利用規約
regus.com、hq.com、および stratisnet.com の各 Web サイト（以下、「リージャスグループの Web サ
イト」、個々を指す場合は「Web サイト」）は、Regus Group plc（以下「リージャスグループ」）お
よび提携会社が所有および運営しています。 お客様は、リージャスグループの Web サイトを使用お
よび閲覧することによって、ここに記載されている利用規約、およびすべての適用法と規制の文書を
読み、理解し、またそれらに従うことに同意したものとみなされます。 これらの利用規約に従うこと
に同意しない場合は、本 Web サイトを使用しないでください。 リージャスグループは、事前の予告
なしに、これらの利用規約を変更することがありますので、定期的にこのページにアクセスして、条
項が変更されていないかどうか確認してください。 利用規約の変更後も本 Web サイトを引き続き使
用すると、お客様がこのページで変更を確認されなかった場合でも、その変更に同意されたものとみ
なされます。
個人情報保護
リージャスグループの個人情報保護方針をお読みください。個人情報保護方針も本利用規約の一部で
あり、本 Web サイトの利用条件が記載されています。
Web サイトのコンテンツ
本 Web サイトに含まれる画像、詳細情報、データ、イラスト、デザイン、アイコン、写真、ビデオク
リップ、テキスト、ソフトウェア、グラフィック、スクリプト、ロゴ、およびその他のすべての素材
（以下「コンテンツ」）は、リージャスグループ、提携会社、およびコンテンツプロバイダが独占的
に所有しています。 コンテンツは、著作権、商標、サービスマーク、トレードドレス、およびリージ
ャスグループが所有するその他の知的所有権によって保護されています。 本利用規約に明記されてい
ないすべての権利は、リージャスグループが所有します。
HQ Global Workplaces, Inc.、HQ VoiceWorks、HQ Access、HQ Virtual Office、HQ Business Access、HQ
Mail 、 HQ Mail Plus 、 HQ Phone Plus 、 HQ Group Classroom 、 HQ Network Access 、 HQ
Videoconferencing、HQ Audio Conferencing、HQ Web Conferencing、HQ Front Office、Regus Business
Centres Corp、Stratis Business Centers, Inc.、Business Meeting Places、Regus Group Network、Regus Group
VoiceWorks、Regus Group Access、Regus Group Virtual Office、Regus Group Business Access、Regus
Group Mail、Regus Group Mail Plus、Regus Group Phone Plus、Regus Group Group Classroom、Regus
Group Network Access、Regus Group Videoconferencing、Regus Group Audio Conferencing、Regus Group
Web Conferencing、Regus Group Front Office、およびリージャスグループの Web サイトに含まれるリー
ジャスグループのその他のマーク、ロゴ、およびデザインは、リージャスグループおよび提携会社が
独占的に使用する商標およびサービスマークです。
リージャスグループの Web サイトに含まれるリージャスグループ以外の商標およびサービスマーク
は、該当する各社の財産です。
Web サイトの使用および制限事項
本 Web サイトおよびコンテンツを個人および非商業以外の目的で使用しないでください。 本 Web サ
イトとコンテンツを、リージャスグループまたは所有者の書面による許可なく改変、消去、削除、送
信、発行、配布、プロキシのキャッシュ、アップロード、掲載、再配布、ライセンスの譲渡、販売、
複製、再発行、宣伝することは固く禁じられています。 また、リージャスグループの事前の書面によ
る同意なく、フレームの取り込み技術を用いてリージャスグループの商標やロゴを使用したり、メタ
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タグやその他の隠し文字タグを使用することはできません。 さらに、リージャスグループの事前の書
面による同意なく、本 Web サイトへのリンクを作成することはできません。 スパイダーや、ロボッ
ト、その他同様のデータ収集・抽出ツールの使用は禁じられています。
お客様は、個人で使用する場合に限り、本 Web サイトに掲載されているコンテンツを表示・印刷、お
よびダウンロード用コンテンツをダウンロードすることはできますが、著作権やその他の所有権に関
する記述を削除・変更するなど、コンテンツ自体に変更を加えることはできません。 素材をコピーま
たはダウンロードしても、コンテンツの権利、所有権、および要求権はお客様に譲渡されません。
取引関係
本 Web サイトに掲載されている情報は、無料で提供され、情報提供のみを目的としています。お客様
が本 Web サイトにアクセスしても、リージャスグループとの取引関係が成立するわけではありませ
ん。
オンライン上の行為
お客様は、本 Web サイトを合法的な目的にのみ使用することに同意するものとします。 違法、有害、
脅迫的、不正、悪質、中傷的、低俗、猥褻、俗悪、または不愉快な素材や、民法および刑法に反する
恐れのある素材を本 Web サイトに、または本 Web サイトを経由して掲載または送信することは禁じら
れています。 リージャスグループは、（1）法律、規制、または政府機関による要求に従うため、
（2）情報の開示が本 Web サイトの運営に不可欠または適切である場合、または（3）リージャスグル
ープ、提携会社、およびお客様の権利または所有物を保護するために、コンテンツや電子通信の内容
（お客様の経歴、E メールアドレス、およびその他の情報）を開示する場合があります。
情報の正確性
リージャスグループは、最新情報の正確性について万全を期していますが、本 Web サイトに含まれる
情報が正確、完全、確実、および最新で間違いがないこと、または本 Web サイトがウィルスに感染し
ていないことを保証するものではありません。 また、リージャスグループは本 Web サイトのいかなる
間違いまたは遺漏に対する責任も負いません。 リージャスグループは、コンテンツの変更、本 Web
サイトの改良、間違いや遺漏の修正を、お客様への予告なしにいつでも行うことができますが、これ
らの作業を行う義務はありません。 リージャスグループは、情報を適時更新するよう努めますが、情
報の正確性については責任を負いません。 お客様は、お客様の責任において本 Web サイトの情報を
使用し、リージャスグループは、お客様が本 Web サイトを使用した結果生じるデータの損失、利益の
損失、その他のいかなる損害および損失に対する責任も負わないものとします。
第三者の Web サイト
本 Web サイトのリンクからアクセス可能なサービスまたは Web サイトは、リージャスグループによっ
て管理および運営されていない場合があります。 リージャスグループは、利便性と情報提供のために
これらのリンクを掲載しています。 これらのリンクは、それらの第三者による Web サイトやサービス
の支持を示すものではありません。 リージャスグループは、第三者の Web サイトやサービスに対す
るいかなる責任も負いません。 お客様は、お客様の責任において、本 Web サイトにリンクしている
Web サイトまたはサービスを使用するものとします。
限定保障と責任の限定
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本 Web サイトとそのコンテンツは、明示・黙示を問わず、リージャスグループによるいかなる表示も
保障もなしに、現状のまま提供されます。 リージャスグループは、商業性、特定の目的への適合性、
所有権、および侵害行為のないことの暗示的な保証など、明示的および暗示的なすべての保証を放棄
します。
リージャスグループは、いかなる場合においても、本 Web サイト、および本 Web サイトとリンクし
ている Web サイトまたはサービス、またはそれらのコピー・表示・使用に関連して発生するいかなる
直接的、間接的、懲罰的、付随的、保障的、例外的、二次的な損害と、データ・収益・利益の損失、
所有物の損失または損害、事業の妨害、またはプログラム・データの損失に対し、いずれの関係者に
対しても、賠償請求の法的根拠にかかわらず、一切責任を負わないものとします。この責任の限定
は、運営またはサービスの過失、不作為、ウィルス、遅延、または中断が原因で発生する障害など、
リージャスグループが上記の損害の発生を知らされていた場合でも適用されるものとします。 リージ

ャスグループは、本 Web サイトからアクセス可能な第三者の Web サイトおよびそのコンテン
ツ、本 Web サイトの使用、または本 Web サイトに関連するソフトウェアの使用により、また
はそれらに関連して発生するいかなる損失または損害に対する責任も負いません。
一部の州法では、暗示的な保証の制限または特定の損害の除外または制限を容認していません。 これ
らの法律がお客様に適用される場合、上記の限定保障事項、免責事項、制限の一部または全部が適用
されない場合がありますが、その場合も、リージャスグループの責任は、適用法により許容される範
囲において制限されるものとします。
免責事項
お客様は、お客様の本利用規約への違反行為、本 Web サイトの使用、または第三者の権利の侵害行為
により、またはそれらに関連して発生する第三者からの請求、訴訟、要求、損失、または損害（弁護
料および経費を含む）に対する責任をリージャスグループに転嫁しないことに同意するものとしま
す。
違法行為に対する是正措置
リージャスグループは、本利用規約に違反する行為に対し、特定の IP アドレスからのアクセスを拒否
する権利などを含め、法律および衡平法によって許可されるあらゆる是正措置を模索する権利を有し
ます。
ご意見・ご要望
本 Web サイトを通じてお客様から寄せられたご意見、ご要望、アイデア、およびその他の提案は、公
開可能な所有権のないものとして取り扱われ、お客様への補償義務なしに、リージャスグループによ
ってあらゆる目的のために開示または使用されることがあります。 リージャスグループに提供された
すべての個人情報は、リージャスグループの個人情報保護方針に従って処理されます。
適用法および専属管轄区
本 Web サイトおよびコンテンツは、アメリカ合衆国で使用可能なサービスの宣伝のみを目的として掲
載されています。 本 Web サイトは、リージャスグループにより、テキサス州アディソンのオフィスで
管理および運営されています。 お客様は、お客様が本 Web サイトにアクセスしている地域の管轄区の
法律に従う責任を負い、それらの法律に反して本 Web サイトの情報にアクセスしたり、それらの情報
を使用しないことに同意するものとします。 本利用規約とお客様による本 Web サイトの使用は、いず
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れの抵触法の条項に関係なく、テキサス州の州法に準拠するものとします。 お客様は、テキサス州ダ
ラスの対人管轄権に従い、本利用規約に基づいて発生する訴訟が、アメリカ合衆国テキサス州ダラス
郡の州立裁判所および連邦裁判所で独占的に審理および起訴されることに同意するものとします。 リ
ージャスグループが本利用規約に規定されている権利を遂行できない場合でも、本利用規約のどの条
項の権利を放棄するものではありません。
論争の解決
本利用規約または本 Web サイトに関連する賠償請求および論争（HQ から要求される差し止め救済を
除く）は、米国仲裁協会のその時点で有効な規則に従って、仲裁により解決するものとします。 仲裁
は、テキサス州ダラスにおいて実施されます。 関係者は、仲裁者の判定により拘束されます。 適用法
により許容される範囲において、いかなる仲裁も、集合代表仲裁の手続きを経ているかどうかに関係
なく、本利用規約に該当する関係者に関わる仲裁と併合されないものとします。
その他
本利用規約のいずれかの条項が無効または履行不可能であると決定された場合も、その決定が本利用
規約のその他の条項に影響しないものとします。 法規または法律の別段の定めに関わらず、本 Web
サイトの使用により、またはそれに関連して、または本利用規約に基づいて発生した賠償請求または
訴訟は、それらの請求または訴訟原因の発生から 1 年以内に提起されない場合、永久に排除されま
す。 本利用規約の各条項の題名は、便宜上設定されたものであり、法的または契約的な効力を有しま
せん。
お問い合わせ
本 Web サイトに関するお問い合わせは、webmaster@regus.com までお寄せください。
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