
Pexip サービス利⽤規約 (参考⽇本語訳) 
https://www.pexip.com/terms 
 
本契約の⽬的 
 
1.はじめに 
私たちは、動画は、サービスを利⽤するすべての⼈にきちんと楽しんでもらうべきだと考えて
います。詳細については、当社の利⽤規約をお読みください。 
 
本契約（または「利⽤規約」）は、Pexip AS（Pexip サービスとおよびすべての Pexip ブラン
ド製品の所有者および運営者）、そのすべての⼦会社およびその親会社（総称して「Pexip」、
「当社」といいます）と、Pexip サービスの「加⼊者」であるか否かにかかわらず、またはサ
ービスが誰かによって⽀払われているかにかかわらず、｢Pexip サービス｣を利⽤する個⼈およ
び事業体(従業員、独⽴請負業者、招待者または代理⼈も含まれますが、これらに限定されませ
ん)に適応されます。  
 
本契約は、登録された Pexip アカウントの作成および「Pexip サービス」（Pexip ブランド製
品、サブスクリプション、ソフトウェアのダウンロードを含む）の利⽤に関するものです。本
契約は、Pexip Infinity ソフトウェアアプリケーションの条件をカバーするものではありませ
ん。 
 
本サービスへのアクセスおよび/または使⽤により、お客様は本契約を遵守し、本契約に拘束さ
れることに同意したものとします。 
 
アカウントを作成し、Pexip サービスにアクセスまたは使⽤することで、お客様は本契約を遵
守し、本契約に拘束されることに同意するものとします。 
 
アカウントを作成することで、お客様は以下のいずれかに該当することを表明します。 
 
(i) 住んでいるところで「成⼈」の年齢に達していること。 
 
または 
  
(ii) 本契約に拘束されることに有効な親または法定後⾒⼈の同意があること。 
 
お客様がお住まいの地域で成年に達しているかどうかわからない場合、またはこのセクション



が理解できない場合は、アカウントを作成する前に親または法定後⾒⼈にご相談ください。お
客様がアカウントを作成する未成年者の親または法定後⾒⼈である場合、お客様は未成年者に
代わって本利⽤規約を承諾し、未成年者のアカウントが現在開設されているか、後に作成され
たかにかかわらず、購⼊を含むアカウントまたはサービスのすべての利⽤について責任を負う
ものとします。 
 
本サービスにアクセスしたり、本サービスを利⽤したりすることで、お客様は本規約に拘束さ
れることに同意したことになります。お客様は、本契約書全体をよくお読みになり、印刷し、
記録のためにコピーを保管してください。お客様が本契約に含まれるすべての条件に同意しな
い場合は、記載されているサービスにアクセスしたり使⽤したりすることはできません。 
  

2.お客様のアカウントおよびサービスに関連する定義 
 
A.アカウント 
Pexip が購⼊および/または将来の⽀払いの設定を通じて「Pexip サービス」（または本規約で
定義されている「サービス」）へのアクセスを許可する⼿段です。 
 
B.関連会社 
Pexip の直接または間接的な親会社または⼦会社（完全所有、過半数所有、または少数所有の
共通所有者）、Pexip の役員、取締役、従業員、再販業者、販売代理店、および/またはジョイ
ントベンチャーパートナーをいいます。 
 
C.契約 
ここに定義されている他の契約と⼀緒になっている本「利⽤規約」を指します。 
 
D.会議 
本サービスを通じてホストされ、配信されるユニークなビデオ会議セッション、および、送
信、コピー、アップロード、転送、制御、ダウンロード、記録（Pexip サービスが提供する機
能を介して記録されているかどうか、または他のインストールされたデバイスやスタンドアロ
ンのデバイスや媒体を介して記録されているかどうかにかかわらず）、および/またはその他の
⽅法で関連するすべてのデータ、パケット、情報、通信および/または素材、お客様の「コンテ
ンツ」（本規約に定義されている）を含む、そのようなユニークなビデオ会議セッションで
す。 
 
E.コンテンツ 



本会議に関連して送信、アップロード、転送、管理、ダウンロード、記録、その他の⽅法で利
⽤可能になったデータ、パケット、情報、通信、その他の資料のことで、お客様のログイン情
報を使⽤しているか否かにかかわらず利⽤可能になったもの、または本会議に関連して存在し
ているものをいいます。トランスクリプト、オーディオクリップ、⾵刺画、コンピュータプロ
グラム、デザイン、アイコン、イラスト、画像、マルチメディア、写真、⾳声、テキスト、ビ
デオクリップ、「個⼈情報」（ここで定義されます）、「⼈」（ここで定義されます）のアイ
デンティティと肖像権、録⾳、およびその他の⼝頭、書⾯、電⼦的な表現や著作物が含まれま
す。 
 
F.個⼈ 
個⼈または法⼈を指します。 
 
G.個⼈情報 
Pexip が収集・管理する情報のうち、お客様および他の者を識別するために使⽤される可能性
のある情報をいいます。 
 
H.参加者 
会議に参加する者をいいます。 
 
I.発表者 
会議を主催し、参加者に情報を提供する者をいいます。 
 
J.プライバシーに関する通知 
本契約の有効期間中、いつでも有効な Pexip サービスの Pexip プライバシーに関する通知。 
 
K.サイト 
インターネットドメイン「https://pexip.com」、そのサブドメイン、および/または Pexip が
Pexip サービスに代わって所有および/または管理する後継サイト。 
 
L. Pexip サービス 
（総称して）Pexip サービスおよび Pexip ブランド製品の⼀部として Pexip がお客様に提供す
る本サイト、会議、およびソフトウェアアプリケーション。 
  

3.他者によるアカウントの利⽤ 



従業員および/またはその他の者に、アカウントを介して Pexip サービスの利⽤を許可する場
合、お客様が個⼈的に Pexip サービスを利⽤するかどうかにかかわらず、本利⽤規約に同意す
るものとします。  

 あなたのアカウントを介してサービスにアクセスする他のすべての⼈に、本規約を遵
守させること。 

 ⾃分のアカウントで利⽤したサービスの代⾦を全額⽀払う 

  

4.サービスの不所有 
お客様による Pexip サービスの使⽤は、本契約および本契約で付与されたライセンスの条件に
基づき、お客様の使⽤のみを⽬的としてライセンスされ、お客様に販売されるものではありま
せん。Pexip は、Pexip サービスに関連する、または Pexip サービスに具現化されたすべての権
利、タイトル、および利益を保持します。 
  

5.Pexip ブランドと"マーク"の所有権 
Pexip サービスに関連するすべてのブランド名、製品名、商号、ドメイン名、グラフィック、
ロゴ、サービスマークおよび商標（総称して「マーク」）は、Pexip またはその関連会社の財
産です。  
 
Pexip およびその関連会社は、すべての知的財産権を含む、マークに関するすべての権利、タ
イトル、および利益を保持します。お客様は、Pexip サービスに関連するマーク、著作権表
⽰、その他の所有権またはマークのいかなる部分をも削除、追加、または変更することはでき
ません。お客様は、Pexip の事前の書⾯による明⽰的な同意なしに、いかなる⽬的でもマーク
を使⽤することを禁⽌されています。 
  

6.コンテンツのライセンス 
お客様はここに、Pexip サービスの提供のみを⽬的として、Pexip に対して、お客様による
Pexip サービスの利⽤に関連して、特定の種類のコンテンツをホスト、キャッシュ、コピー、
表⽰、送信、アップロード、転送、制御、ダウンロード、記録、および送信するための⾮独占
的、全世界的、ロイヤリティフリー、全額⽀払い済み、譲渡可能なライセンスを付与します。
本契約の満了またはその他の終了により、本ライセンスは直ちに⾃動的に終了します。ただ
し、コンテンツが Pexip プライバシー通知に従って Pexip によって保存またはその他の⽅法で
保持されている場合はこの限りではありません。 
  



7.コンテンツの免責事項 
Pexip は、いかなるコンテンツも検証したり、保証したりするものではありません。Pexip は、
いかなるコンテンツの正確性または信頼性を表明または保証するものではありません。お客様
は、コンテンツ（お客様のものであるか否かを問わず）への信頼は、お客様ご⾃⾝の責任にお
いて⾏われるものとします。本サイトに掲載されているコンテンツは、コンテンツの発⾏者の
⾒解のみを表しており、Pexip の⾒解を表すものではありません。利⽤者は、利⽤者が希望す
る場合には、すべてのコンテンツのバックアップコピーの作成および保存を含め、利⽤者のコ
ンテンツについて単独で責任を負うものとします。 
Pexip は、コンテンツの削除または正確性、コンテンツの保存、送信または受信の失敗（サー
ビスで処理されているかどうかは問いません）、または Pexip サービスの使⽤に関わる会議か
ら発信された、または Pexip サービスの使⽤に関わるその他の通信のセキュリティ、プライバ
シー、保存または送信について、⼀切の責任を負いません。 
  

8.ユーザーの表明、保証、および誓約 
Pexip およびその関連会社が以下の表明、保証、および誓約に依存していることを理解した上
で、本契約の有効期間中は常に真実かつ正確であることを保証するため、お客様はここに以下
を表明、保証、および誓約します。 
 
A.Pexip サービスの使⽤ 

i. あなたは、本契約を締結し、本契約に基づいて要求される⾏為を実⾏するために必要
なすべての権利、権限を有しています。これには、会議を促進し、コンテンツを⽣成
するアプリケーションを使⽤するための有効なライセンスを有することも含まれます
が、これに限定されません。 

ii. お客様が Pexip サービスにアクセスして利⽤するためには、第三者の料⾦（電話料
⾦、通信料、インターネットサービスプロバイダの料⾦、インターネットサービスに
課せられる料⾦や税⾦、政府機関による売上税や使⽤税などを含むが、これらに限定
されない）の⽀払いが必要となる場合があり、Pexip はそのような料⾦や料⾦、税⾦を
⽀払う責任を負わないものとします。 

iii. Pexip サービスにアクセスして利⽤するためには（本サイトの⼀般公開されているエリ
アを閲覧するだけの場合を除く）、電⼦メールアドレスを提供し、ログイン情報とパ
スワード（以下、総称して「ログイン情報」といいます）を作成する必要がありま
す。ログイン情報の下で発⽣したすべての活動については、お客様が単独で責任を負
うものとします。あなたのログイン情報の機密を保持しなければならず、第三者とロ
グイン情報を共有してはいけません。 



iv. Pexip は、お客様のログイン情報の利⽤、配布、開⽰、管理について、⼀切の義務や責
任を負いません。 

1. 上記にかかわらず、ログイン情報が本契約の条件と⽭盾している場合、Pexip
はお客様のログイン情報の変更を要求することがあります。 

2. お客様は、Pexip がお客様のログイン情報に依拠して、調査なしに⾏動するこ
とに同意するものとします。 

3. 当社は、お客様のログイン情報や、お客様が提⽰または送信した通知、⽂書、
その他の通信に含まれる記述や表⽰について、真実を照会したり、そのメリッ
トを評価したりすることを要求されることはありません。 

4. あなたのログイン情報を使⽤している⼈は、サービスを使⽤して取引を⾏う実
際の権限を持っているとみなされ、それに応じて、あなたのログイン情報を使
⽤している⼈によって⾏われたすべての取引は、ここにあなたによって承認さ
れ、承認され、あなたはここに、そのような取引に起因する、またはそれに関
連して発⽣した請求または損害から Pexip を補償し、防御し、無害に保持する
ことに同意するものとします。 

v. お客様は、本サービスの利⽤には、本サービスへのアクセスや利⽤に必要な機器やソ
フトウェアが必要となる場合があり、Pexip がそのような機器やソフトウェアを提供し
たり、責任を負うことはないことを認識し、同意するものとします。 

 
B.コンテンツ 
 

i. お客様は、サービスの利⽤に関連するすべてのコンテンツの所有者または許可された
ユーザーです。 

ii. 会議に関連して個⼈情報やその他のコンテンツを提出し、使⽤するために必要なすべ
ての権利を有している場合を除き（ご⾃⾝のものであるか、会議に参加している他の
参加者であるか、または第三者であるかを問いません）、お客様は、そのようなコン
テンツや情報を本サイトに提出しないこと、または Pexip のサービスに関わる⽅法で
そのようなコンテンツを使⽤しないことを認め、同意するものとします。 

iii. お客様は、以下のようなコンテンツを公開、投稿、アップロード、記録、リンク、そ
の他の⽅法で配布または送信することはできません。  

1. Pexip またはその他の⼈の著作権、特許、商標、サービスマーク、商号、企業
秘密、ドメイン名、その他の知的財産権または所有権を侵害したり、侵害した
り、侵害する可能性がある場合。 

2. ⼈のパブリシティ権やプライバシーを侵害したり、侵害したりする⾏為。 



3. 適⽤される法律、法令、条例または規制（差別禁⽌、輸出規制、虚偽の広告ま
たは不正競争に関する適⽤される法律および規制を含むが、これらに限定され
ない）に違反すること。 

4. 虐待的、中傷的、過度に暴⼒的、嫌がらせ的、不適切、わいせつ、淫乱、ポル
ノ、冒涜的、脅迫的、下品、またはその他の不適切、不快、または違法な素材
を宣伝、勧誘、構成。 

5. 未成年者には有害な内容を含むもの 
6. 破損したファイル、トロイの⽊⾺、ウイルス、ワームまたは他の類似したデー

タ、プログラムまたはソフトウェアが含まれており、他の⼈のデータ、情報、
財産またはシステムを損傷、収⽤、傍受または妨害する可能性があり、または
サービスを損傷または妨害する可能性があるもの。 

7. 重⼤な虚偽、誤解を招く、または不正確なもの、暴⼒または違法⾏為を擁護、
⽀援、扇動、指⽰、促進、またはその他の⽅法で奨励しているもの。 

8. ⾃分の⾝元やメッセージまたはその他の通信の出所について他⼈を欺こうとし
たり、Pexip またはその他の⼈物になりすましたり、Pexip またはその他の⼈
物との関係を偽ったり、その他虚偽、誤解を招く、または不正確であること。 

9. または、Pexip が収集および処理することを許可する権利を有していない情報
が含まれています。 

 
C.法令遵守 
 

i. お客様は、本契約に基づきお客様が Pexip およびその関連会社に付与した、または付
与する必要がある第三者の財産（第三者の知的財産を含む）に対するすべてのライセ
ンスおよびその他の権利を付与するための完全な権限を有しています。 

ii. Pexip サービスの⼀部または全部へのアクセスまたは使⽤、またはカンファレンスへの
参加、またはそのような参加または使⽤を制限または規制する可能性のある法律のす
べてを熟知し、遵守することについては、お客様が単独で責任を負うものとします。 

iii. 違法な⽬的で Pexip サービスを利⽤しないことに同意するものとします。 
iv. お客様は、通信の傍受、監視または記録、プライバシーおよびデータ保護、公共の場

での展⽰または公演に関する法律を含むがこれらに限定されない、適⽤されるすべて
の地域、州、国内および国際的な法律および規制を遵守することに同意するものとし
ます。さらに、お客様は、本契約または Pexip の他の権利または救済⼿段のいずれ
も、Pexip がお客様または他の⼈を利益または保護するために、Pexip が権利または救
済⼿段を⾏使することを必要としないことに同意しますが、Pexip はその単独の裁量で
そうする権利を留保します。 



 
D.お客様による⽀払い 
お客様が Pexip に提供した⽀払い情報（該当する場合）は、本契約の期間中、常に真実、正確
かつ完全であるものとします。 

 お客様は、お客様が Pexip および関連会社に⾏った⽀払いが、お客様に代わって⽀払
いを促進する⾦融機関によって履⾏されることに同意するものとします。 

 いずれかの⽀払いが認められない場合、お客様は、本契約に基づくすべての⾦額の⽀
払い責任を負うものとします。 

 お客様は、Pexip サービスの将来の更新費⽤が増加する可能性があることを認識し、同
意するものとします。 

 
E.無許可の使⽤ 
 
お客様は、Pexip サービスの無許可の使⽤、コピーまたは配布は法律および本契約により明⽰
的に禁⽌されており、お客様に対して厳しい⺠事上および刑事上の罰則が科される可能性があ
る 
ことを認め、同意するものとします。違反者は、可能な限り Pexip によって起訴されます。お
客様は、以下の不正使⽤を⾏わないことに同意するものとします。 

i. ハッキング、パスワードマイニング、またはその他の⼿段を⽤いて、Pexip サービス、
または Pexip サービスに接続されている他のアカウント、コンピュータシステム、ま
たはネットワークへの不正アクセスを試みること。 

ii. アップロードされたファイルに含まれるソフトウェアやその他の素材の著作者属性、
法的またはその他の適切な通知や所有権の指定、出所や出所のラベルなどの著作権管
理情報を偽ったり、削除したりすること。 

iii. Pexip のサービスを通じて意図的でない⽅法で資料や情報を⼊⼿したり、⼊⼿を試みた
りすること。 

iv. 電⼦メールアドレスを含むがこれらに限定されないデータまたはデータフィールドの
抽出に従事すること。 

v. 他の⼈による Pexip サービスの使⽤と楽しみを妨害、または阻害すること。  
vi. Pexip または第三者の権利を侵害すること。これには、Pexip または第三者の法的権利

（プライバシーやパブリシティの権利など）を侵害することを含みますが、これに限
定されません。 

vii. Pexip が所有する任意のドメイン名を偽の返信⽤メールアドレスとして使⽤すること。 



viii. Pexip または Pexip の名称を使⽤して、あらゆる種類の商品またはサービスの広告、マ
ーケティング、または販売を⾏う場合、または Pexip または Pexip のサービスがその
ような商品やサービスを⽀持しているか、または関連していることをあらゆる種類の
コミュニケーションの中で暗⽰する場合は、Pexip がそのような活動について事前に書
⾯による同意を与えていない限り、Pexip または Pexip の名称を使⽤すること。 

ix. Pexip サービス、Pexip サーバー、および/またはサービスに接続されたネットワーク
に損害を与えたり、無効にしたり、過⼤な負荷をかけたり、障害を与えたり、その他
の⽅法で妨害したり、混乱させたりする可能性のあるソフトウェアや機器にアクセス
したり、使⽤したりすること。 

x. Pexip サービスまたはそこに含まれるデータの完全性またはパフォーマンスへの⼲渉ま
たは破壊（例えば、未承認のベンチマークテストまたは侵⼊テストによる）。 

 
F.連絡先インターフェース 
お客様は、Pexip がお客様の連絡先、お客様の利⽤状況、Pexip サービスの利⽤状況などの情報
を取得し、記録する場合があることを認め、同意するものとします。 
  

9.9. 更新と修正 
Pexip は、いつでも本契約の条項を修正することができます。お客様が修正を受け⼊れない場
合、本契約は終了します。本契約は、Pexip サービスがお客様に提供または⼀般的に利⽤でき
るようにする可⽤性、コンテンツ、機能、セキュリティ、ストレージ、および Pexip サービス
に関連するその他の情報の変更を含むがこれらに限定されない、すべてのアドオンコンポーネ
ント、修正、機能、修正、補⾜、アップデート、およびその他の機能または関連するメッセー
ジ（以下、総称して「アップデート」といいます）を⾃動的に組み込み、これに適⽤される
Pexip が提供する追加料⾦および費⽤を含む追加条件に従うものとします。  
 

i. お客様はここに、Pexip が、お客様への通知やお客様からの同意を必要とせずに、アッ
プデートを⾃動的かつ誠実に随時送信、アクセス、インストール、その他の⽅法で提
供することを許可するものとします。 

ii. Pexip は、Pexip サービスのアップデートを作成、提供、またはインストールする義務
を負わず、また、本契約のいかなる部分も Pexip に要求するものと解釈されることは
ありません。お客様のサービスへのアクセスおよび利⽤は、常に最新版の本利⽤規約
およびプライバシー通知、ならびに当該利⽤時に本サイトに掲載されているすべての
規則およびガイドラインに従うものとします。 



iii. お客様は、本サイトの「利⽤規約」および「プライバシー」のリンクを定期的にチェ
ックして、現在使⽤されている利⽤規約およびプライバシーに関する通知を確認する
ことに同意するものとします。 

iv. 本契約のいかなる規定にもかかわらず、Pexip が本サイト上に利⽤規約の修正を掲載し
た場合、そのような条件は⾃動的に有効となり、直ちに本契約に組み込まれ、本契約
の他の条件と⽭盾する場合は、そのような⽭盾する条件に優先するものとします。 

v. 変更後の規約が掲載された後に Pexip のサービスを利⽤することにより、お客様はそ
の時点で変更後の規約に拘束されることに同意したものとします。 

  

10.通信と個⼈情報 
お客様は、Pexip サービスがインターネットを介して Pexip によって電⼦的に⾏われ、提供さ
れること、および Pexip がお客様が参加する電⼦通信のセキュリティまたはプライバシーを保
証できないことを認め、同意するものとします。 
 
A.個⼈情報の取り扱いについて 

i. お客様は、プライバシーに関する通知にアクセスして読み、それが本契約の⼀部であ
ることを認めます。 

ii. プライバシーに関する通知の条項と本契約の条項との間に⽭盾がある場合は、本契約
の条項が優先するものとします。 

iii. お客様は、本サイトのホームページの「プライバシー」リンクを定期的にチェックし
て、現在使⽤されているプライバシーに関する通知を確認することに同意するものと
します。 

iv. 利⽤者は、Pexip が、会議から⽣じるか否かを問わず、Pexip のサービスの利⽤から⽣
じる情報（個⼈情報を含むが、これに限定されない）を、電気通信プロバイダーなど
の関連サービスプロバイダーや政府機関との間で受け取り、共有し、転送することが
できることを認め、同意するものとします。 

v. お客様は、Pexip がそのような受領、共有または譲渡についてお客様に⼀切の責任を負
わないことに同意するものとします。 

B.個⼈情報の開⽰ 
プライバシーに関する通知または本契約の他の箇所に別段の記載がある場合を除き、Pexip は
お客様の個⼈情報を第三者と共有することはありません。ただし、Pexip は、独⾃の裁量で、
いつでもお客様のサービスへのアクセスおよび使⽤を監視またはレビューすることができます
（義務はありません）。 



i. Pexip は、いつでも予告なしに、独⾃の裁量で、情報が掲載または投稿されている本サ
イトのいずれかの領域へのアクセスまたは使⽤を終了させることができます。また、
適⽤される法律、規制、法的⼿続きまたは政府の要請に従うために、Pexip が必要と判
断した場合には、お客様の Pexip サービスへのアクセスおよび使⽤に関連する情報、
またはお客様の投稿または投稿された情報の内容を開⽰することができますが、これ
に限定されません。 

ii. お客様は、個⼈情報を含む⾃分や組織に関する個⼈情報を会議で開⽰したり、本サイ
トや会議に情報を投稿したり、その他の⽅法で送信する際には、細⼼の注意を払って
ください。 

iii. Pexip に提供するすべての必要な登録情報は、最新、完全、正確である必要があり、迅
速かつタイムリーに Pexip を最新の状態に保つ必要があります。 

iv. お客様が Pexip サービスを使⽤してアクセスする場合、お客様の機密情報（例えば、
顧客リストや契約条件など）へのパスワード制限付きアクセスが含まれている場合、
サービスにアクセスまたは使⽤してアカウントを設定することにより、お客様は Pexip
によるそのような情報の表⽰および保存を承諾し、そのような情報への不正アクセス
のすべてのリスクを承諾したものとします。 

C.プライバシー規制の遵守  
Pexip サービスは、会議を録⾳し、会議の⼀部として表⽰、処理、保存および/または送信され
る似顔絵、名前または声などの個⼈情報を含むがこれに限定されない、あなたおよび他の会議
参加者に関する識別情報を収集し、利⽤することができます。法域の法律によっては、通信を
傍受、監視、録⾳する前に個⼈への通知や同意を求めている場合があります。また、法域によ
っては、個⼈情報の収集、保存、利⽤が制限されている場合があります。 

i. お客様は、録画機能を使⽤する場合を含め、Pexip サービスを使⽤する前に、すべての
適⽤法を遵守し、必要なすべての同意を得て、必要なすべての開⽰を⾏うことに同意
するものとします（ただし、録画機能を使⽤する場合を含みますが、これに限定され
ません）。 

ii. あなたは、あなたのコンテンツの⼀部または全部が、会議の他のユーザーによって記
録され、送信される可能性があること、またはあなたが他の⽅法で通信している他の
ユーザーによって送信される可能性があることを認めるものとします。 

iii. 会議に参加した場合、カメラの視野全体における⾃分の位置、および他の会議参加者
から⾒える⾃分の情報は、会議に参加した結果、その参加者によって記録、送信、お
よび/または保存される可能性があるものとします。 

iv. ホストとして、参加者として、またはその他の形であっても、会議で伝達された、ま
たはサービスの利⽤を通じてアクセスできる個⼈情報を含む第三者のデータおよび情



報へのアクセスおよびその利⽤については、お客様が単独で責任を負い、Pexip および
その関連会社を補償するものとします。 

v. Pexip サービスの運⽤に利⽤するデータセンターの場所 
vi. 個⼈情報およびコンテンツは、Pexip またはその関連会社が施設を維持している複数の

場所で転送、保存および/または処理されることがあります。 
vii. Pexip のサービスを利⽤することにより、お客様は、個⼈情報がお客様の居住地以外の

場所に転送、処理、保存されることに同意したものとみなされます。 

E.規制されているアクセス  
Pexip のサービスは、適⽤される法令を遵守するために、場所や⼈によってはご利⽤いただけ
ない場合があります。  

i. Pexip は、その単独の裁量で、適⽤法を遵守することを含むがこれに限定されない、い
かなる理由であれ、いつでも Pexip サービスへのアクセスを拒否する権利を留保しま
す。 

  

11.使⽤の制限 
お客様は、Pexip の事前の書⾯による明⽰的な同意なしに、Pexip サービスのいかなる構成要素
についても、再販または代理店として⾏動することを禁じられています。 
 
あなたは以下を⾏わないことに同意するものとします。 

 逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、翻訳、またはその他の⽅
法で、本サービスのコンポーネントのソースコードまたは技術的ノウハウの学習を試
みること。 

 本サービスの作成、譲渡、コピー、配信、配布、リース、貸与、変更、質権、貸与、
販売、サブライセンス、タイムシェア、⼆次的著作物の作成、またはその他の⽅法で
直接または間接的に本サービスの⼀部またはそれらの権利を譲渡すること。  

 
A.輸出管理法 

i. お客様は、様々な国の法律や規制により、特定の技術データの輸出や再輸出がその起
源に関連して制限されていることを認識しています。 

ii. 上記を制限することなく、お客様は、お客様のコンテンツが世界中の様々な規制機関
による規制の対象となる可能性があることを認めます。 



iii. お客様は、お客様が当該法令に違反しているとみなされる⾏為を回避する責任を負う
ことに同意するものとし、Pexip は、お客様が本サービスを利⽤することに関連して⾏
った当該法令違反について、⼀切の責任を負わないことに同意するものとします。 

 
B.危険な環境とハイリスク活動 

i. Pexip サービスは、危険または⾼リスクの活動、またはフェイルセーフ性能または制御
を必要とする状況に関連して使⽤するために設計されたものではありません。 

1. 原⼦⼒施設の運営について 
2. 航空機のナビゲーションまたは通信システム、航空管制、医療、⼿術または⽣

命維持装置、救助または緊急事態 
3. 兵器システムやその他の環境や状況で、会議やサービスの障害が直接または間

接的に、死亡、⼈⾝事故、物的損害につながる可能性がある場合。 
ii. お客様は、Pexip が危険または⾼リスクであると判断した活動または状況に関連して、

お客様および/またはお客様の指⽰（明⽰または黙⽰を問わず）による Pexip サービス
の使⽤は、単独で完全にお客様⾃⾝のリスクで⾏われることを認め、同意するものと
します。 

C.第三者サイトへのリンク 
本サイトには、他のウェブサイト（総称して「リンクサイト」）へのリンクが含まれている場
合があります。リンク先サイトは、Pexip が利便性のために提供しているものであり、このよ
うなリンクを含むことは、Pexip または Pexip のサービスがリンク先サイトを推奨することを
意味するものではありません。 

i. Pexip はリンク先のサイトを管理していません。 
ii. Pexip とその関連会社は、リンク先のサイトのコンテンツ、製品またはサービスについ

ては、いかなる場合でも責任を負いません。 
iii. お客様は、リンク先のサイトへの訪問は、お客様ご⾃⾝の責任においてのみ⾏われる

ことを認め、同意するものとします。 
iv. お客様は、Pexip がリンク先サイトの内容、リンク先サイトに含まれるリンク、リンク

先サイトの変更や更新について責任を負わないことを認め、これに同意するものとし
ます。 

v. お客様はさらに、Pexip がリンク先サイトから受信したいかなる形式の通信に対しても
責任を負わないことを認め、同意するものとします。 



D.著作権侵害 
Pexip は、お客様が他者の知的財産権を侵害した場合、Pexip の独⾃の裁量で決定された適切な
状況において、本契約（お客様に付与されたライセンスおよびその他の権利を含む）を終了さ
せます。Pexip は、独⾃の裁量で著作権侵害の通知を調査し、適切な措置をとることがありま
す。 

i. 著作権侵害に該当する⽅法で著作物が使⽤またはコピーされており、そのような侵害
が本サービスに関連して発⽣していると思われる場合は、以下のすべての情報を当社
に提供してください。 

1. 著作権の所有者を代表して⾏動する権限を与えられた⼈の電⼦的または物理的
な署名 

2. 著作権を侵害されたと主張する著作物の説明 
3. 請求された侵害物がどのような会議に関連しているかの説明 
4. ご住所、電話番号、メールアドレス 
5. 紛争となっている使⽤が著作権所有者、その代理⼈、または法律によって承認

されていないことを誠実に信じるというあなたの書⾯による声明。 
6. 偽証罪の罰則に基づいて作成された、上記の通知に記載された情報が正確であ

り、あなたが著作権所有者であるか、または著作権所有者に代わって⾏動する
ことを許可されているというあなたの書⾯による声明。 

E.調査 
Pexip は、通常、Pexip のサービスに関連して発⽣した活動を監視しません。しかしながら、
Pexip が本契約のいずれかの条項に対するお客様による実際の違反または違反の可能性を認識
した場合、Pexip はそのような実際の違反または違反の可能性を調査する権利を有し、Pexip は
その単独の裁量でお客様との本契約を直ちに終了し、またはお客様への事前の通知なしにコン
テンツの全部または⼀部を変更、変更または削除することができます。 

i. そのような調査の結果、犯罪⾏為が発⽣した、または発⽣していると Pexip が確信し
た場合、Pexip は、該当する法執⾏機関に問題を照会し、協⼒する権利を留保します。
かかる調査に関連して、Pexip は、Pexip が必要または適切であると判断した場合、
Pexip が独⾃の裁量で、個⼈情報（適⽤法で禁⽌されている範囲を除く）を含むがこれ
に限定されない、お客様の Pexip サービスの利⽤から⽣じた当社が保有する情報を、
法執⾏機関またはその他の政府関係者に開⽰する権利を有します。 

F.識別番号と URI  



i. Pexip サービスで使⽤するためにお客様に提供される識別番号、ユーザー名、「ドメイ
ン」名、「アドレス」、および/またはユニークリソースインジケーター（「URI」）
の種類はすべてリースされており、販売されるものではありません。 

ii. この URI は Pexip サービスでのみ使⽤することができ、他のサービスに転送したり、
他のサービスに関連して使⽤したりすることはできません。 

iii. Pexip は、予告なしに任意の URI を受諾、変更、削除、修正する権利を有します。 
iv. お客様と Pexip との間で書⾯で明⽰的に合意した場合を除き、URI はすべてのユーザ

ーが検索可能な状態になります。 
v. サービスの有効期限が切れた場合、キャンセルまたは終了した場合、お客様は、サー

ビスの使⽤のために以前に割り当てられた URI、および/またはビデオ番号および/ま
たはインターネットポータルの使⽤を中⽌するものとします。 

  

12.公正な利⽤⽅針 
Pexip は、適切な状況下で、その単独の裁量で決定された場合、いくつかの製品またはサービ
ス固有の公正使⽤ポリシーを定義します。これは、以下に記載されている製品またはサービス
をお客様が使⽤する際の重要な許可、制限、および Pexip の権利を設定するためのものです。 

A.エンタープライズ・ユーザー・ライセンスおよびエンタープライズ・ワイド・アグリーメン
ト（「EUL」）。 

i. EUL は、個⼈またはチームでの使⽤およびビジネスでの使⽤を⽬的としています。 
ii. 指名されたユーザは、⾃分のアカウントに関連付けられたすべての通話において、⼀

参加者でなければなりません。 
iii. 共有リソース（チームルームのようなもの）としての EUL の購⼊と合理的な利⽤が認

められています。 
iv. ユーザーライセンスに含まれている参加者数までホストすることができます。パーソ

ナルルーム」や「チームルーム」間での通話はできません。 
v. 再販はできません。EUL は単⼀の企業のみを対象としており、いかなる状況下でも、

いかなる場合でも、第三者への販売、リース、転送、またはいかなる⽅法でも拡張す
ることはできません。 

vi. 個⼈アカウントまたはチームアカウントの場合、指定された個⼈アカウントまたはチ
ームアカウントの⼀部としてワンタイムルーム/ワンタイムミーティングを有効化して
使⽤する場合： 

i. アカウントホストは、⼀度に 1 つのアクティブなミーティングをホストするこ
とに制限されています。 



ii. 同じ名前の個⼈またはチームアカウントの⼀部として、2 つの会議を同時に開
催することはできません。 

vii. これらの公正利⽤規約に反する EUL の使⽤は、ライセンスの停⽌または終了を招く可
能性があります。 

B."CVI Service for Microsoft Teams"と"Google Interop" 

i. 各サービスライセンスは、1 つの同時接続を対象としています。 
ii. ライセンスは地域（アメリカ⼤陸、EMEA、ANZ、APAC）ごとに有効化されていま

す。現在有効化されている地域以外での使⽤量が購⼊ライセンス総数の 5%を超えた場
合、Pexip は購⼊ライセンスの契約を再交渉する権利を有します。 

iii. ⽉間の同時通話数が購⼊したライセンスの合計数を超えた場合、Pexip は、上限が導⼊
されるまで購⼊したライセンスの契約を再交渉する権利を留保します。 

  

13.保証の免責事項 
Pexip のサービスは、「現状のまま」、「すべての⽋陥がある状態で」提供されるものであ
り、Pexip が説明したように Pexip が提供するもの以外は、いかなる種類の保証もなく、Pexip
が提供するものではありません。 

i. 適⽤法で認められている最⼤限の範囲において、Pexip はここに、明⽰的、黙⽰的、ま
たは法定の如何を問わず、Pexip サービスに関するその他のあらゆる種類の保証を否認
します。 

ii. Pexip サービスはビジネス製品であり、その応⽤は消費者志向ではなく、本来の意味で
の商業的なものであることを認識しています。お客様は、本サービスの利⽤および本
サービスの利⽤には消費者保護法が適⽤されず、本サービスの利⽤にも適⽤されませ
ん。 

iii. 本契約は、お客様に特定の法的権利を与えます。また、お客様は、場所によって異な
る、その他の法的権利を持つ可能性があります。⼀部の法域では、暗黙の保証の除
外、または暗黙の保証がどのくらい続くかの制限が認められていないため、本契約に
含まれる制限がお客様に適⽤されない場合があります。 

  

14.責任の制限 
A.個⼈賠償責任 
 



i. Pexip サービスのご利⽤は、すべてお客様ご⾃⾝の責任において⾏われるものとしま
す。Pexip サービスの使⽤、およびそこからの情報または資料のダウンロードまたはそ
の他の使⽤は、お客様⾃⾝の裁量とリスクにおいてのみ⾏われるものとし、そのよう
な活動の結果として⽣じるお客様のコンピュータシステムへの損害、データの損失、
またはその他の損害については、お客様が単独で責任を負うことを理解した上で⾏わ
れるものとします。 

ii. Pexip は、お客様のログイン情報を他⼈が使⽤した結果、お客様の認知の有無にかかわ
らず、お客様が被る可能性のあるいかなる損失に対しても責任を負いません。 

iii. Pexip は、お客様のコンピュータのハードウェア、ソフトウェアプログラム、ネットワ
ーク、インターネットサービスプロバイダ、またはその他の同様の問題に関連する問
題により、お客様が本サイト、ソフトウェア、またはサービスに接続できない、また
はアクセスできないことに関連する、またはそれに起因する障害を含むがこれに限定
されない、ハードウェア構成、プラットフォーム、またはオペレーティング・システ
ムでのお客様のサービス利⽤に起因する障害について、⼀切の責任を負いません。  

B.コンテンツの利⽤  

i. お客様は、Pexip またはその関連会社のいずれも、コンテンツまたは Pexip によるアク
セス、記録、保存、またはその他の使⽤（これに限定されないことを含みますが）に
ついて責任を負わないことに同意するものとします。 
o Pexip サービスに関連して送信、受信、保有、公開、またはその他の⽅法で接

続されたすべてのコンテンツ 
o 送信されたが受信されなかったコンテンツ 
o お客様または他の⼈によるコンテンツへのアクセスまたは変更 
o 本サービスを使⽤して送信された、または本サービスに含まれるすべてのコン

テンツ 
o 中傷的、違法、わいせつ、攻撃的、または脅迫的な内容のもの 
o サービスを利⽤する上でのあなたや他の⼈の⾏為 
o プライバシー、知的財産権、データ保護の権利を含むがこれらに限定されない

他⼈の権利の侵害。 

  

C.第三者による個⼈データ 
Pexip は、参加者が会議またはその他の⽅法で個⼈データを使⽤するかどうか、また、どのよ
うな⽅法で個⼈データを使⽤するかどうかを管理しておらず、責任を負わないものとします。 



 D.第三者プロバイダー 

i. Pexip は、サービスと第三者のサービスとの間の⾮互換性から⽣じる責任を含め、第三
者のサービスに関していかなる種類の責任または責任も負わないものとします。 

ii. あなたは、第三者が提供したサービスに起因または関連して発⽣したいかなる問題に
ついても、Pexip またはアフィリエイトは責任を負わないことに同意するものとしま
す。 

E.エラー 
Pexip サービスには、技術的なミス、中断、不正確さ、誤字脱字が含まれる場合があります。 
 
F.不可抗⼒ 

i. Pexip は、Pexip または Pexip サービスの制御を超えた事象によって引き起こされたパ
フォーマンスの不履⾏または遅延について、責任を負いません。 

1. 合理的に防ぐことができなかった、または期待できなかった事故 
2. "地震・⽕事・洪⽔などの「神の御業 
3. ⾏政⾏為 
4. ハッカーの活動 
5. 内乱・暴動 
6. エンバーゴ 
7. 洪⽔ 
8. 国家の緊急事態、武⼒紛争または敵対⾏為 
9. 第三者からの悪質な⾏為 

10. 機器の故障、通信、停電、ネットワークの故障、第三者サービス提供者（イン
ターネットサービス、通信の提供者を含む）の障害によるサービスの停⽌ 

G. 損害賠償 
適⽤法によって別段の定めがある場合を除き、お客様は、Pexip サービスの利⽤に合理的に依
拠して実際に発⽣し証明された直接的な⾦銭的損害を除き、本契約に基づいて、または本契約
に基づいて、いかなる損害賠償も受ける権利がないことに同意するものとします。上記を制限
することなく、以下の損害が明⽰的に除外されることに同意するものとします。 

i. すべての間接的、特別、付随的、懲罰的、結果的な損害。 
ii. 機密情報またはその他の情報（個⼈情報を含むがこれに限定されない）の損失、事業

の中断、⼈⾝事故、プライバシーの喪失、利益の損失、精神的苦痛、および誠実また
は合理的な注意義務の不履⾏に対するあらゆる損害。 



iii. お客様が本サービスを利⽤できなかったこと、またはデータ、情報（個⼈情報を含む
がこれに限定されない）、コンテンツにアクセスできなかったことに起因する⼀切の
損害。 

iv. その他、これらに起因または関連して発⽣する⼀切の損害賠償。 
1. 本サービス上または本サービスを介した第三者の発⾔または⾏動 
2. 業者その他の第三者との取引 
3. お客様の送信、資料、情報（個⼈情報を含むがこれに限定されない）、または

その他のデータへの不正アクセスまたは改ざん。 
4. 送信・受信した情報、または送信・受信していない情報がある場合 
5. データ、ファイル、素材、またはその他のコンテンツの保存、または損失の障

害。 
6. サービスへのアクセスまたはサービスの利⽤が遅延または中断された場合 
7. リンク先 
8. お客様のリンク先サイトへのアクセスまたは使⽤、アクセスまたは使⽤できな

いこと。 
v. たとえ Pexip またはその関連会社がそのような損害の可能性を知らされていたとして

も、また、本契約に定められた救済措置がその本質的な⽬的を果たさなかったことが
判明したとしても、法令、契約違反、保証違反、不法⾏為（過失を含む）、製造物責
任、過失の不実表⽰、またはその他を含む法的責任の理論に基づくすべての損害。 

vi. お客様の機器、ソフトウェア、インターネットサービス、および/または Pexip の制御
の及ばないその他の同様の問題に関連した問題のために、お客様がサービスに接続で
きないこと、またはサービスにアクセスできないことに起因する、関連する、または
それに基づいて⽣じるすべての損害。 

vii. ⾦銭的損失の⼀切の損害賠償 

  

15.補償と⼀般的なリリース 
お客様は、ここに、Pexip とその関連会社を、Pexip に起因または関連するあらゆる種類の請
求、要求、および損害（実際のものおよび結果的なもの）から解放することに同意するものと
します。 

 本契約で意図されているか否か、または許可されているか否かに関わらず、その他の
⽬的でお客様が Pexip サービスを使⽤すること。 

 お客様が参加した会議およびその会議のコンテンツに起因または関連して発⽣した取
引、事象、発⽣、傷害、その他の損害。 



また、お客様はここに、Pexip およびその関連会社を、これらに起因または関連して発⽣する
あらゆる請求、責任、損害、および費⽤（弁護⼠の⼿数料、費⽤および費⽤を含むがこれらに
限定されない）から防御し、補償し、責任を負わないことに同意するものとします。 

i. お客様またはお客様のログイン情報を使⽤する⼈によるサービスの使⽤またはアクセ
ス。 

ii. お客様またはお客様のログイン情報を使⽤する者による本契約または適⽤法に対する
実際の違反または違反の申し⽴て。 

iii. お客様またはお客様のログイン情報を使⽤する者による、知的財産権、専有情報、プ
ライバシーまたはその他の権利の侵害の実際の侵害または申し⽴て。 

iv. 会議参加者または本サービスを利⽤する他の利⽤者の通信、肖像、⽒名、⾳声、その
他の個⼈情報を録⾳したもの。 

v. 製造物責任、特定の⽬的への適合性の⽋如、または適合性の⽋如に関するクレームま
たは申し⽴て、またはサービスの利⽤に起因または関連して発⽣するその他のクレー
ムまたは申し⽴て。 

vi. お客様と他の参加者との間で、会議または本サービスに関する紛争が発⽣した場合。 
vii. あなたの過失や故意の不正⾏為。 

   
16.規制されたアクセスと終了 
Pexip のサービスは、適⽤される法令を遵守するために、⼀部の場所や⼈によってはご利⽤い
ただけない場合があります。 

i. Pexip は、その単独の裁量で、いつでも、いかなる理由であれ、適⽤される法律を遵守
するために、制限なく、Pexip サービスへのアクセスを拒否する権利を留保します。 

ii. Pexip は、Pexip が必要と判断した場合、適⽤される法律、規制、法的⼿続き、または
政府の要請に従うために必要と判断した場合を含め、いつでも、予告なしに、その単
独の裁量で、情報が投稿または提出された本サイトのいずれかの領域へのアクセスま
たは使⽤を終了させることができます。 

iii. Pexip は、理由なく 1 ヶ⽉前の通知をもって本契約（本契約でお客様に付与されたライ
センスおよびその他の権利を含む）を終了させることができます。お客様が本契約ま
たはプライバシーに関する通知に違反した場合、Pexip は、その単独の裁量で、事前の
通知なしに、Pexip サービスへのお客様のアクセスまたは使⽤を終了させることができ
ます。 

  



17.紛争の解決 
適⽤法で認められている範囲で、契約、不法⾏為、その他の⽅法であるかどうかにかかわら
ず、既存、現在または将来を問わず、Pexip、その代理⼈、従業員、プリンシパル、後継者に対
するお客様による法定、消費者保護、慣習法、故意の不法⾏為および/または衡平法上の請求を
含む、あらゆる請求、紛争または論争が発⽣することがあります。本契約に起因または関連し
て⽣じる、譲受⼈および/または関連会社（適⽤法で認められている範囲内で、本契約の署名者
ではない第三者との関係を含む）は、国際商⼯会議所がその商業規則に基づいて管理する拘束
⼒のある仲裁により、単独の仲裁⼈の前で排他的かつ最終的に解決されるものとします。 

i. 仲裁⼿続の裁判地は、ノルウェーのオスロまたは当事者が書⾯で合意するその他の裁
判地とする。 

ii. 仲裁⼈は、法律または衡平法に基づく管轄権を有する裁判所で利⽤可能なあらゆる救
済を与える権限を有するものとする。 

iii. 仲裁⼈の裁定は、各当事者を最終的かつ拘束するものとし、管轄権を有する裁判所で
判決として下すことができるものとします。 

iv. 仲裁⼈は、勝訴当事者に合理的な弁護⼠費⽤および/またはその他の費⽤を与えること
ができる。 

v. お客様は、仲裁⼿続とは別に、Pexip が、Pexip、そのマーク、および/またはその他の
知的財産に対する回復不能な損傷を防⽌するために、管轄権を有する裁判所に差⽌命
令による救済または衡平法上の救済を求めることができることを認め、同意するもの
とし、かかる⼿続において、お客様はかかる裁判所の管轄権に同意するものとしま
す。 

vi. あなたはここに、適⽤法で認められている範囲で、本契約に基づく紛争に関して、裁
判所または陪審員の前でクレームを訴訟する権利を放棄していることを認めます。紛
争が法廷で⾏われた場合に利⽤可能であった可能性のあるその他の権利（ディスカバ
リーへのアクセスなど）は、利⽤できない場合があるか、または仲裁で制限される場
合があります。 

  

18.お知らせとその他 
A.お知らせ  

i. お客様への通知 Pexip は、本契約に基づき、以下の⽅法で相互に連絡を⾏います。 
1. 電⼦的な⼿段は、お客様のアカウントに関連付けられた電⼦メールアドレスに

送信され、Pexip によって送信された時点で配信されたものとみなされます。 



2. お客様のログイン情報に記載されている住所へのハードコピー第⼀種郵便で、
郵送後 5 暦⽇後に配達されたものとみなされます。 

ii. Pexip への通知本契約により Pexip への電⼦的な通知が明⽰的に許可されている場合を
除き、通知は、本サイトに表⽰されている主要な事業所宛に、社⻑の注意を喚起する
ために、いずれかの⽅法で Pexip に送付されるものとします。 

1. 郵送、署名要、返信⽤領収書のご提出をお願いします。 
2. 配達署名が必要なオーバーナイト宅配便。お客様から送られた通知は、Pexip

の権限を持つ代表者が実際に受け取り、署名した時点で配達されたものとみな
されます。 

B.準拠法  
本契約は、本サービスが利⽤されている地域の法律に準拠して解釈されるものとします。 
 
C.権利の留保 
Pexip は、本契約で明⽰的に付与されていないすべての権利を留保します。 
 
D.本契約の無効化 
本契約のいずれかの部分が管轄裁判所によって無効または執⾏不能と判断された場合、その無
効または執⾏不能の規定は、元の規定の意図に最も近い有効な執⾏可能な規定に取って代わら
れたものとみなされ、本契約の残りの部分は完全に効⼒を持ち続けます。 
 
E.権利放棄なし 
当社が本契約の権利または条項を⾏使または執⾏しなかった場合でも、Pexip が正式に権限を
与えられた Pexip の役員が⼿書きで署名した⾮電⼦⽂書で明⽰的に同意した場合を除き、当該
権利または条項の放棄を構成することはありません。 
 
F.法的権限 
お客様が個⼈であり、法⼈を代表して本契約を締結する場合、お客様は、本契約を締結し、当
該法⼈を本契約のすべての条項および条件に拘束するために、当該法⼈の管理機関から適切な
権限を与えられていることを表明し、保証するものとします。 
 
G. ⾒出し 
本契約のセクションおよびサブセクションの⾒出しは、便宜上のみ提供されており、その構造
または解釈に影響を与えるものとはみなされない場合があります。 
 
H. 完全合意 



本契約は、Pexip サービスに関して Pexip とお客様の間の完全な合意および理解を構成し、そ
の主題に関する Pexip とお客様の間の書⾯、⼝頭、電⼦的または⾮電⼦的なものであるかどう
かを問わず、他のすべての先⾏または同時の通信、合意、理解および提案に優先します。 
 
※尚、本利⽤規約の和⽂翻訳は、コミュニ クラウド ジャパン株式会社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、コ
ミュニ クラウド ジャパン株式会社は⼀切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


