
JGA GSM情報提供サイト利用規約 

株式会社 JTBグローバルアシスタンス（略称 JGA：以下「当社」といいます。）は、当社が運営する会員向け情

報提供サイトを通じ提供されるサービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）についての利用規約（以下

「本規約」といいます。）を以下の通り定めます。 

第１章 本規約の範囲等 

 

第１条  定義 

1.本サービスとは、当社が契約者及び、会員対する日本国外においての危機管理に関するサービスをいい、

具体的には下記を指します。 

・リスク情報提供サービス 

・危機管理 e-ラーニングサービス 

・企業間情報共有サービス 

・その他の出張管理者サポートサービス 

このうち、リスク情報提供サービスについては、当社を代理人とする米国法人 WorldAware 社（以下「提携先」と

いいます）が提供する情報を変更無く配信するサービスをいいます。 

2. 会員とは、 契約者における管理者及び管理者が利用権限を付与した本規約に定めるサービス利用者をい

い、原則的に、契約者の役員、従業員及び従業員に準じるものをいいます。従業員に準ずる者とは、契約者の

管理下で国外出張又は国外駐在を行う者及び国外駐在員の同居家族をいいます。 

3. 契約者とは、本契約を締結する法人をいいます。 

4.管理者とは、契約者における出張者の安全管理を目的に、本サービスの管理者機能を利用する者をいいま

す。本サービスでの管理者は５名までとし、６名以上が利用する場合は別途オプション契約を締結します。 

 

第２条    本契約の成立 

1.本規約は、本サービスの利用に関する全ての事項に対して適用されます。 

2.本契約は、当社が定める利用条件書及び当社が翻訳した提携先による WorldAware コンテンツ・シンジケ

ーション条件（以下「利用規約」といいます。）に基づく申込書（以下「申込書」といいます。）により、当社に対し

サービスの申込みをなし、アラート☆スター利用申込書に記載の料金を受領したときに成立します。 

 

第３条    本規約の変更 

1. 当社は、契約者及び会員の事前の了承を得ることなく、随時本規約を追加、変更又は削除（以下「変更」と

いいます。）することができるものとし、会員は、当社が本規約を随時変更すること及び本規約の変更後はその

変更に基づき本サービスの利用条件等が変更されることを承諾します。 

2. 当社は、前項の変更を行う場合には、変更後の本規約の内容を、本サービス上での掲示又は電子メール

など当社が適当と判断する方法によって、事前に会員に告知するものとします。当該告知に基づき変更後の本

規約の内容が本サービス上で掲載又は電子メールによる送信がなされた時点をもって変更の効力が生じるも

のとします。 

 



第４条 第三者への業務委託 

当社は本サービスを契約者及び会員に提供するにあたって必要となる業務の全部又は一部を第三者に委託

することができます。 

 

第５条   本規約違反への対処 

1. 契約者又は会員が本規約に違反した場合若しくはそのおそれのある場合、又は会員の本サービス利用に

関し第三者から当社に違反又はそのおそれに関する通報等が当社になされ、当社が必要と認めた場合、当社

は、事前に契約者又は会員に通知することなくサービスの提供を一時または恒久的に停止することがあります。

また、当社が会員の利用状況に関する調査が必要と判断し調査への協力を求めた場合、契約者及び会員は

これに協力するものとします。 

2. 当社は、前項に定める措置を講ずることにつき当該会員に対し何ら説明等の義務を負うものではなく、また

当該措置に起因する結果につき一切責任を負いません。 

3. 契約者及び会員は、本条第１項に定める措置は、当社が必要と判断した場合は、事前に通知することなく

行われることを承諾します。 

 

第２章 本サービス対象者と会員登録 

第６条    会員登録 

1. 新たに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、当社所定の手続きをもって本サー

ビスの会員登録を行うものとします。 

2. 当社は、以下の場合に会員登録を承諾しないことがあります。当社が承諾しなかった場合でも、その判断

理由に対する問い合わせ、その判断に対する異議申し立ては一切受け付けません。 

（１）申込者が第７条で定める利用対象者の条件に該当しない場合 

（２）当社と同業又はそれに近い業務を実施する事業者、個人又はその関係者の場合 

（３）申込者が届け出た情報に虚偽又は不正確な内容の記載が含まれていると判断された場合 

（４）申込者が登録の際に届け出る電話、電子メール等の連絡先に連絡が取れない場合 

（５）業務の遂行上の又は技術的な支障がある場合 

（６）申込者又はその関係者が過去に規約違反等により当社の提供するサービスの利用を停止されたことがあ

る場合 

（７）その他当社が不適当と認めた場合 

 

第７条  本サービスの会員登録の制限および利用範囲 

1. 本サービスに会員登録できるのは、当社が前条に定める条件を満たすものと認めて契約を締結した契約

者及び会員とし、本サービスの利用者は、本規約に同意した会員とします。なお、１社当たり、管理者向け機能

を利用できる IDは、最大で５名分とします。 

2. 前項の制限を超える人数の会員登録を希望する場合、契約者には当社より事前に別途見積を提示します。 

3. 本サービスに掲載される、もしくは本サービスより配信されるコンテンツ、情報・データ、データベース等の情

報・データの集合体（以下「コンテンツ」といいます。）のうち、PDF 化されたコンテンツについては、契約者内の

み再配布（電子メールによる PDF 化された形での送付あるいは印字した書面の提供）できることとし、契約者

以外の第三者への再配布または転送は一切できないこととします。また、PDF 化されていないコンテンツの使



用は、契約者及び会員のみに限ることとします。 

 

第８条    会員登録事項等の変更 

1. 契約者及び会員は、本サービスに登録されている会員情報及び契約者情報に変更が生じた場合は、速や

かに当社の定める方法で会員情報を最新の情報に変更するものとします。 

2. 契約者及び会員が前項の変更を怠り、連絡が取れなくなった場合は本サービスの利用を停止することがあ

ります。 

3. 当社は、変更内容を審査した結果、不適当と判断した場合は会員による本サービスの利用を停止すること

があります。 

 

第３章   会員の責務等 

第９条  会員の責務 

 契約者及び会員は、本サービスの利用に際しては、次の責務を負うものとします。 

1. 本規約を遵守すること 

2. 会員がコンテンツを利用する際は、内容の信頼性、正確性、完成度、有用性などについての判断は自己責

任のもとで行い、利用すること。 

 

第１０条  禁止事項 

1. 契約者及び会員は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行なってはならないものとします。また、契

約者は、会員に対し本規約を遵守するよう徹底しなければなりません。 

（１）本サービスの運営を妨げ、又は本サービスに支障をきたすおそれのある行為 

（２）本サービス用設備（当社が本サービスの提供のために使用する通信設備、通信回線、電子計算機、ソフト

ウエア等）に支障を与える又はそのおそれのある行為 

（３）アカウント及びパスワードを不正に使用する行為または第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

（４）他の契約者及び会員、第三者若しくは当社に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそ

れのある行為 

（５）提携先若しくは当社の著作権等の知的財産、プライバシー、人格権その他の権利を侵害する行為、又は

それらのおそれのある行為 

（６）公序良俗に反する行為、法令に反する行為、本規約に反する行為又はそれらのおそれのある行為 

（７）当社又は第三者の信用を毀損し、若しくは当社又は第三者に損害を与える、又はそのおそれのある行為 

（８）第三者に対して本サービスまたはそのコンテンツを再配布、貸与、転載、使用許諾もしくは一部使用許諾、

翻訳又は販売する行為 

（９）本サービスの利用料金の支払いを、理由の如何無く当社の承認なしに遅延する行為 

（１０）その他当社が不適当と判断する行為 

2. 契約者及び会員は、当社の提供する本サービス並びに本サービスのコンテンツ及びその内容について、そ

の全部又は一部を問わず、本規約第７条（本サービスの会員登録の制限および利用範囲）に定める範囲を越

えて利用または商業目的で利用（使用、複製、複写、翻案、翻訳、頒布、公衆送信、蓄積、再生、販売、再販売

その他形態のいかんを問いません。）することはできません。 

 



第１１条  ID及びパスワードの管理 

1. 本サービスは、当社が指定する ID又は会員が会員登録時に任意に設定する ID、パスワードにより本サー

ビスを利用する権利が認識され、認識された時点で本サービスの利用権限が付与されます。 

2. 会員は、自己のＩＤ及びパスワード（以下「個人認証情報」といいます。）を管理する一切の責任を負うものと

します。 

3. 個人認証情報により利用権限が認証される（以下「個人認証」といいます。）本サービスの自己の権利の他

者による利用、若しくは他者との共有又は他者への利用の許諾はできないものとします。 

4. 前項にもかかわらず、会員の個人認証がなされた本サービスを第三者が利用した場合（機器及びソフトウ

エアのパスワード記憶機能などにより第三者でも個人認証がなされ、利用が可能となっている場合を含みま

す。）も、会員の故意及び過失の有無にかかわらず、会員による利用とみなし、その結果等について一切の義

務と責任を契約者及び会員が負うこととなります。 

 

第１２条  個人情報 

1. 個人認証情報及び当社が取得した契約者及び会員に関する情報（以下「個人情報」といいます。）は、当社

の「個人情報保護方針」にしたがって取り扱われ、ご提供いただいた個人情報については、本サービスの目的

のために利用いたします。 

(JGA個人情報保護方針：https://www.jga.co.jp/privacy.html ） 

2. 個人情報は、契約者及び会員が本サービスから退会した場合、又は当社が契約者及び会員の本サービス

の利用を停止した場合でも、当社は過去の利用状況をデータとして一定期間保有することができるものとしま

す。 

3. 契約者及び会員は、本サービスの提供を受けるために契約者の従業員、取引先等に関して個人情報を取

得し、当社に対して提供するに際しては、当社が本サービスの提供に支障をきたすことのないよう、個人情報

の保護に関する法律その他適用法令等を遵守し、それらに準拠してのみ行うものとします。 

 

第４章  権利の帰属 

第１３条  権利の帰属 

1. 本サービスに掲載される、若しくは本サービスにより配信されるコンテンツの著作権（本サービスに関連して

使用されている全てのソフトウエアに関する著作権を含みます。）、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著

作権、営業秘密、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権ならびにこれらの出願又は登録に関する権利等の

知的財産権その他一切の権利（以下「知的財産権」といいます。）は、当社又は提携先を含む正当な権利を有

する第三者に帰属します。 

2. 契約者及び会員は、知的財産権を有する当社又は提携先を含む第三者から事前の文書による承諾を受

けた場合を除いて、あるいは当規約第６条（本サービスの会員登録の制限および利用範囲）にて定める利用範

囲を超えて、本サービスのコンテンツ若しくはソフトウエア等（全部又は一部を問いません。）を複製、公開、送

信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用又は第三者へ提供しないことに同意するものとし

ます。 

3. 契約者及び会員が前項に違反した場合には、その行為を当社又は提携先が差し止める権利並びにに当

該行為によって契約者及び会員が得た利益相当額を当社又は提携先が請求することができる権利を有するこ

とを、契約者及び会員はあらかじめ承諾するものとします。 



 

第５章  サービスの利用等 

第１４条  設備および利用環境 

1. 契約者及び会員は、本サービスを利用するために必要な設備（コンピュータ、通信機器、ソフトウエア、高速

インターネットへの接続環境など）を、自己の費用と責任で準備するものとします。 

2. 契約者及び会員は、前項で準備した設備が本サービスの提供を受けるために必要なものとして当社が指

定する利用環境に適合していない場合、あるいは会員個人の利用環境又は設定によって本サービスの利用が

出来ない場合があることを了承し、利用が出来なくても当社は一切の責任を負わないこととします。 

 

第１５条 利用料金 

1.本サービスの利用料金はそれぞれ以下の通りとします。なお、消費税は、本項料金に追加して請求します。 

① 基本利用料：月額５万円 

② 日本語翻訳オプション：月額１万円 

2.利用料は、月内の利用日数や月途中においての開始、終了、又は休止等にかかわらず同料金とします。 

3.当社は、本サービスに関連して他の契約者によるサービスについても、他社を代行して利用料金を請求、収

受することがあります。 

4.本サービスの請求及び料金収受は、申込書に明示された会社が代行する場合があります。 

5. 契約者は、申込書に記載された前項の金額の合計を、利用の前月末日までに当社に支払います。 

6. 本条に定めのない機能、設定等の利用料金については、当社が別途作成した見積書が本規約に優先しま

す。 

 

第１６条  ユーザーサポートおよび通知 

1. 当社は、個人情報保護の観点から個人認証情報の問い合わせならびに変更および退会の操作等の対応

は一切いたしません。当該操作は契約者及び会員が本サービス上で行うものとします。 

2. 当社は、前項の観点からパスワードを暗号化して管理しているため、会員ご自身からであってもパスワード

の問い合わせには一切お答えできません。 

3. 本サービスに関するお問い合わせは、原則、営業担当者および担当支店にて受け付けます。 

4. 本サービスのお問い合わせには、当社が委託する提携先が対応する場合があります。 

5. 当社から契約者及び会員への通知は、本サービス上での掲示又は電子メールなど、当社が適当と判断し

た方法により行います。 

6. 当社から契約者及び会員への通知を本サービス上での掲示又は電子メールなどで行う場合は、本サービ

ス上で掲載又は電子メールが送信された時点から効力を生じるものとします。 

7. 契約者及び会員は、当社から会員への通知を随時確認する義務を負うものとします。 

8. 契約者及び会員が前項に定める確認を怠ったことに起因する契約者及び会員の損害または不利益に関し

て当社は一切責任を負いません。 

9. 契約者及び会員に対する通知に際し、電子メールの未配信、文字化け等の不具合が発生しても、当社は

その責任を一切負わないものとします。 

 

第６章  退会（利用契約の解約）等 



第１７条  退会 

1. 契約者及び会員が自ら本サービスの利用停止を希望する場合は、契約者及び会員自身が当社に対して９

０日前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができます。 

2. 会員が退会手続きを失念するまたはその他契約者又は契約者及び会員に帰すべき原因により、退会がで

きない場合であっても、それにより契約者及び会員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。 

3. 契約者及び会員の退会に際して、当社は支払い済みの基本利用料、オプション利用料その他の料金から、

すでに利用した月に第１５条で定めた月額利用料を乗じた額を差し引いた残額を契約者に返金します。 

 

第１８条  利用の終了（利用契約の解除） 

1. 当社は、契約者又は会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者および会員への事

前の通知または催告を要することなく本サービスの提供を終了すること（利用契約を解除すること）ができるも

のとします。 

（１）電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合 

（２）会員宛に送信した電子メール等に対し送信不能通知が複数回にわたり返信された場合 

（３）契約者又は会員が当社に対して本サービスに関する苦情等を繰り返し行った場合 

（４）契約者又は会員が本サービスに関する誹謗中傷を繰り返し行った場合 

（５）契約者又は会員が法令等の違反により刑事処分等を受けた場合 

（６）契約者が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 

（７）契約者が解散、減資、合併、会社分割、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合 

（８）第１０条（禁止事項）に違反した場合、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合 

（９）本規約に違反し、当社が違反の是正を催告したにもかかわらず、合理的な期間内に是正されない場合 

（１０）その他、当社が、自己の判断により利用契約の解除が適当と決定する場合 

2. 当社による契約者及び会員に対する利用終了措置（利用契約の解除）に関する質問・苦情は一切受け付

けません。 

3.契約者又は会員が第１０条（禁止事項）に違反し、又は本条第１項各号のいずれかに該当することにより当

社が損害を被った場合、当社は利用契約の解除の有無にかかわらず、当該会員に対して、被った損害の賠償

を請求できるものとします。 

4. 当社が利用契約を解除したことにより契約者及び会員に損害が発生したとしても、当社は一切責任を負い

ません。 

   



第７章  サービスの変更等 

第１９条  サービスの変更等 

1. 当社は、システムの保守やシステムの障害、天災などを含む理由により、契約者及び会員に事前の通知を

することなく、本サービスの全部又は一部の変更、停止をすることがあります。 

2. 当社は、契約者及び会員に事前の通知をすることなく、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。 

3. 前項に基づき本サービスの内容が変更、停止又は終了された場合、当社は、これに起因して生じた契約者

または会員又は第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとします。 

 

第８章  アンケート 

第２０条  調査方法および情報の取り扱い 

当社は、会員の皆様に対してアンケート調査を行うことがあります。アンケート調査はあくまで任意にご参加い

ただくものであり、本章に定める以下の規定にご同意いただいた上でご回答ください。以下の規定にご同意い

ただけない場合はアンケートへの回答はご遠慮ください。 

1. 当社は、契約者に対し、電子メール又はその他の手段でアンケート調査への参加を依頼しますが、アンケ

ートは任意での参加を依頼するものであり、参加を義務付けるものでありません。 

2. アンケートへの参加を希望する契約者は、当社より配信する電子メール上又はその他の手段で示された所

定の質問等に対して締切日までに当社指定の方法で回答するものとします。 

3. アンケートに参加する契約者は、当社より示された質問等に対して誠実に回答することとします。 

4. アンケート協力依頼時などに当社から配信・提供する情報の知的財産権等は、当社又は知的財産権を持

つ提携先または第三者が保有するものであり、アンケート調査以外の目的での契約者及び会員による使用は

禁止します。配信・提供された情報を別の目的で使用する場合は、当社または知的財産権を持つ提供先また

は第三者より書面による許諾を事前に得る必要があります。 

5. 当社は、会員から一旦送信されてきたアンケートへの回答の内容確認・変更、取り消し、その他会員からの

要望、問い合わせは受け付けないものとします。 

6. 当社は、アンケートの回答に基づいた情報を公開することがありますが、その情報の正確性を保証するも

のではありません。 

7. 回答データは、個人情報を除き、当社が自由に利用できることとします。回答データ及びその他派生物は

会員に限らず、一般にも公開・開示できることとします。公開したことによって契約者及び会員に不利益が生じ

ても、当社、提携先は一切責任を負いません。 

8. 会員は、アンケートの回答について、知的財産権等一切の権利を主張することができないものとします。 

9. 当社は、アンケート調査を通じて提供する情報が正確であること及び契約者および会員にとって有害また

は不快なものでないことを一切保証しないものとします。 

10. システムや通信回線の障害などにより、アンケート調査が中断・遅滞・中止又はデータを消失することが

あります。こうした事象により契約者および会員が損害を被った場合でも、当社は一切責任を負いません。 

11. 契約者および会員が本規約に違反し、当社又は第三者に損害を与えた場合、当社又は第三者は当該契

約者および会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。 

 

  



 

第９章  一般条項 

第２１条  免責および損害賠償 

1. 当社及び提携先の本サービスにおける契約者及び会員に対する責任は、本サービスを会員が支障なく利

用できるよう善良なる管理者の注意をもって運営することに限られ、本サービスの継続的な提供及び正確性を

保証するものではありません。 

2. 本サービスは当社が有益と判断したコンテンツを提供するものです。また、本サービスのうちリスク情報提

供サービスは、提携先の有益と判断したコンテンツがそのまま提供されるもので、いずれも、その内容が契約

者及び会員の要望に合致することを保証するものではありません。 

3.当社及び提携先は、本サービスを、第三者が権利を有する著作権、特許権、営業秘密、商標権を侵害する

ことなく提供しますが、万一それが果たされなかった場合の当社および提携先の義務及び責任ならびに会員

の受けられる救済措置は、本サービス又はコンテンツの内容の訂正または差し替えのみに限られるものとし、

それ以外には当社は損害賠償義務を含むいかなる責任も負わないものとします。 

4. 当社及び提携先は、本サービスの利用に起因し、又はこれに関連して契約者及び会員若しくはその他の第

三者が被った損害及び本サービスを利用できなかったことにより契約者又は会員若しくはその他の第三者が

被ったあらゆる損害に対し、当社及び提携先又は提携先に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償

義務を含むいかなる責任も負わないものとします。 

5. 提携先から提供される情報をそのまま配信するものについて、契約者及び会員が本サービスを通じて得た

情報などについて、当社は、その完全性、正確性、適用可能性、適時性、信頼性、有用性などに関して、それ

を保証するものではなく、一切の責任も負いません。 

6. 本規約の定めに従って当社及び提携先が行った行為の結果について、当社又は提携先に故意または重

大な過失がある場合を除き、契約者および会員及びその他の第三者に対して、その原因のいかんを問わず、

当社及び提携先はいかなる責任も負わないものとします。 

7. 契約者は、会員が本サービスを利用して行ったすべての行為（不作為を含みます。）並びにその結果につ

いて自己責任を負うものとし、本サービスの利用により当社若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、又は

当社若しくは第三者に対する損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用をもって解決するものとし、当社及

び提携先を免責することとします。 

8. 会員の個人認証情報が他者に利用されたことによって契約者又は会員若しくは第三者が被害を被った場

合でも、当該会員の故意過失の有無にかかわらず、会員は会員自身の責任と費用をもって解決の上、当社お

よび提携先を免責し、補償することとし、当社及び提携先は一切責任を負わないものとします。 

9. 本サービスを提供するための機器の故障、システム障害、通信回線の不調・断絶、停電、その他自然災

害・人災など、当社の想定を超えた事態が発生し、会員が本サービスを受けられなくなるなどの不具合により

会員及びその他第三者が被ったあらゆる損害に対し、当社又は提携先は、自らに故意または重大な過失があ

る場合を除き、損害賠償義務を含むいかなる責任も負わないものとします。また、同様の事態の発生により、

個人認証情報、個人情報その他の契約者及び会員に関するデータ等が消失または紛失した場合であっても、

当社及び提携先は、自らに故意又は重大な過失がある場合を除いて、これにより発生した損害につき一切責

任を負いません。 

10. 当社及び提携先は、本サービスの変更又は終了等の状況になっても、契約者及び会員が本サービス利

用のために負担した一切の費用（機材の購入、電話・光ファイバー等の回線の新設・導入、プロバイダーとの



契約等に要した費用をいいますが、それに限りません。）について支払いの義務を一切負わないものとします。 

11. 当社は、本サービスを使用した結果発生し得るいかなる不具合についても、契約者及び会員並びに第三

者に対して、一切責任を負わないものとします。 

12. JGA ＧＳＭ情報提供サイトに表示されている他のウェブサイトなどへリンクの移動先のホームページは当

社が管理運営するものではなく、リンク先のサイトのいかなるコンテンツについても、そのコンテンツやサービス

についての完全性、正確性、適用可能性、適時性、信頼性、有用性などに関して、それを保証するものではな

く、一切の責任も負いません。また、それらのコンテンツ等に起因または関連して生じた一切の損害について当

社には賠償する責任はありません。 

13. 契約者及び会員が本サービスの利用にあたってその責により当社に何らかの損害を与えた場合には、当

社は、当該契約者及び会員に対して損害賠償請求をすることがあります。また、契約者又は会員が本規約第１

２条第 3 項に違反したことにより、当社（その役員、従業員等を含みます。）が第三者から損害賠償請求を受け

た場合、契約者及び会員は、契約者及び会員の責任と費用をもって解決するものとし、その請求から当社を免

責することとします。 

14.当社は、請求原因のいかんにかかわらず、各種サービスの提供に関して対象者その他の第三者に損害が

発生した場合であっても、当社の損害賠償、補償の額は、支払済み当該利用料の一年分の料金の金額を上

限とします。 

 

第２２条  本サービスの譲渡 

当社は、本サービス上での事前通知をもって、契約者及び会員の特段の承諾を得ることなく、本規約及び本規

約上の地位を第三者に譲渡することができるものとし、本規約に規定する権利を第三者に譲渡し、また、義務

を第三者に引き受けさせることができるものとします。 

 

第２３条  準拠法と合意管轄 

1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解決されます。 

2. 本規約に関わる紛争については、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 
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附則１：WorldAwareコンテンツ・シンジケーション条件（日本語訳） 

 

1 カスタマー利用条件 

 

1) 利用制限及び監査 カスタマーは、(a)契約において許可されている場合を除いて、WorldAware

のサービス又は専有技術をいかなる第三者にも提供してはならず、(b) WorldAwareのサービスを

修正、改作、翻訳又は WorldAwareのサービスに基づく二次的著作物を作成してはならず、(c) 契

約において明示的に許可されている場合を除いて、WorldAwareのサービスのいずれの部分も複製

してはならず、(d) 前記の事項をいかなる者にも行わせ、又は行うのを許可してはなりません。

カスタマーは、不正なアクセス又は利用が実際に行われ、又は行われる恐れがあることを知った

場合、直ちに WorldAware に通知するものとします。カスタマーは、これらの制限に対するあら

ゆる違反について、WorldAware に対して責任を負うものとし、かかる違反が生じた場合には、

WorldAwareは、法律上利用可能なその他のあらゆる救済手段とともに、差止による救済を求める

ことができます。これらの制限に対する違反が生じた場合、WorldAwareは、直ちに、違約金なし

で、サービスを停止し又は契約を解除するすべての権利を有します。 

 

2) 所有権及び著作権 WorldAware及び／又はそのライセンサー及び情報提供者は、WorldAwareの

サービスについてのすべての権利及び権益（これには対抗要件を具備しているか否かを問わず、

世界中のすべての関連する特許、商標、サービスマーク、著作権、トレードシークレット、及び

その他の知的財産及び専有的権利を含みますが、これらに限らず、これらを総称して「知的財産

等」といいます。）を所有し、保持するものとします。カスタマーは、この契約のいかなる内容

も、カスタマーに専有技術又はサービスについての所有権を与えるものではないことを了解し、

同意します。WorldAware のサービスにおいて、又は WorldAware のサービスを通じて提供される

すべての情報は、カスタマーによって提供できる情報を除いて、WorldAware又はそのライセンサ

ー若しくは情報提供者によって直接提供され、著作権で保護される素材又はトレードシークレッ

トによって構成され、その他の知的財産権によって保護されます。カスタマーは、カスタマー及

び WorldAware間においては、WorldAwareが独占的所有者であって、WorldAwareのサービスにお

いて、又は WorldAware のサービスを通じて提供される情報及び知的財産等についてのすべての

権利、権限及び権益を保有し、保持することを了解し、同意します。本規定は、WorldAware、そ

のライセンサー及びその他の情報提供者の利益をはかるものであり、その各々が、この契約に基

づき、自身のために、自身の権利を行使することができるものとします。カスタマーは、

WorldAware のサービスにおいて提供された情報に関わる著作権侵害若しくはその他のあらゆる

財産権の侵害に対する請求、又はカスタマーによる不正行為、不実表示若しくは違法行為を原因

とするあらゆる請求について、WorldAware に補償し、WorldAware を防御し、免責することに同

意します。 

 

3) 機密情報  各当事者（以下「受領当事者」といいます。）は、この契約に基づく相手側

当事者（以下「開示当事者」といいます。）との関係を理由として、受領当事者は、開示当事者

にとって機密である開示当事者の事業、計画、技術、ノウハウ、トレードシークレット、製品及

びサービスに関する、この契約の規定を含む一定の情報及び資料（以下「機密情報」といいます。）
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を入手することを認識しています。受領当事者は、いかなる方法によっても自身のため、又は第

三者のために、開示当事者から開示された機密情報を使用せず、この契約の履行のために必要な

場合を除き，いかなる目的のためにもかかる機密情報を使用せず、第三者に開示しないことを同

意します。受領当事者は、機密情報の機密を保持するためにあらゆる合理的な予防措置を講じる

ものとします。受領当事者は、開示当事者の機密情報のいかなる技術的詳細、又は機密情報が使

用され、組み込まれ、若しくはこれらに由来するいかなる資料も公表してはなりません。この契

約が満了又は終了した場合、受領当事者は、開示当事者の機密情報を使用又は開示してはならず、

受領当事者は、開示当事者の知的財産等を用いて、ソフトウェア、デバイス、コンポーネント又

はアセンブリを開発してはなりません。例外として、機密情報には、書面による記録によって、

受領当事者が以下に該当するものであることを証明できる情報は含まれません。：(a) この契約

に基づき開示当事者により開示される前に、適正に受領当事者に知らされたもの、(b) 機密情報

をアクセスできない個人により、受領当事者によって独自に開発されたもの、(c) 受領当事者の

行為又は不作為によらずして、公知となっており、または公知となったもの、(d) 無制限にかか

る開示を行う権限を有する第三者から適正に受領したもの、又は(e) 開示当事者からの書面によ

る承認によって公表を承認されたもの。さらに、受領当事者は、適用される法律、規則又は裁判

所の命令にしたがって提出又は開示しなくてはならない機密情報を開示する権利を有するもの

とします。ただし、その場合でも、受領当事者は、開示当事者が保護命令を求め、又はかかる開

示を回避することができるように、遅滞なく事前の通知を行うものとし、開示される内容及び範

囲は、要求した当局によって求められた内容及び範囲に限定されるものとし、受領当事者は、開

示当事者がかかる措置を講じるにあたって合理的な協力を行うものとします。さらに、

WorldAware 及びカスタマーは、検討中の WorldAware 又はカスタマーの実質的な事業全部の買収

に関連して、投資者となる見込みのある者若しくは財務顧問に対して、又は WorldAware 若しく

はカスタマーの証券の私募若しくは公募に関連して、この契約の存在及び条件を開示することが

でき、また、各当事者は、自身の弁護士、会計士、取締役及び代理人に、必要ある場合、その必

要がある者に対してのみ、契約の条件を開示することができます。ただし、かかる第三者は、少

なくともこの契約と同程度の制限を課す機密保持規定により拘束されます。以下に定義するすべ

ての個人データは、この契約に基づくカスタマーの機密情報とみなされます。 

 

4) WorldAwareの表明及び保証  WorldAwareは、この契約上企図されるサービスの利用が、

第三者のあらゆる米国又は日本の著作権、特許、トレードシークレット又は商標権を侵害しない

ことを表明及び保証します。本項違反に関する WorldAware の唯一の義務及び責任、並びにカス

タマーの唯一の救済手段は、サービスの回復又は交換とします。 

 

5) 補償 

 

A. WorldAwareは、第 4)項に規定する WorldAwareによる表明及び保証に起因するあらゆる第

三者からの請求について、カスタマー、その取締役、役員、従業員及び代理人を防御し、

免責することに同意します。 

 

B. 本第 5) 項の免責義務は、本第 5)項の要件に基づくものとします。本項に基づき免責を求
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めることができる当事者（以下「被免責当事者」といいます。）が、相手側当事者（以下

「免責当事者」といいます。）に対して免責要求を行った場合、被免責当事者は、免責当

事者に、その費用負担にて、当該事案の防御、解決又は和解をコントロールさせるものと

します。ただし、免責当事者は、被免責当事者の同意を得ることなく、いかなる和解も行

ってはならず、また、免責当事者によって完全に免除されず若しくは免除できない義務を

被免責当事者に負わせ、又は被免責当事者に責任の承認を強制する解決に同意してはなり

ません。被免責当事者は、遅滞なく免責当事者が責任を負うあらゆる請求について、免責

当事者に通知するものとし、かかる請求の防御を促進するために免責当事者と協力するも

のとします。ただし、被免責当事者が免責当事者に通知しなかったからといって、免責当

事者の本項に基づく義務は軽減されないものとします。ただし、免責当事者が、これによ

って著しく不利益を受けた場合はこの限りでありません。被免責当事者は、いつでも、自

己費用負担にて、自身が選んだ弁護士によって、あらゆる事案又は訴訟に参加する権利を

有するものとします。 

  

6) 保証の排除及び責任の制限 

 

A. 保証の排除  WorldAwareも、そのライセンサー又はその委託先も、明示、黙示

を問わず、サービスに関して、一切保証しません（商品性の保証及び特定目的適合性の保

証、正確性、的確性、完全性、適時性又は信頼性の保証を含みますがこれらに限りません。）。

WorldAwareは、サービスの運営又はホスティング環境において中断又はエラーが起こらな

いことを保証しません。WorldAwareは、サービスの効用又はその結果の効用に関して、一

切表明又は保証しません。WorldAwareは、カスタマー又はその従業員、委託先若しくは代

理人がサービス又は WorldAware コンテンツに基づいて行動したこと又は行動しなかった

ことの直接的又は間接的なあらゆる結果について、一切責任を負いません。 

 

B. 責任の制限  いかなる状況においても、WorldAwareは、(i) 原因の如何を問わ

ず、また、いかなる責任の法理（過失責任を含みます。）に基づくのかを問わず、この契

約若しくはこれに基づき提供されるサービスに起因するあらゆる直接、間接、特別、懲罰

的、派生的若しくは懲罰的損害賠償、又は(ii) この契約若しくはこれに基づき提供され

るサービスに起因するあらゆる種類の損害の合計額のうち、責任が生じる原因となった最

初の事由が生じた直前の 1 年間に契約に基づきカスタマーから WorldAware に支払われる

べきものとこの契約に規定されている金額を超える部分の損害額については責任を負い

ません。 

 

以上 

 


