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BNI Connect®
サービス利用規約
BNI ワールドワイド ディベロップメント社 は BNI コネクト® として知られている BNI の業務
管理システム関連データを BNI グローバル LLC、およびその関連会社である BNI シンガ
ポール エンタープライズ Pvt Ltd, BNI インディア エンタープライズ Pvt Ltd, BNI フランチ
ャイジング, LLC, BNI コネクト グローバル, LLC, BNI ホンコン エンタープライズ Pvt Ltd,
BNI ランカ エンタープライズ Pvt Ltd, および BNI エンタープライズ ビジネス ネットワーク
(広州) Co., Ltd （以下「BNI」または「当社」といいます）は、進化し続けている以下のサー
ビス利用規約（以下「ToS」といいます）に則り、当社の BNI Connect®ツールをお客さまに
提供しています。本 ToS は、当社の BNI Connect®ウェブサイトおよびモバイルアプリを
経由して入手可能となるそれぞれの BNI サービス（以下、総称して「BNI サイト」といいま
す）へのお客さまによるアクセスおよびその利用に関し規定しています。BNI サイトには、
BNI 関連のウェブサイト、SMS、API、メール通知、アプリケーション（ウェブおよび／または
モバイル上）、ボタン、ウィジェット、アド、インターネット・ショッピング・サービス、およびその
他当社の BNI サイト経由でアクセスすることができる、または本 ToS へのリンクがある関
連サービス（以下、総称して「本サービス」といいます）、ならびに本サービス上にアップロ
ード、ダウンロードもしくは掲載されている情報、テキスト、リンク、グラフィック、写真、動画
その他マテリアルまたはアレンジされたマテリアル（以下、総称して「コンテンツ」といいます）
へのアクセスが含まれます。BNI サイトおよび本サービスを使用することによって、お客さ
まは、本 ToS に拘束されることに同意したものとみなされます。本 ToS は進化し続けてお
り、頻繁に変更が加えられることが予想されるため、かかる変更により、お客さまの利用、
権利およびプライバシー意識も変化する可能性があります。
本契約の条項と他の言語への翻訳版との間に不一致が生じた場合には、解釈等に関する
すべての問題に関して英語版が統制し優先します。
1. 本サービスの利用者
お客さまが所在する法域での法律により第三者との契約を結ぶことを許されている場合、
お客さまは、本 ToS に同意し、適正な資格を有する BNI のメンバーとなり、BNI サイトおよ
び本サービスを利用することができます。ただし、お客さまが、（a）何らかの理由により法
的行為能力に欠如している場合（精神障害、中毒、18 歳未満等）、または（b）適正な資格
を有する BNI のメンバーでなくなったもしくはまだかかるメンバーになっていない場合、BNI
サイトおよび本サービスを利用することはできません。本 ToS を受け入れていただき、会
社、組織、政府その他法的事業体の代理として BNI サイトおよび本サービスを利用される
場合、お客さまはそれにかかわる権限を有されていることを表明および保証したものとみ
なされます。
2. プライバシー

当社の<プライバシーポリシー>では、当社の BNI サイトおよび本サービスをご利用いただ
く際に当社に提供される情報が、当社でどのように収集、処理、保存および共有されてい
るかについて説明しています。本サービスを利用することによって、そのフランチャイズ加
盟店およびメンバー、ならびに BNI の関係会社がお客様のデータを保存、処理、使用する
ためにそれを米国、英国、および／またはその他の国へ転送することを含め、お客様の個
人データが収集され、またプライバシーポリシーでの規定に従い使用されることをお客さま
が認めたことになります。
3. 本サービスのコンテンツ
お客さまは、適用される法令および規則の遵守を含め、BNI サイトおよび本サービスの利
用およびお客さまが提供するコンテンツに対して責任があります。お客さまが提供するコン
テンツに責任を負う用意がなければ、提出／送信ボタンを押さないでください。
インターネット経由で公開されているすべてのコンテンツに当てはまることですが、コンテン
ツを利用し、またはそれに依拠する前には、かならずコンテンツまたはマテリアルの出所に
注意を払う必要があります。お客さまによるコンテンツおよび BNI サイトの利用は、自己責
任となります。
本サービスのユーザーは、法律に則り、倫理的にかつプロとしての対応をもって行動しま
す。ユーザーは、常に公平で責任あるビジネスに適った態度で行動するものとし、不作法、
欺瞞的、誤解を招く、または倫理的でない行為をしません。お客さまは、当社のサイト、ブ
ログ、または BNI Connect®ツール上に残すコメントや投稿に対し単独で責任を負います。
BNI は、投稿されたコンテンツを管理するものではなく、コンテンツの正確性、完全性、また
は品質を保証するものでもありません。当社サイトまたは本サービスの利用に際して、攻
撃的、卑猥、または不快と感じるようなコンテンツにさらされる可能性があります。BNI は、
いかなる状況下であっても、コンテンツにかかわる問題に対し何らの責任も負いません。こ
こでいう問題とは、コンテンツの錯誤・脱漏、または投稿された、または BNI サイトもしくは
本サービスを経由して入手可能となったコンテンツを使用した結果生じる、あらゆる種類の
損失または損害が含まれますが、これらに限定されません。
倫理的でないまたは不法なアクティビティの例には、以下に掲げる行為が含まれますが、
これらに限定されません：
•

•
•

BNI もしくはその関係会社または BNI サイトもしくは本サービスを利用する個人ま
たは事業体等についての、あらゆる種類の虚偽記述、誤解を招くまたは誹謗する
記述
BNI、その関係会社またはその他の個人もしくは団体の名称、ロゴ、商標または著
作権がついたマテリアルの不正利用
連邦、州、地方の法律または規制に対する違反

「スパミング」は、迷惑なバルクメッセージを無差別に送信する電子メッセージングシステム
を使った悪用行為です。最も広く知られている形式のスパムは電子メールスパムですが、
この用語は、インスタントメッセージ、Usenet ニュースグループ、ウェブサーチエンジン、ブ

ログ上のスパム、Wiki スパム、携帯電話のメッセージング・スパム、インターネットフォーラ
ム・スパム、およびジャンクファックス送信等（これらに限定されない）その他のメディアでの
同様な悪用行為に対しても適用されます。BNI では、スパミングを厳重に禁止しており、こ
れを使用した場合、アカウントは即時終了となります。スパミングは、適用法に違反する場
合もあり、民事上または刑事上の罰則を受ける可能性があります。
BNI サイトを経由して入手可能となるソフトウェアの利用には、適用される使用許諾契約も
しくはユーザー契約、またはソフトウェアに付属する、あるいはそれに含まれるドキュメンテ
ーション（以下「ライセンス条件」）が適用されます。BNI サイト上でまたはそれを経由して提
供されるソフトウェアが当該ソフトウェアを対象としたライセンス条件に基づく使用許諾がな
い場合でも、以下規定に従って当該ソフトウェアを利用することができます：（a）当該ソフト
ウェアの修正または変更は一切行わず、また（b）その再配布をしない。
お客様は、以下のいずれかの行為を目的として BNI サイトまたは本サービスを決して利用
しないことに同意します：
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

何らかの形で、違法、有害、脅迫、悪用、嫌がらせ、名誉毀損、下品、わいせつ、誹
謗、他人のプライバシーの侵害、憎悪の要素が含まれている、または人種、民族そ
の他に対して不快感を覚えさせる、または未成年に有害なコンテンツのアップロー
ド、投稿、電子メール、送信その他提供
BNI の代表者、フォーラムリーダー、ガイドまたはホストを含むがこれに限定されな
い個人または事業体の詐称、またはその他任意の個人もしくは事業体との関係に
関する偽証もしくは虚偽表明
当社サイトまたは本サービスを通じて転送されたコンテンツの出所を隠すための見
出しの偽造またはその他操作
提供する法的な権利がないコンテンツのアップロード、投稿、電子メール、送信そ
の他提供
任意の当事者の特許、商標、営業秘密、著作権その他所有権的権利を侵害するコ
ンテンツのアップロード、投稿、電子メール、送信その他提供
一方的もしくは未承認の宣伝・販促マテリアル、「ジャンクメール」、「スパム」、「チェ
ーンレター」その他形態の勧誘もしくは販促マテリアルのアップロード、投稿、電子
メール、送信その他提供
悪意あるソフトウェアが含まれたマテリアルのアップロード、投稿、電子メール、送
信その他提供
当社サイトもしくは本サービスまたは当社サイトもしくは本サービスに接続されてい
るサーバーもしくはネットワークへの干渉その妨害
適用法または法の強制力を持つ規則に対する違反
他の人に対する「ストーカー行為」その他嫌がらせ

BNI は、本 ToS に違反している、その他好ましくないコンテンツをスクリーニング、拒否、移
動または削除する権利を有します。ただし、これは義務ではありません。
お客さまは、BNI サイト上のまたは本サービスと関連するコンテンツの利用に関連する、そ
の正確性、完全性または有用性に依拠するリスクを含めたすべてのリスクを負担します。

お客さまは、BNI によるお客さまの情報およびコンテンツへのアクセス、その保存および開
示が法律で要求されている場合、またはかかるアクセス、保存もしくは開示が次の目的の
ために合理的に必要であると BNI が確信している場合、BNI がそれを行うことができるこ
とを認めます：（a）法的手続きの遵守、（b）本 ToS の条項の行使、（c）コンテンツが第三者
の権利を侵害しているとの訴えへの対応、（d）お客さまからのカスタマーサービスに対する
要求への対応、または（e）BNI、そのユーザーおよび一般の人々の権利、財産もしくは個
人の安全の保護。
本サービスおよび本サービスに組み込まれたソフトウェアには、デジタル・マテリアルを保
護するためのセキュリティコンポーネントが含まれている場合があります。これらのマテリア
ルの使用には、BNI および／またはその技術プロバイダーによって策定された利用規約
が適用されます。本サービスに組み込まれている利用規約の無効化または迂回行為を試
みることはできません。
BNI はインターネットサービスプロバイダーであり、ユーザーのコンテンツについて責任を
負いません。インターネットサービスプロバイダーである BNI は、BNI サイト経由で投稿さ
れたコンテンツを監視または管理することはできません。これは、BNI が、BNI サイトおよ
び本サービスを経由して投稿されたコンテンツまたは通信の完全性、真実性、正確性、もし
くは信頼性を推奨、支持、表明、検証もしくは保証しない、または BNI サイトおよび本サー
ビスを経由して発言されたいかなる意見も推奨しないことを意味します。つまり、お客さま
は、攻撃的、虚偽的、誤解を招きかねない、欺瞞的その他不適切なコンテンツ、または時と
して虚偽の表示がされた投稿を読んだり、見たりすることがあるということです。すべてのコ
ンテンツは、それを作成したまたは公開したユーザーが単独で責任を負うべきものであり、
お客さまが BNI サイトおよび本サービスを経由してコンテンツを作成および公開した際に
は、その責任を単独で負うのはお客さまということになります。
BNI は、知的財産の所有者であり、知的財産の開発および維持に要する費用と経費を理
解しています。BNI はまた、他人の知的財産権を尊重しており、BNI サイトおよび本サービ
スユーザーも同様であると考えています。当社は、侵害の可能性を申し立てられたコンテ
ンツを予告なしに、当社の独自裁量により、またお客さまへの責任を負うことなく、削除す
る権利を留保します。当社は、適切に当社に提供された著作権侵害請求に関する通報に
対しては、適用法に準拠し、当社のデジタルミレニアム著作権法（以下「DMCA」）に基づく
著作権侵害報告 および抗弁通知のフォームでお客さまに説明されている対応措置を実施
します。ここでは、著作権侵害報告に対して BNI が取るべき手続き、および他の者からお
客さまに対する侵害請求への BNI による対応が記されています。当社は、適用法に準拠
し、適切に当社に提供された、商標その他知的財産の侵害申立に関する通報に対しては、
当社の商標等侵害報告 および抗弁通知のフォームに記載している対応措置を実施します。
ここでは、商標等侵害の報告に対して BNI が定めている手続き、および他の者からお客さ
まに対する侵害申立への BNI による対応が記されています。
4. お客さまの権利

BNI サイトおよび本サービスを経由してお客さまが提出または投稿したものに対しては、お
客さまがその責任を負うものとします。これには、お客さまの意見、写真、動画、ロゴ、なら
びにその他 BNI サイトおよび本サービスを経由してお客さまが提出または投稿することが
できるものが該当します。
お客さまが BNI サイトおよび本サービスを経由してコンテンツを提出または投稿する場合、
BNI のビジネス上の利益のために BNI がそれを使用することができ、地域の制限がない、
非独占的、ロイヤリティフリーのライセンス（サブライセンスの権利を含む）を BNI に付与し
ていることになる点につきご留意ください。お客さまは、この提出されたコンテンツが、その
他の既存のコンテンツのいずれかと合わせて、BNI メンバーに関するリレーションシップ／
ネットワーキング情報（以下「リレーションシップ・データ」といいます）の作成に使用される
場合があることを認めます。お客さまは、リレーションシップ・データが BNI によって独占的
に所有されていること、ならびに、BNI からの書面による明示的同意がない限り、お客さま
またはその他の誰も、このリレーションシップ・データを使用することはできないことを認め、
それに同意します。リレーションシップ・データに対する BNI の所有権を明確にする目的の
1 つは、BNI がその事業利益のために膨大な資金・時間を費やし、多くのリソースを配分し
て収集・分類したコンテンツを使用して、他の者が競合するネットワークグループ等を作成
することを防止するためです。
そのため、BNI は、メンバー相互間のリレーションシップ・データを所有しています。同様に、
お客さまが BNI フランチャイズ加盟店である場合、お客さまは、当社がお客さまの業績デ
ータを他のフランチャイズ加盟店と共有することができ、リレーションシップ・データも同様に
共有されることを認めます。
5. 本サービスの利用
お客さまは、本 ToS および適用されるすべての法令および規則を遵守することによっての
み、本サービスを利用することができます。
BNI サービスは絶えず進化を続けており、当社のサービスは、当社の裁量により、また本
ToS に従って随時変更される可能性があります。BNI は、本サービスまたは本サービス内
の機能をお客さままたはすべてのユーザーに提供する権利があり、またそれを（恒久的ま
たは一時的に）停止することができます。BNI はまた、いつでもその独自の裁量で、お客さ
まによる利用および保存に対して制限を設ける権利を留保しています。BNI はまた、お客
さまへの責任を負うことなく、BNI サイトおよび本サービスを経由するコンテンツを削除もし
くはその配信を拒否したり、ユーザー資格を一時的に停止もしくは終了したり、またユーザ
ー名を回収することもできます。
お客さまは、BNI が BNI サイトおよび本サービスへのアクセスおよびその利用を許可して
いることを勘案し、BNI ならびにその第三者プロバイダーおよびパートナーが、BNI サイト
および本サービスを経由して、またはコンテンツ（お客さまが提出または投稿したコンテン
ツを含む）もしくは本サービスでの情報（お客さまもしくはその他の者により提出されたもの
かどうかにかかわらず）の表示に関連して、広告をお客さま向けに掲載することができるこ

とを認め、それに同意します。お客さまはまた、当社が提供するインターフェースおよび命
令セット以外のメソッドを用いて BNI サイトもしくは本サービスに干渉を加えるまたはアクセ
スするといった、BNI サイトまたは本サービスを悪用しないことに同意します。
BNI はまた、（i）関係法令、法的手続もしくは政府の要請を満たすために、（ii）本 ToS に対
する違反の可能性に関する調査等を含めた本 ToS の行使のために、（iii）不正利用、セキ
ュリティもしくは技術上の問題を検知し、防止し、またはそれに対処するために、（iv）ユー
ザーサポート要求に応えるために、または（v）BNI、そのユーザーおよび一般の人々の権
利、財産、安全を守るために必要と当社が合理的に認める情報にアクセスし、それを閲覧、
保存、また開示する権利を留保します。BNI は、個人情報保護方針遵守の定めによる場
合を除き、第三者への個人識別情報の開示は行いません。
お客さまは、本 ToS で許可されている場合を除き、BNI サイトおよび本サービスを開発す
ることは認められていません。
6. ユーザーアカウント
BNI サイトで当社のオンラインサービスを利用するには、BNI に加入し、BNI オンラインア
カウントを作成する必要があります。お客さまには、BNI Connect アカウントを安全に保護
する責任があります。そのため、強力なパスワードを使用し、その使用は本アカウントに限
定するようにしてください。BNI は、上記を守れなかったことから発生する損失または損害
に対して BNI は責任を負うことはできませんし、責任を負うことはありません。
7. 本サービス利用規約の終了
ご自身のアカウントを無効にし、本サービスの利用を中止することにより、BNI との法的契
約およびメンバーシップをいつでも終了することができます。
BNI は、合理的に以下事由（これらに限定されない）が発生したことを確信した場合、理由
の如何を問わず、または理由なく、お客さまのアカウントを停止または終了するか、または
本サービスの全部もしくは一部の供給を中止することができます：（i）本 ToS に違反した場
合、（ii）当社にとってリスクを生じるもしくは法的リスクへのエクスポージャーの可能性があ
る場合、（iii）長期間の不活動のためアカウントの削除が必要となった場合、（iv）BNI メンバ
ーシップの期限が切れた、またはそれに対する更新もしくは解約手続きがされていない場
合、または（v）本サービスの提供がもはや商業的に実行不可能となった場合。当社は、状
況に応じて、お客のアカウントに関連付けられた電子メールアドレスに対して、またはお客
さまのアカウントで次回アクセスされる際のいずれかで、この旨を通知するための適切な
努力を行います。いずれの場合においても、本 ToS は、本サービスを利用するお客さまの
ライセンスを含め（これに限定されない）本サービスを終了するものとしますが、以下の条
項は継続して適用されます：第 1 条、2 条、3 条および第 8 条。
8. 第三者受益者

お客さまは、本 ToS がお客さまと Apple®、Google®またはその他の第三者との間の契
約ではないことに同意します。BNI は、お客さまが所有もしくは管理し、また iOS または
Android 製品に使用される利用規約で利用が許可されているこれら製品のいずれかで
BNI サイトを利用する権利をお客さまに付与します。BNI サイトが適用される保証に準拠し
ていなかった場合、お客さまは、適用法で許容される最大限の範囲内で、BNI サイトに購
入価格の払い戻し（該当する場合）を要求するよう、Apple®、Google®またはその他該当
する第三者に通知することができます。BNI は、BNI サイトにメンテナンスおよびサポート
サービスを提供するものとします。BNI サイトと関連した知的財産権等に関する申立等が
ある場合、legal@bni.com にて BNI までご連絡ください。
Apple®、Google®またはその他該当する第三者、およびそのそれぞれの子会社は、本
ToS およびプライバシーポリシーの第三者受益者であり、お客さまによる受諾後、これらの
本 ToS およびプライバシーポリシーの第三者受益者には、本 ToS をお客さまに対して行
使する権利が生じるものとします（同時に、その権利を受諾したものとみなされます）。
9. その他規約
以下の追加規約は、BNI Connect®モバイルアプリの利用と BNI Connect®ウェブサイト
の両方に適用されます。

A. 料金および支払い
BNI のチャプターでメンバーとして BNI に加入することを選択すると、当社の BNI サイトへ
のアクセス権が提供され、お客さまは、メンバーシップに関連するすべての料金を支払うこ
とに同意したものとみなされます。さらに、お客さまは、適正な資格を有する BNI のメンバ
ーである場合に限り、BNI Connect®サイトを利用することができます。
お客さまがサービスを注文すると、請求される料金を確認して、受諾する機会が与えられ
ます。価格、在庫状況、およびその他の購入条件は変更されることがあります。BNI は、お
客さまへ何ら義務を負うことなく、BNI サイト上もしくはそれ以外で提供されるサービスの仕
様および価格提示を、予告なしに、中止または変更する権利を留保します。すべての料金
は、課税の対象となる場合があります。
お客さまは、BNI サイト等を通じてサービスを注文する際に、真正で最新そして完全な情報
を提供する責任があります。BNI サイトまたは他の手段を利用してサービスを購入する場
合は、注文が受諾される前に、支払いの完了が必要です。BNI は、注文を受諾するにあた
って、提供された情報を確認する必要があり、注文された後であってもいつでも注文をキャ
ンセルまたはそれに制限を加えることがあります。適用されるメンバーシップ・ポリシーに基
づき、支払いが既に完了した後に注文がキャンセルまたはそれに制限が加えられた場合、
BNI は、注文のキャンセルもしくは制限の付加により提供されないサービスに対するお客
さまの支払いを、当初の購入と同じ額で返却します。

クレジットカード会社が何らかの理由でお客さまが購入したサービスに対する金額の支払
いに同意しない、またはそれを拒絶した場合、お客さまは、当社が、その選択に基づき、サ
ービスの提供を一時停止するか、終了することができること、また当社が、発生した遅延金
（第三者に対する入金取消料または罰金を含む）を、当社が受け入れ可能なその他の手
段で支払うようお客さまに要求できることに同意します。支払残高の回収のために法的措
置が必要な場合、お客さまは、弁護士料その他法廷費用を含めた返済金額の回収に際し
て発生したすべての費用を返済することに同意します。
BNI サイトを通じて他の製品やサービスを購入された場合は、購入時にお客さまに提示さ
れるその他の条件に従う必要がある場合があります。
B. 自動クエリの禁止
BNI から事前に書面による許可を得ていない限り、BNI サイトまたはそのシステムに自動
クエリを送信することはできません。
C. 表明および保証
お客さまは、提出する情報および／またはコンテンツごとに、以下の表明および保証をした
ものとみなされます：（i）BNI にコンテンツを提出し、上記のライセンスを付与する権利を有
していること、（ii）BNI は、第三者からライセンスを取得する必要や第三者にロイヤリティを
支払う必要はないこと、（iii）コンテンツは、知的財産権およびプライバシー権等を含む第三
者の権利を侵害していないこと、ならびに（iv）当該コンテンツは本 ToS およびすべての適
用法に準拠していること。第三者に関連する情報および／またはコンテンツ（チャプター訪
問者または紹介された人の連絡先情報等）を提出する場合には、以下内容を表明および
保証しているものとみなされます：（a）合理的に予測できる方法で情報の利用について当
該第三者からの同意を得ていること（およびいかなる場合もお客さまがご自身の情報の利
用に対する同意を既にしている範囲内で）、（b）何らかの権利の侵害があった場合は、侵
害に関する通報を当該第三者へ転送し、それが確実に引き渡されるようにすること、なら
びに（c）当該第三者がその情報の利用に関する当該第三者のデータプライバシー権の修
正、同意の撤回、変更、削除もしくはその他の行使を希望した場合はその範囲において
BNI に最新情報を提供すること。
D. 知的財産
BNI サイトに含まれ、本サービスと関連する、テキスト、グラフィックス、ロゴ、ボタンアイコ
ン、画像、オーディオクリップ、デジタルダウンロード、データコンピレーション、ソフトウェア
等のすべてのコンテンツは、BNI またはそのコンテンツサプライヤーの財産であり、国際著
作権法によって保護されています。当社サイトで利用されるすべてのソフトウェアは、BNI
またはそのソフトウェアサプライヤーの財産であり、国際著作権法によって保護されていま
す。当社サイトに掲載されている商標、サービスマーク、ロゴ、ブランド、商号はすべて、か
かるマーク、ロゴまたは名称の所有者の知的財産であり、お客さまは、このような専有知的
財産のいずれも利用、修正、削除、またはその他侵害することはできません。BNI は、当
社サイトおよび本サービス（デザイン、機能、ドキュメンテーション等を含むが、これらに限

定されない）に対する完全な所有権を保持しています。当社サイトまたは本サービスの一
部を複製、編集、または再生することはできません。
E. 著作権
DMCA は、当社サイトのユーザーの裁量によりオンラインで投稿されたマテリアルに関し
て、BNI を保護します。お客さまが著作権者であり、当社サイト上のいずれかのコンテンツ
がお客さまの著作権を侵害していると思われる場合は、著作権侵害報告のフォームに記
入の上、以下の住所で当社宛てに郵送ください：
BNI Global LLC
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
•
•
•
•

侵害申立、および侵害されていると確信する著作権で保護された著作物の具体的
な記述
当社サイト上で侵害を受けているマテリアルの正確な場所
連絡先情報
著作権所有者に代わって措置を講じる権限を与えられた者による、提供された情
報が真正であることを証明する旨の記述

F. 補償および防御
お客さまは、以下の事由に起因し、またはそれに関連して発生する一切の請求、費用、損
失、損害、判決、罰金、利息および経費（妥当な弁護士料を含む）から、BNI およびその関
係会社（ならびにそのそれぞれの従業員、取締役、エージェントおよび代理人）を防御、補
償および免責します：（i）お客さまによる当社サイトまたは本サービスの利用、（ii）本 ToS
に規定されているお客さまの表明、保証、または義務に関する実際の不履行もしくは不履
行の申立、（iii）お客さまが提供したコンテンツによる第三者の知的財産権もしくは所有権
的権利の実際の侵害もしくはかかるコンテンツに対する侵害の申立等（これらに限定され
ない）。
G. 責任制限
BNI は、あらゆる種類の直接的もしくは間接的損害に対しては責任を負いません。これら
には、本 ToS、当社サイト、本サービス、当社サイトもしくは本サービスの利用不能に起因
もしくは関連して発生する、または当社サイトもしくは本サービスを通じて取得した物品もし
くはサービスまたは当社サイトもしくは本サービスを通じて受け取ったメッセージもしくは締
結された取引に起因する、付随的、懲罰的もしくは派生的損害もしくは損失が含まれます
が、これらに限定されません。
H. 保証の放棄

BNI サイトおよび本サービスは、「現状有姿」および「提供可能な範囲」での提供となりま
す。BNI は、当社サイト、本サービスまたはそのコンテンツに関して、明示的または黙示的
ないかなる表明または保証も行いません。適用される法律で許容される最大限の範囲で、
BNI は、以下を含むがこれらに限定されない一切の保証を放棄します：
•

商品性、特定の目的への適合性、権原、および非侵害性についての黙示的保証

•

当社サイトまたは本サービスがお客さまの要件を満たし、常に利用、アクセスする
ことができ、中断することなく、安全に、またエラーなく動作する旨の保証

•

当社サイトに含まれている情報、コンテンツ、およびマテリアルは表明されたとおり
のものであるとする保証

•

取引過程または取引慣習から生じる暗黙の保証

•

BNI の過失に起因するか否かにかかわらず不法行為に対する義務、責任、権利、
請求または救済があるとする保証

I. 第三者のウェブサイト
BNI サイトには、インターネット上の他のウェブサイトへのリダイレクトまたはリンク、または
外部の第三者が利用可能にした情報、製品もしくはサービスへの参照が含まれる場合が
あります。当社は信頼できる著名なプロバイダーと協力してあらゆる努力をしていますが、
しばしば、かかるサイトに、人によっては不適切または個人的に不愉快に感じる情報、マテ
リアルまたはポリシーが含まれている場合があります。お客さまは、当社が、第三者のウェ
ブサイトで提供されているコンテンツの正確性、完全性、適切性または合法性について責
任を負わないこと、また、当社が、これらのウェブサイト上で参照された内容における錯誤・
脱漏に対しても責任を負わないことを理解します。このようなリンクまたは参照は、単に便
宜のために当社サイトに含められているものであり、当社による当該サイトもしくは当事者
の推奨や当社との関係を黙示するものでも、明示的もしくは黙示的かにかかわらず、いか
なる種類の保証も含意されていません。お客さまは、このようなリンク先のウェブサイトへ
のアクセスおよび／または利用から生じるすべてのリスクに対する責任がご自身に発生し、
それを負担することになります。
J. 通知の電子配信
お客さまは、BNI サイトまたは本サービスを利用することにより、BNI から、本サービスに
関連する通知、契約、法的に要求される開示その他情報を含む連絡を電子的に受け取る
ことに同意したものとみなされます。これらの通知は、BNI が当社サイトに掲示することに
よって提供することもあります。通知を電子的に受け取るための同意を取り消すには、当
社サイトと本サービスの利用を中止する必要があります。
K. 裁判地および準拠法

BNI サイトは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州に所在する BNI によって制作、運営、管
理されています。ノースカロライナ州の法律が、法の抵触の原則を発効することなく、本
ToS に適用されます。本 ToS に基づいて発生するすべての訴訟は、ノースカロライナ州メ
クレンブルク郡に所在する専属的管轄権を有する裁判所に対してのみ付託されるものとし、
お客さまはかかる裁判所の専属的管轄権に同意します。
L. 可分条項
本 ToS のいずれかの条項が無効または執行不能とされた場合でも、本 ToS の残存条項
は引き続き完全な効力と効果を有します。
M. 権利の放棄
BNI は、権利の放棄が文書で作成され、BNI によって署名されない限り、本 ToS に記載さ
れている権利または救済のいずれも放棄したものとはみなされません。当社の権利または
救済を行使する際に遅延または不作為があったとしても、それは当社の権利を損なうもの
でも、権利の放棄と解釈されるものでもありません。権利または救済を単独または部分的
にしか行使しなかったとしても、それ以降におけるその他の権利または救済の行使を阻害
するものではありません。本 ToS のいずれかの条項に対する厳格履行に不作為があった
としても、それ以降における本 ToS の当該条項またはその他の条項の行使を行うことが
できる BNI の権利の放棄とはなりません。
N. 両当事者の関係
BNI は、お客さまのエージェント、受託者（フィデューシャリーもしくはトラスティーのいずれ
でも）、または代理人でもありません。本 ToS において明示的または黙示的に記載されて
いるいかなる条項も、本契約の当事者以外の者に、本 ToS に基づくもしくは関連するコモ
ンローもしくは衡平法上の権利、救済、または請求権を与えることを意図するものでも、そ
のように解釈されるものでもありません。本 ToS は、BNI とお客さまに唯一の排他的な利
益を提供することを目的としています。
O. 再販権の不存在
お客さまは、当社サイトのいかなる部分も、または当社サイトを通じて提供される当社サイ
トの使用権もしくはアクセス権を、本 ToS でお客さまに付与した限定的権利の範囲を超え
て何らかの商用目的のために販売、再販、再生、複製、配信、コピー、もしくは利用しない
ことに同意します。
P. 不可抗力
当社は、適用法によって定められている免責に加えて、いずれかの当事者が予見可能か
否かにかかわらず、当社の合理的な管理能力を超えた事由により発生する、当社サイトを
通じて提供される本サービスの配信不能もしくは遅延に対する法的責任から免責されるも
のとします。これらの事由には、労働争議、戦争、火災、事故、悪天候、輸送手段の確保

不能、政府の行為もしくは規制、および上記に列挙されている事由に類似しているか否か
にかかわらず、当社の合理的な管理能力を超えたその他の原因または事由が含まれます
が、これらに限定されません。
発効日／最終更新日：2018 年 5 月 25 日
本 ToS は、お客さまと、BNI Global、LLC の子会社であり、その代理を務めている BNI
Connect Global LLC（所在地：11525 N Community House Road、Suite 475、
Charlotte、NC 28277 USA）との間の契約です。本 ToS について質問等あれば、
legal@bni.com にて当社までお問い合わせください。
©2018 BNI Global LLC. 無断複写・転載を禁じます
プライバシーポリシー
BNI Global、LLC の子会社であり、その代理を務めている BNI Connect Global、LLC（以
下「BNI」、または「当社」といいます）は、ユーザーのプライバシー保護を最優先としており、
その取り組みへの当社の決意を示し、当社による特定情報の使用内容を説明するために
本プライバシーポリシー（以下「プライバシーポリシー」といいます）を策定しました。本プラ
イバシーポリシーは、BNI または当社のサービスのユーザーであるお客さまに、当社が収
集する情報の内容、その情報の使用内容、その情報が共有される可能性がある対象者、
ならびにこれらの使用および開示についてのお客さまによる選択について説明することを
目 的としています。 本プラ イバ シーポリ シーに関 するご 質問や ご提案 等が あれ ば、
legal@bni.com にて当社まで電子メールでご連絡ください。
当社サイトおよびサービスを使用し、または当社と取引を行う際には、本プライバシーポリ
シーを慎重にお読みください。当社サイトおよび関連する製品および/またはサービスを利
用することにより、本プライバシーポリシーに記載されている当社活動を承諾し、本ポリシ
ーに記載されているデータ収集および利用に関する慣行に同意したものとみなされます。
BNIのToSの場合と同様に、お客さまが、当社のサイトを訪問し、当社のウェブサイトにア
クセスし、または当社のモバイルアプリケーション（以下、総称して「当社サイト」といいます）
を利用するだけで、対象となる法的文書を読まなくても、本プライバシーポリシーに含まれ
る条項を受諾したものとみなされます。
プライバシーに関する当社の考え方
当社のビジネスおよびソーシャルネットワークのコミュニティには、ユニークなサービスと提
供物が揃えられていますが、そこには、同様のプライバシー哲学が共有されています。
BNI は、オンラインでもオフラインでも、情報の収集、使用、リリースおよびセキュリティにお
ける当社の行動に関する以下のプライバシーにかかわる原則に従っています：
•
•
•

お客さまに当社の情報に対する慣行について通知する。
お客さまにそのデータの当社による使用内容に関して選択させる。
お客さまにその個人情報の更新もしくは修正の機会を提供する。

•
•
•
•

情報セキュリティに対する安全保護対策をとる。
お客さまの情報の共有を制限する。
該当するプライバシー要件の遵守に向け取り組む。
お客さまに、プライバシー関連問題について当社に連絡する手段を提供する。

お客さまについて当社が収集する情報
A.
総則 当社サイト上で提示されている製品やサービスをより良く提供するために、
当社は、当社のユーザーに関する 2 種類の情報、すなわち個人識別情報と集計情報を収
集します。
個人識別情報とは、あなたが誰であるかの詳細を教えてくれる情報のことです。アカウント
の登録、商品の購入、ブログへのコンテンツの投稿、または当社へのフィードバックの送信
など、お客さまが当社サイトで特定のアクティビティをされている際に、当社は、お客さまご
自身に関する特定の情報の提供をお客さまにお願いすることがあります。個人識別情報
の例には、氏名、電子メールアドレス、郵送先住所、電話番号、年齢層、性別およびその
他の識別情報があります。当社サイトにご自身のプロフィールを設定される際、電子メール
アドレス、電話番号、および住所の提出を求められる場合があります。
集計情報とは、それ自身で特定の個人を識別することができない情報のことをいいます。
当社は、お客さまが当社サイト上で訪問した場所、およびその他のサイトがお客さまを当
社のサイトに導く場所に基づいて、お客さまに関する特定の情報を収集します。さまざまな
方法で収集されたこの情報は、個人ベースおよび集計ベースの双方に基づいて分析され
ます。この技術により、当社は、（i）本アプリケーションをお客さまのコンピュータ、モバイル
デバイス、またはモバイルデバイスにインストール時に、またはお客さまのモバイルデバイ
スの GPS を通じて、収集されるお客さまのコンピュータの IP アドレスおよびその地理的位
置情報、（ii）BNI のウェブサイト経由で収集される検索語もしくはインタラクティブ・ビヘイビ
ア、（iii）お客さまの購買行動、（iv）検索中にお客さまが探そうとしていた情報ソース、なら
びに（v）お客さまの実績データの時期（以下、総称して「共有情報」といいます）を確認する
ことができます。当社は、統計の作成やマーケティングプランの策定等、社内業務目的の
ために集約した形式でお客さまが提供する情報を使用することがあります。
B.
その他お客さまが提供する情報 当社はまた、お客さまが当社サイトに入力した、ま
たはそれ以外の方法で当社に提供した個人情報（お客さまが当社サイトに投稿したコメン
トに含まれる個人情報を含む）を収集し、保管することができます。これら情報には、お客さ
まの氏名、住所、電子メールアドレス、および電話番号（提供され、該当する場合）、お客さ
まの肖像（静止・動画の双方）、またお客さまが当社もしくは当社のパートナーと取引を行う
場合には、決済方法等の限定的財務情報（有効なクレジットカードの番号、種類、有効期
限その他財務情報）といった識別情報が含まれます。
C.
その他の人々に関する情報 当社はまた、お客さまが当社に提供する他の人々に
関する電子メールアドレスやIPアドレス等の個人情報を収集し、保管することもあります。
D.

懸賞およびコンテスト BNIが懸賞やコンテストを提供する場合、懸賞またはコンテ

ストで勝利された場合の通知という目的に限定して、個人情報が収集されます。
E.
データの自動収集 お客さまのコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアに関
する情報は自動的に収集され、他のBNIまたは提携ウェブサイトと共有される場合があり
ます。この情報には、お客さまのIPアドレス、ブラウザの種類と言語、ドメイン名、アクセス
時間、参照先ウェブサイトのアドレス、およびお客さまのブラウザが以前に受け入れた当社
からのクッキー（以下の「クッキー」を参照）であって、まだ削除されていないクッキーのコン
テンツが含まれることがあります。BNIは、これらの情報を使用して自社のサービスの品質
を維持し、ウェブサイトの訪問者に関する一般的な統計情報を提供します。

クッキー お客さまが当社サイトにアクセスする際、当社は、当社サイトをお客さまに
とってより使いやすくし、お客さまのオンライン・エクスペリエンスをカスタマイズするために、
1 つまたは複数の「クッキー」を使用する場合があります。クッキーを使用することにより、
お客さまが訪問したウェブページ、お客さまがクリックしたリンク、およびお客さまがウェブ
サイトで費やす時間といった、当社サイト上のお客さまのオンライン・アクティビティに関す
る情報も自動的に収集されます。お客さまは、ほとんどのブラウザでは自分の設定を使っ
てクッキーを削除またはブロックすることができますが、クッキーの拒絶を選択した場合、
当社サイトで提供されている機能の一部にサインインできないまたはそれを使用できない
ことがあります。

その他の技術 当社は、当社サイトのお客さまによる利用状況を追跡するために、
ウェブビーコンやその他類似の技術といった、進化し続けているインターネット技術を使用
することがあります。当社はまた、メッセージが開かれたか、および／またはそれに対して
行動がとられたかどうかを確認するために、会社の電子メールメッセージ、ニューズレター、
または通知にウェブビーコンを含ませる場合があります。これにより、当社サイトの訪問者
に提供するサービスをカスタマイズして、ターゲット広告を配信し、また当社のオンライン広
告、コンテンツ、プログラミングその他アクティビティの全体的な有効性を測定することが可
能となります。
第三者が収集する情報 当社は、広告代理店や広告ネットワークを含む第三者が
広告を当社サイトに掲載することを許可することがあります。これらの企業は、クッキー等
の追跡テクノロジーを使って、その広告を閲覧する、またはそれと情報をやりとりするユー
ザーについての情報を収集します。当社サイトは、別段の明示的記載がない限り、これら
の第三者企業に個人情報の提供は行いません。これらの情報により、かかる第三者企業
がターゲット広告を配信し、その有効性を計測することができます。これに関するご質問や
ご懸念がある場合は、legal@bni.com にて当社まで電子メールでお問い合わせください。

その他の情報源からの情報 当社は、本プライバシーポリシーに概略が記載され
ている、当社が受け取る情報を他の情報源や企業からの情報で補うことがあります。かか
る外部情報には、当社が自社の記録を修正し、例えば今後の通信等をより容易に配信す
ることを可能にする、通信業者または第三者から入手される更新済配信情報およびアドレ
ス情報；当社がブランドビジネスを共同で行っているまたは当社がテクニカルサービス、注
文処理サービス、広告提供サービスその他サービスを提供している店舗から入手されるア
カウント情報、購入もしくは返却に関する情報、およびページ閲覧情報；ウェブサーチ機能

を通じて実施された検索から入手される検索語情報および検索結果情報；有償での広告
掲載（Google のスポンサーリンク等に）等を対象にしたサーチ結果およびリンクに関する
情報；ならびに当社が不正利用を防止しそれを検知するために、また一部の顧客に一定
のクレジットもしくは金融サービスを提供するために使用している信用調査機関から入手さ
れる信用履歴情報等が含まれます。
F.
個人識別情報の保存および転送 BNIは、米国、またはBNI、その関連会社、子会
社、もしくは代理店がデータ施設を保有するその他の国で、個人識別情報を保存および処
理することがあります。お客さまは、当社サイトを利用することにより、かかる情報の国外
への転送に同意したものとみなされます。
当社が収集する情報の当社での使用内容
A.
総則 当社は主に、お客さまへのサポートやサービスを提供するために、お客さま
の個人識別情報を使用します。具体的には、BNIは、以下の目的でお客さまの個人情報を
収集し、使用します：
1. 当社サイトの運営およびお客さまが要求したサービスの提供
2. お客さまアカウントの管理およびカスタマーサポートの提供
3. 当社の製品、サービス、もしくはコンテンツ、または他社が提供する製品、サ
ービス、もしくはコンテンツのお客さまによる利用（個人および集計ベース）、または興味・
関心についての調査分析
4. 当社サービスおよび関係会社のサービスを用いたお客さまのサービス／製
品に対するクロスマーケティング
5. お客さまの適格性の検証およびコンテストや懸賞に関連したオンラインおよび
／またはオフラインでの配信
6. 当社の利用規約の遵守
7. 当社の事業の管理
8. ユーザー機能を提供するための BNI Connect 等のアプリケーションの有効
化と活用
9. 情報収集時にその他お客さまに説明した役割の実行
お客さまが BNI のメンバーになるか、または BNI 関連のウェブサイトに訪問する際
にお客さまが当社に個人識別情報の提供を選択しない限り、お客さまに関する個人識別
情報は収集されません。お客さまが個人識別情報を当社に提供された時点で、お客さまは、
BNI および関連する BNI のフランチャイズ加盟店が、お客さまおよび BNI のプロモーショ
ンにお客さまの情報を使用することに同意されたものとみなされます。 当社は、お客さま
の情報および環境設定が正確で完全であることを望んでいます。 お客さまは、電子メー
ルでお客さまの要求を legal@bni.com に送信することで、お客さまが当社に提供した個
人情報および環境設定へのアクセスを要求し、その情報および／または環境設定を訂正、
修正または更新することができます。
アカウント登録時にお客さまの電子メールアドレスおよび氏名を収集することにより、
BNIおよびその関係会社は、お客さまから要求を受けた際に、要求されたニューズレターを
お客さまに送付するか、または要求されたメーリングサービスまたは提示物を送付すること

が可能になります。お客さまは、登録時に、当社のパートナーおよび／または当社からの
提供物もしくは情報、または当社が不定期で送信する製品やイベント情報もしくはプロモー
ションに関する電子メールを受け取ることに対する興味の有無を必要に応じて示すことが
できます。お客さまがこれらの勧誘情報の受信を望まない旨の意思表示を過去されていな
い場合に限って、BNIおよびその関係会社のみがこれらの勧誘情報をお客さま宛に発信し
ます。お客さまがこれらの電子メールの受信を望まない場合には、必要に応じて、オプトア
ウトを選択するか、これらの電子メールの受信に対してオプトインの選択をしないようにし
てください。お客さまは、当社サイトのお客さまアカウント設定内で登録する際、またはそれ
以外で連絡先情報をBNIに提供される際に、BNIからの電子メールの受信をオプトアウトす
ることができます。
地理的位置情報に関する情報は、BNIがそのサイトのユーザーに地域情報を提供
するかどうかを判断するために使用されます。お客さまが懸賞やコンテストに自発的に参
加する場合、当社は、お客さまが懸賞やコンテストで勝利された場合に連絡を取るため、
電子メールアドレスやその他の連絡先情報の提出をお願いしています。BNIは、お客さま
から許可を得ることなく、これら情報をBNIの関連会社および子会社と共有する権利を留
保していますが、本プライバシーポリシーで別段の記載がある場合を除き、当社サイトでお
客さまが提出される個人情報は、第三者と共有されることはありません。
BNIは、お客さまの利便性を高めるために、当社サイトに電子メールメッセージを送
信するためのリンクを提供しており、お客さまの電子メールアドレスが、当社サイトでお客さ
まのお問い合わせに返信できるようにするため使用されています。BNIは、ウェブサイトの
どの部分が最も人気があるかを判断するために、当社ユーザーが訪問した当社サイトの
ページを追跡しています。このデータは、当社サイト内のカスタマイズされたコンテンツおよ
び広告を、特定の対象分野に関心があることを示す行動をとった顧客に配信するために使
用されます。
当社サイトの訪問者から収集されるデータの大半は、当該ウェブサイトを訪問する
人のタイプを評価し、訪問者が最も頻繁にアクセスするコンテンツを特定するために使用さ
れます。この情報は、BNIが、当社サイトへの訪問者の利益をより具体的に満足させるコン
テンツを提供することによりBNIのウェブサイトを改善するのに役立ちます。
B.
財務情報 BNI がお客さまの財務情報を収集する場合、BNI は、当社サイトで行わ
れた購買、メンバー登録または販売の支払いを処理し、不正な取引から当社の事業を保
護し、またはかかる不正な取引を特定し、またその他当社事業を経営する上で必要な措置
をとるためにお客さまの財務情報または決済方法を使用します。
情報共有相手
A.
総則 当社は、お客さま、または当社サイト上もしくは当社サービスを使用時のお
客さまのアクティビティに関して、個人情報その他を収集していますが、当社が、それをい
つ、誰と共有する可能性があるのかを理解していただきたいと考えています。

B.
個人識別情報 当社は、下記の場合を除いて、またはお客さまに通知して、お客さ
まの個人情報の共有に対してオプトアウトする機会を与える場合を除き、お客さまの個人
情報を他の者と共有することはありません。個人情報を共有する可能性がある対象者：
1.

認定サービス提供会社 ：当社は、お客さまの個人情報を、当社の代理として特定
のサービスを履行する当社の認定サービス提供会社と共有することがあります。こ
れらのサービスには、クレジットカードによる支払処理、製品およびサービスの提供、
カスタマーサービスおよびマーケティング支援の提供、ビジネスの運営および売上
分析の実行、当社サイトの機能に対するサポート、ならびに当社サイトを通じて提
供されるその他の機能およびプロモーションのサポート等が含まれることがありま
す。これらのサービス提供者には、その職務を果たすために必要な個人情報への
限定的アクセス等、これらのサービスを当社に提供するために必要な限定された
情報のみが提供されます。ただし、これらのサービス提供者は、この情報を他の目
的のために共有または使用することは認められていません。お客さまが当社サイト
で他の者と取引を締結するまたは支払いを行う場合、当社は、（a）当社サイト以外
で取引を取り扱う第三者へのリンクをお客さまに提供するか、または（b）取引を完
了するために必要な第三者に限定して取引情報を共有するかのいずれかを行い
ます。当社は、これらの第三者がお客さまの情報のプライバシーを尊重することに
同意するよう要求します。

2.

ビジネスパートナー：当社は、当社サイト上でプロモーション、懸賞、または第三者
による提供物を随時提供します。お客さまが、当社サイトまたは当社のサービスを
通じて提供されるこれらのサービスおよび／または製品を購入し、またはそれに関
わっている場合、当社は、これらの製品、サービス、プロモーション、コンテストおよ
び／または懸賞をお客さまに提供するために当社が提携している事業体と個人情
報を共有することがあります。お客さまが、特定の店舗が提供する提供物またはプ
ログラムに関わることを選択した場合、その店舗にお客さまの電子メールアドレス
およびその他情報を提供することを認めたものとみなされます。

3.

その他の状況 当社はまた、以下に該当する場合、お客さま情報を共有します：
a.
文書提出命令、裁判所命令、または法執行機関その他政府機関か
らの協力要請（民事および刑事事件に関連する場合を含む）に応じるため、
法的請求への防御のため、またはその他法による義務に対応するため。こ
のような場合、当社は、その独自の裁量により、法的異議申立または当社
に付与されている権利を行使するか、かかる権利を放棄するかを決定しま
す。これには、米国以外の法域からの要求に応じることが含まれることがあ
ります。要求に応じることが米国以外の法域での現地法に基づき義務づけ
られ、当該法域にいるユーザーに適用され、また一般に広く受け入れられ
ている国際基準に則ったものであると誠実に確信できる場合がそれにあた
ります。当社はまた、違法行為を防止し、差し迫った身体的傷害を防ぐため
に、または当社の<利用規約>に違反する人々から当社およびお客さまを
守るために必要であると誠実に確信できる場合には、情報の共有を行いま

す。これには、他の会社、弁護士、裁判所、または、該当する場合、その他
政府機関と情報を共有することが含まれます。
b.
当社事業の売却、合併、売却、事業分割、事業統合または資産売
却といった重大な企業取引に関連して。ただし、いかなる場合でも、取得法
人またはその他第三者の譲受人は、本プライバシーポリシーの条項に拘束
されます。
c.
BNI または BNI の紹介ネットワークの 1 つの権利もしくは財産を保
護し、守るため、ならびに、切迫した状況下で、BNI のメンバーおよびユー
ザーの個人的な安全、BNI のウェブサイト、または一般の人々を守るため
の措置をとるため。
当社が個人情報を開示する第三者は、個人情報の使用および開示に関する方法
が記載された独自のプライバシーポリシーを有する場合があります。これらのポリシーは、
当社が本プライバシーポリシーに記載されているように当該第三者とお客さまの個人情報
を共有した後、お客さまの個人情報の使用、取り扱いおよび開示に適用されます。これら
第三者のプライバシー保護の慣行について詳細を知りたい場合は、そのウェブサイトを訪
問してください。これらの事業体またはそのサーバーは、米国内または米国外に所在する
場合があります。
C.
集計された非個人情報 当社は、収集した集計情報および非個人情報を共有する
ことがあります。当社はまた、第三者と非個人情報を共有して、当社サイト上および第三者
のウェブサイト上でターゲット広告を開発し、配信することがあります。当社が収集した非
個人情報を、他の情報源から収集した追加の非個人情報と組み合わせることあります。ま
た、一般的なビジネス分析を行う目的で、アドバイザー、広告主、投資家等の第三者と集
計情報を共有する場合もあります。この情報には個人情報は含まれていませんが、お客さ
まおよび他のユーザーが利用し楽しみたいと考えられるサービスを開発するために使用さ
れることがあります。
ユーザー生成コンテンツについて
当社は、当社サイトへのユーザー投稿に対してスクリーニング、フィルタリングまたはモニ
タリング等を行いません。また、コメントやその他のユーザー投稿に個人情報（投稿者また
はその他の者に関連するか否かにかかわらず、名前、肖像、電子メールアドレス等を含む）
が含まれている場合であっても、かかる投稿から個人情報を抜き出したり、断片的に収集
したりはしません。ただし、かかる個人情報は、お客さまが当社のサービス利用規約に従
って共有している当社サイトの認定ユーザーにより閲覧される可能性があります。当社は、
お客さまの個人的コンテンツにアクセスすることはありませんが、当社サービスの正常な運
用を可能にするという目的に限定して「メタ」情報を使用しています。（以下「ユーザー投稿」
を参照）。
第三者のウェブサイト
本プライバシーポリシーに基づき運営されていない他のウェブサイトにアクセスするために
リンクをクリックすることができる多くの場所が、当社のサイトや当社サービス全体にありま

す。例えば、当社サイトで広告や検索結果をクリックすると、当社が管理していないウェブ
サイトに移動することがあります。これらの第三者のウェブサイトは、お客さまから個人情
報を含んだ情報を独自に要求し、収集することがあります。場合によっては、これらのウェ
ブサイト上のお客さまのアクティビティに関する情報を当社に提供することもあります。訪問
しているすべての第三者のウェブサイトにおけるプライバシーに関する声明を、通常は訪
問しているウェブページの下部にある「プライバシー」リンクをクリックして、参照することを
お勧めします。
お客さま情報へのアクセス
当社のオンラインアカウントをお持ちの場合、ご自身のアカウントにログインして、オンライ
ンでお客さまの個人情報を確認および更新することができます。また、当社に連絡いただ
き、個人情報の確認および更新をすることもできます。当社へのお問い合わせ方法の詳細
は、以下のとおりです。
オンラインアカウントをお持ちの場合は、legal@bni.com にて当社宛てに電子メールを送
信することによりいつでもアカウントを終了する選択が可能です。アカウントを終了しても、
分析目的や記録保持要件、ならびに、不正利用の防止、支払期日がきた料金の徴収、サ
ービス利用規約の行使、または法により許可されたその他の措置の行使のために、お客
さまのアカウントに関連した特定の情報を保持し続けることがあります。さらに、本プライバ
シーポリシーに記載されている特定の情報が既に第三者に提供されている場合、その情
報の保持は第三者のポリシーが適用されることになります。アカウントを終了した場合、当
社サイトと共有されてまたは当社サイトにアップロードされたアカウント情報はすべて、以
前に共有したすべてのユーザーアカウントから削除されます。
お客さまの情報の収集と使用に関するお客さまによる選択
1.

特定の情報を提供しないことを選択することは可能ですが、それはお客さまがメン
バーとしての登録、製品やサービスの購入、コンテスト、プロモーション、サーベイ
や懸賞への参加、お問い合わせ、または当社サイトでのその他取引の開始を行う
上で必要な情報であるため、当社サイトの特定の機能がご利用できなくなる可能
性があります。

2.

当社サイトに登録する際には、電子メール通知および／またはニューズレターを受
信するかどうかを選択するか、またはその旨を示すことができるようになっています。
通知メールの受信は、アカウント設定にアクセスするか、または通知メールの末尾
にあるリンクを通じていつでも配信停止の選択をすることができます。また当社から
の商用メールやプロモーションメールまたはニューズレターの場合は、その末尾の
リンクをクリックすることによりいつでも配信停止の選択をすることができます。当社
がお客さまに送信する商用メールでは、かかるメッセージを今後受信しないとして
オプトアウトすることができるようになっています。オプトアウト要求を処理するには
最大で 10 日間要することがあります。サービス通知、管理上の通知、アンケートと
いった、上記とは別の種類の取引上やメンバー関係の電子メール通信が送信され
ることがありますが、これはお客さまのアカウントが有効である以上、その受信をオ

プトアウトする選択はできないようになっています。アカウントの情報の変更や、プ
ロモーションメールの受信をオプトアウトした場合、当社からの今後のアクティビティ
やコミュニケーションに影響を与えることになる点につき留意ください。お客さまの
環境設定の変更や情報を更新する前に、既にお客さまの情報が第三者（クレジット
カード処理会社またはイベント提供会社等）に提供されている場合は、当該第三者
のサイトで直接お客さまの環境設定の変更を行う必要がある場合があります。
お客さまの個人情報の保護
当社は、不正なアクセスや開示からお客さまの個人情報が保護されるようにするため、適
切なセキュリティ対策（物理的、電子的、および手続き上の措置を含む）を講じています。
例えば、認可されたBNIの従業員、請負業者、および特定の第三者のサービス提供者だ
けが、個人情報にアクセスすることを許可されており、またその場合でも、許可されたビジ
ネス上の業務に関連した情報以外にはアクセスすることはできません。さらに、お客さまの
システムとの間での要配慮個人情報を送信する際にはデータを暗号化しています。当社
サイトにプロファイルを作成することを選択した場合、またはアカウントを登録する選択をし
た場合は、パスワードを決める必要があります。このパスワードは、現在のパスワードを使
用して最初に本サービスにログインした後は、いつでも変更することができます。パスワー
ドを機密として保持しておく必要があります。この情報を他の人と共有しないでください。誰
かとコンピュータを共有している場合は、そのコンピュータを後から使うユーザーがお客さ
まの情報にアクセスするのを防ぐため、常に当社サイトからログアウトしておくようにしてく
ださい。しかし、情報の共有には本来的なリスクがあります。当社より、お客さまの動画を
誰と共有するかを設定するプライバシー設定を提供していますが、いかなるセキュリティ対
策もが完全ではなく、または侵入不可能ではないことを是非知っておいてください。当社は、
お客さまの情報を共有する相手の行動を管理することはできないし、また許可された受信
者だけしかお客さまの動画を視聴しないといった保証をすることはできません。当社は、お
客さまの情報を共有する他のユーザーの行動を管理することはできません。当社は、認定
された者以外にはお客さまの情報を閲覧できないといった保証をすることはできません。し
たがって、当社はお客さまの情報を保護するための措置を講じていますが、お客さまの個
人情報、検索その他の通信が常に安全であると約束しているわけではなく、そのような期
待をしないようにお願いします。また、ユーザーは自分の個人情報をどのように取り扱い、
開示するかに注意を払い、安全でない電子メールで個人情報を送信しないようにする必要
があります。当社は、当社のプライバシー設定やセキュリティ対策に対する第三者による
迂回行為に対する責任は負いません。お客さまの動画を共有する相手の選択には慎重か
つ入念に取り組み、その上で、他のサービスで使用していない強力なパスワードを決めて
ください。個人情報の盗難から身を守る方法については、連邦取引委員会のウェブサイト
www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtmlを参照してください。
当社サイト上で提供されるコミュニティとフォーラム
当社サイト、または当社サイトでホストをしている他のオンラインフォーラムを介して開示す
る個人識別情報または要配慮の個人データは、他の者により収集され、使用される可能
性があります。これらのオンラインフォーラムで、個人情報を他の人に伝える際には十分な

注意を払うことをお勧めします。当社サイトに掲載されたハイパーリンクを経由して訪問す
ることを選択したウェブサイトのプライバシー声明を確認し、これらのウェブサイトがお客さ
まの情報をどのように収集、使用、共有しているかを理解するようにしてください。BNIは、
当社のウェブサイトを通じてアクセスした第三者のウェブサイト上のプライバシーポリシー
またはその他のコンテンツについて責任を負いません。
ユーザー投稿
当社は、お客さまが、氏名および電子メールアドレスといった自分自身に関する情報を投
稿し、または他の人とコミュニケーションをとることができる場所を当社サイト上に提供する
ことがあります。ここでの投稿には、当社のサービス利用規約が適用されます。また、お客
さまが、自発的に当社サイト上で個人情報を開示した場合は常に、その情報が閲覧可能
になり、お客さまのコンテンツへのアクセスが許可された他の人たちがそれを収集、使用す
ることができます。ご自身の個人情報は、慎重に注意深く取り扱うようにしてください。情報
をいったん投稿すれば、その情報を編集または削除することはできません。
児童のプライバシー
当社サイトは一般視聴者用のサイトであり、13 歳未満の児童から個人情報を意図的に収
集することはありません。当社サイトは、児童が利用することを意図したものではありませ
ん。法的に拘束力を有する契約を結ぶことができる法定年齢である場合に限り、当社サイ
トへアクセスすることができます。18 歳未満で、当社サイトを利用するための親または法
的保護者の許可がない場合、当社サイトにアクセスしたり、サービスを利用したりすること
はできません。13 歳またはそれ以上である場合、親または法的保護者の同意を得て初め
て当社サイトおよびサービスを利用することができます。
プライバシー・シールド
BNI は、米国商務省が情報の保持、使用、収集、および通知の原則について規定した EU
と米国およびスイスと米国のプライバシー・シールドの枠組みに準拠していることを自己証
明しています。BNI はさらに、第三者への情報の転送、アクセス、セキュリティ、データの完
全性ならびに目的の制限および実施に関するプライバシー・シールドの枠組みについての
推奨事項を遵守します。プライバシー・シールドプログラムに関する追加情報は
https://www.privacyshield.gov で閲覧することができます。連邦取引委員会（FTC）は
BNI のプライバシー・シールドへの準拠に関する管轄権を有します。BNI は、すべての個
人データの取り扱いが正確で、かつ、プライバシー・シールドの枠組みおよび適用原則に
従って、確実に処理され続けるようにするためにプライバシー・シールド認証を毎年更新し
ています。個人情報の処理および使用に関するすべての質問または苦情等に関しては、
legal@bni.com から直接連絡してください。
BNI は、プライバシー・シールドによって定められた要件に従って JAMS を独立した紛争解
決機構として選択しました。質問または苦情等が BNI に連絡してもうまく解決できない場
合、ユーザーは、https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safeharbor-claim にて、JAMS に訴えを起こすことができます。

第三者権利の不存在
本プライバシーポリシーは、当社サイトのユーザーに関して、第三者が行使可能な権利を
創出したり、個人情報の開示を要求したりするものではありません。
本プライバシーポリシーの変更
当社は、当社の慣行とサービスにおける変更を反映するために、本プライバシーポリシー
を適宜更新します。本プライバシーポリシーの変更を掲載する際には、本プライバシーポリ
シーの冒頭にある「最終更新日」の日付を変更します。当社が、お客さまの個人情報を収
集、使用、および／または共有する方法に重大な変更を加えた場合、お客さまのアカウン
ト、プロフィールまたは登録で最後に提供された電子メールアドレス（電子メールアドレスを
当社が保有している場合）に電子メールを送信し、および／または当社サイトの目立つ場
所に変更の通知を掲載して、お客さまにその旨の通知を行います。本プライバシーポリシ
ーまたはその他の当社ポリシーのいずれかに変更がないかどうか、随時当社サイトを確認
することをお勧めします。
当社への連絡方法
本プライバシーポリシーまたは当社の情報取扱慣行に関する疑問等があれば、あるいは
第三者によるダイレクトマーケティングの目的のために当該第三者に当社が保有する個人
情報を開示することについての情報をお知りになりたい場合は、以下の電子メールアドレ
スまたは郵便住所宛てで当社までお問い合わせください。
BNI Global, LLC
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
本プライバシーポリシーに関するご質問等がある場合は、legal@bni.comにてBNI宛てに
電子メールでお問い合わせください。
本プライバシーポリシーは、2017 年 9 月 21 日に最終更新されました。
©2017 BNI Global, LLC. 無断複写・転載を禁じます
著作権侵害報告
著作権侵害に対して抗弁通知を出す場合は、ここをクリックしてください。

1125746/31011665v.1

合衆国法典第 17 編第 512 条（c）項、デジタルミレニアム著作権法（以下「DMCA」といい
ます）により、当社のサーバーに格納されているコンテンツによる著作権侵害に対する BNI
の責任が制限されています。
著作権で保護された著作物が使用またはコピーされており、それが著作権を侵害する形で
BNI のサーバーに現在格納されていると思う場合、DMCA に、皆が望んでいる具体的な
手順について詳しく説明されていますので参照してください。その手順の 1 つは、合衆国
法典第 17 編第 512 条（c）項に明確にあらましが述べられている特定の種類の情報を当
社宛に提出することで、当社に対して通知することです。
通知は、米国郵政公社、またはその他の配達サービスによって、以下の住所に配達される
まで、有効ではありません。
BNI Global, LLC
宛先：General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
その際、以下の情報を提供してください：
1.
侵害されたとされる独占的著作権の著作権所有者または当該所有者の代理として
の権限を与えられた者による署名
2.
侵害されていると申し立てられている著作物の特定、または単一のオンラインサイ
トで複数の著作物が単一の通知でカバーされている場合、当該サイト上にある対象となる
著作物の代表一覧
3.
侵害しているまたは侵害行為の対象であると申し立てられ、削除またはアクセスを
無効化する必要があるとされるマテリアルの特定、ならびに BNI が当該マテリアルの所在
を見つけ出す上で合理的に必要な情報
4.
住所、電話番号、および可能であれば、申立当事者に連絡をとることができる電子
メールアドレス等の、BNI が申立当事者に連絡を取ることができるようにする上で合理的
に必要な情報
5.
申し立てられているマテリアルの使用内容が、著作権者、その代理人または法律
により認められた使用でないことを申立当事者が誠実に確信している旨の記述
6.
通知に記載されている情報が正確であり、偽証罪の罰則に関する事項を確認した
上のものである旨の記述、また申立当事者が、侵害請求されている独占的権利の所有者
である、またはその所有者の代理としての権限を与えられたものであるとする記述

申立当事者からの適切な通知を受領した時点で、BNI は調査を開始し、申立当事者によ
る届出書を被疑侵害者に転送します。BNI は、申立内容を調査している間、自らの独自裁
量に基づき、法的に当社サイトから侵害を申し立てられているマテリアルを一時的に削除
するか、そのアクセスを禁止することができます。ただし、これは法的義務ではありません。
BNI は、申立当事者が著作権侵害に関する正当な申立を提起したと判断した場合、被疑
侵害者の BNI アカウントを継続的に停止し、および／またはそれが BNI サーバーだけに
格納されている場合は、侵害を申し立てられているマテリアルへのアクセスを禁止します。
BNI は、申立当事者が正当な申立をまだ提起していないと判断した場合には、侵害を申し
立てられているマテリアルへのアクセスの禁止を解除します。
著作権侵害の抗弁通知
お客さまが、[商標等]侵害通知を受け取り、削除もしくはアクセスの無効化の対象となって
いるマテリアルが、過誤または誤認の結果として削除もしくはアクセスを無効化されたとす
る誠実な確信に基づき異議申立をしたいと考えた場合、BNI に対して抗弁通知を提出する
ことができます。
合衆国法典第 17 編第 512 条（c）項、デジタルミレニアム著作権法（以下「DMCA」といい
ます）には、皆が望んでいる特定の手順につき詳しく説明されています。その手順の 1 つ
は、当社に抗弁通知を提出することです。
DMCA では、お客さまのサービスプロバイダーとしての BNI が、当社のユーザー／メンバ
ーであるお客さまから抗弁通知を受け取った時点で初めて、侵害が申し立てられているコ
ンテンツをオンラインに戻すことができると規定されています。
抗弁通知には、合衆国法典第 17 編第 512 条（c）項で明確にあらましが述べられている
特定の種類の情報が記載されている必要があります。
抗弁通知は、米国郵政公社、またはその他の配達サービスによって、以下の住所に配達
されるまで、有効ではありません。
BNI Global, LLC
宛先：General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
その際、以下の情報を提供してください：
1.

被疑侵害者の署名（すなわち、お客さまの署名）

2.
削除された、またはアクセスが無効化にされたマテリアル、および当該マテリアル
が削除されたまたはそれへのアクセスが無効化される前に、当該マテリアルが掲載されて
いた場所の特定
3.
被疑侵害者が、偽証罪の罰則に関する事項を確認の上、削除もしくはアクセスの
無効化の対象となっているマテリアルが、過誤または誤認の結果として削除もしくはアクセ
スを無効化されたとする誠実な確信を持っているとする記述
4.
被疑侵害者の氏名、住所、および電話番号、ならびに被疑侵害者がノースカロライ
ナ州西部地区の連邦地方裁判所の管轄、または被疑侵害者の住所が米国外にある場合
は、 BNI が所在する区域の裁判所の管轄に同意する旨の記述、また、被疑侵害者は、申
立当事者もしくは当該当事者の代理人からの訴状の送達を受け入れる旨の記述
BNI は、抗弁通知を受領した時点で、速やかに申立当事者に抗弁通知の写しを提出し、
当該当事者に対して、10 営業日以内に、取り除かれたマテリアルを元に戻すまたは当該
マテリアルに対するアクセスの無効化を中止する旨を通知するものとします。BNI は、BNI
のアプリケーションソフト、サイトまたはネットワーク上の当該マテリアルに関する侵害行為
に対して、被疑侵害者への裁判所からの差止命令を求める訴訟を提起したとの通知を申
立当事者から最初に受け取っていない限り、抗弁通知を受領してから最低 10 日後から
14 営業日以内に、取り除かれたマテリアルを元に戻し、当該マテリアルに対するアクセス
の無効化を中止します。
抗弁通知は、米国郵政公社、またはその他の配達サービスによって、以下の住所に配達
されるまで、有効ではありません。
BNI Global, LLC
宛先：General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
商標等侵害報告
BNI に商標等の違反があったことを通知するには、具体的な指示内容に従ってください。
商標等の侵害に対して抗弁通知を出す場合は、ここをクリックしてください。
貴殿（以下「申立当事者」といいます）が、自らが保有する有効な登録商標またはサービス
マーク（米国特許商標庁の主登録簿に登録されている商標等、あるいは、海外で登録され
ている商標等の場合は、申立当事者の国における知的財産権を取り扱う適切な機関に登
録されている商標等）で保護された商標等の侵害に対して、商標等に関する申立を提出し
て、補助登録簿上の登録はかかる目的においては有効とはみなされない旨を陳述しようと
する場合、BNI は、申立当事者が、それに関する以下の情報を提供することにより、当該
申立の裏付けを行うことを要求します。

1.
その登録番号を含め、侵害の申立がされている商標、サービスマーク、トレードドレ
ス、名称、またはその他のしるし（以下「商標等」といいます）
2.

商標等が適用される法域または地理的区域

3.

上記で特定された商標等の所有者の名称、郵便宛先および電話番号

4.
上記で特定された商標等の対象となる、またはそれに基づき提供されている商品
および／またはサービス
5.

上記で特定された商標等が初めて使用された日付

6.

上記で特定された商標等が州際通商で初めて使用された日付

7.

申立当事者が、その商標等が侵害されていると信じるにいたった経緯の説明

8.
侵害していると申し立てられているウェブサイトの所有者が BNI のユーザー／メン
バーであるとする十分な証拠
9.

電子メールアドレス等を含む侵害商標等の正確な場所

10.

偽証罪の罰則に関する事項を確認の上署名された信義誠実に基づく証明書

11.

他者の権利を侵害しているウェブサイト[ウェブサイトの特定要]の内容

12.

権利が侵害されている当事者の名称または氏名

13.

侵害されている商標等[商標等の特定]

14.
対象となっている侵害を申し立てられているウェブサイトのコンテンツの使用に関し
ては、弁護の余地はないとする記述
貴殿の商標等に関する申立は、米国郵政公社、またはその他の配達サービスによって、
以下の住所に配達されるまで、有効ではありません。
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BNI は、商標等に関する申立に対し前記で明記された適切な情報を受領した時点で、調
査を開始し、申立当事者による届出書を被疑侵害者に転送します。BNI は、訴状内容を調

査している間、自らの独自裁量に基づき、当社サイトから侵害を申し立てられているマテリ
アルを一時的に削除することができます。ただし、これは法的義務ではありません。
BNI は、申立当事者が商標等に関する正当な申立を提起したと判断した場合、単独の裁
量で、異議申立をされたマテリアルを当社サイトから恒久的に削除し、さらに被疑侵害者の
BNI アカウントを停止することができます。ただし、これは法的義務ではありません。BNI
は、申立当事者が正当な申立をまだ提起していないと判断した場合には、侵害を申し立て
られているマテリアルへのアクセスの禁止を解除します。
商標等侵害の抗弁通知
お客さまが、商標等侵害通知を受け取り、削除もしくはアクセスの無効化の対象となってい
るマテリアルが、過誤または誤認の結果として削除もしくはアクセスを無効化されたとする
誠実な確信に基づき異議申立をしたいと考えた場合、BNI に以下の情報を提供して抗弁
通知を提出することができます。
1.

被疑侵害者の署名（すなわち、お客さまの署名）

2.
削除された、またはアクセスが無効化にされたマテリアル、および当該マテリアル
が削除されたまたはそれへのアクセスが無効化される前に、当該マテリアルが掲載されて
いた場所の特定
3.
被疑侵害者が、偽証罪の罰則に関する事項を確認の上、削除もしくはアクセスの
無効化の対象となっているマテリアルが、過誤または誤認の結果として削除もしくはアクセ
スを無効化されたとする誠実な確信を持っているとする記述
4.
被疑侵害者の氏名、住所、および電話番号、ならびに被疑侵害者がノースカロライ
ナ州西部地区の連邦地方裁判所の管轄、または被疑侵害者の住所が米国外にある場合
は、 BNI が所在する区域の裁判所の管轄に同意する旨の記述、また、被疑侵害者は、申
立当事者もしくは当該当事者の代理人からの訴状の送達を受け入れる旨の記述
BNI は、抗弁通知を受領した時点で、速やかに申立当事者に抗弁通知の写しを提出し、
当該当事者に対して、10 営業日以内に、取り除かれたマテリアルを元に戻すまたは当該
マテリアルに対するアクセスの無効化を中止する旨を通知するものとします。BNI は、BNI
のアプリケーションソフト、サイトまたはネットワーク上の当該マテリアルに関する侵害行為
に対して、被疑侵害者への裁判所からの差止命令を求める訴訟を提起したとの通知を申
立当事者から最初に受け取っていない限り、抗弁通知を受領してから最低 10 日後から
14 営業日以内に、取り除かれたマテリアルを元に戻し、当該マテリアルに対するアクセス
の無効化を中止します。
抗弁通知は、米国郵政公社、またはその他の配達サービスによって、以下の住所に配達
されるまで、有効ではありません。
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