Blue Jeans Network
利用規約
（最終更新：2018 年 3 月 15 日）
注記：この BlueJeans 取引条件の更新版は、2018 年 3 月 15 日以降に相互の署名が行われた新規の顧客注
文書式のすべてに即時効力をもって適用されるとともに、その他のすべての顧客についても、2018 年 3
月 15 日以降にサービスの初回更新時に適用される。
従前版（2014 年 1 月）
本取引条件は、
Blue Jeans Network, Inc.
（
「BlueJeans」
）
のビデオ会議およびコラボレーションのサービス
（
「本
サービス」
）の利用、および BlueJeans によるその提供に適用される。このことは、貴社が本サービスの
ライセンスを BlueJeans から直接、または BlueJeans の正規の販売店、再販売業者もしくはその他の販路
パートナー（
「本販路パートナー」）を通じて取得するかを問わない。本サービスの利用および定額購入
に関連するその他の条件（価格設定および本サービスのライセンスを取得した事業体（「本顧客」
）など）
については、本取引条件に言及し、かつ本顧客と BlueJeans により署名された注文書式（
「本注文書式」）
に定める。本取引条件と本注文書式とが直接矛盾する場合、本注文書式に定める条件が適用される。矛
盾する条件または追加の条件は、BlueJeans の授権役員が署名した書面により合意されない限り、効力を
有しない。本取引条件は、本注文書式と併せて「本契約」という。本サービスは、本顧客が自己のアカ
ウントに基づき本サービスへのアクセス権を付与するユーザー（「本ユーザー」
）において提供すること
ができる。詳細は、本注文書式に記載される。
1. サービスへのアクセス
1.1 アクセス権 本顧客の本ユーザーは、本サービスおよび本サービスに関して一般公開される関連技術
ドキュメンテーション（「本ドキュメンテーション」
）を利用し、本サービスおよび本ドキュメンテーシ
ョンにアクセスすることができる。ただし、当該利用およびアクセスが、本顧客の自己の社内事業運営
を目的とし、第三者の利益を目的としないことを条件とする。本顧客は、本注文書式に関する制限事項
を遵守して本サービスを利用し、これにアクセスすることに同意する。本サービスにアクセスするため、
本ユーザーは、BlueJeans から提供されるソフトウェア（
「本ソフトウェア」
）をダウンロード、インスト
ールおよび利用しなければならない場合があり、BlueJeans は、これを行うライセンスを本顧客の本ユー
ザーに付与する。ただし、本ソフトウェアがもっぱら本サービスとともに使用されることを条件とする。
本ドキュメンテーションは、ハード・コピーの形式またはオンラインで提供を受けることができる。本
顧客は、本ソフトウェアを通じて本サービスにアクセスする際に、本ソフトウェアのアップグレードが
利用可能となった時点で本顧客がアップグレードを要求されることがあることを承認する。
1.2 サポート BlueJeans は、本注文書式に別段の記載がない限り、基本または標準のサポート・サービ

スを提供する。サポート・サービスは、電話、電子メール、または他のオンライン・システムを通じて
提供される。
1.3 制限事項 本顧客は、以下を直接または間接的に行わないことに同意する。(a) 本ソフトウェアまた
はその要素についての改変、翻訳、コピーまたはこれらに基づく派生的成果物の創作、(b) 本サービスを
構成するコンテンツの「フレーム化」もしくは「ミラーリング」
、(c) 本サービスもしくは本ソフトウェ
アの全部もしくは一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、
またはその他オブジェクト・コード、ソース・コード、非公開の API、もしくは基礎となる着想もしくは
アルゴリズムの発見の試み（ただし、この制限事項が法により禁止されている場合はその範囲を除く。
）、
(d) 第三者に対する本サービスのライセンス供与、サブライセンス供与、販売、再販売、賃貸、リース、
移転、譲渡、頒布、タイム・シェアリングその他商業的な活用もしくは提供（本契約において企図され
るものを除く。）、(e) 本サービスに含まれる専有権表示その他の表示の除去もしくは不明瞭化、(f) 本サ
ービスに実質的に類似するサービスもしくは製品の開発もしくは提供または本サービスの機能もしくは
ユーザー・インターフェースのコピーに関連する、本サービスまたは本ソフトウェアの利用。本顧客の
本ユーザーは、本サービスを通じて行われる会議またはイベント（個別に、かつ総称して「本会議」と
いう。
）に積極的に参加することを要する。
1.4. 重要な責務
1.4.1. 受 入 可 能 な 利 用 お よ び 禁 止 さ れ る 利 用

本 顧 客 は 、 BlueJeans の 利 用 規 約

（https://www.bluejeans.com/acceptable-use-policy に掲載）を遵守する態様でのみ本サービスを利用するこ
とに同意するとともに、BlueJeans のプライバシー方針（https://www.bluejeans.com/privacy-policy に掲載）
をよく読んだ上で、これに従って本サービスの提供が行われることを認める。本顧客が BlueJeans の利用
規約の実際の違反、または違反の可能性を知り得た場合、BlueJeans の support@bluejeans.com に連絡する
こと。本顧客が本サービスを利用する場合、ならびに本ユーザーおよび本顧客の本会議の参加者が所在
する地域において、本顧客がすべての適用法を遵守し、かつ本サービスを利用する権利を得られるよう
徹底することは本顧客の責務である。本顧客は、自己が、米国商務省、米国国務省、米国財務省の公表
するリスト、またはその他米国政府が公表することのあるリスト（いずれも随時改正されることがある。
）
に掲載されている人または団体であって、本契約に基づく品目を入手もしくは支配することを禁止され
ている、または BlueJeans が取引を行うことを禁止される人または団体に該当しないことを表明および保
証する。本顧客はさらに、本サービスの利用が核兵器、化学兵器、生物兵器、大量破壊兵器、ミサイル、
無人航空機のためにもしくはこれらに関連して、および／またはテロ行為の支援のために、それぞれ適
用法に違反するような態様で、またはその他米国の輸出規制もしくは経済制裁に関する法令に違反する
ような態様で行われないことを表明する。BlueJeans が本顧客の本会議の参加者に関する情報を収集して
本顧客に提供する場合、本顧客は、(a) 本顧客の本会議に関連して参加者に連絡を行う目的に限り当該情
報を使用し、(b) 第三者に当該情報を伝えないものとする。本顧客は、本第 1.4.1 号に定めるいずれかの
状況に気付いた場合、BlueJeans に速やかに通知して、本サービスの利用を終了することに同意する。
BlueJeans は、自己の有することのあるその他の救済手段を制限することなく、本第 1.4.1 号に違反してい

ると BlueJeans が合理的に考える（または違反していると主張されている）本サービスの利用を停止する
ことができる。
1.4.2. ユーザー・アカウント

本顧客は、自己のアカウントの管理ユーザー名およびパスワードを受領す

る本サービス管理者としてある個人を指名することができる。本顧客は、自己の本ユーザーが本契約に
ついて把握しており、本契約を遵守してのみ本サービスを利用することを徹底する。本顧客は、自己の
アカウントの下で行われる本ユーザーおよび本会議出席者の活動すべてに責任を負う。本顧客は、(a) す
べての本ユーザーおよび管理者の本サービスに関する ID およびパスワードのセキュリティおよび秘密保
持を徹底する責任を負うとともに、(b) 本サービスの不正なアクセスまたは利用を防止し、(c) 本サービ
スの不正利用、または本サービスのセキュリティ違反もしくはその試みがあれば、これを BlueJeans に速
やかに通知するものとする。
1.5. 設備

本顧客は、本サービス（および該当する限りで、本ソフトウェア）に接続し、アクセスし、

またはその他これを利用するために必要な設備および付属サービス（動画対応の機器、動画通信サービ
ス、モデム、ハードウェア、サーバー、ソフトウェア、オペレーティング・システム、ネットワーク接
続、ウェブ・サーバー、インターネット、および電話のサービスを含む。）
（「本設備」と総称する。）を
取得し、その保守を行う責任を負う。本顧客は、その本設備のセキュリティに責任を負う。
1.6. 第三者の製品 第三者のサービス、アプリケーション、コード、ハードウェア、または製品（
「第三
者製品」）が本サービスに関連して統合または利用される場合、本顧客は、以下のことに同意する。(a)
BlueJeans が第三者製品に関して、明示か黙示かを問わず、表明を行っておらず、すべての保証を否認す
ること、(b) BlueJeans が第三者製品またはその利用不能についていかなる責任もしくは責務も負っていな
いこと、(c) 第三者製品が別個のライセンスその他の合意に基づき提供される場合、当該条件が当該第三
者製品に関して適用されること、(d) 本顧客が第三者製品の利用について単独で責任および責務を負うこ
と、(e) 本顧客は、BlueJeans が、第三者製品の作動のために必要とされる場合に、第三者製品の提供者に
本ユーザー・データ（以下に定義する。
）を伝達することを許可すること（ただし、BlueJeans が第三者製
品またはその提供者による、またはこれらを通じて行われる本ユーザー・データの送信、収集、開示、
セキュリティ、修正、利用、または削除について責任を負わないことを条件とする。）、ならびに (f)
BlueJeans が第三者製品と本サービスとの統合をサポートする義務を負わず、BlueJeans の単独の裁量によ
り、いつでも第三者製品の統合を中止することができること。
2. 専有権およびフィードバック
2.1 所有の帰属 本顧客は、以下のことを認め、これに同意する。(a) 本サービス、本ソフトウェアおよ
び本ドキュメンテーションが米国のおよび国際的な著作権、商標、特許、営業秘密およびその他の知的
財産権または専有的権利に関する法により保護されていること、(b) BlueJeans が本サービス、本ソフトウ
ェア、本ドキュメンテーション、その他の派生物、あらゆる関連するおよび基礎となる技術、ならびに
上記の派生的成果物または修正に存するすべての権利、権原および権益（すべての特許、著作権、営業

秘密およびその他の知的財産権を含むが、これらに限られない。
）を所有し、保持していること、(c) 本
契約に基づく本顧客に対する黙示的なライセンスが存在せず、本契約に明示的に定めのない権利は、
BlueJeans が本契約により明示的に留保していること、(d) 本ソフトウェアおよび本サービスへのアクセス
が、ライセンス供与されるものであって、販売されるものではなく、本顧客が本サービス、本ソフトウ
ェア、および本ドキュメンテーションに存する所有権その他の権益（本契約に明示的に定めるライセン
ス権を除く。
）を取得しないこと、ならびに (e) 本サービスがオンラインのホスト型ソリューションとし
て提供されており、本顧客が本サービス自体のコピーを取得する権利を有しないこと。

2.2 フィードバック 本顧客は随時、BlueJeans に対し、本サービスまたは本ソフトウェアに関する提案、
着想、改良要請、フィードバック、提言またはその他の情報（
「本フィードバック」）を提供することが
できる。本フィードバックは、本秘密情報を構成するものではなく、BlueJeans に秘密保持義務を負わせ
るものとはみなされない。本顧客は、BlueJeans が、自己が適切と考える方法で、知的財産権その他を理
由とするいかなる種類の義務または制約も全く受けることなく自由に、本フィードバックを使用し、そ
の開示、複製、ライセンス供与またはその他の頒布および活用を行うことができることに同意する。

3. 秘密保持
3.1 秘密保持および使用禁止

各当事者（
「受領者」）は、本契約に関連して、相手方当事者（
「開示者」）

が開示者の事業に関連して事業上、技術上または財務上の情報を開示する場合があることを了解してい
る。当該情報は、開示者の「本秘密情報」とみなされる。ただし、開示の時点で、
「秘密」または「専有」
などの表示その他の指定がされていることを条件とする。BlueJeans の本秘密情報には、表示またはさら
なる指定がなくとも、以下の情報が含まれる。(a) 本契約に基づくすべての本注文書式において記載され
た価格設定その他の条件、(b) 本サービスに関連する営業秘密、ノウハウ、発明（特許可能性の有無を問
わない。
）
、技術、着想、または工程、(c) 本ソフトウェア、(d) 本サービスの設計およびアーキテクチャ、
(e) 本サービスのコンピューター・コード、内部ドキュメンテーション、ならびに設計および機能の仕様、
(f) 本サービスに関連する問題報告、解析および成績情報、ならびに (g) BlueJeans のセキュリティおよび
セキュリティ慣行に関する報告、解析および／またはその他の情報（「本セキュリティ情報」）。本顧客の
本秘密情報には、表示またはさらなる指定がなくとも、以下の情報が含まれる。(i) 本サービスを通じて
本顧客が創作して保管するビデオ会議の内容（本コンテンツ（以下に定義する。
）を含む。）
、ならびに (ii)
本顧客の本ユーザーのユーザー名およびパスワード。

3.2 義務 本サービスを提供する目的を除き、または本契約において別途許可される場合を除き、本契約
期間中および期間満了または解除の後 5 年間、受領者は、(a) 本契約に基づく義務を履行する目的に限り
本秘密情報を使用および開示すること、ならびに (b) 同様の内容を有する自己の専有情報を保護するた
めに通常用いるのと同程度以上の注意（ただし、いかなる場合も合理的な注意基準を下回ってはならな

い。
）を用いて本秘密情報を保護することに同意する。

3.3 例外 開示者は、以下のいずれかに該当することを受領者が文書により証明することができる情報に
関しては、上記の義務は適用されないことに同意する。(a) 受領者の過失によらずして、公知に属してい
る、または公知に属することになった情報、(b) 開示者から受領する前に、受領者が正当に保有し、また
は知っていた情報、(c) 受領者が、秘密保持義務に違反していない第三者から制限を受けることなく正当
に開示を受けた情報、(d) 開示者の本秘密情報を使用することなく独自に開発された情報（特許取得可能
な題材を除く。これについては、本例外は適用されない。
）
。上記にかかわらず、第(b)号ないし第(d)号は、
本セキュリティ情報に関して適用されない。

3.4 受領者は、法により開示を義務づけられる最小限の範囲で、本秘密情報を開示することができる。た
だし、受領者は、開示者が、保護命令を取得する合理的な機会を得られるように速やかに通知を行うも
のとし、法により義務づけられる範囲で開示された当該本秘密情報は、その他の場合には、依然として
秘密であり、本契約の保護および義務が適用される。

3.5 データ

本サービス提供の性質上、BlueJeans は、本サービスならびに関連のシステムおよび技術の

様々な側面における提供、使用および性能に関する一定のデータその他の情報（本会議の開始／終了時
点、行われた本会議の数、会議期間、基礎となるネットワークの品質（反応時間、ジッター、パケット
損失など）
、使用される端末（Polycom、Cisco など）の故障など）
（
「本データ」
）を収集する。本サービス
その他のオファリングに関連して、またはその他 BlueJeans の事業に関連して、本サービスの改善および
向上のため、またはその他開発、診断、および是正の目的で、かつ集計その他の匿名化された形式で行
う場合に限り、BlueJeans は、当該本データを収集して解析する権利を有し、かつ本顧客は、当該本デー
タを（本契約期間中およびその後に）使用および開示する権利を BlueJeans に付与する。

4. ユーザー・データ、コンテンツおよび記録
4.1 ユーザー・データ アカウントを設定し、本サービスを利用するために、本顧客は、IP アドレス、ユ
ーザー名、パスワードおよび個人識別可能情報（例えば、氏名、電話番号、電子メール・アドレスなど）
などの情報（
「本ユーザー・データ」
）を提供することがある。本顧客は、BlueJeans およびその下請業者
に対し、本サービスの提供およびサポートに関連して本ユーザー・データを保存、処理および回復する
権利を付与する。本顧客は、本サービスにより企図される本ユーザー・データの BlueJeans に対する移転
および本ユーザー・データの処理のために必要となる本顧客の本ユーザーの同意を取得済みであること
を保証するとともに、BlueJeans が本サービスの提供および本サービスのサポートを目的として本サービ
スに関連する設備を利用する場所に、BlueJeans が本ユーザー・データを移転し、その保存および処理を

当該場所で行う場合があることに同意する。
（データ管理者またはデータ輸出者として）本顧客により提
供または開示された本ユーザー・データが欧州連合の適用法令に基づく「個人データ」とみなされる限
りで、(a) 本顧客は、BlueJeans が米国ならびに／または BlueJeans が本サービスの提供および本サービス
のサポートを目的として本サービスに関連する設備を利用している欧州経済地域外の他の国に本ユーザ
ー・データを移転し、その保存および処理を当該国で行う場合があることに同意し、(b) BlueJeans は、(i)
本ユーザー・データのセキュリティおよび秘密保持に関して本顧客の合理的かつ適法な指示を遵守する
とともに、本ユーザー・データのセキュリティおよび完全性を保護することを意図した管理上、物理的
および技術上の保護措置を維持し、かつ (ii) 本顧客の適法な指示またはデータ主体の適法な指示に従っ
てのみ本ユーザー・データを処理するものとする。BlueJeans が第 4.1 項(b)を遵守することができない場
合、本顧客の唯一かつ排他的な救済手段は、本契約を解除し、本サービスの利用を中止することとする。

4.2 コンテンツ 本ユーザーは、本顧客による本サービスの利用に関連するファイル、記録、音声、音楽、
図表および画像（「本コンテンツ」）を表示、アップロードおよび保存することができる。本顧客は、本
顧客の本コンテンツの所有者であること、またはこれを利用し、その利用を承認するために必要な許可
を有していることを表明および保証する。本顧客は、BlueJeans およびその下請業者に対し、本サービス
の提供およびサポートの目的で、かつこれと併せて、本顧客の本コンテンツについてホスティング、キ
ャッシュへの保存、コピー、保存および表示を行う、全世界的、ロイヤルティ無料、全額払込済み、移
転可能かつ非独占的な権利およびライセンスを付与する。本顧客は、本契約に明示的に定める場合を除
き、以下のことを認め、これに同意する。(a) BlueJeans が本顧客の本コンテンツについていかなる責任も
負うことはなく、(b) 本顧客が自己の本コンテンツおよびその移転に関連するリスクをすべて負っており、
かつ (c) 本顧客が自己の本コンテンツの正確性、品質、適法性、および適切性に関して単独の責任を負
うこと。

4.3 記録 本サービスでは、個々の本会議を本ユーザーが記録することを可能とする機能を提供すること
ができる。本顧客は、記録機能を有効化または無効化する選択権を有する。本顧客は、この機能を用い
る際に関連する法域のすべての法を遵守する責任を単独で負う。BlueJeans は、本顧客が記録および保存
する本会議について、偶発的な喪失、および不正なアクセス、利用、改変または開示から保護すること
を目的とした技術的および組織的な措置を実施済みである。ただし、BlueJeans は、無権限の第三者がこ
れらの措置を克服することが不可能であることを保証することはできない。本顧客は、自己の危険負担
により当該情報を保存することを承認する。

5. 料金、支払および租税
本顧客が本サービスを直接 BlueJeans に注文している場合、以下が適用される。

5.1 料金および支払 本顧客は、各本注文書式に記載の該当する料金（
「本料金」
）を支払うことに同意す
る。本料金はすべて、本契約に明示的に定めがない限り、取消不能かつ返金不能である。BlueJeans は、
本注文書式の各定めに従い、30 日前に通知することにより（電子メール可）
、当初期間またはその時点で
現行の更新期間の末日において本料金もしくは該当する手数料を変更し、ならびに／または新規の手数
料および本料金を定める権利を留保する。本顧客は、BlueJeans が請求を正しく行わなかったと考える場
合、当該誤りまたは問題があると考える請求書の日付後 60 日以内に BlueJeans に連絡しなければならな
い。

5.2 請求書作成 BlueJeans は通常、請求書により請求を行う。ある月に発行された請求書について、当
該請求書の日付から 30 日後に、全額の支払を BlueJeans が受領することを要する。

5.3 クレジットカードによる支払

支払がクレジットカードにより行われる場合、本顧客は、BlueJeans

に対し、本顧客が本サービスに関連して負担する本料金その他の手数料を、各本注文書式の条件に従っ
て定期的に本顧客のカードに事前に請求することを許可する。さらに、本顧客は、本注文書式の定めに
従い、追加料金、超過料金または関連料金を本顧客のカードに請求することを BlueJeans に許可する。本
顧客は、自己のカードおよびその関連情報（クレジットカードの有効期限など）すべてを常に有効な状
態にしておく責任を負う。支払の受領が無事に行われなかった場合、(a) BlueJeans は、支払（期限を徒過
した支払額を含む。
）が無事受領される時点まで、本サービスを停止する権利を留保し、(b) 本顧客は、
BlueJeans に対し、本顧客の更新されるカードに引き続き請求することを許可する。BlueJeans は、本顧客
がクレジットカードを使用して負担することのある取引手数料その他の手数料につき責任を負わない。

5.4 租税

本契約に基づき支払うべき本料金は、本注文書式に別段の定めがない限り、売上税、利用税、

消費税、付加価値税、輸入税またはその他の適用される控除額、源泉徴収税、租税、または関税（
「本租
税」
）を含まない額である。本顧客は、BlueJeans の正味所得のみを根拠とする租税を除き、すべての本租
税の支払につき単独で責任を負う。本顧客が本租税を支払うよう求められる場合、本顧客は、BlueJeans
に支払うべき本料金において減額または相殺することなく当該本租税を支払うものとする。本顧客が支
払責任を負う本租税について BlueJeans が支払または徴収を行う法的義務を負う場合、本顧客は、当該本
租税を支払うことに同意し、BlueJeans は、本顧客の支払うべき適切な金額を請求し、または本顧客のカ
ードに請求する。

5.5 未払料金

支払期日までに支払われなかった本料金その他の金額に対し、未払の残額について月利

1.5 パーセント、または法により許可される最高利率のうち、いずれか低い方の利息に、BlueJeans が遅滞
額の徴収に関連して負担した費用および経費（合理的な弁護士費用を含む。
）を付加した額が課される。

6. 契約期間および解除
6.1 契約期間および更新 下記の定めに従った中途解除を前提として、本契約は、本注文書式に記載の当
初期間を期間とするとともに、本注文書式に記載の更新期間に相当する追加期間につき、自動的に更新
されるものとする。いずれの当事者も、その時点で現行の契約期間の末日より 30 日前までに、相手方当
事者に不更新の旨を書面で通知することにより、当該自動更新を回避することができる。

6.2 正当な理由による解除

一方当事者が有することのある他の救済手段に加え、各当事者は、相手方当

事者が本契約のいずれかの条件に著しく違反した上、通知後 30 日（不払の場合には 10 日）以内に当該
違反を是正しないときは、本契約を解除することができる。ただし、BlueJeans は、自己の選択で、本契
約の解除が法の違反を防止するために必要である場合、または裁判所、政府機関もしくは規制当局によ
り義務づけられる場合には、通知も是正の機会も与えることなく、本契約を解除することができる。

6.3 解除の効果 本契約の不更新または理由を問わない解除をもって、本顧客は、本サービスが最後に提
供された日（同日を含む。
）までの本サービスについて全額支払を行うことに同意する。BlueJeans の是正
されなかった違反を理由とする解除の場合、BlueJeans は、前払された本料金を按分比例で返金する。本
契約の期間満了または理由を問わない解除をもって、本顧客は、本サービス、本ソフトウェア、および
本ドキュメンテーション（インストールされたか否かを問わない。
）の使用をすべて中止すること、なら
びに本顧客が占有または管理する本ソフトウェアのコピーおよび本ドキュメンテーションをすべて破棄
することに同意する。BlueJeans は、当該期間満了または解除をもって、本顧客のアカウントならびに関
連のデータ、情報およびファイルを無効化または削除すること、ならびに当該データ、情報およびファ
イルに対するその後のアクセスを禁止することができる。

6.4 存続条項 第 2 条、第 3 条、第 5 条（第 5 条は支払金額についてのみ）
、第 6.3 項、第 6.4 項、第 7.2
項、および第 8 条ないし第 13 条は、本契約の不更新または解除の後も存続する。

7. 限定的保証および否認
7.1 限定的保証 BlueJeans は、本サービスが本ドキュメンテーションを重要な点で遵守して提供される
こと、ならびに本サービスのエラーおよび中断を最小限に抑える方法で本サービスの保守を行うことを
保証する。ただし、本サービスは、BlueJeans もしくは第三者提供者の行う計画保守もしくは緊急時の保
守のために、またはその他 BlueJeans の合理的な支配を超える原因により一時的に利用不能となることが
ある。BlueJeans は、計画保守について本顧客に事前に通知するよう合理的な努力をする。

7.2 保証否認 上記の保証は、本顧客の唯一の保証であり、BLUEJEANS は、明示的であるか黙示的である
かを問わず、その他の保証および条件（設計、商品性、特定目的の適合性に関する黙示的な保証または
条件、ならびに権原および非侵害に関する保証を含むが、これらに限られない。
）をすべて否認する。第
7.1 項に明示的に定める場合を除き、本顧客は、本サービスが「現状のまま」で提供されることを認め、
さらに、BLUEJEANS が (A) 本サービスの遂行において中断もしくはエラーがなく、またはウイルスその
他の有害な要素がないこと、(B) 本サービスが不正行為または不正利用に対し脆弱でないこと、(C) 本サ
ービスの特徴または機能が将来のいかなる時点でも利用可能であることについて保証するものでないこ
とを認める。本顧客は、自己の提案する本サービスの利用が適用法を遵守することを確認する責任を負
い、BLUEJEANS は、当該責任を負わないものとする。

7.3 提供される本サービスが無料での評価版、またはベータ・リリース版である場合、第 7.1 項および第
7.2 項に代えて以下の定めが適用される。
「本契約中の異なる趣旨の定めにかかわらず、本サービスは、
性能、正確性および／または完全性に関して『現状のまま』の状態で、かつ明示的か黙示的かを問わず、
いかなる保証または表明も伴うことなく、BLUEJEANS により提供されるものである。
」

8. 第三者の請求に関する責任 本顧客は、
BlueJeans に対し第三者から請求または訴訟が提起された場合、
これが第 1.3 項、第 1.4 項、または第 4 条に本顧客が違反したとの主張を根拠とする限りで、当該請求ま
たは訴訟について防御することに同意するとともに、(a) 本顧客が権限を有する役員により署名された書
面で同意する和解金額、(b) 管轄裁判所により第三者たる原告に対し裁定された最終判決額、および (c)
政府機関または規制機関により課される罰金、違約金その他の費用を支払うことに同意する。BlueJeans
は、請求があった場合、書面により速やかに通知する（ただし、当該通知がない場合、本顧客は、遅延
により実際に、かつ著しく損害を受けた範囲に限り、免責される。
）とともに、当該請求の抗弁または和
解において本顧客の費用負担により本顧客に対し合理的な情報および援助を提供するものとする。

9. 責任の制限 本契約中の異なる趣旨の定めにかかわらず、いかなる場合も、BLUEJEANS（またはそのサ
プライヤー、ライセンサーもしくは販路パートナー）は、本契約に関連または起因する原因に関し、以
下の損害について、契約、不法行為（過失および厳格責任を含む。
）その他の法的根拠に基づく訴訟であ
るかを問わず、その発生態様も問わず、責任を負わないものとする。(A) 間接的損害、特別損害、付随的
損害または派生的損害、(B) 収入もしくは利益の喪失、事業機会もしくは暖簾の喪失、データの喪失もし
くは破壊、またはシステムのセキュリティ侵害に基づく損害、(C) 損害の原因となった事由の直前 12 カ
月間に本サービスのために本顧客が支払い、および／または負担した料金の合計額を上回る損害。この
制限は、BLUEJEANS が当該損害の可能性を知らされていたか否かにかかわらず、また制限された救済手段
の本質的な目的が欠けていることにもかかわらず、適用される。

10. 変更

BlueJeans は、本サービスおよび／またはその構成部分、本ドキュメンテーション、そのサポ

ート方針、そのセキュリティおよびプライバシー方針、ならびにその他の情報および／または方針につ
いて、BlueJeans の単独の裁量により、かつ通知を行うことなく修正および／または更新する権利を留保
する。ただし、当該変更は、本顧客がその時点で現行の期間中に定額購入した本サービスの機能を著し
く縮小するものであってはならない。

11. 準拠法および管轄 本契約および本契約に起因する法的な請求、コモン・ロー上もしくはエクイティ
上の訴訟または手続は、契約、不法行為その他によるかを問わず、カリフォルニア州法に準拠し、かつ
同法に従い解釈されるものとするが、いずれかの法域の法の選択または抵触法の規定または規則は実行
しない。各当事者は、当該訴訟または手続の審理に関して、米国連邦裁判所またはカリフォルニア州裁
判所（いずれもサンタクララ郡に所在する。）の専属管轄権に撤回不可能な条件で服するとともに、不適
切な裁判地または不便宜法廷地を根拠とする異議申立の権利を放棄する。

12. 雑則 本契約に基づき一方当事者から他方当事者に対し行う通知は、書面によるものとし、該当する
本注文書式に記載の住所宛に送付するものとし、(a)（受領確認書と引換えに）直接手交された時点、ま
たは (b) 全国的に認められている翌日配達便（受領確認付き）もしくは料金前納の配達証明付き内容証
明郵便もしくは書留郵便による送付の場合には、名宛人が受領した時点で、行われたものとみなされる。
本顧客は、本契約に基づく自己の権利の譲渡その他の移転、または自己の義務もしくは履行の委譲その
他の移転を、BlueJeans の書面による事前の同意を得ることなく（当該同意は、合理的な理由なく拒絶し
てはならない。
）行うことができない。この定めに違反して譲渡、委譲または移転を試みた場合は、無効
である。BlueJeans は、本顧客の同意を得ずに、本契約に基づく自己の権利の全部もしくは一部の譲渡そ
の他の移転、または自己の義務もしくは履行の全部もしくは一部の委譲その他の移転を行うことができ
る。本契約は、その両当事者ならびに各自の許可された承継人および譲受人に対し拘束力を有し、同人
の利益のために効力を生じる。管轄裁判所により本契約のいずれかの条項が違法、強制不可能または無
効と判断された場合、当該条項は、本契約がその他の点では完全に有効かつ強制可能なものとして存続
するように、ただし本契約の他の条件または条項に影響を及ぼすことなく、また当該条件または条項が
他の法域において無効となるまたは強制不可能と判断されることもないように、最小限必要な範囲で制
限または削除されるものとする。本契約は、本注文書式と併せ、本契約に定める主題に関する両当事者
間の唯一かつ完全な合意を構成し、当該主題に関する従前および同時期の（書面および口頭による）了
解事項、合意事項、表明および保証のすべてに取って代わり、これらに優先する。本契約と本注文書式
との間に直接の矛盾がある場合、本注文書式に記載の条件が適用される。本顧客は、自己の発行した購
入注文、ウェブサイト、購入ポータルサイト、またはその他の文書が本顧客の管理上のものに過ぎない
こと、よって当該文書について BlueJeans が署名またはその他承諾もしくは承認したとしても、当該文書
に記載の条件は効力を有しないことに同意する。本契約に定める場合を除き、一方当事者が行う本契約

のいずれかの条項の放棄、追加または修正は、署名を付した書面に明示的に定めない限り、効力を有し
ない。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に起因する権利、救済手段または権能の全部また
は一部について不行使または行使遅延があっても、その放棄となることも放棄と解釈されることもなく、
その後の行使または他の権利、救済手段もしくは権能の行使が妨げられることもない。本顧客の支払義
務を除き、本契約に基づく義務の不履行または履行遅延が、内乱、暴動、疫病、戦争行為、戦争、テロ
リストの攻撃、禁輸措置、自然災害、天災、洪水、火災、生産妨害行為、電力もしくは電気設備の変動
もしくは利用不能、またはその他当事者の合理的な支配を超える状況もしくは原因を理由とする場合、
いずれの当事者も、当該不履行または履行遅延を理由として本契約の不履行があるとみなされることは
ない。
以上
※尚、本利用規約の和文翻訳は、株式会社プリンストンの外部委託により参考のため作成されたもので
あり、英文と和文の内容に差異がある場合は英文の利用規約が優先して適用され、株式会社プリンスト
ンは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

