービ

スプロバイダー、ビジネスパートナーおよびその他の信頼関係のある関連会社と個人情報

を共有することがあります。 

 法律であなたの同意を得ることが義務づけられている場合、または状況に応じて、あなた

の同意が適切であると思われる場合は、弊社はあなたの個人情報を共有する前にあなたの

同意を得ます。 

 弊社は、サービスプロバイダー、ビジネスパートナーなどとの契約においては、あなたの

個人情報の使用および開示の目的を制限し、あなたの個人情報を適切に保護することを要

求します。 

 弊社は、このポリシーの下で、または、法律で要求される場合にのみ、個人情報を開示し

ます。 

弊社は、事業または事業の一部を別の会社に売ることがあります。そのような事業所有権

の譲渡の際に、その事業に直接関連するあなたの個人データも譲渡されます。 

 弊社はあなたの個人データをクラウドに保存することがあります。つまり、あなたの個人

情報は、クラウドプロバイダーによって代理処理され、世界中のさまざまな場所に保存され

る可能性があります。弊社は、あなたの個人情報が適切に保護され、上記の目的のために排



他的に処理されることを保証するために、必要な組織的および契約上のセキュリティ対策

を講じました。 

 弊社は、あなたにサービスを提供するために Google と協力しています。 Google は、あ

なたのデータを InnoHome によって許可された目的以外で使用することはありません。

Google のプライバシーポリシーは、Google と共有されるあなたのデータに適用されます。

サービスを使用することにより、あなたは、サービスに必要なあなたの個人データが Google

に使用されることに同意するものとします。 

 また、弊社は、あなたに Smart Home Skill を提供するために Amazon とも協力していま

す。弊社は、Amazon とはいかなる個人情報も共有することはありませんが、Amazon は

Alexa のプライバシーポリシーに沿って独自のデータを収集することがあります。 

 あなたの個人情報は自国から世界中の他の InnoHome 会社に転送される可能性があるこ

とをご認識下さい。彼らは当社の製品や、あなたが役に立つと判断するかもしれない特別提

案について、あなたに連絡する場合があります。いずれの場合も、これらの情報の転送には

Innotech のプライバシールールが適用されます。 

 あなたが、あなたのシーンや画像など、一般にアクセス可能なデータを提供することを選

択した場合、公開情報は検索可能であり、他のユーザーおよび弊社のサービス対象外のユー

ザーにも利用可能となります。このパブリックデータは、オンライン検索エンジン、API、

およびオフラインメディアを介して表示、アクセス、処理されることが可能です。 

 

どのようにソーシャルメディアプラットフォームとつながりますか？ 

あなたが、Facebook、Twitter、Yammer、Pinterest、Instagram などのさまざまなソーシ

ャルメディアフォーラムに参加する際、あなたは、ソーシャルメディアプロフィール内で個

人情報をどのように共有するかを設定するために、それらのサイトが提供するツールをよ

く理解する必要があります。 

 弊社は、弊社独自のソーシャルメディアハウスの規則およびこのプライバシーポリシ－

と同様に、これらのサードパーティのプライバシーの慣行や方針にも束縛されています。従

い、適用されるプライバシーポリシーや利用規約、及び、これらのソーシャルメディア環境

であなたの個人情報がどのように使用されるかについての関連情報を、よくお読みになる

ことを推奨します。 

 また、様々なソーシャルメディアサイトでの設定（または InnoHome ページでの設定と

の組み合わせ）におけるあなたの選択に応じて、あなたのオンライン活動やソーシャルメデ

ィアのプロフィール（興味、婚姻状況、性別、ユーザー名、写真、あなたが投稿したコメン

トやコンテンツなど）についての特定の個人情報が弊社に共有されることがあります。 

 

どのように他のウェブサイトとリンクしますか？ 

弊社のウェブサイトのナビゲーションの間、あなたの利便性と情報のために、他のウェブ



サイトへのリンクが表示される場合があります。これらのウェブサイトは、弊社とは独立し

て運営されており、独自のプライバシーに関する通知、声明、またはポリシーを持つことが

あります。弊社は、あなたが、これらのサイトで個人情報がどのように処理されるかを理解

するために、それらをレビューすることを強くお勧めします。 

 

データをどのように保護しますか？ 

弊社は、お客様が委託した情報を保護する責任を認識しています。 InnoHome は、保護

されたサーバー、ファイアウォール、暗号化など、さまざまな方法でお客様の情報を保護し

ます。 

 ウェブサイトは、またはチャットルーム、フォーラム、およびメッセージボードの利用を

促す場合があります。また、ウェブサイトを通じて、画像やシーンなどのコンテンツをアッ

プロードすることもできます。ここであなたが提供する個人データは、他のユーザーにも利

用可能であることを覚えておいてください。それを公開することを決める前に、ご注意下さ

い。あなたはこれらの画像やシーンを公開するかどうかを選択することが出来ます。 

 

あなたの権利 

あなたは、個人情報を弊社に提供すると、その情報にアクセスして情報を変更または削除

することができます。また、ページの下部にある[アカウントの削除]ボタンをクリックして

オンラインプロフィールを削除することもできます。あなたがオンラインプロフィールを

削除することを選択すると、あなたに関する弊社が持っているすべてのユーザーデータが

データベースから消去されます。ユーザーアカウントとブリッジアカウントの間のリンク

が切り離されているため、デバイスデータは削除されないことにご留意下さい。ブリッジの

下側にあるボタンを使用してブリッジをリセットすることによって、集約されていないブ

リッジデータを削除することができます。あなたが積極的に公開するように選択したシー

ンや、他のユーザーがダウンロードしたシーンは影響を受けず、当社データベースから削除

されません。 

 

あなたの選択 

弊社は、あなたにより良いサービスを提供するために、あなたのことをより知りたいので

すが、同時に、弊社があなたの個人データをどのように使用するかについてのあなたの選択

を尊重致します。 

 あなたの個人情報は、あなたの母国から、世界中のさまざまな場所の InnoHome に転送

され、世界中の InnoHome が、InnoHome の製品、サービス、あなたが興味を持ちそうな特

別な特典について、あなたに連絡を取る場合があります。もし、あなたが個別の特典や情報

を望まないのであれば、登録フォームまたは返信カードの該当するボックスにチェックを

入れるか、受け取った電子メールの「オプトアウト」を選択して、私たちに知らせてくださ



い。 

 現地の法律の要求に従って、弊社は、あなたの個人情報の運用について、「オプトイン」

または肯定的な同意を求めます。例えば、現地の法律が要求するならば、弊社は、あなたが

そのニュースレターを購読している場合のみ、ニュースレターを送信します。同様に、プロ

ファイリング技術を使用する前に、あなたに「オプトイン」を求めます。プロファイリング

技術を使用すると、あなたの購入履歴やウェブサイトの使用状況を確認して、あなたの個人

的関心事に関する情報を収集することが出来ます。 

 InnoHome は何百もの国々で何千もの製品を販売していますので、あなたは、返信カード、

コールセンターなどを通して、すでに個人情報を提供している可能性があります。新たな登

録をしないことが、InnoHome に既に提供されている情報に影響することはありません。も

ちろん、あなたは、InnoHome からのオンラインの連絡を解除したり、個人のプロフィール

情報を変更することもできます。 

 

 両親への特別な情報 

InnoHome の提供するサービスは、一般的には子供（16 歳未満または関連する管轄区域

の同等の最低年齢）を対象としていませんが、子供からの個人情報の収集、使用、開示の前

に、親または保護者の許可を得ることを法律が要求する場合は、その法律に従うことは

InnoHome の方針です。 

弊社は、両親が子どもの活動を監督する上で積極的な役割を果たすことを強くお勧めし

ます。もし、弊社が許可なく子供の個人情報を収集したと思われる場合は、弊社までご連絡

ください。 

 

このプライバシーに関するお知らせの変更 

InnoHome が提供するサービスは常に進化しており、InnoHome が提供するサービスの形

式と性質は予告なしに変更されることがあります。このため、弊社は、このプライバシーに

関するお知らせを随時変更または追加する権利を保有し、いかなる内容の変更も弊社のウ

ェブサイトに掲載します。 

 弊社は、このプライバシーに関するお知らせの重要な変更についてご認識いただくため

に、プライバシーに関するお知らせのページに、その通知を掲載し、それが更新された際に、

その旨をのトップに示します。定期的に最新のバージョンを確認することをお勧めします。 

 新しいプライバシーに関するお知らせは、公表とともに有効になります。もし、あなたが

改訂通知に同意しない場合は、環境設定を変更するか、InnoHome ページの使用を中止する

ことを検討してください。これらの変更が有効になった後も、サービスへのアクセスと利用

を継続することにより、あなたは改訂されたプライバシーポリシーに拘束されることに同

意するものとします。 

 



お問い合わせ 

次の場合は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。 

 データの使用についての懸念 

 プライバシーに関する通知についてのご質問 

 個人情報のコピーの要求、個人情報の変更または削除 

 InnoHome からの今後の個別の提案または情報の受信のオプトアウトの要求 

 

手紙の送付を希望されるのであれば、以下に送付下さい。 

Unit B、3 / F、Building C、Tongfang Information Harbour、＃11 Langshan Road、 

ハイテク工業団地、深セン、中国。 518057 

江西イノテックテクノロジー株式会社  All Rights Reserved 


