V-CUBE UC サービス利用規約
お客様は、株式会社ブイキューブ（以下、「弊社」という。）がお客様に販売する V-CUBE UC サービス（以下、「本サ
ービス」という。）の購入及び利用にあたり、この利用規約を順守するものとします。本規約は、民法 548 条の 2 が定め
る定型約款に該当し、お客様が本サービスを購入し、利用することによって本規約を契約の内容とする旨に同意したとき
に、本契約書の個別の条項についても同意したものとみなされます。なお、Zoom Video Communications, Inc.（以下、
「Zoom」という。）が定める「Zoom サービス規約」(https://zoom.us/jp-jp/terms.html)と本規約との間に齟齬が存在す
る場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
本規約に従って、弊社は本サービスを提供し、お客様は当該サービスを受け、使用するものとします。弊社指定の注文フ
ォーム（以下「注文フォーム」）を通じて本サービスを注文する場合には、注文フォームに、注文している本サービスに
関する追加の規約や情報が含まれていることがあります。お客様が利用を決定した特定の本サービスに提供される上記追
加規約に明示的に別段の定めがある場合を除き、上記追加規約は本規約により、当該本サービスのお客様による使用に関
連して、本規約に組み込まれます。
システム要件：本サービスの使用には、互換性のある機器が 1 台以上、インターネットアクセス（有料の場合あり）、お
よび一定のソフトウェア（有料の場合あり））が必要であり、場合によってはアップデートまたはアップグレードを行う
必要があります。本サービスの使用はハードウェア、ソフトウェア、およびインターネットアクセスに影響を与えるため、
本サービスにアクセスし、使用するためのお客様の権限がこれらの要素の性能に左右される可能性があります。高速イン
ターネットアクセスが推奨されます。お客様は、上記システム要件（変更される場合あり）がお客様の責任であることを
承認し、これに同意するものとします。
1.定義
本規約には以下の定義が適用され、単数形への言及は複数形への言及を含み、その逆も含まれるものとします。サービス
の具体的な定義は付属書 A に記載されています。
「関連会社」とは、ある当事者に関して、直接または間接的にその当事者を支配し、その当事者に支配され、またはその
当事者と共通の支配下にある事業体を意味します。本規約の目的上、「支配」とは、50％以上の財政的または議決権的利
害、または当該財政的または議決権的利害がない場合には、当該事業体の経営の方向性を指示するか、または指示させ、
当該事業体の方針を設定する権限を意味します。
「エンドユーザー」とは、本サービスを利用するホストまたは参加者（付属書 A に定義）を意味します。
「契約開始日」とは、注文フォームに明記されている本サービスの契約の開始日を意味します。契約開始日から 5 営業日
程度の初期登録期間の後、サービスのご利用を開始いただけます。
「更新期間」とは、注文フォームに明記されている初期登録期間または別の更新期間の後に開始される本サービスのため
の、登録更新期間を意味します。
「本期間」とは、お客様との契約（以下「本契約」という。）の有効期間を意味します。本期間は、契約開始日から本サ
ービスのプランに応じて設定される本契約の有効期間満了日の翌日付をもって、同条件にて自動更新されるものとします。
お客様が本サービスの更新を希望しない場合、お客様は、少なくとも本期間満了日の 40 日前までに、弊社宛に「本契約
の更新を希望しない」旨を通知するものとします。なお、お客様からこの通知がなされない場合で、本契約締結時の本規
約の内容と有効期間満了日の 1 か月前時点において本サイトに表示されている本サービスの規約（以下「新たな規約」と
いいます）の内容との間に変更が生じていたときは、お客様は V-cube との間で、民法 548 条の 2 第 1 項の定めに基づい
て、新たな規約記載の内容で、有効期間満了日の翌日から、新たに本サービスの契約を締結したものとします。
2.サービス
弊社は、注文フォームに記載されている本サービス、および契約期間中に弊社が一般的に提供する本サービスの標準的な
アップデートを提供するものとします。弊社は、独自の裁量権により予告なく、本サービスの中断または本サービスの機
能の変更を行う場合があります。
本サービスの利用期間は、契約開始日から 1 年間とします。
お客様は、本規約の規定を確認のうえ、弊社所定の発注フォームまたは発注サイトから本サービスの発注を行うものとし
ます。お客様は、弊社が別途に指定する支払方法に則り、本サービスの購入及び利用の対価を支払うものとします。お客
様は、本サービスを利用する場合、弊社が発注フォーム等に記載のご担当者様（以下「契約ご担当者様」という）または、
お客様が弊社に届け出たアカウント管理者様に通知する URL からサービスサイトにアクセスするものとします。
a. ベータ版サービス 弊社は、ベータ版として分類されるサービスへのアクセスを随時提供する場合があります。ベ
ータ版へのアクセスおよび使用には、追加契約が必要となる場合があります。弊社は、ベータ版が一般に利用可
能となることを表明するものではなく、いつでも予告なしにベータ版を中止または変更する権利を留保します。
ベータ版は「現状有姿」で提供され、バグ、エラー、その他の欠陥が含まれている場合があります。ベータ版の
使用は、お客様自身の責任において行うものとします。

●

1/7
V-216-200319

3.テクニカルサポート(保守サポート)
3.1 テクニカルサポートの受付及び実施
お客様が、本サービスに関するテクニカルサポートを希望する場合は、弊社が運営するテクニカルサポートを別途弊社が
発送するご案内メールに定めるサービスに限り、利用することができるものとします。なお、テクニカルサポートには、
契約ご担当者様または、お客様が弊社に届け出たアカウント管理者様よりご案内メールに記載のコンタクト方法にてご連
絡いただくものとします。弊社からの回答は、契約ご担当者様またはアカウント管理者様宛となります。
3.2 テクニカルサポートの実施範囲
弊社によるテクニカルサポートは、弊社が提供するテクニカルサポートの実施範囲に限定して提供されるものとします。
4.サービスの使用と責任
お客様は、本規約の条件に従うことを条件として、本サービスを使用することができます。お客様、およびお客様のエン
ドユーザーによる本サービスの使用については、お客様が単独で責任を負うものとし、お客様、および各エンドユーザー
による本サービスの使用に関連するすべての法律 (記録、知的財産、プライバシー、および輸出管理に関する法律を含み
ますが、これらに限定されません) を遵守するものとします。禁じられている場合、サービスは適用されません。
a. 登録情報 お客様は、一定のサービスの登録および/または使用を目的として、お客様ご自身に関する情報の提供を
求められることがあります。お客様は当該情報が正確であることに同意するものとします。ユーザー名とパスワー
ドを選択することをリクエストされるかもしれません。また、ユーザー名とパスワードの選択も求められることが
あります。お客様は、お客様のユーザー名とパスワードのセキュリティを維持する責任を全て持ち、その情報をあ
らゆる第三者に開示しないことに同意します。
b. コンテンツ お客様は、本サービスの利用において、お客様が送信または送信したコンテンツ(「コンテンツ」)、
またはお客様が表示またはアップロードしたコンテンツについて、また、本コンテンツの利用および第三者の権利
に関する適切な通知の提供について第三者の同意を得ることをお客様に求める法律を含む、本コンテンツに関連す
るすべての法律の遵守について、単独で責任を負うことに同意するものとします。お客様は、お客様がコンテンツ
を Zoom にアップロードする権利を有し、当該使用が第三者の権利を侵害または侵害しないことを表明し、保証す
るものとします。いかなる状況においても、
Zoom 及び弊社は (a) 本サービスの使用中に送信または閲覧された
コンテンツ、 (b) コンテンツの誤りまたは脱落、または (c) コンテンツの使用、アクセス、またはアクセス拒否の
結果として生じたいかなる種類の損失または損害に対して、一切責任を負いません。Zoom は、コンテンツの内容
については一切の責任を負いませんが、本規約の規定や法律に違反していることが判明した場合には、お客様に通
知することなく、いつでもコンテンツを削除することができるものとします。お客様は、お客様がサービスを通し
てまたはサービス上に提出、投稿または表示するコンテンツへの著作権と他の権限の所有権を保持します。
c. 録音・録画 お客様は、録音および録画に関する法律をすべて遵守するものとします。ホストは V-CUBE UC ミー
ティングとウェビナーを録画・録音することを選択できます。本サービスを利用することにより、お客様は、お客
様が参加したすべての V-CUBE UC ミーティングやウェビナーの録画が弊社または Zoom のシステムに保存されて
いる場合には、その録画・録音の保存に同意したものとみなされます。録画・録音が有効になった場合、通知（視
覚的な表示など）が届きます。録画・録音に同意しない場合は、ミーティングまたはウェビナーから退出できます。
d. 禁止事項 お客様は、以下の目的で本サービスを使用しないこと、およびエンドユーザーに本サービスを使用する
ことを許可しないことに同意するものとします。(i) 本サービスのソースコードの修正、逆アセンブル、逆コンパ
イル、二次的著作物の作成、リバースエンジニアリング、またはその他の方法で本サービスのソースコードへのア
クセスを試みること、(ii) 故意または過失により、Zoom のネットワーク、お客様のアカウント、または本サービ
スを乱用、妨害、妨害するような方法で本サービスを使用すること、(iii) 本サービスを違法、詐欺、偽り、または
誤解するような行為を行うこと、(iv) 本サービスを介して送信すること、(iii) 違法、詐欺、虚偽、誤解を招くよう
な行為、(iv) 第三者の知的財産権その他の権利を侵害するおそれのある資料を本サービスを通じて送信する行為、
(v) 競合する製品やサービスの構築やベンチマークを行う行為、または本サービスの機能、機能、グラフィックを
コピーする行為、(vi) 本サービスを使用して、嫌がらせ、中傷、脅迫、わいせつ、淫らな内容、あるいは当事者の
知的財産権を侵害するなどの意味で違法で、民事責任を生じさせるか、または適用される法律または規制の下で刑
事犯罪を構成する可能性のある行為を構成または助長するメッセージまたは素材を通信すること、(vii) 本サービス
のパフォーマンスに悪影響を与える、もしくは悪影響を与えることを意図した、もしくは意図したソフトウェア、
コンテンツ、コードをアップロードしたり、送信したりすること、または、弊社または Zoom の他のハードウェア、
ソフトウェア、ネットワーク、または他のサービス利用者に悪影響を与える、もしくは意図した、もしくは他のハ
ードウェア、ソフトウェア、ネットワークから情報やデータを抽出することを意図した、もしくは目的とした、ソ
フトウェア、コンテンツ、コードをアップロードしたり、送信すること、(ix) 迷惑メール防止法、輸出管理法、プ
ライバシー法、テロリズム対策法、音声・映像記録の対象者の同意を必要とする法律を含むがこれらに限定されな
い適用法に違反する方法で本サービスを利用すること。
e. 使用上の制限 お客様は、サービスまたはサービスが生成したレポートやデータをいかなる目的においても、再現、
転売または配布することを、その行為を許可する弊社または Zoom との別途の合意契約を結んだ場合を除き、固く
禁じられています。お客様は第三者に対し、お客様が購入したサービスの使用、サービスから入手したコンテンツ
（お客様が作成したコンテンツを除く）のウェブサイトへの表示または公開、サービスからの収益生成、あるいは
サービスに類似したサービスや製品の開発、生産または宣伝への利用を、提案または行わせないことに同意します。
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5. エンドユーザーに対する義務
お客様は、お客様のアカウントを通じて本サービスにアクセスまたは使用するすべてのエンドユーザーの行為に責任を負
い、当該エンドユーザーが本規約および Zoom ポリシーの条件を遵守することを保証することに同意するものとします。
弊社および Zoom は、違反に対しては責任も義務も一切負いません。お客様が何らかの理由により本サービスの使用に関
連して本規約の違反を認識した場合には、Zoom（violation@zoom.us）にご連絡ください。Zoom は、知り得た苦情およ
び違反をすべて調査し、警告、内容の削除、アカウントおよび/またはユーザープロフィールの終了などを含め（ただし
これらに限定されない）、無適切と思われる措置を講じます。いかなる事情があっても、Zoom は本サービスの使用中に
閲覧されたデータまたはその他の内容に対して一切義務を負いません。上記事情には、かかるデータや内容における誤り
や脱落、および、何らかのデータや内容を使用した、これらにアクセスした、もしくはこれらへのアクセスを拒否した結
果として発生したあらゆる損失または損害などが含まれますがこれらに限定されません。
6. コンテンツに対する義務
弊社は、業界標準に従って、コンテンツの不正な開示やアクセスを防止するために、適切な物理的および技術的な保護手
段を維持します。弊社は、コンテンツへの不正アクセスを認識した場合、お客様に通知します。弊社は、(a) 本規約およ
びプライバシーポリシーに定められている場合、(b) お客様の許可または指示があった場合、(c) 本規約に基づく義務を履
行するために必要な場合、(d) 法律で定められている場合を除き、コンテンツをアクセス、閲覧、処理することはありま
せん。弊社は、コンテンツに関して、その他の義務を負わないものとします。
7. 適格性
お客様は、お客様ご自身が 16 歳以上であり、かつ本規約に定める規定、条件、義務、主張、表明および保証を履行でき
る権限と法的資格、および本規約を順守できる能力と法的資格を十分に備えていることを認めるものとします。お客様が
16 歳未満であるか、またはその他理由で適格性に欠けると弊社が判断した場合、お客様のアクセスは予告なしに終了す
ることがあります。
8. 使用目的（子供による使用の制限）
本サービスは、ビジネス上の使用を想定したものとなっています。お客様は、本規約の条件および制限に従うことを条件
として、本サービスを他の目的に使用することを選択することができます。弊社は、16 歳未満の個人による使用を意図
していません。本規約で特別に規定される場合を除いて、16 歳未満の個人はアカウントを作成または本サービスを使用
することはできません。
9. 料金およびキャンセル
お客様が選択して弊社が承認したその他の支払いメカニズム（「お客様のアカウント」）に対して、本サービスのサービ
ス料、セットアップ料、登録料、お客様のアカウントに関連するその他の料金を含む、本サービスにかかるすべての料金
を弊社が請求できることに、お客様は同意するものとします。弊社は、無料サービスから有料サービスへの変更、および
以前は無料で提示されていた本サービスに対する料金を含む価格を、いつでも変更できます。ただし、弊社はお客様に対
して、事前にその旨を通知し、弊社が本サービスの価格を変更する場合にはお客様のアカウントを終了できる機会を提供
するものとし、以前は無料であった本サービスについては、お客様が適用される料金について通知を受けていない、およ
びかかる料金の支払いに同意していない限り、課金しないものとします。弊社がお客様のアカウントを通じて本サービス
にかかる料金を回収できない場合には、弊社がかかる料金をお客様から徴収するのに必要とみなされるその他の手続を取
ること、およびかかる徴収活動に関連して弊社が支出したあらゆる費用（徴収料、訴訟費用、弁護士費用を含む）につい
てはお客様が負担することに、お客様は同意するものとします。支払い期限が過ぎても支払われない料金に対して、弊社
は 1 か月あたり 1.5%の利息または法律で許可されている最高額の利息のいずれかを徴収できることに、お客様は同意す
るものとします。登録はいつでもキャンセルできます。登録をキャンセルすると、追加のサービス利用期間の料金は請求
されず、サービスは当初の登録期間終了時まで継続されます。登録をキャンセルした場合、すでに支払ったサービス料に
ついては返金されません。
10. 財産権
該当する場合、本サービスに含まれるすべての財産権、ならびに、本サービスに関連する、または表示される、あらゆる
商品名、商標、サービスマーク、ロゴ、およびドメイン名（「弊社マーク」）に含まれるすべての財産権は、弊社および
/またはそのサプライヤーに帰属します。書面により明示的な同意を得ることなく、弊社マーク、または弊社のその他の
財産情報（画像、テキスト、ページレイアウト、フォームを含む）を構成したり、構成技術を利用してこれらを含めたり
しないようにしてください。弊社から書面による明示的な同意を得ることなく、弊社マークを利用したメタタグやその他
の「隠しテキスト」を使用しないようにしてください。
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11. 著作権
いかなる方法によっても、著作権のある資料、商標、肖像権またはその他の財産権を、これらの財産権の所有者から事前
に書面にて同意を得ることなく、掲示、変更、流通または再生しないようにしてください。他の関係者の著作権を侵害し
たことが疑われるユーザーがいれば、弊社はそのユーザーに対して本サービスへのアクセスを拒否することができます。
上記を制限することなく、お客様がご自身の著作権が侵害されたと感じる場合には、こちらの記載のとおりに Zoom まで
通知ください
。
12. 契約終了
注文フォームには、次の更新期間が開始される 40 日前までにいずれかの当事者が終了通知を提出しない限り、更新期間
が自動的に開始される旨が記載されることがあります。お客様が本規約のいずれかの規定を順守できない場合、弊社は本
規約を直ちに終了し、お客様が事前に支払ったすべての料金を保持できます。第 1 条および第 4 条から第 20 条までは、
本規約の終了後も有効に存続するものとします。本規約の終了した時点で、お客様は本サービスの利用を中止するものと
します。お客様が本サービスに満足できない場合の唯一の救済策は、いつでも本サービスの使用を中止し、契約解除プロ
セスに従って処理することです。
13. 輸出制限
本サービスまたはその一部が米国輸出規制法およびその他の適用可能な国の輸出管理および貿易制裁法（以下「輸出管理
および制裁法」といいます）の対象となる可能性があることをお客様は認識するものとします。適用可能な輸出管理およ
び貿易制裁の法律および法令
に反して、本サービスの一部または関連する技術情報もしくは技術資料を、直接的また
は間接的に、輸出、再輸出、転用、譲渡、開示してはいけません。お客様は、以下を表明し、保証するものとします。(i)
お客様及びお客様のエンドユーザーが、米国の貿易制裁またはその他の重大な貿易制限の対象となる国または地域（キュ
ーバ、イラン、北朝鮮、シリア、クリミアを含みますが、これらに限定されません）の市民ではなく、その国または地域
内に所在していないこと、 (ii) お客様およびお客様のエンドユーザーは、米国政府の取引禁止対象者リスト（米国財務省
の特別指定国民と禁止対象者リスト、制裁回避者、商務省輸出権利剥奪者リスト、エンティティリスト（米製品輸出禁止
対象企業）、未検証エンドユーザーリスト、国務省核拡散違反関係者リストを含みますが、これらに限定されません）に
記載されていないこと、(iii) お客様またはお客様のエンドユーザーが作成または提出したコンテンツは、輸出管理法に基
づく開示、転送、ダウンロード、輸出または再輸出の制限の対象とならないこと。お客様は、単独で輸出管理法を遵守
し、当該法律の変更を監視する責任があります。
14. 高リスクな使用禁止
本サービスは、フェイルセーフ管理を必要とする危険な環境（核施設の稼働、航空機の航行/通信システム、航空管制、
生命維持システム、兵器システムを含むがこれらに限定されない）での使用を目的として設計または認可されたものはあ
りません。本サービスは、高リスク環境のために、あるいは当該環境で使用するものではありません。
15. 差し止めによる救済
本規約に反した本サービスの使用、本規約に関連する技術情報もしくは資料の譲渡、サブライセンス、複製、開示は、弊
社およびその関連会社、サプライヤー、ならびに本サービスの再販売、流通または宣伝を行うことを弊社から認められて
いるその他の関係者（「リセラー」）に対して、取り返しのつかない損害を招く恐れがあり、そのような状況が発生した
場合、弊社およびその関連会社、サプライヤー、リセラーには、保証金やその他の担保を供託することなく、衡平法上の
救済（差し止めによる恒久的な予備救済を含むがこれに限定されない）を受ける権利があることを、お客様は認めるもの
とします。
16. 無保証
本サービスは「現状有姿」で提供され、弊社およびその関連会社、サプライヤー、リセラーは、明示的または暗示的なあ
らゆる種類の保証（市場性の保証、特定用途への適合性、非侵害を含むがこれらに限定されない）をすべて明白に放棄す
ることを、お客様は理解して同意するものとします。弊社およびその関連会社、サプライヤー、リセラーは、本サービス
の使用により発生する可能性のある結果に関して、本サービスを通じて得られる何らかの情報の正確性または信頼性に関
して、または、本サービスがユーザーの要求事項を満たす、または中断しない、適時である、安全である、もしくは誤り
のない状態であることを、一切保証も表明もいたしません。本サービスのご利用は、お客様の責任において行われるもの
とします。あらゆる材料および/またはデータのダウンロード、または本サービスの利用を通じた取得は、お客様ご自身
の判断と責任において行われるものとします。本サービスを使用した結果としてお客様が被る損害は、お客様ご自身の責
任となります。本サービスの使用または性能に起因するすべてのリスクは、お客様が負うものとします。弊社は、ユーザ
ーの情報およびユーザー間の通信内容に対しては一切責任を負いません。本サービスの使用による特定の結果について
は、弊社は保証できず、また約束もいたしません。使用はお客様ご自身の責任です。上記の一般性を制限することなく、
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弊社およびその関連会社、サプライヤー、リセラーは、上記の目的への適合性に対する明示的または暗示的な保証を明確
に放棄します。
17．補償
お客様が本サービスを使用したことにより、お客様が本規約に違反したことにより、または、お客様またはお客様のアカ
ウントの他のユーザーが個人もしくは事業体の知的財産またはその他の権利を侵害または適用法に違反したことにより発
生した、第三者によるあらゆる申し立て、負債、損害および/または費用（弁護士費用を含むがこれに限定されない）に
対して、お客様は、弊社およびその関連会社、役員、責任者、従業員、コンサルタント、代理人、サプライヤー、リセラ
ーを補償し、擁護しかつ無害に保つことに同意します。
18. プライバシー
弊社は、お客様による弊社製品の購入及び利用にあたり、お客様（またはお客様の従業員等）の個人情報を取得する場合
があります。弊社は、弊社が定める「個人情報保護方針」及び「サービス利用規約」の規定に則り、当該個人情報を取扱
うものとします。
19. 賠償責任の制限
適用法の許す最大限の範囲において、弊社またはその関連会社、サプライヤー、リセラーはいかなる場合も、本サービス
の使用、本サービスの使用不能、技術サービスもしくはその他のサポートサービスの提供、またはかかるサービスの不提
供により発生した、特殊損害、偶発的損害、間接的損害、懲罰的損害、または結果的損害など（営業利益の損失、営業妨
害、営業情報の損失、その他の経済損失または損害が含まれるがこれらに限定されない）に対して、不法行為（過失を含
む）、契約またはその他の法理論において発生したか否かに関係なく、弊社またはその関連会社、サプライヤー、リセラ
ーがかかる損害が発生する可能性がある旨を忠告されていたとしても、一切責任を負いません。いかなる場合でも、本規
約により、または本規約に関連して発生した何らかの申し立てに対する、弊社、その関連会社、サプライヤーおよびリセ
ラーの最大限の重複責任ならびにお客様の排他的救済は、かかる申し立てを引き起こした事象または状況が発生する前の
12 か月間に、本サービスに対してお客様が実際に支払った金額（支払った場合）に限られます。かかる制限は、一部の
州および管轄区域では責任の免除または制限が許可されないことを理由にお客様には適用されない場合があります。
20. 雑則
20.1 法律および法廷地の選択
本規約は、日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。両当事者は、東京地方裁判所または東京簡易裁判
所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
20.2 権利放棄および可分性
一方の当事者が、本規約による自己の権利を履行できない場合、または本規約のいずれかの条項を履行できない場合であ
っても、それは、かかる権利の放棄、またはかかる条項の履行能力の喪失とはみなされません。本規約のいずれかの条項
が、管轄裁判所により、違法、無効または履行不能とみなされた場合、かかる条項は、元の条項と可能な限り同様の経済
効果を達成できるように変更され、本規約の残りの部分は引き続き完全に効力を維持するものとします。
20.3 一般規定
本規約は、本規約の主題に関する両当事者間における完全な了解事項および合意を構成するものであり、かかる主題に関
する両当事者間の事前のあらゆる了解事項および合意に優先するものです。ただし、お客様またはお客様の会社が別途の
契約書を取り交わした場合、またはお客様による本サービスの使用に関係する別途の契約書について触れている注文フォ
ームにお客様が署名した場合には、本規約のいずれかの条項が上記契約書の条件に矛盾する範囲において、上記契約書が
規制するものとします。弊社は独自の裁量により、本規約の条件を変更または補完することを選択できます。本規約に重
大な変更が加えられる場合、弊社は商取引上の合理的な企業努力を払って、その旨をお客様に通知します。本規約に変更
が加えられてから 10 営業日以内に、お客様に対して当該変更の法的拘束力が発生します。当該変更にご同意いただけな
い場合には、本サービスの使用を中断することになります。上記 10 営業日が経過した後も本サービスの使用を継続され
る場合には、本規約の条件に対する当該変更をご承諾いただいたものとみなされます。特定の本サービスに参加される場
合に、ソフトウェアのダウンロードおよび/または追加規約への同意を要求される旨の通知をお客様にお送りする場合が
あります。上記追加規約に明示的に別段の定めがある場合を除き、上記追加規約は本規約により、本規約に組み込まれま
す。
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付属書 A
サービス概要
V-CUBE UC

サービス利用規約（「本規約

」）の本付属書 A は、注文フォームで注文するか、弊社又は Zoom が

提供するサービスについて説明し、本規約、Zoom の規定（「TOS」）およびお客様の使用に適用される可能性のあるサ
ービス固有の追加の条件を規定しています。 ここで定義されていない大文字の用語は、本規約
でそれらに割り当てら
れた意味を持つものとします。
A. 定義。 本サービス概要の目的上、以下の定義が適用されます。
「ホスト」とは、ミーティングを主催する権利をお客様から与えられている、お客様の指定従業員、指定請負業者、また
は指定エージェントである個人を意味します。 ホストは無制限の数のミーティングを開催できますが、1 度に開催できる
ミーティングは 1 つのみです。ホストの登録情報は、ホストとして割り当てられた個人以外の人物によって共有されたり
使用されたりすることはありません。
「ミーティング」とは、V-CUBE UC サービスを意味します。
「参加者」とは、ホストの権限および知識の有無にかかわらず、サービスにアクセスまたはサービスを使用するホスト以
外の個人を意味します。
「Zoom ドキュメント」とは、本別紙、Zoom Web サイト（www.zoom.us）、および本規約に組み込まれる可能性がある
サービスの追加の説明を意味します。
「V-CUBE UC サービス」とは、お客様が注文フォームで注文できる Zoom のビデオによって提供される各種ビデオミー
ティング、Web ミーティング、ウェビナー、会議室、画面共有、およびその他のコラボレーションサービスを意味しま
す。

B. V-CUBE UC サービス。 Zoom ミーティングサービスにより、ホストはミーティングをスケジュールして開始できる
ようになり、また参加者は音声、ビデオ、および画面共有機能を使用してコラボレーションする目的でミーティングに参
加できるようになります。ミーティングごとに 1 人のホストが存在します。 チャット機能により、セッション外の 1 対
1 またはグループのコラボレーションが可能になります。その他の機能およびソリューションについては、www.zoom.us
で説明されています。

C. Zoom マーケットプレイス Zoom マーケットプレイス（https://marketplace.zoom.us）は、Zoom が主催するサイトで
あり、Zoom サービスとの相互運用が可能となる、サードパーティの開発者（「パブリッシャー」）が作成したアプリケ
ーション（「アプリ」）へのアクセスを提供し、モバイルアプリおよびデスクトップクライアントアプリの両方から当該
アプリケーションを利用できるようにします。 Zoom マーケットプレイスおよび Zoom for Developers
（https://developer.zoom.us）サイトへのアクセスおよび使用は、独立した利用規約（https://zoom.us/service）に準拠
します。 Zoom との互換性をテストする以外には、Zoom は他のテストを実行せず、アプリを保証またはサポートしませ
ん。 パブリッシャーは、コンテンツ、機能、可用性、サポートを含め、アプリのすべての側面について責任を負いま
す。 パブリッシャーは、独自の利用規約、プライバシーポリシー、およびサポート情報（「パブリッシャー規約」）を
提供する必要があります。 アプリにアクセスまたはダウンロードするお客様は、パブリッシャーと直接パブリッシャー
規約を締結する必要があります。 Zoom は、アプリ、そのコンテンツ、機能、可用性、サポートについて責任を負いませ
ん。 アプリは「現状有姿」でホストされ、アプリの使用はパブリッシャー規約に従い、お客様自身の責任で行ってくだ
さい。 アプリは時を選ばず利用できなくなったり、パブリッシャーによって削除されたり、アプリに保存されているデ
ータが失われたり、アプリにアクセスできなくなったりする可能性があります。 Zoom は、パブリッシャーに転送された
お客様データ、またはアプリによるまたはアプリを介したお客様データの送信、収集、開示、セキュリティ、変更、使
用、削除について責任を負いません。 パブリッシャーは、パブリッシャー規約で許可されているとおりにお客様データ
を使用できます。 アプリを使用するには、お客様データをパブリッシャーに転送する必要があり、アプリにアクセスし
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て使用することにより、お客様はパブリッシャーの要求に応じて Zoom によるお客様データの転送に同意します。 Zoom
はアプリをサポートしていません。 お客様は、サポートまたは質問についてはパブリッシャーに連絡する必要がありま
す。 Zoom は、明示または黙示を問わず、アプリに関するいかなる表明も行わず、一切の保証を否認し、独自の裁量によ
り、いつでもマーケットプレイスからアプリを削除する権利を留保します。
D. 管理対象ドメイン Zoom により、お客様は企業に関連付けられたドメインを予約し、そのドメインを使用して Zoom に
サブスクライブしているアカウントを管理することができます（「管理対象ドメインのお客様」）。 お客様は、自分が
所有する、または 本サービスで使用するために関連付けることが正式に許可されている Zoom サービスドメインにのみ関
連付けることができます。 Zoom アカウントが予約済みドメインに作成または存在しているが、管理対象ドメインのお客
様（「非管理ドメインアカウント」）によって承認されていない場合、当該非管理ドメインアカウントを使用または作成
した人物には、当該ドメインは管理対象ドメインのお客様用に予約済みであることが通知され、当該非管理対象ドメイン
アカウントに関連付けられているドメインを変更するように要求されます。 当該非管理ドメインアカウントを使用また
は作成した人物が、指定された期間内にドメインを変更しない場合、当該人物は、非管理ドメインアカウントが管理対象
ドメインのお客様に追加されることに同意し、さらに非管理対象ドメインアカウントに関連付けられたすべてのデータが
管理対象ドメインのお客様と共有されることに同意したものとみなされます。
以上

改定履歴
２０２０年３月１９日
２０２０年７月２日

制定
改定
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