利用規約
ようこそ! 以下の条件に同意していただきますと、AOL Asia Limited およびその関連会社が提供するウェブサイト、ソフトウェア、コンテン
ツ、アプリケーショ ンおよびサービス（以下「本件サービス」と総称） をご利用になれます。
本件サービスに登録、アクセス、または本件サービスを利用することにより、お客様は本件サービスのご利用に際し、 以下の条件（以下
「サービス条件」）および、弊社の個人情報保護方針の条件に合意されることで、必要な通知を受取ることおよび弊社と電子取引を行うこ
とに合意したものと見なされます。
以下のサービス条件をよくお読みください。
本件サービスに登録、アクセス、またはこれを利用することにより、お客様がサービス条件に同意されたものと見なされ、お客様と AOL
Asia Limited（以下「AOL」または「弊社」）の間に法的拘束力のある契約が締結されます。お客様には、サービス条件の解釈および サー
ビス条件の違反に対する請求については、香港特別行政区の法律が適用されることに同意いただきます。お客様は法的拘束力、または、
強制力のある契約を締結する法的能力を有している必要があります。サービス条件に合意されない場合、またはかかる契約締結のため
の法的能力を有されない場合、本件サービスはご利用いただけません。
1. 本件サービスについて
弊社および弊社の子会社および関連会社（以下「AOL グループ会社」と総称）は本件サービスを提供いたします。弊社は、通知なしに、ま
たお客様や第三者に対して何ら責任を負わずに、何時でも本件サービスを変更、差し替えまたは停止することができます。
2. 子供および未成年者
本件サービスは一般向けであり、本件サービスの利用を許可するご両親または保護者の方は、（18 歳未満の）お子様の本件サービスの
利用を監視するものとします。ご両親および保護者の方は、お子様による本件サービスの利用およびサービス条件の遵守に責任を持ち、
また、お子様の目に入るコンテンツやユーザーが生成したコンテンツがお子様に適していることを確認するものとします。コンテンツの中
には、子供によるアクセスを特に意図していないものもあります。
3. 補足条件および利用限度
弊社は、すべてのユーザーの皆様の利益となるよう、利用限度を設定してご利用環境を最適化することがあります。こうした制限には、
データの保管、データのアップロードまたはダウンロード、または一定のサービス利用中にコンピュータを操作しない場合に「タイムアウ
ト」となることなどが含まれます。ファイルのアップロードやダウンロードができるサイトなど、特定のチャンネルやサービスのご利用には、
サービスのご利用をさらに規制する追加的な条件（方針、指針および規則など）が適用されることがあり、これらはサービス条件に組み
込まれ、またそれを補足します。そうした条件は本文書において、または、本件サー ビス内に規定されます。かかるサービスを利用する
ことにより、お客様は当該条件を遵守することに合意することになります。本件サービスの利用は個人目的に限定され、商業目的に利用
するべきではありません。
4. 条件の変更
お客様は、弊社が何時でもサービス条件を修正できることに合意します。したがってお客様は、サービス条件に変更が加えられているか
を定期的に確認することに責任を負います。サービス条件に重大な変更がなされた場合、最新のサービス条件は、www.aol.jp/global/tos
に掲載され、これは即時、またはお客様への通知で指定された日時において効力をもつものとします。かかる変更後、お客様が弊社サ
ービスを継続してご利用になると、お客様は最新の方針に合意されたものとみなされます。そのため、www.aol.jp/global/tos にアクセス
し、かかるサービス条件の変更箇所を定期的に確認することが重要となります。サービス条件の直近の変更日は以下に記載してある通
りです。
5. 登録
電子メールや AOL インスタント・メッセンジャー、またはファイルのアップロード、ダウンロードができるサイトなど、特定のサービスにおい

ては、情報登録、およびログインするための個人ユーザー名やパスワードの取得が必要となる場合があります。1 件の登録につき、個人
ユーザー1 名のみの使用となります。下品なユーザー名や、他者へのなりすまし、あるいは法律や他者の権利を脅かすようなユーザー
名は利用できません。また、弊社は受け入れられないとされるユーザー名を自己裁量により拒否することができます。登録時には、お客
様に関する完全かつ正確な登録情報をご提供ください。お客様はこの情報を最新に保つことに同意します。さらに、ご自身のアカウント
利用については、他者による利用であっても一切の責任を負うものとし、パスワードの機密性を守ることに同意します。
6. 個人情報およびデータの保護
弊社の個人情報保護方針には、本件サービスをご利用いただく際、お客様の情報に適用される旨が説明されています。弊社では、処理
および保管目的で随時情報を開示することがあるため、お客様は、かかる情報が香港、米国その他の国との間で移転されることに合意
します。お客様は、AOL グループ会社が共同で、 弊社の個人情報管理方針に従い、本件サービスを提供する上でお客様の情報を利用
する可能性があること、また、弊社または他の AOL グループ会社が提供するサービスにおいてお客様を認証する目的で、弊社がお客様
のスクリーンネームまたは e-ｍａｉｌアドレスを利用する可能性があることに合意します。弊社の個人情報管理方針の条件は、サー ビス条
件に組み込まれ、その一部を構成しており、www.aol.jp/global/privacy から入手できます。
7. 長期間ご利用がない場合
90 日以上ご利用がない場合、弊社はお客様のユーザー名とアカウントを無効にできる権利を有します。したがって、ご登録を有効にして
おくには本件サービスに定期的にログインし、アカウントを利用する必要があります。ユーザー名が無効になった場合、弊社はそのユー
ザー名を他のユーザーに与える権利を有します。
8. お客様の責任
本件サービスのご利用は、合法的な目的に限られます。以下の状況での本件サービスの利用またはアクセスは認められません。
（a）特許、商標、企業秘密、著作権、評判、その他の所有権など、他者の権利を侵害する場合。
（b）非合法的、脅迫的、虐待的である行為、嫌がらせ、名誉毀損に値する行為、中傷的、不正、詐欺的である行為、あるいは他者のプラ
イバシーを侵害する行為、不法行為、性的好奇心を過剰に刺激する、露出度が高い写真やイラスト、猥褻的な表現や文言等を掲載する
場合。
（c）宗教、性別、性的志向、人種、民族、年齢、障害の有無により個人またはグループを不当に扱う、嫌がらせをする、貶める、または威
圧する場合。
（d）弊社、弊社の従業員およびエージェントを含む人、事業または事業体になりすます場合。
（e）未成年者を不当に利用する、または不当に利用しようとする場合。
（f）ソフトウェアやハードウェア、また通信機器の機能を妨害、破壊または制限するコンピューター・ウイルスやその他のコンピューターコ
ード、ファイルまたはプログラム、あるいはコンピュータまたはコンピュータ・ネットワークの不正利用を可能にする場合。
（g）犯罪や民事責任が発生する行為を奨励する場合。
（h）サービス条件や本件サービスに記載される指針や方針に違反する場合。
（i）他者による本件サービスの利用、または、楽しみを妨害する場合。
弊社のサーバーやネットワークに損害を与えたり、それを無効にしたり損傷したりするような方法で本件サービスを利用してはなりません。
また、ハッキングやパスワードマイニングなどを通じて、本件サービス、ユーザーアカウント、コンピュータシステムまたはネットワークに不
正アクセスを試みてはいけません。弊社は、本規定への違反を防止し、サービス条件を実施するために、あらゆる法的および技術的救
済手段を講じる可能性があります。
9. 電子メールアカウントおよび長期間ご利用がない場合の取り扱い
弊社が提供する無料電子メールサービスについては以下の条件が適用されます。無料電子メールアカウントを有効に保つには、定期的
に利用しなければなりません。弊社は 30 日以上ご利用がなかったあらゆる無料電子メールアカウントを無効にできる権利を持ち、無効と

なったアカウント上のデータを復元いたしません。重要な電子メールのバックアップやアーカイブはお客様が全責任を持って行ってくださ
い。弊社は電子メールの送受信または受け取りを保証いたしません。
10. 未承諾メールやスパムメールの禁止
未承諾の商用目的またはスパムメール（未承諾の商用電子メールやインスタント・メッセージを含む） を直接的または間接的に送信する
目的で、本件サービスや弊社のコミュニケーション・ツールを利用することはできません。また、未承認のスパムメールの送信または送信
を促す目的で、弊社ユーザーに関する情報を収集してはなりません。さらに、ヘッダーを偽造するなど、コンテンツのソースコードや本件
サービスを通じた送信であることを偽るために識別子を操作してはなりません。サービス条件、または未承認の連絡文書にかかる適用
法または規制に違反するために他者がお客様のアカウントを利用することを誘導または許可してはなりません。お客様または他者がこ
れらの規定に違反してお客様のアカウントを利用した場合、弊社はお客様のアカウントを直ちに無効とし、法的手段を講じる場合があり
ます。弊社は、未承認のスパムメールが弊社コンピュータまたはコミュニケーションネットワークに侵入、残存、またはそれを利用すること
を防ぐために技術的救済手段を講じることがあります。
11. 通信料金
お客様は、本件サービスをご利用されるために必要な機器やインターネット接続はご自身で負担されなくてはなりません。お客様はご自
身でインターネット接続事業者（電話回線で本件サービスに接続される場合は電話会社、またワイヤレスの場合はその通信事業者など）
に確認し、インターネットおよび本件サービスへの接続にかかる費用、また利用料金を調べてください。お客様は、モバイルアプリケーシ
ョンにより本件サービスにアクセスする場合、基本使用料やその他の通信料が発生する可能性があることに同意します。その他のいか
なる形態の通信サービスを通じて本件サービスをご利用いただく場合でも、必要な費用や利用料金の支払いに対してはお客様が全責任
を負うことになります。
12. 有料サービスおよびお支払方法
AOL グループ会社は有料でプレミアムサービスやコンテンツをご提供しております。お支払方法およびご購入条件は、有料サービスのお
申し込み時に公開され、お客様はサービス条件を補足するこれらの追加条件に従うことになります。
13. 公開エリアに掲載するコンテンツ
サービス条件において、「コンテンツ」とは、テキスト、ソフトウェア、画像、音声およびビデオなどの内容を意味します。本件サービスの一
部には、一般的なインターネット利用者など他者がアクセスおよび閲覧できるエリアに、コンテンツを投稿、共有または掲載できるものが
ございます。
その場合、以下の規則と制限が適用されます。
（a）本件サービスの一部または本件サービス上のコンテンツ（お客様が直接所有するコンテンツは除く）を、その所有者の書面による明
示的許可を得ることなく、修正、複製、構成、再生、販売、出版、送信、表示したり、その他の方法で利用したりすることはできません。
（b）お客様は、お客様が所有するコンテンツまたは利用の明示的許可があるコンテンツを送信、掲載または共有するためだけに本件サ
ービスを利用できます。
（c）法律その他の義務により、入手する権利のないコンテンツを本件サービス上または本件サービスを通じて投稿することはできません。
（d）本項の規定の違反に該当するデータマイニング、ロボットその他によるデータ収集または抽出を行ってはいけません。
（e）本件サービスを通じてコンテンツを送信、掲載、共有する際には、他者のプライバシーや肖像権を侵害してはいけません。
（f）本件サービスを通じて他者の評判を落とすようなコンテンツを送信、掲載、共有してはいけません。
（g）本件サービス上に（ビデオコンテンツなど）コンテンツを掲載するための素材の取得、ライセンス料、組合料金、その他第三者への料
金支払いはお客様が責任を負うものとします。
（h）猥褻なものやポルノ、露骨な性表現、未成年者に不適切なコンテンツ、または未許可で掲載した他者の個人情報、違法または違法
行為を煽るもの、あからさまなまたは不当な暴力の描写、他者へのあらゆる形での脅威、辱め、嫌がらせ、いじめ、侮辱的、屈辱的、悪

意があるもの、名誉毀損にあたるもの、虐待的、攻撃的、また不適当な（賭博、銃器、たばこ、アルコール、成人向け商品およびサービス
などを含むがこれに限られない）商品およびサービスの宣伝または販促、その他のサービス条件、適用法、規則、命令に違反するコンテ
ンツを本件サービス上または本件サービスを通じて投稿または送信してはなりません。お客様の個人的なコンテンツは本件サービスを
通じて他社と共有される場合、すべてのリスクはお客様が負うことになります。
弊社は、お客様が掲載されるコンテンツの所有権は主張いたしません。但し、本件サービスにコンテンツを投稿されることにより、お客様
は弊社および弊社の親会社、関連会社およびその他 AOL グループ会社およびディストリビュータに対し、かかるコンテンツが媒体を問わ
ず世界的に特許権使用料なしで、常に利用、再生、送信、ダウンロード、修正、改作、出版、翻訳、派生商品を作る、また販売、公演、表
示、公に放送、公に提示、公に送信する権利を与えたことになります。弊社および他の AOL グループ会社は、かかる権利を第三者に再
許諾する権利を持ちます。また、お客様は、本件サービス上またはこれを通じてご自身が投稿または掲載されたコンテンツについて、
AOL グループ会社に対して道徳的権利を主張しないことに同意します。お客様が本件サービスを通じてアップロード、保管、共有、ダウン
ロードした個人のコンテンツの紛失や紛失データについて、弊社は責任を負いません。お客様は、本件サービスを通じてアップロード、保
管または共有されているコンテンツのバックアップについて完全に責任を負うものとします。
14. コンテンツに対する非保証
本件サービス上またはこれを通じて提供されたコンテンツおよび情報は「現状のまま」で提供されます。お客様はご自身の責任でコンテ
ンツおよび情報を利用されています。弊社は、コンテンツ、正確性、インターネット上で入手された内容に適用される法律遵守について、
お客様に対して何ら責任を負いません。弊社には、コンテンツを事前に審査する義務はありません。弊社は、理由を問わず、コンテンツを
掲載拒否、編集、削除する権利を持ちますが、かかる内容を削除しなかった、あるいは削除が遅れたことに対しては何ら責任を負いませ
ん。本件サービス上のコンテンツは、すべて一般情報として、または一般利用目的で提供されるものです。したがって、コンテンツは助言
または意思決定上、頼るものではありません。お客様は、あらゆる形において他者が提供したコンテンツに対し、弊社が何ら責任を負わ
ないことに同意します。
15. お客様が利用できるコンテンツ
弊社および弊社のサプライヤ、または本件サービス上に合法的にコンテンツを掲載するその他ユーザーは、そのコンテンツにかかる知
的所有権と道徳的権利を有します。コンテンツは著作権、商標、特許、企業秘密、国際協定、法律その他所有権によって保護されるほか、
電子情報を保護するセキュリティ部分を有していることがあります。お客様は、コンテンツを違法にコピーまたは配信する、派生商品を作
るなど、コンテンツおよび本件サービスのご利用に関して許諾された権限を超えて本件サービスをご利用いただくことはできません。また、
お客様は、これら所有権に違反した場合、民事あるいは刑事処罰の対象となることを理解し、これに同意します。サービス条件に従うこと
を条件として、弊社はお客様が商用目的ではなく、個人的にコンテンツを閲覧し、視聴する限定的な権利をご提供いたします。弊社がお
客様にご提供する権利の下では、いかなる状況においても、譲渡、移転、再許諾することはできません。また、弊社はこれらの権利をい
つでも無効にできます。弊社が明示しない限り、お客様がコンテンツをダウンロード、保存、配布、部分的に構成、再生、転載、公表、放
送、送信、修正、翻訳、移植、出版、販売、貸与、その他の方法でいかなるコンテンツの違法コピーや派生商品を作成することもできませ
ん。また、サービス条件を違反する技術を用いることもできません。お客様はコンテンツの違法再生や配布を防止するためのいかなる仕
組みも解除してはいけません。
写真や音楽など、本件サービス上で弊社または弊社のサプライヤが明示的にダウンロード提供するコンテンツは個人利用に限ります。
かかるメディアコンテンツは、コンテンツ毎に発行されるライセンスの数、コンテンツに同時にアクセスできる機器の数、コンテンツを閲覧
またはダウンロードする回数の上限、メディア機器にコンテンツを「書き込む」ことができる回数、本件サービスに同時アクセスできる携帯
機器の数、コンテンツのバックアップを取ることに対する許可、あるいはコンテンツを閲覧またはダウンロードできる時間制限など、本規
約またはコンテンツ・プロバイダが規定する追加的利用規約の対象となる場合があります。お客様は、著作権に関する現地の法律に加
え、かかる利用規約の拘束を受けることに同意します。

16. 広告主
（自動検索により生成されたリンクなど）本件サービス上での広告主との取引は、お客様と広告主との間で行われるものであり、お客様
は、損害や広告主に対する請求について弊社が何ら責任を負わないことを認知し、これに同意します。これらのウェブサイトの中には、
卑猥、非合法、または不正確な情報を含むものもあります。本件サービス上に投稿する広告主は、その内容が国内外の適用法に準拠し
ていることを確認することのみにおいて責任を有します。広告の挿入は、その広告主に対する弊社の支持を示唆するものではなく、弊社
はかかる広告主のサイトによりお客様が被った損害や請求に対して何ら責任を負いません。
17. ソフトウェア
ソフトウェアの使用許諾
弊社または弊社のサプライヤは、本件サービスとともに用いるソフトウェア（以下「ソフトウェア」）をお客様に提供することがあります。か
かるソフトウェアは、ソフトウェアに付随する使用許諾契約の条件に従うものとします。ソフトウェアにライセンス契約が付いていない場合、
サービス条件とともに以下のライセンス規定がお客様によるソフトウェアの使用を規定します。弊社および弊社のサプライヤは、お客様
が本件サービスへのアクセスおよびその利用を希望する単一のコンピュータまたは機器にソフトウェアをインストールする、個人的かつ
非独占的で、譲渡できない限定的なライセンスを許諾します。かかるソフトウェアは、 弊社または弊社のサプライヤが所有し、著作権ま
たはその他の知的所有権の法律および条約で保護されています。お客様はソフトウェアを販売または再販することはできません。また、
ソフトウェアまたはその一部を他製品に組み込むことはできません。ソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブ
ルしたり、その他の方法で（法律で明確に認められている場合を除き）ソースコードを取り出したりすることはできません。何らかの方法で
ソフトウェアを改変、改造したり、派生ソフトウェアを作成したり、また、ソフトウェアの所有権に関する通知を削除することはできません。
サービスによっては、弊社が提供または認可したソフトウェア、インターフェースまたはプロトコルを通じてしかアクセスできないものもあり
ます。お客様は、ソフトウェアと本件サービスの利用について、効力のあるすべての法律および規則に従うことに同意します。最後にお客
様は、本項で禁止されている行為に関して第三者に許可を与えたり、第三者を援助したりしてはなりません。
アップデート
弊社はソフトウェアの性能および機能の向上を図るために、お客様のソフトウェアのバージョンを自動的に確認し、またお客様のコンピュ
ータ上にあるソフトウェアを自動的にアップデートすることがあります。自動アップデートの最中にソフトウェアが終了された場合、または
何らかの方法で更新のインストールが妨害された場合、ソフトウェアが破損する、もしくは使えなくなる可能性があります。お客様は、ソフ
トウェアが引き続き機能する上で必要であると弊社が判断した場合、自動アップデートを行う権限を弊社に与えています。お客様による
アップデート版のご利用については、インストールまたはダウンロード時において新条項または追加条項への同意を求められない限り、
本契約により規定されるものとします。お客様のライセンスは適用サービスの終了日に終了します。また、お客様のライセンスは、ソフト
ウェアをもはやサポートしない形で弊社が本件サービスを修正した場合にも終了します。弊社は、本件サービス終了日以降、 ソフトウェ
アを無効にすることがあります。
性能および利用情報
ソフトウェアの大部分は、ソフトウェアの利用に関連して発生したコンピュータのエラーに関する情報を、お客様に通知せず、自動的に報
告するように設定されています。お客様のソフトウェア設定に関する情報は、ソフトウェアの性能の問題を診断し、改善するために使用さ
れることがあります。
ソフトウェアはまた、ソフトウェア上の弊社の機能やボタンの利用に関する匿名情報を提供することもあります。弊社は、こうした情報を集
約し、ソフトウェ アのどの機能やボタンがユーザーの間で最も人気があり、便利であるかを決定します。
ソフトウェアは、利用中のソフトウェアの利用状況を調査するために、特定の ID 番号を含んでいることがあります。お客様には、ソフトウェ
アを通じて提供されるコンテンツを弊社がカスタマイズできるよう、特定情報をご提供いただくようにお願いすることがあります。例えば、
お客様の郵便番号をお聞きしすることがありますが、これは地域の天候およびニュースのご提供に利用されます。

輸出入に関する法律
ソフトウェアは、輸出入に関する米国およびその他の国々の法律、規制、規則および命令に従います。お客様は、ソフトウェアに適用され
るこれらの法律を遵守しなければなりません。ソフトウェア、また弊社から受領したその他の商品、ソフトウェア、技術、あるいはそこから
生まれる生成物を、違法な目的のために、法律で禁止されている国や（所在地を問わず）事業体または人に対して、該当する政府の適
切な認可なしに、直接的または間接的に輸出、再輸出、移転、または発売することはできません。
18. 商標
AOL、AOL のロゴおよび AIM、MAPQUEST、ENDGADGET、TRUVEO、WINAMP など、AOL グループ会社の製品とサービスを特定するそ
の他のすべての名前とロゴは、AOL LLC またはその関連会社の商標またはサービスマークです。その他すべての商標およびサービス
マークは各所有者に属します。通常、AOL の商標は、書面による AOL の明示的許可がない限り使用することはできません。AOL の製品
を特定または説明する目的で AOL の商標を公正かつ限定的に利用することは、標準的な商標利用慣行に則している限り、許可なく行う
ことができます。
19. サポートサービスおよびサービスの利用
弊社は、お客様に対しソフトウェアのサポート、エラー訂正、更新、アップグレード、バグ修正、または改善などを行う義務はありませんが、
これらを行う権利は留保しています。弊社は、お客様が本件サービスを 1 日 24 時間ご利用になれるよう妥当な努力はするものの、本件
サービスがある時期または期間利用不可能になった場合、お客様に対して責任を負うものではありません。システムの障害や、保守、修
理、または、弊社のコントロールを超える理由により、本件サービスへのアクセスが通知なしに一時的に中断されることがあります。
20. 非保証
弊社は本件サービスを「現状のまま」、「欠陥もすべて含め」、「利用可能な状態」で提供します。AOL グループ会社および弊社のサプライ
ヤは本件サービスについての明示的あるいは黙示的な表明または保証を行いません。法律で許可される限りにおいて、AOL グループ
会社、弊社のサプライヤおよびディストリ ビュータは、本件サービスは商品性があり、十分な品質、正確性を持ち、特定目的またはニー
ズに適い、あるいは法を侵害するものでないという黙示的な保証を放棄します。弊社は、（i）本件サービスまたはそのコンテンツがお客様
の要件を満たしていること、（ii）本件サービスが中断されず、速やかに提供され、安全でエラーがないこと、（iii）本件サービスの利用によ
り、ある特定の結果が生じること、また本件サービスが正確かつ信頼できることをお客様に保証すること、（iv）本件サービスまたはそのコ
ンテンツがお客様の期待に適い、または信頼性があり、正確であること、および（v）ソフトウェアのエラーがすべて修正されることを、一切
保証いたしません。電子メールのメッセージやその他のコンテンツの削除や破損、または保管、送信の不能に対し、弊社は何ら責任を負
いません。弊社は、自然災害など弊社の妥当なコントロールを超える事由によって直接的、間接的に引き起こされた遅延や障害につい
て何ら責任を負いません。 AOL 担当者が口頭または書面で提供したいかなる情報や助言も保証とはなりません。弊社は、本件サービ
スにおけるあらゆる内容へのアクセスおよび利用がすべての裁判管轄区域において合法であることを表明しません。
本件サービスは一般消費者向けサービスであり、会員またはその雇用者、請負業者による商業活動の利用を目的としたものではありま
せん。商業目的で利用される場合は、お客様またはお客様の雇用者、請負業者の全面的な責任において行ってください。
21. 賠償責任の制限
法律で許可される限りにおいて、AOL グループ会社が提供するあらゆるソフトウェアについて、お客様が取り得る唯一の救済手段は、不
良品であることが判明したソフトウェアの交換です。AOL グループ会社、そのサプライヤおよびディストリビュータとの間に生じるその他の
紛争について、お客様が取り得る唯一の救済手段は、本件サービスの利用を中断することです。いかなる場合においても、本件サービ
スの利用に関連して AOL グループ会社およびその親会社がお客様に対して行う賠償額の総額は、問題となっているサービスについて、
お客様が 1 年間に支払ったサービス料金の額を超えないものとします。
AOL グループ会社、その親会社、サプライヤおよびディストリビュータは、お客様による本件サービスの利用を通じて、または利用できな
かったことを通じて生じる間接的、特別、偶発的、結果的、または懲戒的な損害に対して何ら責任を負いません。また、AOL グループ会

社、その親会社、サプライヤおよびディストリビュータは、利益の損失、データの喪失、営業権の喪失、作業停止、送信データまたは電子
メールの喪失、コンピュータ障害または誤作動、その他商業的損害や損失に対する請求に対し、かかる損害の可能性を AOL グループ会
社、その親会社、サプライヤおよびディストリビュータが認識していたか、または認識していてしかるべきだったとしても、何ら責任を負わ
ないものとします。但し、一部の裁判管轄区域では、結果的または間接的損害に対する賠償責任の除外または制限を認めていないため、
かかる裁判管轄区域では、AOL グループ会社、その親会社、サプライヤおよびディストリビュータの賠償は法律で認められる範囲で限定
されるものとします。お客様は、他のユーザーや第三者による中傷的、侮辱的、または違法な行為に対し、AOL グループ会社は責任を
負わないことに明確に同意します。
22. 終了
法律で許可される限りにおいて、弊社はお客様による本件サービスへのアクセスおよびお客様のアカウントを何時でも、理由や通知なし
に無効化または停止することができます。サービス条件や本件サービスに記載される方針や条件に違反した場合、長期間ご利用がなか
ったためにアカウントが無効となった場合（前述の「長期間ご利用がない場合の取り扱い」を参照ください）、法律による要請を受けた場
合、お客様に対する本件サービスの条項が商業的に実行可能でないと弊社が判断した場合、弊社が本件サービスを中断すると決めた
場合、またはお客様が特定の有料サービスに申し込まれた後に利用料金を支払わなかった場合、弊社は通知なしにお客様のアカウント
またはユーザー名を直ちに削除あるいは停止できます。お客様の本件アカウントまたはユーザー名が削除または終了された時点で、お
客様が本件サービスを利用する権利も終了し、本件サービス上にお客様が保管されたデータを後ほど入手することはできなくなります。
有料サービスに加入されている場合、その有料サービスあるいはアカウントが削除または終了となった時点で発生している料金は、引き
続き弊社にお支払いただく責任がお客様にはあります。有料サービスにアクセスできる無料キャンペーンに参加されている場合、料金の
発生を避けるためには、無料トライアル期間中にかかるサービスの取り消しをしなくてはなりません。一部の有料サービスには、キャンセ
ル料が課されるものもあり、サービスお申し込み時にお客様にご案内したキャンセル料はすべてお支払いただきます。
23. 免責
弊社からの依頼があった場合、お客様が本件サービスを通じて行なった投稿やメール送信、またはサービスの悪用や規約違反により生
じた、他のユーザーの権利侵害に関連して発生する弁護士費用を含むあらゆる賠償責任、請求、費用から、お客様は弊社およびその親
会社、関連会社、そしてその従業員、請負会社、役員および取締役に対し、責任を免除し、損害が及ばないようにすることに同意します。
弊社は、お客様の賠償責任の対象となるすべての事項に関する排他的な弁護および制御を自己負担で引き受ける権利を留保し、その
場合、お客様は弊社と協力して、できるかぎりの弁護を主張するものとします。
24. 法律の遵守
お客様は、居住国から輸出された技術データの送信に関してすべての適用法令に準拠することに同意します。本件サービスにアクセス
またはこれを利用する場合、お客様は、現地の法律の遵守に対して全責任を負うことになります。
25. 電子契約および通知
お客様は、弊社の事業がオンラインビジネスであり、弊社はユーザーと紙媒体ではなく電子的に取引を行うことを理解し、これに同意しま
す。お客様が本件サービスにアクセスする、登録する、またはそれを利用するといった肯定的行動をとることは、お客様が弊社の条件お
よび弊社と電子的に取引を行うことに同意したことを意味します。弊社に登録し、弊社の利用条件への同意をクリックするというお客様の
肯定的行為により、お客様は、かかるサービス条件に合意し、電子的に署名をしたことになります。また、お客様は、弊社が本件サービ
スに関係したプライバシーまたその他に関する通知、開示資料、報告書、文書、連絡文書その他の記録（以下「通知」と総称）を電子送信
するかもしれないことに同意します。弊社は、お客様に対し電子通知を（1）お客様が登録時に提供された電子メールアドレス、または（2）
本件サービスに関連してお客様が作成された電子メールアカウント宛てに、あるいは（3）通知を適用サービス上に掲載することにより、
送信することができます。

26. 完全合意
本件サービス上に記載されるサービス条件およびこれの補足条件、方針、規則および指針は、弊社とお客様の間の合意の全体をなし、
これ以前になされたすべての書面あるいは口頭の契約に取って代わります。サービス条件の一部が無効あるいは実行不可能となった
場合、その部分は適用法を反映して、両当事者の元々の意図に出来るだけ近い内容で解釈される一方、残りの部分は引き続き完全に
効力を持つものとします。上記に規定された、弊社、AOL グループ会社、弊社のサプライヤおよびディストリビュータの賠償責任の制限へ
の偏見なしに、かかる制限が無効または実行不可能となった場合、その部分は、弊社の賠償責任およびその他の AOL グループ会社お
よび、弊社のサプライヤおよびディストリビュータの賠償責任の制限に関して適用法で認められる範囲内で最大限に解釈されるものとし
ます。
27. 関係
サービス条件またはお客様による本件サービスの利用は、弊社とお客様との間に合弁企業、パートナーシップ、雇用関係またはエージェ
ンシーとしての関係を創出するものではありません。お客様は、サービス条件がお客様以外の人に対して弊社が何らかの権利または救
済手段の付与を意図するものではなく、そのような 付与を行うものではないことに合意します。
28. 譲渡
弊社は、お客様に通知せずに何時でも本契約またはその条件を他者に譲渡できます。一方、お客様は本契約を他者に譲渡することはで
きません。
29. 言語
サービス条件の翻訳版と英語版に相違が生じた場合、英語版が優先されるものとします。
30. 紛争解決における法律と場所
お客様は、AOL Asia Limited との契約下にあり、サービス条件の解釈および同条件の違反に対する請求については、香港特別行政区の
法律に準拠することを理解し、これに同意します。サービス条件から、またはそれに関連して発生する紛争、論争、請求、またはサービス
条件の違反、終了、失効は、現時点で効力を持つ UNCITRAL（国連 国際商取引法委員会）仲裁規則に従い解決されるものとします。サ
ービス条件と UNCITRAL 仲裁規則に不一致が生じた場合はサービス条件が優先されます。仲裁パネルが仲裁人選定の権限を有します。
仲裁人の数は 1 人とします。仲裁手続きは香港で行われます。仲裁手続きは英語で行われます。また、両当事者は、かかる権利放棄が
法的に有効になされる限りにおいて、裁判所またはその他司法当局に対するいかなる形の上訴、審理または請求する個々の権利を取
消不能の形で放棄するものとします。
本件サービスは、eAccess Ltd.が提供するものではないことにご注意ください。
最新更新日: 2009 年 1 月 11 日

