GlobalMeet 約款

重要 - 注意してお読みください：契約者または契約者の代わりに、有料の顧客または無料
のユーザとして当社のサービスにアクセスするか使用することによって、契約者はこれらの
条件に拘束され、受け入れることに同意していただきます。 これらの条件に同意できない
場合は、当社のモバイルアプリケーションを含め、当社のサービスの使用を控えてください。
本約款は予告なく変更されることがあります。契約者は、本約款を印刷またはダウンロード
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1.サービスと価格

i

し、定期的に確認することをお勧めします。

a. サービスの販売

デスクトップ、タブレット PC およびモバイルアプリを含むこれらに限定されない機器を介して、当
社が契約者へ提供する定額制サービスに対して、契約者は当社に利用料金を支払うものとします。
当該サービス約款および契約書に添付される添付別紙または個別の特別約款に添付される別表に記
載されている条件（それらの諸条件を総称し「契約条件」という）により契約が成立します。 本契
約の条項間に矛盾がある場合には、特定のサービスに関する特別条項・特別約款の条項が優先され
るものとします。 本サービスの利用料金は、該当する特別条項・特別約款に記載されている方法で
請求されるか、そうでない場合は、毎月請求され、すべての場合において、支払いは請求書の日付か
ら 30 日以内に支払っていただきます。

b. 税金およびその他の費用

当社は、自身の裁量により、本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用のための新規または
追加の料金、または料金を変更または設定する権利、あるいは支払条件または請求方法をいつでも
変更する権利を留保します。契約者の以前の支払い記録がその変更を正当化するものであると当社
が判断した場合、当社はサービスを停止することができます。料金には税金は含まれておりません。
現在または今後、提供される本サービスに対して、または本サービスに関して、外国、連邦、州/地
方、郡または地方自治体の当局により、当社に課されるかまたは査定される、商品およびサービス、
物品にかかる税またはその他の税（当社純利益に基づく税金を除く）、料金、追加料金、ユニバーサ
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ルサポートメカニズムの料金（いかなるまたはすべての連邦・州のユニバーサルサービス基金の料
金を含む）を当社は回収する権利を留保し、契約者は支払義務を負うものとします。当社の支払責
任を一切免責とすることをこの段落の下で契約者は確約していただきます。もし契約者が税金の免
除を請求する場合、契約者は該当する規制当局からの現在有効な免除証明書を当社へ提供いただく
必要があります。

c. クレジットカード。
本契約の他の規定にかかわらず、クレジットカードまたはデビットカードによって支払われる手数
料・料金について、カード発行者またはその代理人から支払いが当社により受領されない場合、契
約者は当社からの請求により全額を支払うことに同意します。契約者が本サービスを利用する、ま
たは本サービスの利用を許可するたびに、契約者は当社が本サービスに関連して契約者の指定され
たカードに請求することに同意・再確認します。契約者は、事前の書面による通知がない限り、当社
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は、本契約に従って、1 か月、4 半期または 1 年ごとの使用に対する追加料金を提示することに同意
します。 なお、当社が自身の裁量で随時設定している検証手順に従い、契約者はこの承認を終了す
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るか、指定されたカードの変更を希望する場合には事前通知が必要となります。そのような通知は、
当社がその通知に基づいて合理的に行動する前に提出された料金には影響しません。契約者が自社
のカード情報を当社（またはその指定された免許所有者もしくは下請け業者）に提供するとき、契
約者は自身により指定されたカードの許可されたユーザであることを表明し保証します。契約者は、
指定されたカードの口座番号、その有効期限、または請求先住所の変更がある場合は、それを当社
に速やかに通知することに同意し、そのような指定カードが期限切れまたは何らかの理由で取り消
された場合は当社に通知することに同意します。誤解を避けるために、指定されたカード口座名義
人は、該当する税金、およびそのような口座名義人またはカードを使用する人によるすべての購入
を含め、発生したすべての費用に対して責任があります。返済手数料が適時に支払われない場合、
または提供されたカード情報を使用して取引を処理できない場合、当社はサービスを一時停止・終
了する権利を留保します。

d. 紛争

ここに記載された誠意を持って合理的に論争されていない延滞残高は、以前に発行された各請求書
の期日から計算された月額 1.5％の利息、または法的に認められた最高金利のどちらか低い方の対象
となります。 合理的な弁護士費用を含む回収費用、および本契約に基づいて支払われるべき金額を
回収するために当社が負担したその他の費用を契約者は支払っていただきます。 契約者は、請求書
の日付から 30 日以内に、誠意を持って争議した請求について、裏付け書類を添えて当社に通知しな
ければなりません。そうしないと、契約者は請求額に同意したものとみなされ、請求や請求書の調
整は行われません。 契約者は、期日までにここに記載されているように誠意を持って合理的に論争
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されていない場合は当該請求額を支払う責任を負っていただきます。

e.ベータ版
評価およびフィードバックの目的で契約者に提供される本サービスのいずれかのベータ版（以下「ベ
ータサービス」）については、ベータサービスにバグ、エラー、その他の問題が含まれている可能性
があり、法律で許可されている範囲で、当社は、ベータサービスに関するいかなる種類の保証また
は責任義務も否認します。契約者はさらに契約者がベータサービスの使用中に当社と契約者の間の
コミュニケーションの重要性を認め、そしてこれにより当社とその供給者から関連する対応と最新
情報を受け取ることに同意します。契約者がそのような通信からのオプトアウトを要求した場合、
契約者はベータサービスの利用を中止することができます。また、当社がベータサービスを発表し、
または将来誰かに利用可能になることを表明、約束、または保証しないこと、および当社がベータ
サービスを発表または紹介する明示的または黙示的義務を一切負わないことを契約者はここに認め
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ます。ベータサービスに関しては、このサブセクションは、ここに含まれる他の条件に優先します
が、それは矛盾を解決するのに必要な範囲内でのみ適用されます。他の権利または救済を制限する
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ことなく、当社が独自の判断でベータサービスの条件・制限に違反したと判断した場合、当社は直
ちにベータサービス提供を終了する権利を留保します。

2. 期間と終了
a. 期間

本サービスは、書面により、両当事者が合意した本サービス開始日から開始し、付帯別表で両当事
者が異なる条件を指定しない限り、最短で 12 ヶ月（「初期期間」
）継続します。 その後、更新期間
は最初の期間と同じ長さで無期限に続きます（それぞれ「更新期間」）。 上記を制限することなく、
付帯別表またはサービスオーダーに記載されているサービスの期間が本契約の満了日または終了日
を超えて延長される場合、本契約の期間は本契約の満了または終了後も適用されるものとします。
いずれの当事者も、少なくとも 60 日前まで、または当事者が合意した場合には合意する旨の書面に
よる通知を他の当事者に提供することにより、終了時に本契約を終了することができます。
通知要件に従って、その書面通知は、companycancellation@pgi.com を CC として追加したうえで、
当社の営業担当者宛てに電子メールで送信願います。

b.プロモーション期間・無料試用期間
無料サービスを許可するプロモーションオファーおよび/またはサービスの無料トライアル（特定の
プロモーションオファーで定義されている特定の料金および/またはその他の料金の放棄を含む場
合があります）に従ってサービスを使用する場合、契約者は限られた期間の間だけ無料サービスの
使用を受けることになります。そしてすべての無料サービスのすべての使用はここに記載された条
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件および特定の無料サービスの提供と共に契約者に特定または伝達されます。ただし、これらに限
定されないが、該当するプロモーションオファーに従って明示的に放棄されたと指定されていない
すべての料金について、契約者は責任を負います。本契約の他の条項にかかわらず、すべての無料
サービスは契約者への便宜としてのみ提供され、無料サービスの悪用、および/または該当するプロ
モーションオファーに従って明示的に放棄されていない料金および料金の支払いの失敗に対する制
限もなく、当社は自身の裁量により、通知なしにいつでも無料サービスを終了または修正する権利
を留保します。
契約者がクレジットカードまたはデビットカードでサービスの代金を支払うためにサインアップす
る場合、契約者は無料サービスを受領する条件として、適用される料金および/または追加料金が、
クレジットカードまたはデビットカードの限度額に対して事前に承認され（事前承認された金額は、
このようなアカウントで利用可能なクレジットまたはデビットファンドと見なされることはありま
せん）、無料サービス期間の満了、特定のプロモーションおよび/または本契約の条項に従ってサービ
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スを終了させない限り、疑惑の回避するため、およびここに記載されている他のいかなる条項にも
かかわらず、いかなるプロモーションも、無料サービスの終了日（「料金課金開始日」）まで料金が課
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金されない場合、当社は料金課金開始日までの無料サービスに同意するものとします。当事者が明
示的に書面で同意しない限り、サービスの最初の適用期間は無料サービス期間の長さによって延長
されるものとします。ただし、このような無料サービスの期間が最初の請求期間の終了日となる場
合は、無料サービスの期間はその請求期間の最終日まで延長されるものとします。

c. 特定事由による契約終了

一方の当事者が、本約款の条項に実質的に違反し、当該違反に関して書面による通知の受領後 30 日
以内に当該違反内容を是正できない場合には、いずれの当事者も本契約をいつでも終了することが
できます。上記にかかわらず、以下の場合、当社は本契約を終了し、および/または本サービスの提
供を直ちに中止することができます。
（i）本サービスの違法、詐欺、不適切または濫用、
（ii）当社の
ネットワーク、その事業または他の顧客への妨害を防ぐために当社が合理的に必要と判断した場合、
（iii）請求された請求書の一部に対して誠実で合理的な異議申し立てがされず、期限を迎えても未払
いの状態である場合、 （iv）是正対象とならない契約違反の場合。 当社によるすべての解約は、解
約通知に指定された日から有効となり、当社がサービスの全部または一部を停止する権利を行使す
る場合、または本条項に従って本契約を終了する場合には、当社は契約者または第三者に対する賠
償責任を負わないものとします。

d. 契約終了日
解約が発生した場合、契約終了日までにサービス利用の有無にかかわらず、契約終了日までに発生
したすべての手数料および利用料金について契約者は引き続き支払義務を負い、月例の部分返金請
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求あるいはいかなる種類の返金を求める権利も有しないものとします。

e. 無料サービスの契約終了日
無料サービスまたは関連ソフトウェアの条件および/または制限に違反した旨の監査の実施があっ
たか否かにかかわらず、当社が自身の裁量で判断した場合、当社が他の権利または救済措置を制限
することなく、当社が特定の無料サービスを提供することを確認します。当社は、不履行期間中の
顧客（該当する場合は、最新のリストレート・標準料金を適用する）に対して、無料サービスを直ち
に終了し、無料サービスの提供に必要とされる金額を請求し、契約者から徴収する権利を留保しま
す。契約者は当該金額、ならびに当社の裁量で不適合を明らかにした、当社による関連監査の実施
にかかる費用を当社に支払うことに同意します。

3. 専有情報と非開示

i

a. 専有情報
各当事者は、本契約に基づく職務の遂行中に、業務上、サービス上、および機密性および所有権の性
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質を持つ相手方に関する情報（
「所有権情報」）を取得する可能性があることを認めます。そのよう
な専有情報には、企業秘密、ノウハウ、発明、技術、プロセス、コンピュータプログラム、回路図、
データ、顧客リスト、財務情報、および販売およびマーケティング計画が含まれる場合があります
が、これらに限定されるものではありません。上記を制限することなく、本契約および本明細書で
参照される価格設定条件は、当社の所有権情報と見なされるものとします。各当事者とその従業員
および代理人は、本契約の期間中およびその後、すべての専有情報を信頼し、本契約の下での職務
以外の目的でこれらの専有情報を使用してはなりません。いずれの当事者またはその従業員および
代理人は、他の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、そのような専有情報を個人または
団体に開示しないものとします。各当事者は、他の当事者が受け取ったそのような専有情報は、他
の当事者の信用資産として受け取るものとします。各当事者はさらに、本契約の終了時または随時、
他の当事者の要求により保持されているいかなる形式でも、直ちに他の当事者に返却するか、所有、
保管または管理下にあるすべての所有情報を破棄することに同意します。

b. プライバシー

本契約に別途規定されている場合を除き、サービスおよび契約者から提供される個人情報（指定の
ネームドユーザの名前およびメールアドレスを含みます）は当社のプライバシーに関する方針
https://jp.pgi.com/privacy-policy/ が適用されます。契約者は当社によるサービスの提供にあたっ
て、契約者またはネームドユーザから受け取る当該個人情報を他の国（当社が情報の厳格な管理を
維持することが可能な米国および他の海外拠点を含みます）における当社グループの関連組織に開
示する必要があることを了解し、契約者は本契約における当該開示に同意します。なお、個人情報
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の開示にあたって、当社は個人情報に関する法律上の守秘義務を遵守するものとします。

4. 知的財産
a. 本契約および関連するすべての知的財産権および所有権に基づいて提供されるサービスは、当社
および/またはその提供者の唯一の財産となります。さらに、本サービスの使用に必要な場合を除き、
契約者は、この期間中、当社およびその提供者が所有する、当社およびその提供者に関連する商標
または商号を使用する権利またはライセンスを当社からの明確な書面の同意なしに一切持ちません。
事前の承認にもかかわらず、当社からの通知または何らかの理由による本契約の終了時に、契約者
は直ちに PGi マークの使用を中止します。上記以外の方法で契約者が PGi マークを使用した場合、
本契約の違反となり、法律または衡平法で利用可能なその他の救済策に加えて、当社は本契約を解
除することができます。 当社が本契約に関連するプレスリリースを発行することを選択した場合、
両当事者による事前の確認および承認を条件として、当社と契約者が共同のプレスリリースに協力

i

することに同意し、本契約の実行を発表します。契約者は、契約者が当社の顧客として当社が随時
作成することができるいかなるマーケティング資料においてもその名前を付けることを許可するこ
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とに同意します。 当社は、事前の書面による同意なしに、会社の名前やロゴ、または当社の社内通
信やプレゼンテーションで使用されている範囲以外で、契約者の商標または商号をマーケティング
資料に使用することはありません。

b. 当社は、Web サイトを含む当社のサービスの多くの分野に関するフィードバックを歓迎します。
契約者が当社に提供するアイデア、提案、コメント、その他のフィードバック（以下「フィードバッ
ク」といいます）は、機密ではないとみなされ、当社はそのような情報を自由に使用することができ
ます。契約者は、当社の既存のサービスについての特定のフィードバックを提供するだけであり、
当社のポリシーがそれを受け入れまたは検討することを許可していないという考えを含むべきでは
ありません。 当社またはその従業員は、新規または改善されたサービス、製品または技術、機能強
化、または新しいサービス名に関するアイデアを含む、いかなる種類の求められていないアイデア
を受け入れたり考慮したりしません。以下の条件がすべてのフィードバックの提出に適用されます。
契約者は次のことに同意します。
（i）すべての提出物およびその内容は自動的に当社の所有物となり
ます。 （ii）当社は、投稿物およびその内容を使用目的、使用方法を問わず、自由にかつ取消不能に
使用、開示、複製、使用許諾、再使用許諾、頒布または再配布することができます。 （iii）当社が
提出物をレビューする義務は負いません。 （iv）提出物を秘密にする義務は負いません。誤解を避
けるために、契約者は当社に以下のフィードバックを提出しないものとします。（i）第三者の特許、
著作権、または知的財産権の主張・権利に関するケースであると信じる理由がある場合、
（ii）フィー
ドバック、または第三者にライセンス供与したり、また第三者と共有した当社の知的財産を組み込
んだり、そこから派生した当社の製品で要求されるライセンスの条件がある場合。
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5. 契約者のコンプライアンスと補償
a.本サービスを通じて公開、掲載、アップロード、交換、記録、またはその他の方法で送信された情
報の内容（視覚、書面または音声）を当社が管理したり、また、契約者のサービスの使用実態や契約
者または契約者のユーザが送受信する情報の性質を当社が確認することができないことを契約者は
承諾します。本契約に基づく本サービスの使用に関連するすべての適用される外国、連邦、州、地
方、および地域の法律（本データの機密性、輸出管理法、および VoIP ベースのサービスの使用に関
連する法を含むがこれに限定されない）に従って本サービスを使用することを保証することは契約
者自身の責任となります。上記を制限することなく、契約者は本サービスの使用が米国および地域
の輸出管理法および規制の対象であることに同意します。サービスを利用すると、会議を記録し、
参加者に関する識別情報を収集して利用することができます。契約者または契約者のユーザがダイ
レクトマーケティング目的でサービスを利用したり、サービスの利用を通じて個人情報を収集した

i

りする場合、契約者は契約者の責任の下でそれを行い、契約者は、すべての必要な同意を得ること
およびすべての適切な通知を提供することを含む、適用されるプライバシー法に対する契約者また
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は契約者のユーザの違反から生じる、いかなる損害、損害賠償、罰金および費用（合理的な弁護士費
用を含むがこれに限定されない）からも当社を免責します。

契約者は、契約者が該当する米国または地域の輸出およびテロ防止法、規制およびリストの下で、
契約者が禁輸国の市民または禁止されたエンドユーザではないことを表明します。以下につき契約
者は責任を負っていただきます。 （i）本サービスを通じて公開、掲載、アップロード、交換、記録、
その他の方法で送信されたコンテンツが第三者の知的財産権を侵害することを含めて、違法、脅迫、
虐待、嫌がらせ、中傷、欺瞞、詐欺、他人のプライバシーの侵害、下品、卑猥、その他の種類の不愉
快なことが制限なしに発生する可能性があります。 （ii）契約者のホスト ID および/またはアクセス
番号、鍵、パスワード/パスコードの機密性とセキュリティを維持するため。ホスト ID、アクセス番
号、キー、パスワード、パスコードの不正使用、またはその他のセキュリティの侵害があった場合
は、直ちに当社に通知することに同意するものとします。侵害されたホスト ID、アクセス番号、キ
ー、パスワード、またはパスコードを一時停止するように当社に通知します。契約者は、当社が品質
保証と不正検出のために本サービスに関連するブリッジ活動を随時監視することがあり、さらにシ
ステムデータを収集することがあることを認めます。さらに、本契約の機密保持規定にかかわらず、
当社は、法律、規制、政府機関の要求、裁判所の命令、捜査令状、召喚状、またはその他の法的手続
きを満たすためのサービスの使用に関する情報を開示する場合があります。
b. 契約者は、当社が伝統的な電話回線サービスを提供していないことを認めます、そして、サービ
スはどんな種類のどんな緊急サービスへのどんな緊急電話もサポートするか、または提供すること
を意図しません。 契約者は緊急サービスにアクセスするために追加の手配をする必要があります。
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さらに、会議の記録を使用したり、本サービスを使用したりすると、法令の適用を受ける可能性が
あります。 契約者は、契約者がコミュニケーションの記録および会話の全当事者のためのコミュニ
ケーションのプライバシーを保護することに関するすべての法律を遵守しない限り、契約者がサー
ビスに関連していかなる Web、ビデオまたは電話会話も録音してはいけないことを認め同意します。
当社は契約者の上記の遵守に関する分析、解釈、助言を契約者に提供することはしておらず、また
契約者にも提供する予定はなく、契約者は単独で責任を持ち、会議の開始前に必要な通知を参加者
に提供する義務があります。
c. 契約者は、契約者または契約者のアカウントを介して本サービスにアクセスする個人または団体
の下記の事項により発生する契約者（または合理的な弁護士または専門家の証人報酬を含むがこれ
に限定されない）からの一切の賠償、損害賠償、罰金または費用から当社、その役員、取締役、従業
員、関連会社、およびその提供者を免責します。
（i）本サービスの使用。 （ii）本サービスに関して

i

適用される法律または規制への違反または違反の疑い。（iii）第三者の知的財産権を侵害すること。
本段落に含まれる義務は、本契約で検討されている本サービスの終了または一時停止、本契約の満
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了または終了および最終支払い後も存続するものとします。

6.保証および賠償責任の制限

本契約に基づいて提供されるすべてのサービスは「現状有姿」および「提供可能」な状態で提供さ
れ、当社は、契約者自身によってサービスを介して伝達された情報の内容、またはそのような通信
の喪失、遅延、中断、または不正確さについて、契約者に一切の責任を負いません。明示、黙示を問
わず、商品性の黙示保証、特定の目的への適合性、または違反のないサービスに関して、当社は一切
の表明、保証を否認します。上記を制限することなく、当社は、本サービスの使用、および/または
データのダウンロード、アップロード、またはその他の方法での使用によって得られた結果につい
て保証または表明するものではなく、契約者の自己責任およびリスクとなります。 当社はまた、当
社が推奨するベンダーまたはベンダーによって提供されるいかなる製品またはサービスについても、
いかなる保証もしません。

当社または当サービスの再販者も、例えそのような損害の可能性について予めアドバイスされてい
たとしても、いかなる特定の損害、間接的損害、偶発的損害、または付随的損害（逸失利益、他の金
銭的損害、データ・記録・時間・音声送信の損失・中断、データの変更・誤った送信、データの正確
性、緊急サービスに連絡する際のサービスの使用不能、音声またはデータの処理または送信による
不正アクセス、あるいはサービスの使用、またはエラーの発生を含むがこれに限定されない）に対
して賠償責任を負わないものとします。当社は、当社の管理レベルを超えた理由による本契約のも
とでの義務の履行、または履行の遅延については一切責任を負いません。本契約に基づいて発生す
る契約者に対する当社の一切の責任は、賠償責任の考え方が契約、不法行為、その他の理由のいず
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れかに基づいているか否かではなく、当社が責任を負うべき範囲がある場合、当該責任は当社によ
る損失または損害が発生した日付に先立つ 1 か月間に契約者へ請求された利用金額（全ての利用料
金の一括前払い額に対しては月割案分で計算されます）と同額を超えないものとします。 なお、本
第 6 条における前述の制限の一部または全部が、適用される管轄において、有効ではなく、または
適用される法律がより広範な賠償を要求する場合、適用される法律がこれらの条件に優先する場合
があります。

7. 通知
請求やアカウント管理のための契約者への通知は、当社に提供されたアドレスに案内されます。 当
社のサービスおよび製品に関する情報（限定するものではありませんが、アップグレード、機能強
化、廃止、変更、および/またはその他の機能変更を含む）を伝達するために、すべての個人アカウ
ント保有者およびモデレータに連絡することに同意します。上記を制限することなく、当社のサー

i

ビスおよび製品（その他の当社の製品、サービス、マーケティングプランおよびその他の事業関連
の項目に関する、製品の寿命、変更、その他の機能の変更、さまざまな販売促進および広告の資料を
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含む）に関する情報について、定期的に契約者に連絡することおよび/または契約者のアカウントの
関連するメールアドレスへ連絡することについて、契約者は当社に明示的な同意を与えます。

8.その他

本契約は相手方との間で締結することができ、それぞれが原本と見なされますが、すべてが同一の
文書を構成します。キャプション/見出しは便宜上のものであり、本契約の解釈には使用されないも
のとします。本約款のいずれかの条項が違法、無効、または執行不能であると裁判所が判断した場
合、残りの条項はそれによって影響を受けたり損なわれたりせず、違法、無効、または執行不能な条
項は原条項の意図およびリスク配分に合致した適法で執行可能な条項へ取って代わられることとな
ります。当事者による本契約の遵守の失敗は、他の当事者によって放棄されることがありますが、
そのような権利放棄は、放棄する当事者によって署名された書面によるものである必要があります
が、他の義務・契約・条件の遵守までが放棄されるとは見なされないものとします。当事者同士の関
係は、独立請負業者の関係になります。どちらの当事者も、他の当事者との間の代理人、従業員、パ
ートナー、または合弁事業者であるか、またはそうであるとはみなされません。各当事者は自分自
身の利益と目的のためだけに本契約を締結します。当社の供給者を除き、本契約は第三者（本サー
ビスを通じて送信されたコンテンツの受信者を含みこれに限定されない）を含むいかなる第三者に
対する権利も付与義務も一切ありません。
本契約は、当事者の後継者、法定代理人、および許可を受けた譲受人を拘束するものであり、これら
の利益を保証するものとします。 当社は、本契約の下での権利および義務を、現在または将来的に、
当社によって支配されているか、または当社と共同支配されているか、または合併、買収、支配の変
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更もしくは資産売却の結果として支配する事業体に譲渡することができます。契約者は、当社の書
面による同意なしに、本契約に基づく契約者の権利および義務を譲渡することはできません。本契
約のすべての条項は、本契約の取り消し、終了、期限切れまたは一時停止後も存続することを目的
としており、存続することになります。本契約は、抵触または法規則の選択を考慮せずに、行われた
契約に適用される日本国法に準拠し、解釈および執行されるものとします。両当事者は、これに基
づき発生する紛争を解決するために東京地方裁判所の専属管轄権に服することに同意します。

9. 完全合意
本契約は、本契約に含まれるすべての約款付則を含み、本契約の主題に関する両当事者間の最終的
かつ完全な合意を構成し、両当事者間の口頭または書面による事前の提案、交渉、合意または取り
決めに優先します。当事者間には、他の口頭による合意、表明、保証、約束、またはその他の合意は
存在しないものとします。本サービスに関連して PGi 形式以外の購入注文書を使用する必要がある

i

場合、契約者は、かかる購入注文書に印刷済みまたはその他の諸条件が含まれていることを認め、
同意するものとします。本契約に加えて、または本契約と矛盾するかどうかにかかわらず、条件は
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いかなる影響も及ぼさず、本契約は当社と契約者の関係を規定するものとします。本契約の他の権
利を制限することなく、PGi は、以下のいずれかを選択することによりいつでも本契約の規定を修正
できるものとします。（i）jp.pgi.com（”サイト"）; （ii）ここに記載されている住所、ファックスま
たは E メールアドレスで契約者に修正された条件を送付すること（そのような送付は契約者に配達
されたサービスの請求書に含まれるかもしれません）。 （iii）適用法で認められている他の合理的な
手段による。すべての修正条項は、
（i）PGi Web サイトに表示された日付、または（ii）契約者への
掲示または配達後の次の請求サイクルのいずれか早い時期に自動的に有効になります。

契約者は、当社のウェブサイトを定期的に見直して、そのような変更された条項、および当社の当
時から現在の条項と条件を適時に確認することについてのみ責任を負うことに同意します。 修正条
項の掲載または配信後に本サービスを利用することにより、契約者は同意し、その修正条項に拘束
されることになります。 当社によるそのような修正は、本契約のデフォルトまたは当社による契約
終了を構成するものではなく、また本契約の終了の根拠となるものでもありません。 本契約または
本約款付則に別段の定めがある場合を除き、本契約は、本契約の当事者によって署名された書面に
よる文書によって全体的にまたは部分的にのみ修正することができます。

追加利用約款の付則
上記の諸条件に加えて、以下のサービスのいずれかを使用すること（トライアルまたはプロモーシ
ョン/無料使用を含む）
：GlobalMeet®/、オーディオ、GlobalMeet Webcast™、Skype for Business オ
ンラインサービス、またはドルビーボイスクライアントソフトウェア用の GlobalMeet Audio を使用
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する場合、契約者はかかるサービスの該当する追加の利用約款に同意したものとみなされます。 そ
のようなサービスを利用する前に、契約者は（i）当社のウェブサイトで利用可能な、当社の追加の
利用約款を定期的に見直すことに同意します。
（ⅱ）そのような条件への変更の適時の通知を取得し
ます。 本契約の条項と約款付則に矛盾がある場合には、特定のサービスに関する約款付則の条項が
優先するものとします。

ライセンスサービスの追加利用約款の付則-GlobalMeet コラボレーション
•オーディオサービスの追加利用約款の付則
オーディオサービスを使用することにより（下記に定義されているように、トライアルまたはプロ
モーション/無料使用を含む）
、契約者はオーディオサービスのための以下の追加サービス利用約款

顧客料金および標準料金

i

に同意します。
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当社により提供される音声会議サービス（以下「音声サービス」）は、以下の本契約の条項およびこ
の追加の利用約款の別表に従って、以下に定義する「顧客料金」および「標準料金」が契約者によっ
て支払われます。本契約の目的のために、顧客料金は契約者によって具体的に交渉され当社によっ
て合意されたものであり、標準料金は音声サービスに対するもので、顧客料金、税金、手数料および
追加料金に含まれないものです。音声サービスを使用する前に、契約者は、
（i）当社営業担当からの
請求に応じて定期的に当社の標準料金を見直すこと、および（ii）タイムリーに期限切れになること
を承諾することに同意するものとします。その他の誤解を避けるため、および他の条項、あるいは
本別表または本契約にもかかわらず、書面またはその他のいかなる種類の通知も、上記で定義され
た標準料金または顧客料金の変更には不要となります。

音声ミニマムチャージ

契約期間中の音声サービスの使用に関するミニマムチャージ（
「音声ミニマムチャージ」）に同意し、
該当する場合は、月、四半期、または年間に対するミニマムチャージを満たさない場合請求書の受
領時に、各適用期間中の音声ミニマムチャージから、契約期間中の各適用期間中に契約者が実際に
使用した金額に対する支払いを差し引いた金額に相当する不足額を当社は請求し、契約者は支払う
ものとします。従量制に基づく約定の場合、ドルでの不足額は、該当する期間に実際に使用した音
声サービスの割合を使用した価格設定に基づいて計算されます。 当社会議ソリューションの 1 分あ
たりの使用量のみが音声ミニマムチャージに適用されるものとします。

音声ミニマムチャージによる契約者による契約終了の効果
音声ミニマムチャージに同意した場合、および（当社による違反によるものではない）この契約を
終了した場合、または当社が契約者の違反のために契約終了した場合、罰金や当社に対する予想損
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失の合理的な見積もりを表したものとしてではなく、本契約の期間中に音声ミニマムチャージを履
行しなかったことに起因する不足額を弁済すべき損失として当社に支払うものとします。その額は
その期間の月数、四半期数または年数に相当する音声ミニマムチャージから本契約期間中に契約者
の実際の使用量に対する支払額を差し引いた差額に等しい。ただし、該当する場合、月、四半期、ま
たは年間の音声ミニマムチャージを超える支払いは、他の過去、現在の音声ミニマムチャージまた
は本契約の期間中の全体的な不足額には適用されないものとします。

•GlobalMeet Webcast サービスの追加利用約款の付則
GlobalMeet Webcast™サービス（トライアルまたはプロモーション/無料使用を含む）を使用するこ
とにより、契約者は GlobalMeet Webcast サービスの以下の追加利用約款に同意したことになりま
す。

i

GlobalMeet Webcast サービス
当社（または当社の関連会社）は、GlobalMeet Webcast ソフトウェアアプリケーションプラットフ
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ォーム（以下「プラットフォーム」
）および当社が契約者に使用のために提供するさまざまなサービ
スおよびツール（以下「GlobalMeet Webcast サービス」
）を利用して Web キャストイベントを制作
します。 ）

ライセンス/プラットフォーム

当社は、GlobalMeet Webcast サービスを使用して GlobalMeet Webcast イベントを生成するために
必要な範囲内でのみ、プラットフォームにアクセスして使用する非独占的で譲渡不可、再使用許諾
不可、取消可能な権利を契約者に許諾します。契約者は、プラットフォームまたは GlobalMeet
Webcast サービスの使用において、いかなる権利をも貸与、リース、付与、またはその他の方法で譲
渡することはできません。契約者は、GlobalMeet Webcast イベントの管理を契約者または当社以外
の者に許可できないものとします。契約者は、GlobalMeet Webcast サービスの再販売またはサービ
ス機関としての行動を禁じられています。契約者は、GlobalMeet Webcast サービスまたは関連ソフ
トウェアのいかなる部分からも、リバースエンジニアリング、修正、逆コンパイル、逆アセンブル、
翻訳、またはその他の方法によるソースコードの取得を試みることはできません。契約者は、いか
なる所有権（すなわち、著作権）の通知も、削除、変更、または隠ぺいすることはできません。

修正およびリリース
本契約の日付以降、随時、本プラットフォームへの新しいリリースによって、本契約に基づいて利
用可能な機能およびサービスが追加、強化、または変更されることがあります。 契約者は、選択し
た場合、そのような新しい機能およびサービスを使用する権利を有するものとしますが、追加料金
がかかる場合があります。 当社は、GlobalMeet Webcast サービスの機能または性能を撤回、一時停
止、または中止する権利を留保します。
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ユーザコンテンツ
契約者は、GlobalMeet Webcast サービスを通じてアップロード、記録、またはその他の方法で送信
するコンテンツの所有者または免許所有者であることを保証し、表明します。

提出物
当社と契約者の間では、当社だけが、関連するすべての知的財産を含むすべての権利、権原、および
利益を、あらゆる提案、
アイデア、
フィードバック、
改善、推奨事項、
またはその他の方法で GlobalMeet
Webcast イベントの顧客、視聴者、または購読者により、または彼らのために、作成、構想、または
実行に移した情報に対して知的財産権を所有します。

コンプライアンス
GlobalMeet Webcast サービスは、セッション中に共有される音声やデータを記録したり、参加者に
関する識別情報を収集して利用したりするための機能を契約者に提供します。契約者または契約者
のユーザがダイレクトマーケティング目的でサービスを利用したり、サービスを利用して個人情報
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を収集したりする場合、契約者は契約者の責任の下で個人情報保護法を遵守して利用するものとし
ます。契約者は、契約者または契約者のユーザがすべての必要な同意を得ることおよび適切な通知
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をすべて提供することを含む適用可能な個人情報保護法の違反から生じるいかなる請求、損失損害、
罰金および費用（合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない）から当社を免責します。

クッキー

GlobalMeet Webcast サービスまたは当社 Web サイトを使用することにより、契約者は、当社が
GlobalMeet Webcast サービスおよび Web サイトの使用を容易にするために使用するクッキーの使
用に同意します。 当社のクッキーの使用に関する詳細は、www.pgi.com で入手できる当社のプライ
バシーポリシーに記載されています。

•Skype for Business オンラインサービス用 GlobalMeet Audio の追加利用約款

の付則

Skype for Business Online 用の GlobalMeet Audio（試用またはプロモーション/無料使用を含む）を
使用することにより、次の追加利用約款に同意したことになります。

電話会議サービスの提供

契約者は、本契約の対象となる電話会議サービスが当社によって提供されていることを認めます（マ
イクロソフトまたはその関連会社ではありません）。契約者は、かかるサービスの運用の前提条件と
して、Skype for Business Online に加入またはライセンスを取得する必要があります。

電話会議が許可されている国
契約者が当社またはその提供者によって許可されている国（「許可された国」）以外の本サービスの
サブスクリプションを契約者の独自の裁量で決定して取得した場合、本国または許可されていない
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国でサービスを使用できない場合があります。本サービスは、許可された国ではない国から会議に
アクセスする会議参加者に制限がなされているか、または利用できない場合があります。適用法の
遵守を確保するために当社が必要と判断した場合、当社は予告なしにサービスの提供を中断または
終了することがあります。

同意
契約者は、本サービスに関連してマイクロソフトに契約者の情報を提供すること、およびマイクロ
ソフトが Skype for Business Online を提供するに際してすべての義務を果たすことに関連して契約
者の情報を受け取り使用することに同意するものとします。 これにより、マイクロソフトの Skype
for Business Online およびサポートサービスの提供に関連して契約者の情報を使用する許可がマイ
クロソフトに付与されます。また、契約者は、Skype for Business Online に関連する通話の詳細記録
を請求および技術的使用のためにマイクロソフトから当社に開示することに同意します。

知的財産

i

契約者は、コンポーネントのリバースエンジニアリング、修正、逆コンパイル、逆アセンブル、翻
訳、分離、または Skype for Business Online のいかなる部分からのソースコードの派生を試みるこ
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とはできません。所有権の表示（著作権表示）、Skype for Business Online の一部、またはマイクロ
ソフトが提供するソフトウェアまたは資料を削除、改変、または隠ぺいしてはなりません。そのよ
うなライセンスの対象となるソフトウェアの使用、変更、または配布の条件として、そのソフトウ
ェアまたはそれと組み合わされた、または配布された他のソフトウェアが、
（i）ソースコード形式で
開示または配布されること。 （ii）派生作品を作成する目的でライセンスされていること。 （iii）
無料で再配布可能なこと。本契約の期間中、マイクロソフトが所有する、マイクロソフトにライセ
ンス供与されている、または関連する商標または商号を契約者が使用する権利またはライセンスは
ありません。

ユーザ行動

契約者は、Skype for Business Online へのアクセスおよび使用に関連して使用するすべてのデータ、
ソフトウェアプログラム、またはサービスに対するすべての必要な権利を有します。また、上記の
使用によって第三者の知的所有権またはその他の所有権を侵害することはありません。契約者は、
以下のコンテンツを出版、掲載、記録、発信しないことをここに保証します。 （i）第三者の権利を
侵害するもの、またはマイクロソフトが契約者または第三者に対して他の義務を負うことを保証す
るもの。 （ii）法律、法令、条例または規則に違反するもの。

第三者の受益者としてのマイクロソフト
契約者は、マイクロソフトおよびマイクロソフトの関連会社が本契約の関連セクションに基づく第
三者受益者であることを意図していることを認め、これに同意するものとします。誤解を避けるた
めに、上記の「追加の条件」に加えて、本契約に規定されているすべての条件が、Skype for Business
Online での GlobalMeet Audio の使用に適用されます。
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•ドルビーボイスクライアントソフトウェアのエンドユーザ使用許諾契約の追加
利用約款の付則
ドルビーボイスクライアントソフトウェアのエンドユーザ使用許諾契約（以下
「本契約」
）
このエンドユーザ使用許諾契約書（
「EULA」）は、契約者（以下、
「契約者」と呼びます）と、カリフ
ォルニアの Dolby Laboratories、Inc.、およびスウェーデンのオランダに所在する会社 Dolby
International AB（総称して「ドルビー」
）の間の合法的契約で、この EULA に付随する Dolby Voice
Client ソフトウェアにはコンピュータソフトウェアを含み、関連メディア、印刷物、
「オンライン」
および電子文書（総称して「ソフトウェア」）が含まれます。ドルビーは、契約者（または契約者の
雇用主などの第三者）とドルビーの免許所有者のうちの 1 人との間の個別契約（「親契約」）に従っ

i

て、ソフトウェアを契約者に提供しています。矛盾がある場合は、この EULA が親契約よりも優先さ
れ、契約者による本ソフトウェアの使用を管理します。契約者は、本契約の条項に同意するか、本ソ
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フトウェアをインストール、コピー、またはその他の方法で使用することによって、本契約の条項
に拘束されることに同意します。本契約の条項に同意しない場合は、本ソフトウェアをインストー
ル、コピー、または使用しないでください。

1. ライセンス許諾

ドルビーは、契約者が本 EULA のすべての条項に従うことを条件として、本 EULA で明示的に契約者
に付与された権利のみを契約者に付与します。

1)ソフトウェア使用許諾

ドルビーは、（a）親契約に基づいて提供される会議サービスソリューションにアクセスする目的で
のみ本ソフトウェアをインストールして実行すること、および（b）バックアップまたはアーカイブ
目的のためにのみ本ソフトウェアのコピーを 1 部作成する非独占的、取消可能、制限された、譲渡
禁止ライセンスを契約者に付与します。

2)ドキュメンテーション

契約者は、本ソフトウェアに関連して契約者自身が使用する目的でのみ使用し、
（ハードコピー、電
子的、またはその他の型式で）契約者のオフィス以外においてまたは第三者に再発行または配布し
ないことを条件として、無制限のコピーを作成および使用できます。

3)ベータ資料
以下は、
「プレリリース」または「ベータ」として提供されるすべてのソフトウェアに適用されます。
（a）契約者は、ドルビーが合理的に要求するプレリリースまたはベータソフトウェアについて、誤
り、潜在的な改善、およびその他のフィードバックをドルビーに提供するものとします。 （b）ド
ルビーは、プレリリースまたはベータ版ソフトウェアを商業的にリリースしない、またはそうする
15

場合、価格、機能、仕様、機能、ライセンス条項、リリース日付、およびその他の商業リリースの特
性を変更する権利を留保します。

2. 権利および所有権の留保
ドルビーは、本 EULA において契約者に明示的に付与されていないすべての権利を留保します。本
ソフトウェアは、著作権、特許権および/またはその他の知的財産権に関する法律および条約によっ
て保護されており、ドルビーおよびその提供者の企業秘密が含まれています。ドルビーおよびその
提供者は、本ソフトウェアの所有権、著作権、およびその他の知的財産権を所有しています。本ソフ
トウェアの販売条件に反する記述があったとしても、本ソフトウェアはライセンスされ、販売され
ておらず、ドルビーは本ソフトウェアのすべてのコピーの所有権を保有しています。

3. ライセンスの制限
この EULA でドルビーが特に許可していない方法でソフトウェアを使用することを明示的に禁止し
ます。バックアップおよびアーカイブ目的に必要な場合を除き、契約者は本ソフトウェアのコピー
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を作成することはできません。この制限にかかわらず、適用法によって明示的に許可されている場
合を除き、契約者は本ソフトウェアを変更、派生物の作成、リバースエンジニアリング、逆コンパイ
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ル、または逆アセンブルすることはできません。本ソフトウェアを使用して、商用ホスティングサ
ービスをレンタル、リース、貸与、または提供することはできません。本ソフトウェアまたは文書に
表示されている特許、著作権、商標、またはその他の所有権表示を削除、複製、または修正すること
を禁じます。この EULA に従って、ドルビーの商標、商品名、またはサービスマークに対するライセ
ンス、権利、または利益は、契約者に付与されません。

4. 終了

他の権利を害することなく、ドルビーから契約者への書面による通知から 14 日以内に救済されなか
った本 EULA のセクション 1〜3 のいずれかの条件に重大な違反がある場合、ドルビーは直ちに本
EULA を終了できます。そのような場合、契約者は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフト
ウェアおよびそのすべての構成要素のすべてのコピーを破棄する必要があります。

5. 表明および保証

1.契約者は、本ソフトウェアの使用にあたり、常に本 EULA の条項、適用法令を遵守すること、およ
び本ソフトウェアを親契約の下で提供される会議サービスにアクセスする以外の目的で、インスト
ール、使用、アクセス、または実行しないことを表明、保証、および約束します。
2.ドルビーは、
（a）本ソフトウェアを所有する、または本ソフトウェアをライセンスする権利を有す
ること、および（b）本ソフトウェアが完全で、正しく、効果的であり、親契約の下で文書が存在す
る場合はその文書に含まれる仕様を満たすことができることを表明し保証します。 セクション 5.2
（b）の上記の表示に違反した場合の唯一の救済策は、影響を受けるソフトウェアを再配信するため
のドルビーの商業上合理的な努力です。

6. 保証の否認
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上記以外に設定された場合を除き、ドルビーは本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
さらに、適用法によって許される最大限の範囲内で、ドルビーおよびその提供者は現状のままでソ
フトウェアを提供します。商品性の黙示的保証や特定の目的への適合性、侵害、使用や取引から生
じる保証を含みこれに限定されない、明示、黙示、または法定を問わず、これらすべての保証を否認
します。本ソフトウェアの使用に誤りがなく、または中断されることなく、あるいはすべてのソフ
トウェアエラーが修正されるという組み合わせで、本ソフトウェアが使用されることを保証するも
のではありません。ドルビーまたはその他の場所から得られる口頭または書面による助言または情
報は、本契約に明示的に記載されていない保証を作成するものではありません。品質に関する、ま
たは本ソフトウェアの使用または性能から生じるすべてのリスクは、契約者に帰属します。

7. 偶発的、必然的および特定の他の損害の除外
いかなる場合も、特別、偶然、間接的、懲罰的または必然的な損害（使用、データ、事業、利益の損
失を含む）
、または本契約または本ソフトウェアの使用または性能から生じた、または関連した、代
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替商品またはサービスの入手費用につき、ドルビーは一切の責任を負いません。例えそのような責
任が契約、保証、不法行為（違反を含む）、厳重な責任に基づいて生じた場合であろうと、またドル
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ビーがその損害の可能性について知らされていたか否かにかかわらず。契約者は、本契約で指定さ
れた限定的な救済策がその本質的な目的を達成できない場合には、これらの制限が存続し適用され
ることに同意するものとします。

8. 責任と救済の制限

いかなる理由があろうと契約者が被ったいかなる損害（関係するすべての損害、契約上のすべての
直接的・一般の損害または他の損害を含みこれに限定されない）について、ドルビーおよびその提
供者の本契約の条項下での賠償総額および契約者自身の排他的な救済措置（セクション 5.2 上記に
記載されているその他の救済措置を除く）は、$ 10.00（10 米ドル）の金額に限定されるものとしま
す。 上記の制限、除外および免責条項（第 6 条および第 7 条ならびに本第 8 条を含む）は、例え本
契約の救済策が本質的な目的達成に失敗したとしても、適用される法律により許可されている最大
範囲まで適用されるものとします。

9. 準拠法および裁判管轄

本契約の有効性、解釈および履行は、抵触法の規定なしに、日本国の法律に準拠し、それに従って解
釈されるものとします。訴訟の場合、東京地方裁判所が専属的裁判管轄を有するものとします。

サービスと料金表、請求書脚注
•当社による別段の定めのない限り、または当事者による書面による合意がない限り、サービスは日
本円で請求されます。
•適用されるその他の料金を制限することなく、当社から提供され、契約者が同意した特定のサービ
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スプランに従って、契約者が利用可能な割り当て分を超える使用分の超過料金を請求されます。
•隣接しない米国および/または国際ダイヤルアウト以外から発信されたすべての通話には、1 分あた
りの国際通話料金および追加料金が適用されます。
•参加者が 3 人未満の通話には、最低接続料金が適用されます。
•通話の設定および切断の料金は、すべての通話のすべての着信区間と発信区間にも適用されます。
•当社は、参加者ごとに、完了した通話を次の 1 分間に丸め、通話の価格を最も近い一円単位に丸め
ます。ここに記載されていないサービス（モデレータのセットアップ、キャンセル、スケジュール変
更、オペレータアシスタントコールの No Show Fee など）は、当社の標準料金の対象となります。
これは、契約者の当社営業担当者からの請求に応じて利用できます。
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本約款は 2019 年 12 月 1 日より実施します。
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