利用規約
SANDLER ONLINE®
Sandler Systems, Inc. （「SSI」または「当社」）は、認可された Sandler® トレーナー用
の個人用のパスワードで保護された安全なウェブポータル（「組織」とも呼ばれる）を
構築し、トレーナーはトレーニングの教材をクライアントに提供し、クライアントに提
供するトレーニングの強化にそれらを使用します。 当社はこの各サイトを SANDLER
PORTAL と呼びます。 トレーナーは責任を持ってクライアントのための SANDLER
PORTAL のコンテンツ、およびトレーナーを通じて SANDLER PORTAL の認可使用権
が与えられた承認ユーザーのユーザー名とパスワードを管理します。 SANDLER
PORTALを通じて、クライアントとトレーニングに参加するクライアント組織内の各個
人は、SSI が所有し、著作権を保有するワークブック、プレイブック、資料、プレゼン
資料、ビデオファイル、オーディオファイル、ニュースレター、その他の文書の資料
（まとめて「SSI 資料」と呼ぶ）にアクセスし、トレーニング、クライアント、クライ
アントのビジネスに関する文書、ビデオ、オーディオファイルをアップロードおよび拡
散し、トレーナーおよび各個人と相互にコミュニケーションを取ることができます。
以下は SANDLER PORTAL の利用規約です。よくお読みください。初回およびその後に
SANDLER PORTAL にログインすることにより、ユーザーは、利用規約のすべての事項
に順守することに同意するものとします（利用規約は当社により適宜修正されることも
あります）。
セクション 1：はじめに
当社はこれらの利用規約を修正する権利を保有します。
SANDLER PORTAL は SSI によって保有され、運営されます。SANDLER PORTAL また
はその運営に関する疑問は、担当のトレーナーまたは以下のセクション 17 で記載され
ているシステム管理者あて質問してください。 内容に関する疑問は、担当トレーナー
に質問してください。
当社は、SANDLER PORTAL の「現状通り」で「利用可能」なものを提供します。当社
は、ユーザーコンテンツまたはユーザーのコミュニケーションあるいは設定の適時性、
削除、送信ミス、保存ミスに対する責任を負いません。
SANDLER PORTAL を使用するには、ワールド・ワイド・ウェブにアクセスする必要が
あり、ユーザーは、そのアクセスに対するすべての費用を負担しなければなりません。
また、ユーザーは、コンピュータやその他のデバイスを含め、ワールド・ワイド・ウェ
ブに接続するためのすべての必要な設備を準備する必要があります。 さらに、「プラ
グイン（Adobe Flash など）」や追加のソフトウェア（Microsoft Word）など」や、
SANDLER PORTAL 内にあるコンテンツを使用する必要がある場合もあります。
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セクション 2：パスワードとセキュリティ
ユーザーは、SANDLER PORTAL のためのユーザーID とパスワードを受け取ります。
ユーザーID とパスワードはユーザー独自のものです。 SANDLER PORTAL にアクセス
するために他人のユーザーID やパスワードを使用することはできません。また自分の
ユーザーID やパスワードを他人に使用させてはなりません。ユーザーID やパスワード
を他人に販売してはなりません。 ユーザーは、自分のユーザーID とパスワードを機密
に管理する責任があり、そのユーザーID とパスワードを使用することによって生じる
すべての活動に責任があります。
ユーザーは以下について同意します。(a) 自分のユーザーID やパスワードの不正使用や、
他のセキュリティ違反に気づいたときは、管理者に直ちに通知すること。(b) セッショ
ン終了毎に SANDLER PORTAL アカウントからログアウトすること。
当社は、本セクション 2 に記載の要件にユーザーが順守しないことから生じる損害や損
失には一切責任を負いません。
セクション 3：プライバシーと情報の収集
当社がユーザーから収集、使用および開示する情報に関して、当社の慣行のための
Sandler オンライン個人情報保護方針をご覧ください。
ユーザーID とパスワードは、SANDLER PORTAL にアクセス権がある各ユーザーに対し
て記録されます。 また、当社は SANDLER PORTAL においてユーザーID が使用される
各セッションの時刻や時間も記録することができます。当社は、ユーザーが特定の情報
にアクセスする回数や時間、コースおよび関連クイズ、テスト、証明に使用する時間の
長さも記録する場合があります。ユーザーが SANDLER PORTAL に提供するユーザーの
電子メールアドレスや他の個人情報は、SANDLER PORTAL の他のユーザーによって使
用される場合があります。
ユーザーは以下を表明し、保証します。(i) 適用されるすべての個人情報法、個人情報
保護法、データセキュリティ法、マーケティング法、および個人情報を収集、使用、開
示、保管、処理に適用されるその他の法律に順守すること。(ii) ユーザーが当社に提供
する他人の個人情報の範囲において、ユーザーはそのような情報の提供を承認し、必要
な通知や同意を提供したことを表明し、保証すること。(iii) SANDLER PORTAL を通じ
て受け取るすべての個人情報のアクセス、受領、使用、または処理（まとめて「処理」
と呼ぶ）する範囲において、ユーザーはこれらを行う権利があり、適用法に順守し、す
べての必要なデータ主体通知や同意に従い、ユーザー権限の範囲においてのみそのよう
な情報を処理することができること。 ユーザーがその会社を代表して、あるいは会社
の担当者としての立場において、本利用規約を受諾する場合、ユーザーはこのような受
諾をする完全な権利を持ち、その会社が本利用規約に従うことを表明し、保証します。
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セクション 4： SSI 資料
ユーザーは、SSI 資料は、Sandler トレーナーによって訓練される各個人のために使用さ
れ、他の目的のためには一切使用されないことに同意します。 テキスト、画像、オー
ディオ、ビデオのいずれも、SSI 資料のすべての部分は、ユーザーが受けているトレー
ニングを提供するため、およびその提供されるトレーニングを強化するためにのみ使用
され、他の目的で使用されません。 SSI 資料に関して、SSI はすべての知的財産権を保
有することにユーザーは明示的に同意し、文書による SSI の事前の許可なしに同内容を
コピー、修正、二次的著作物の作成や翻訳をしてはなりません。 ユーザーは SSI は SSI
資料について著作権を保有することを認めます。
さらに、SANDLER PORTAL に表示される SSI 資料を、後で使用するために「スクリー
ンショット」や他の方法によって撮影してはならないことに同意します。 ダウンロー
ドしたすべての資料は、ユーザーの個人使用のためとし、他人に拡散してはなりません。
これには、図書館やホテルキオスクなどの公のコンピュータで SANDLER PORTAL を使
用することも含まれます。 ユーザーは、このような公のコンピュータによって閲覧さ
れたり、ダウンロードされたりする資料が、自分がセッションからログアウトした後に
いかなる方法においても利用されないことを確認する責任があります。
セクション 5：行動とコンテンツ
SANDLER PORTAL の使用を続ける条件として、ユーザーは、SANDLER PORTAL を不
法または本利用規約によって禁止されている目的のために使用しないことを約束します。
SANDLER PORTAL のいかなる不正使用も明示的に禁止されており、当社は不適切な内
容を削除し、SANDLER PORTAL を不正な目的で使用する者のアカウントを停止または
終了させる権利を保有します。
ユーザーは、すべてのメッセージ、データ、テキスト、写真、グラフ、オーディオ、ビ
デオ、SANDLER PORTAL を通じて送信されるその他の内容や情報（ただし、当社が投
稿する情報を除く）は、一般公開で投稿するもの、あるいは個人的に送信されるもの
（ユーザーコンテンツ）のいずれであるかに関わらず、ユーザーコンテンツを発生させ
た者に一切の責任があることを理解しなければなりません。 メッセージやユーザーコ
ンテンツをアップロード、投稿、送信、配信をする場合、ユーザーは本利用規約に順守
する責任があります。当社は権利を保有しますが、ユーザーコンテンツを審査、編集、
管理をしません。当社はユーザーコンテンツの真実性、正確性、適切性に対する責任を
負いません。いかなる状況においても、いかなる方法にあっても、ユーザーコンテンツ
におけるエラー、省略、または投稿、メッセージの送信、あるいは SANDLER PORTAL
を通じて配信されるユーザーコンテンツを使用した結果発生する損失や損害を含め、当
社はユーザーコンテンツに対する責任を負いません。 いったん投稿されれば、ユーザ
ーコンテンツは、SANDLER PORTAL の他のユーザーによって閲覧され、ダウンロード
されることができます。
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ユーザーは、以下の目的において SANDLER PORTAL を使用しないことに同意します。
1.

非合法的、有害的、脅威的、悪用的、嫌がらせ的、拷問的、中傷的、野卑な、猥
褻な、名誉棄損の、他人のプライバシーを侵害するような、憎悪的、人種的、民
族的等に不快なユーザーコンテンツをアップロード、投稿、メッセージ送信、あ
るいは配信をすること。

2.

個人や組織のふりをすること。

3.

送信するユーザーコンテンツの原作者やオリジナルのふりをすること。

4.

法律および契約上または信任関係上、送信する権限を持たないユーザーコンテン
ツをアップロード、投稿、メッセージの送信、配信をすること（内部情報、極秘
情報、機密情報など）。

5.

すべての当事者における特許、商標登録、企業秘密、その他の著作権を侵害する
ユーザーコンテンツをアップロード、投稿、メッセージの送信、配信をすること。

6.

未承諾または正式に許可されない広告、宣伝材料、「ジャンクメール」、「スパ
ム」、「チェーンレター」、その他の形式の勧誘をアップロード、投稿、メッセ
ージの送信、配信をすること。

7.

コンピュータソフトウェアまたはハードウェア、通信設備を妨害、破壊、または
制限するように設計されたソフトウェアウイルスや他のコンピュータコード、フ
ァイル、プログラムを含むものをアップロード、投稿、メッセージの送信、配信
をすること。

8.

通常の会話を中断させ、画面上に通常よりも速い「スクロール」を生じさせ、秩
序ある交流に関わる他のユーザーの能力に悪影響を及ぼす行為をすること。

9.

SANDLER PORTAL に接続されたサーバーやネットワークを妨害または中断させ
ること。

10.

「ストーカー行為」あるいはその他の嫌がらせ。

11.

他のユーザーの個人情報を収集、保存、共有すること。

当社は自己の判断により、ユーザーが SANDLER PORTAL を通じて配信または利用する
いかがわしいユーザーコンテンツをブロックし、削除する権利を保有します。当社は権
利の範囲に制限なく、本利用規約に違反するユーザーコンテンツ、またはいかがわしい
ユーザーコンテンツを削除する権利を保有するということをユーザーは周知します（当
社の自己判断により）。
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当社は、既存の方針に従って、ユーザーコンテンツを保存、保管し、法律による要求が
ある場合、または、以下のように開示することが合理的に必要であるという誠実な信念
がある場合は、それを開示します。(a)法的手続きに順守すること。(b)本利用規約を遂
行すること。(c)ユーザーコンテンツが第三者の権利を侵害しているという主張に対応
すること。(d)SSI、その従業員、認可トレーナーの権利、財産、個人の安全を保護する
こと。
当社は、様々なネットワーク、コンピュータサーバー、その他の技術的な方法を用いて、
ユーザーコンテンツを配信および保存し、ユーザーコンテンツを接続するネットワーク
やデバイスの技術的要件に一致、適合するように修正する場合があります。
当社は、自己の判断において、スパムの拡散や他の未承認の大量のメッセージに使用さ
れたとみなすユーザーID の権利を直ちに停止または終了させます。さらに、ユーザー
は、自分のユーザーID、またはそれに関連して、スパムや未承認の大量のメッセージ
を配信した場合、損害を数量化すること難しいため、1 件に対して 5 アメリカドルの約
定損害賠償を直ちに支払うことに同意します。
セクション 6：製品またはサービスの提供
当社は、ユーザーの当社に対する注文を拒否する権利を保有します。当社は、自己の判
断において、各人、各アドレス、または各注文において購入された量を制限またはキャ
ンセルする場合があります。
Sandler ショップには、時には、製品説明、価格、広告、オファー、製品送料、配送時
間や可用性に関して、誤字、不正確、省略された情報がある可能性があります。当社は、
情報が不正確である場合には、事前の予告なしにいつでも、誤字、不正確、省略された
情報を修正し、情報を変更または更新し、あるいは注文をキャンセルする権利を保有し
ます（ユーザーの注文後を含む）。 注文を変更またはキャンセルする場合には、注文
時に提供されたユーザーの電子メール、請求住所、または電話番号の連絡先に通知しま
す。
当社は、Sandler ショップにおいて、当社製品の色やイメージなどをできる限り正確に
表示するために、あらゆる努力をします。当社は、ユーザーのコンピュータのモニター
ディスプレイの色が正確であることを保証しません。
当社は、当社製品またはサービスを人々、地理的な地域または管轄に対して販売を制限
する権利を保有しますが、義務ではありません。当社は、個々の場合に応じて本権利を
執行します。
当社は、ユーザーが購入、または獲得した製品、サービス、情報、その他の材料の品質
が、ユーザーの期待に見合うものであるか、またはサービスに発生するエラーが是正さ
れるかどうかを保証しません。
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ユーザーは、Sandler ショップでのすべての購入に対して、現在の、完全で正確な購入
情報とアカウント情報を提供することに同意します。ユーザーは、当社がユーザーの取
引を完了させ、必要に応じてユーザーに連絡を取ることができるように、電子メールア
ドレス、クレジットカード情報、満了日を含むユーザーのアカウントやその他の情報を
速やかに更新することに同意します。
セクション 7：免責
ユーザーは、自己のアカウントで発生するすべての活動において、ユーザーID、パス
ワード、およびアカウントの機密性を維持する責任があります。ユーザーは、当社、当
社の子会社、関連会社、役員、ディレクター、エージェント、提携会社、その他のパー
トナー、従業員が、ユーザーが SANDLER PORTAL を通じて送信、投稿、配信するユー
ザーコンテンツに関連、またはそこから発生する第三者による合理的な弁護士費用、ユ
ーザーによる本利用規約の違反、ユーザーによるその他の権利の違反による請求や要求
から無害に保ち、守ることを補償し、同意します。ユーザーは、当社の同意なしに、当
社の代わりに当該請求を解決し、責任を負い、罪を認めないことに同意します。当社は、
当社自身で、ユーザーから生じる補償に関する弁護を引き受け、管理する権利を保有し
ます。
セクション 8：使用と保管
当社は、SANDLER PORTAL の使用に関する一般的な実施方法と制限を設定することが
できます。 これには、メッセージ、メッセージボードの投稿、その他ユーザーコンテ
ンツにアップロードされるものが SANDLER PORTAL に留まる最大日数、および
SANDLER PORTAL 上のファイル、投稿、ユーザーコンテンツにアップロードされるも
の最大サイズなどが含まれます。 当社は、SANDLER PORTAL によって管理され、配
信されるメッセージ、他の通信、その他のユーザーコンテンツの削除や不具合に対する
責任または義務を放棄します。当社は、サーバーの故障、自然災害、ユーザーのエラー、
その他の原因でデータが腐敗し、使用不可となり、あるいは削除された場合、復元され
るデータの可用性を要求しません。当社は、当社の判断で、事前予告の有無に関わらず、
このような一般的な実施方法と制限をいつでも変更する権利を保有します。
セクション 9：SANDLER PORTAL の修正
当社は、事前通告の有無に関わらず、いつでも SANDLER PORTAL（またはその機能の
いずれか）を適宜修正、一時的あるいは永久的に中止する権利を保有します。ユーザー
は、当社は SANDLER PORTAL の修正、停止、中止に関してユーザーや他の第三者に対
して責任を負わないことに同意します。
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セクション 10：終了
当社は、ユーザーが本利用規約に違反した場合、ユーザーのパスワード、ユーザーID、
SANDLER PORTAL のその他の使用を停止し、ユーザーコンテンツを削除し、処分する
場合があります。 ユーザーが繰り返し本利用規約に違反した場合、当社は、ライセン
ス 料 を 一 切 返金 す るこ と な く 、 ユー ザ ーの パ ス ワ ー ド、 ユ ーザ ー ID、 SANDLER
PORTAL のその他の使用を終了させる場合があります。当社は、Sandler のトレーナー
から、ユーザーが Sandler のトレーニングやトレーニング強化を受けていない旨の通知
を受けた場合、ユーザーのパスワード、ユーザーID、SANDLER PORTAL の使用を停止
します。 当社は、ライセンス料や SANDLER PORTAL へのアクセスを終了または停止
することに関して、ユーザーや第三者に対して責任を負いません。
セクション 11：リンクと広告
SANDLER PORTAL 、 ま た は 第 三 者 （ す な わ ち 、 Sandler の ト レ ー ナ ー 、 ま た は
SANDLER PORTAL へのアクセス権を持つユーザーの組織内の個人）は、他のワール
ド・ワイド・ウェブサイトやリソースへのリンクを提供する場合があります。 当社は、
そのような外部サイトやリソースの可用性に対して責任を負わず、そのようなサイトや
リソースから入手できるいかなるコンテンツ、広告、製品、その他の内容に対して支持
せず、責任も負いません。そのような第三者のウェブサイトは、ユーザー自身の責任に
おいて使用すること。SSI は、第三者のウェブサイトのコンテンツやポリシーについて
管理しません。当社は、直接的か間接的であるかに関わらず、そのようなウェブサイト
やリソースで入手できる、またはそれらを通じて入手できるコンテンツ、商品、サービ
スの使用または依存に関連して発生した、または発生した疑いがある損害や損失に対し
て責任を負いません。
ユーザーが SANDLER PORTAL で見つけた、またはこれを通じた広告におけるビジネス
取引や関わりは、そのような取引に関連する商品やサービス、その他のアイテム、条件、
保証や表明の支払いや配送を含め、もっぱらユーザーと広告主との間の活動です。当社
は、ユーザーのそのような取引の結果、あるいは SANDLER PORTAL 上のそのような広
告主が存在することにより発生した損害や損失の責任または義務を負いません。
当社は、法的通知、免責条項、当社のロゴおよびスローガン、広告、宣伝、商標登録、
SANDLER PORTAL 特定できるその他の情報を掲示することができ、それらすべては当
社の判断で、修正、拡大、あるいは削除することができます。SANDLER PORTAL 上に
ある宣伝広告やスポンサーシップのために当社が受け取る報酬（金銭的、非金銭的の両
方）は、すべて当社のみに属します。
セクション 12：知的財産権
SSI の資料は、米国著作権法により保護されています。
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S Sandler Training Finding Power In Reinforcement （ デ ザ イ ン を 含 め る ） 、 S Sandler
Training（デザインを含める）Sandler Training、Sandler、Sandler Online、S Sandler Online
（デザインを含める）S Sandler Online Finding Power In Reinforcement（デザインを含め
る）、Sandler Selling System、SandlerBrief、Negative Reverse Selling、Sandler Pain Funnel、
the Pain Funnel （ 文 言 お よ び デ ザ イ ン ） 、 Finding Power In Reinforcement 、
SalesAccountability、No Guts、No Gain!、Sandler’s Professional Advantage、Pro Summit、
Sandlerworks!、Sandler Training Certification（デザインを含める）、Sandler Sales Bronze
Certified Certified（デザインを含める）、Sandler Sales Silver Certified Certified（デザイン
を含める）、Sandler Sales Gold Certified Certified（デザインを含める）、Sandler Sales
Master Certified Certified（デザインを含める）、Sandler Instructor Certified（デザインを
含める）、Tactics for Sales Professionals、Tactics for Sales Management Professionals、How
to Succeed は、Sandler Systems, Inc.に登録されたサービスマークです。 The Sandler
Submarine（文言とデザイン）、Pursuit Navigator、Client2、Client-Centric Satisfaction は、
Sandler Systems, Inc. のサービスマークです。 Wimp Junction は、Sandler Systems, Inc. と
Terry Slattery に登録されたサービスマークです。
当社は、ユーザーのコンピュータで本ソフトウェア（以下に規定の通り）のオブジェク
トコードを使用する個人用の譲渡不可能で排他的な権利とライセンスをユーザーに付与
します。ユーザーは、コピー、修正、派生作品の作成、リバース・エンジニアリング、
逆アセンブル、あるいはソースコード解明の試みを行わないこと、直接あるいは従業員
や独立請負業者を通じるものであるかに関わらず、ソフトウェアの担保権の販売、譲渡、
サブライセンス権の許諾およびその他のすべての権利を譲渡しないことを約束します。
ユーザーは、いかなる方法、いかなる形式であれ、ソフトウェアを修正しないこと、ソ
フトウェアの修正バージョンを SANDLER PORTAL への正式に承認されないアクセス権
を入手するためなどの目的で（ただし、これに制限されない）使用しないことに同意し
ます。ユーザーは、SANDLER PORTAL へのアクセスに使用するために当社が提供する
インターフェース以外の方法を用いて SANDLER PORTAL にアクセスしないことに同意
します。
SSI は、SANDLER PORTAL 上で準備または使用されるソフトウェアとすべてのオーナ
ーコンテンツ（以下に規定の通り）における第一のライセンシーで、すべての権利、タ
イトル、利権、およびそのすべての知的財産権を保有します。
「オーナーコンテンツ」とは、当社が投稿または提供する SANDLER PORTAL に関して
使用、表示、または収集されるすべてのテキスト、画像、音声、ファイル、ビデオ、デ
ザイン、アニメーション、レイアウト、カラースキーム、トレードドレス、概念、メソ
ッド、技術、プロセスとデータを意味します。
「ソフトウェア」とは、SANDLER PORTAL 上で使用されるコンピュータプログラムと
コンピュータコード（HTML や Java など）を意味します。ただし、第三者が所有する
ソフトウェアプログラムを除きます。
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本規約内に規定されない限り、SANDLER PORTAL にあるものはいずれも、知的財産権
のライセンスの供与とは解釈されません。これには、禁反言あるいは含蓄によるもので
あるかに関わらず、SSI または第三者の商標登録および著作権の性質におけるすべての
権利が含まれます。すべてのブランドおよび名称は、各オーナーの財産です。
セクション 13：著作権侵害の通知
SSI のポリシーでは、デジタル・ミレニアム著作権法（DMCA）およびその他の適用法
に従って、適切な状況において、第三者の著作権を侵害するとみなされるユーザーのユ
ーザーID およびユーザーのパスワードを終了させ、侵害しているとみなされるユーザ
ーコンテンツを削除します。 著作権侵害について SSI に通知するには、当社の指定す
る DMCA エージェント（以下の通り）に、以下の内容を十分含めた文書を提出する必
要があります（これらの要件を確認するには、担当の弁護士に相談するか、17 U.S.C.
セクション 512(c)を参照してください）。
1. 侵害されたと申し立てた著作物の特定および当該著作物の所有権についての供
述。
2. 侵害していると申し立てられたか、侵害行為の対象となる作品、削除またはア
クセスを不能にすべき作品の特定、およびその作品を当社が特定するために合
理的に十分な情報。 当社が内容を迅速に特定することができるために役立つ最
善の方法は、電子メールの本文に URL を記載することです。
3. いつでも連絡可能な住所、電話番号、電子メールアドレスなど、当社がユーザ
ーに連絡を取るために合理的に十分な情報。
4. その作品がクレームの対象であるという誠実な信念を持っているという供述は、
著作権所有者、そのエージェント、法律によって承認されません。
5. 偽証罪によって罰せられるという条件の下、通知される情報が正確で、侵害が
疑われている排他的権利の所有者の代わりとして行動することが承認される供
述は以下の通りです。
6. 侵害が疑われている排他的権利の所有者の代わりとして行動することが認めら
れる者の手書きまたは電子的署名（すなわち「/s/ [print name]」） 。
文書による通知を SSI 指定の DMCA エージェントに提出すること。
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
電話番号：410-559-2020
ファックス番号：410-653-6467
電子メールアドレス：legal@sandler.com
DMCA のセクション 512(f)に規定の通り、内容または行動が侵害していることを知りな
がら著しく偽って伝えた者は、損害に対する責任を負うことになる可能性があります。
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著作権侵害に対する異議申立通知。 著作権の所有者であると称する者がユーザーのコ
ンテンツによって著作権の侵害をされたという通知の結果ユーザーのコンテンツが削除
された場合、そのユーザーは、当社が指定する DMCA エージェント（上記の通り）に
以下の内容を十分含む異議申立通知を提出することができます（これらの要件を確認す
るには、担当の弁護士に相談するか、17 U.S.C. セクション 512(g)を参照してください）。
1. 削除された内容と、その内容が削除される前に表示されていた場所を記載するこ
と。 十分な詳細を記載してください。
2. ユーザーの氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを提供してください。
3. 偽証罪によって罰せられるという条件の下、その内容が削除され、機能しなくな
るべきであるという間違い、あるいは誤認の結果、削除され機能しなくなったと
いう旨の誠実な信念を持っているという供述。
4. ユーザーが、自己が居住する裁判管轄区の米連邦地裁の管轄に対して同意し（ユ
ーザーの住所が米国外である場合は、メリーランド州、ボルチモア）、当社に侵
害の疑いがある旨の通知を提供した者、あるいはそのような者のエージェントか
らの令状の送達を受理するという供述。
5. ユーザーの手書きまたは電子署名（すなわち、「/s/ [print name]」）。
DMCA のセクション 512(f)に規定の通り、内容または行動が侵害していることを知りな
がら著しく偽って伝えた者は、損害に対する責任を負うことになる可能性があります。
セクション 14：責任の否認
ユーザーは明示的に以下のことを理解し、同意します。
1.ユーザー単独の責任において SANDLER PORTAL を使用します。SANDLER PORTAL
は、「現状通り」および「利用可能」ベースで提供されます。当社は、明示的、黙示的
のいずれであるかに関わらず、すべての保証等を明示的に否認します。これには、商品
適格性、特定の目的のための適切性、違反でないことの黙示的保証を含み、これらに制
限されません。
2.当社は以下のことについて保証しません。(i) SANDLER PORTAL は、中断がなく、適
時に提供され、安全で、エラーがないこと。 (ii) SANDLER PORTAL を使用して入手し
た結果は、正確で信頼できること。 (iii) ユーザーが SANDLER PORTAL を通じて購入、
または獲得する製品、サービス、情報、その他の内容の品質は、ユーザーの期待に沿う
こと。(iv) ソフトウェアにおけるいかなるエラーも是正されること。
セクション 15：賠償責任の制限
ユーザーは、当社、当社の役員、ディレクター、従業員、認可トレーナー、関連会社、
請負業者、ベンダー、またはライセンサーのいずれも、直接的、間接的、偶発的、特別
な、結果的、または懲罰的損害賠償金に対して、責任を負わないことを明示的に理解し、
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同意します。これには、以下の結果による利益、営業権、使用権、データの損失、ある
いはその他の無形の損失を含みます（そのような損害の可能性について当社に通知され
ていた場合においても）。(i) ユーザーが SANDLER PORTAL を使用したこと、または
使用できなかったこと。(ii) SANDLER PORTAL を通じて購入、獲得、メッセージ受信、
または取引を開始した商品、データ、情報、サービスの結果発生した代替の商品および
サービス獲得のためにかかった費用。 (iii) 正式に許可されないアクセス、またはユーザ
ーの送信、データ、ユーザーのその他のコンテンツの変更。(iv) SANDLER PORTAL で
の第三者による供述または行動。(v) SANDLER PORTAL に関するその他のすべての事
柄。
セクション 16：通知
SANDLER PORTAL は、本利用規約または他の事柄について、通常 SANDLER PORTAL
上に通知またはリンクを提示することにより、ユーザーに対して変更の通知をする場合
があります。
セクション 17：一般事項
本利用規約は、ユーザーSANDLER PORTAL の使用に関して、ユーザーと当社間の完全
なる同意により構成され、ユーザーの SANDLER PORTAL の使用を管理し、ユーザーと
当社間、またはユーザーと当社の認可トレーナー間の以前の合意よりも優先します。ユ
ーザーはまた、ユーザーが関連サービス、第三者のコンテンツや第三者のソフトウェア
を使用する際に適用される可能性がある追加の規約にも従います。本利用規約と、ユー
ザーと当社間の関係は、米国メリーランド州法の抵触法に関わらず、同法によって規制
されます。ユーザーと当社は、米国メリーランド州、ボルチモア郡の範囲または適用さ
れる地域にある同州および連邦裁判所の個人的・排他的管轄に従うことに同意します。
いかなる法規または法律の規定に関わらず、SANDLER PORTAL の使用または本規約か
ら生じる、あるいは関連するいかなる申し立てや訴訟原因も、当該の申し立てまたは訴
訟原因の発生後 1 年以内に提訴されなければならず、その期間を過ぎた後の提訴は永久
に禁じられます。
正 式 に 許 可 さ れ な いす べ て の ア ク セ ス 、あ ら ゆ る 情 報 の 修 正や 変 更 、 SANDLER
PORTALの可用性やアクセスに対する妨害は、厳しく禁じられます。当社は、当社が利
用できるすべての法的権利および法的な救済策を保有し、本免責条項は、当社が保有す
る他の権利を制限したり、放棄したりするものとは決してみなされません。
当社が本利用規約のいずれかの権利または条項の執行や実行をしなかった場合でも、当
該権利や条項の放棄したものとはみなされません。本利用規約のいずれかの条項が、管
轄権を有する裁判所により無効であると判断された場合でも、両当事者は、条項の内容
に照らした当事者の意向に沿うように裁判所が努めることを促し、本規約の他の条項は、
完全に効力を有することに同意します。本利用規約のセクションの題名は、便宜を促進
する目的のみで付けられており、題名そのものに法的または契約上の効力はありません。
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セクション 18：システム管理者
本規約の違反はすべてシステム管理者に報告してください。
Shannon Howell, VP Legal
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
電話番号：(410) 559-2020
ファックス番号：(410) 653-6467
電子メールアドレス：legal@sandler.com
終わり
最終更新日： 2018 年 8 月 29 日
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