利用規約
本利用規約は、パーカー・ハネフィン株式会社、その子会社、関連会社、関係会社（「パーカー」または「パーカー組織」）
の特定のウェブサイト、オンラインサービス、アプリケーション、電話サポートサービス、E メール、テキストまたはその他のメッセ
ージング、ブログ、ソフトウェアおよびネットワーク（インターネット・オブ・シングズ（IoT）デバイス、ウェブおよびソーシャルメデ
ィアサイトおよびページ、ゲームおよびコンテスト、ソフトウェアまたはネットワークを含む）（「パーカーサービス」）の使用を対
象としています。本利用規約は、パーカーサービスを使用、ダウンロードまたはその他の方法でアクセスする際に、あなたの
個人情報がどのように扱われるのかを理解するのに役立ちます。
パーカーサービスを利用するばあい、この利用規約を読み、プライバシーポリシー、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）
およびクッキーと安全に関する関連情報にアクセスして読み、それぞれの条件に同意したことを示しています。
パーカーサービスは、企業間での使用のみを目的としています。パーカー組織は、使いやすく、ニーズを満たすサービス、機
能および製品情報を提供するために、ユーザーおよびユーザーによるパーカーサービスの使用に関する情報を収集します。
例えば、パーカーのウェブサイトを使用する場合、パーカーは、利用者の連絡先の詳細や、勤務先の会社のためにパーカー
製品とサービスの注文や問い合わせを行うために訪問したページに関する情報を含む個人情報を収集することがあります。
問い合わせ
お住まいの国のパーカー組織の詳細については、 www.parker.com にアクセスし、［Choose Your Country］を
選択し、次に［Contact Us］または［Contact Parker］を選択し、［Contact Information］というラベルの情
報を参照してください。［Contact Us］（問い合わせ）機能を使用するときには、利用者の個人的な連絡先や、自
宅の住所や電話番号等のその他の個人情報を提供しないように注意してください。追加情報については、プライバシー
ポリシーを参照してください。
アップデートと改訂
本利用規約は、随時変更されることがあります。特定の国では、また適用法によっては、個人情報の範囲に影響を与える
重要な変更については、具体的にお知らせする場合があります。これは、変更を実施する前に、ウェブサイトまたはアプリケ
ーションのランディングページに、変更通知を目立つように掲載するか、電子メールで変更通知を送信することによって行う
ことがあります。個人情報の取り扱いに関して追加の同意が必要な場合は、修正済の個人情報の処理範囲について同
意を求めることがあります。
本利用規約、当社のプライバシーポリシーまたは Cookies に関する関連情報についてご質問がある場合は、引き続きパ
ーカーサービスをご利用になる前に、お住まいの国にあるパーカー組織に問い合わせください。
IP アドレス
IP アドレスは、インターネットサービスプロバイダ（ISP）によってコンピュータまたはその他のデバイスに自動的に割り当てら
れる番号です。当社のサービスは、自動的に IP アドレスを収集して使用します（適用法で義務付けられている場合、ユ
ーザーを特定しないように短縮される場合があります）。これは識別目的で行われるため、要求されたデータは、お住まい
の国の場所に合わせて調整されたコンテンツを提示するように、コンピュータまたは他のデバイスに送信することができます。
IP アドレス、サーバーログおよびその他の同等のデータは個人を特定するものではないため、当社は、適用法で別段の定
めがない限り、そのような情報を非個人情報として取り扱います。とりわけ、パーカー組織は当社のウェブサイトとシステムを
管理し、当社のウェブサイトの使用レベルを計算し、当社のウェブサイトおよびその他のパーカーシステムの問題を診断する
ために IP アドレスを使用します。また、パーカーサービスへのアクセスに同じコンピュータまたは他のデバイスが使用されるたび
に、現地の言語を選択すること等の煩わしい操作を省略するため、個人のコンピュータまたはその他のデバイスを「記憶する」
目的で Cookie と組み合わせて IP アドレスを使用します（Cookies 参照）。

登録ユーザーまたは指名ユーザー
パーカーサービスでは、登録ユーザーまたは指名ユーザーになることができます。そのようなユーザーになると、当社からユーザ
ーの名前、会社の E メールアドレス、役職、会社の電話番号、勤務先とその住所、その他の情報について問い合わせする
かもしれません。ユーザーの詳細とコンテンツの好みを覚えておくために、クッキーを使用することがあります（下記の
Cookies 参照）。当社の製品、サービス、その他、関心があるかもしれないトピックに関して電子メールを受け取りたいか
どうか尋ねられるかもしれません。パーカー組織は、必要に応じて、また、適用法に応じて、ユーザーの同意がない限り、この
ようなメッセージを送ることはありません。詳細については、テイラードマーケティング E メール（Tailored Marketing
Emails）に記載されています。
「ライブチャット」
「ライブチャット」は、パーカーのウェイブサイト（www.parker.com）の特定の国のページでご利用いただけます。ユーザ
ーとパーカーまたはパーカー代理店との間で直接、リアルタイムでウェブベースチャットを行うことができます（興味のある製品
/サービスによって異なります）。これを利用して、例えば、パーカー組織の製品やサービスに関する技術的またはその他の
問い合わせをすることができます。「ライブチャット」をご利用されると、ユーザーの名前、会社の E メールアドレス、ユーザーの
役職、会社の電話番号、ユーザーの勤務先と住所と国名などの情報が収集されます。「ライブチャット」は第三者ベンダー
によって運営されており、「ライブチャット」を通じて収集されたユーザーの個人情報はヨーロッパ経済圏外の国や地域を含む、
ユーザーの国の外で保存または処理される場合があります。パーカー製品やサービスに関するユーザーからの追加質問にお
答えするため、あるいはパーカーがその製品やサービスを改善するために、「ライブチャット」セッションの記録を残すことがあり
ます。
ユーザーの個人情報がユーザー自身の国（必要に応じて、ヨーロッパ経済圏外を含む）以外に転送されることを以下の
組織に対して同意する場合を除き、「ライブチャット」を使用することを選択しないでください。
(i) ユーザーからの問い合わせにお答えするパーカー組織
(ii) 「ライブチャット」を運営する第三者ベンダー
また、パーカー組織がユーザーの個人情報を転送するために信頼する同意以外にも、個人情報を転送する正当な理由
がある場合がありますので、ご注意ください。
勿論、パーカーサービスを利用する代わりに、電話でパーカー組織の製品またはサービスに関する情報を直接入手すること
もできます。電話での問い合わせの詳細については、www.parker.com の「問い合わせ」の詳細を参照してください。
警告：すべてのフリーテキスト領域およびオンラインチャット機能と同様に、「ライブチャット」は送信するリアルタイムコミュニケ
ーションの内容を決定することができます。これらの領域に入力するときには注意してください。パーカーサービス、とりわけ、
「ライブチャット」は、ビジネスでの使用のみを目的としています。パーカー組織は、パーカー組織の製品またはサービスに関す
る問い合わせを処理するため、またはパーカーサービスを使いやすくし、ユーザーのニーズに対応できるようにするために厳密
に必要な場合のみ、パーカーサービスを通じて、ビジネス上の連絡先の詳細に関する個人情報を収集します。パーカーサ
ービス、特に「ライブチャット」機能を使用するときには、ユーザー個人の連絡先の詳細や、ユーザー個人の私的な立場
に関する個人情報、人種の詳細、民族的出身、宗教的信条や信念、健康・医療情報、労働組合の会員資格、性的
指向等に関する機密性の高い個人情報などの個人情報を提供しないように注意してください（ユーザーの同僚がパ
ーカー組織とコミュニケーションをお取りになりたい場合には、その人自身がそうするように依頼してください）。
テイラードマーケティング E メール
パーカーサービスに初めてアクセスしたとき、法律に準じてパーカー組織の製品またはサービスおよびその他の興味深いトピッ
クに関する電子メールメッセージを受信するかどうかを尋ねられることがあります。

パーカーサービスをどのように使用するかによって、電子メールには、パーカー組織の製品またはサービスに合わせた特定のク
ッキーが使用されます。クッキーは、ユーザーの名前と会社の E メールアドレスを、ユーザーが訪れたパーカーサービスの様々
なページの内容と組み合わせます。これは、ユーザーに関する非常に限られた個人情報であり、ユーザーの勤務先会社に
も関連することになります。お使いのブラウザまたはデバイスは、このクッキーを無効にするように設定することができます。詳
細については、Cookies を参照してください。
また、E メールの配信停止など、ユーザーのプリファレンス（基本設定）を E メールで管理することができます。これを行うに
は、E メールの下部にある［Manage Preferences］をクリックします。ユーザーの国にあるパーカー組織に連絡すれば、
いつでも E メールを停止することもできます（上記の「問い合わせ」の詳細を参照）。E メールがユーザーの国のパーカー組
織からではなく、パーカー組織内の別の会社からのものである場合、ユーザーの国のパーカー組織はこれらの E メールを管
理できないかもしれませんが、それぞれの独自判断でＥメールの配信停止のための問い合わせ先を教えるか、ユーザーの
配信停止要求を転送することもできます。
パーカー組織は、テイラードマーケティング E メールをユーザーのビジネス用 E メールアドレスにのみ送信したいと考えて
います。ユーザーの個人的な E メールアドレスは使用しないようにしてください。
当社との契約にもかかわらず、当社はユーザーの E メールアドレスをマーケティングの目的にのみ使用することができます。特
定の国では、適用法に応じて、マーケティング目的でユーザーの E メールアドレスを使用することに対して、異議を申し立て
る権利があり、（電子メールで送信された「配信停止」要求だけでなく）あらゆる通信タイプとメディアから拒否することがで
きます。ユーザーの異議申立は、当社が受信しない限り有効にはなりません。異議を申し立てる場合には、いつでも当社
に問い合わせください（上記の「問い合わせ」情報を参照）。E メールの受信後に異議を申し立てたい場合、さきほど説
明したように「Manage Preferences」リンクを利用することもできます。
18 歳未満のユーザー
18 歳未満の方は、このウェブサイトを使用できません。
著作権
Copyright © Parker Hannifin Corporation.著作権の年度は本年度です。全著作権所有。パーカー・ハネフィン
社の事前許可なく、形式を問わず、手段を問わず、パーカーサービスの内容を複写、複製、交換、配布、公開、表示、
修正または譲渡することを禁じます。著作権の侵害は、刑法上の違反であり、刑事罰および民事罰の対象となります。
保証の制限
パーカーサービスに含まれるデータと情報は正確であると想定していますが、商品性および特定の目的に対する適合性の
黙示的保証を含み、明示・黙示的を問わず、保証も条件もなしで、「そのまま」提供されます。いかなる場合も、パーカー
組織は、適用法によって特別の定めがある場合を除き、特別損害、間接的損害または結果的損害を含み、パーカーサ
ービスの使用に関連するいかなる損害についても責任を負いません。パーカー製品とサービスは、必要に応じて、パーカーの
販売提案に記載された契約条件にしたがってのみ保証されます。
ユーザーアクセス
パーカーは、独自の判断により、（1）パーカーサービスへのユーザーのアクセスを取り消し、（2）パーカーサービスまたは
その使用条件の全体または一部を修正、変更、撤回、削除または無効にすることができます。
商標
「Parker」、「Parker-Hannifin」、及びここに記載されたその他のパーカーの名称または製品は、Parker-Hannifin
Corporation またはそのライセンサーの商標または登録商標です。ここに記載されたその他の製品または会社名は、それ
ぞれの所有者の商標であります。

ソフトウェアとファイル
パーカーサービスからダウンロード、アクセスまたはその他の用途に使用できるようにすることができるソフトウェア、アプリケーシ
ョン、プログラムまたはファイル（集合的に、「ソフトウェア」）は、パーカーおよびそのサプライヤーの著作物である可能性があ
ります。ソフトウェアの使用は、この通知の条項およびエンドユーザー使用許諾契約書（「EULA」）に準拠します。ソフト
ウェアは、エンドユーザーによる使用のみを目的として、あるいは EULA にしたがって、ダウンロードすることができます。EULA
に準拠しないソフトウェアの複製または再配布は、法律によって明示的に禁じられています。上記を制限することなく、ソフ
トウェアを他のサーバーまたはメディアの場所に複写または複製し、さらに複製または再配布することは明示的に禁じられて
います。ソフトウェアは、必要に応じて、EULA の条項にしたがってのみ保証されます。適用法によって制限される場合を除
き、パーカーは、商品性、特定の目的に対する適合性、権利および不侵害のすべての黙示保証と条件を含み、ソフトウェ
アに関するすべての保証と条件を否認します。
免責事項
パーカーは、パーカーサービスの機能が中断されたり、エラーが発生したりしないこと、障害が是正されること、あるいはパーカ
ーサービスまたはパーカーサービスを提供するサービスにウイルスやその他の有害な要素が含まれていないことを保証しませ
ん。この責任の放棄は、契約違反、不法行為、怠慢またはその他のあらゆる訴訟原因を問わず、性能の不具合、エラー、
省略、中断、削除、欠陥、運用または送信の遅れ、コンピュータウイルス、通信回線の故障、盗難または破壊、あるいは
記録の無許可のアクセス、改ざんまたは使用に原因するあらゆる損害または損傷に適用されます。パーカーは、他の加入
者または第三者の中傷行為、不快な行為または違法行為については責任を負いませんし、上記に原因する損傷リスク
は全面的にユーザーの責任になりますのでご注意ください。適用法によるその他の制限を除き、いかなる場合も、パーカー、
あるいはパーカーサービスまたはソフトウェアの作成、製作または配布に関与する個人または組織は、パーカーサービスの使
用または使用不能から生じる直接、間接、偶発的、特別、結果的または懲罰的損害を含み、これに限定されることなく、
いかなる損害に対しても責任を負いません。このセクションの規定は、パーサーサービスの全ての内容に適用されますので、
ご注意ください。
ソーシャルメディアとフィードバック
パーカーサービスには、掲示板、チャットルーム、ニューズグループ、メッセージング、ゲーム、コンテストおよびパーカーへのフィ
ードバックまたはユーザー間のリアルタイムの対話を可能にするその他のメディア（「ソーシャルメディア」）が含まれる場合が
あります。パーカーは、ソーシャルメディアに配信されるメッセージ、画像、情報またはファイルを管理しません。以下は、ソー
シャルメディアおよびパーカーサービスを利用するときの禁止事項です。
1. 他のユーザーがソーシャルメディアまたはパーカーサービスを利用したり、楽しんだりすることを制限または禁止すること。
2. 違法、反競争的、脅迫的、虐待的、侮辱的、中傷的、わいせつ、下品、ポルノ、冒涜的または卑猥なあらゆる種類
の情報を投稿または送信すること。これには、刑事犯罪を構成し、民事責任を生じさせ、あるいは地方、州、国内また
は国際法に違反する行為を構成する送信が無制限に含まれます。
3. 所有者または権利者から最初に許可を得ることなく、プライバシーまたはパブリシティー権の侵害となる資料または著作
権、商標またはその他の所有権、あるいはそれに関連する派生物によって保護されている資料を含み、他人の権利を
侵害または侵す情報、ソフトウェアまたはその他の資料を投稿または送信すること。
4. ウイルス、その他の有害な要素を含む情報、ソフトウェア、その他の資料を投稿または送信すること。
5. パーカー組織の業務目的以外の商業目的で、あるいは同等の広告を含む情報、ソフトウェアまたはその他の資料を投
稿、送信またはその他の方法で利用すること。
パーカーは、ソーシャルメディアのコンテンツを監視または編集する義務を負いません。ただし、法律、規制または政府の要
求を満たすために必要に応じてユーザーによって投稿された情報を開示する権利、あるいはパーカーの独自の判断により

好ましくない、あるいはこれらの規定に違反すると思われる情報または資料の全体または一部を編集、投稿拒否または削
除する権利を常に保留します。
メッセージや画像の投稿、ファイルのアップロード、データやその他の情報の入力、あるいはパーカーサービスまたはソーシャル
メディアを通じて、あるいはこれに関連してフィードバック、提案、要求、修正、コメントまたはその他の形式のコミュニケーショ
ンを行う、あるいは提供することによって、ユーザーは、ロイヤリティフリー、永続的、非独占的、無制限の、次のような世界
的ライセンスをパーカー組織に付与することになります。
1.

メッセージ、画像、ファイル、データまたはその他の情報またはその他の通信を使用、複写、再使用許諾、翻案、送
信、再送信、配布および公的に実行または表示する。

2. メッセージ、画像、ファイル、データまたはその他の情報またはその他の通信に関連して付与された上記の権利のいず
れかを行使する無制限の権利を第三者に再使用許諾する。
上記の権利の付与には、そのようなメッセージ、画像、ファイル、データまたはその他の情報またはその他の通信の知的
財産権または所有権を行使する権利が含まれ、これには、関連する管轄区域内における著作権、商標、特許、公
報またはプライバシーに関する法律に基づく権利が含まれますが、これに限定されません。パーカーは、そのようなファイ
ル、メッセージ、画像、ファイル、データまたはその他の情報またはその他の通信の機密性を維持する義務を一切負い
ません。
使用制限
適用法によって許可される範囲を除き、以下の行為は禁じられます。
1. 必要に応じて、ユーザー本人、登録ユーザーまたは指名ユーザー以外の人のためにパーカーサービスまたはソフトウェア
を利用できるようにすること、あるいは使用すること。
2. パーカーサービスまたはソフトウェアを販売、転売、ライセンス供与、サブライセンス供与、頒布、レンタルまたはリースす
ること、あるいはサービスまたはソフトウェアをサービスビューローまたはアウトソーシングサービスに含めること。
3. パーカーサービスまたはソフトウェアを使用して、侵害、中傷またはその他の違法または不法資料を保存または送信し
たり、第三者のプライバシー権を侵害する資料を保存または送信したりすること。
4. パーカーサービスまたはソフトウェアを使用して、悪意のあるコードを保存または送信したり、パーカーサービスまたはその
中に含まれるデータの完全性やパフォーマンスを干渉または妨害したりすること。
5. パーカーサービス、ソフトウェア、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。
6. 契約上の使用制限を回避するような方法でパーカーサービスまたはソフトウェアへの直接的または間接的なアクセス、
あるいは使用を許可すること。
7. パーカーサービスまたはソフトウェア、あるいはその一部、特徴、機能またはユーザーインタフェースを複写すること。
8. パーカーサービスまたはソフトウェアの一部をフレーミングまたはミラーリングすること。
9. パーカーサービスまたはソフトウェアにアクセスし、競争力のある製品またはサービスを構築すること。
10. パーカーサービスをリバースエンジニアリングすること。
責任限定
いかなる状況下でも、パーカー組織は、パーカーサービスの使用または使用不可能性から生じる直接的、間接的、付随
的、特別または結果的損害に対して責任を負いません。ユーザーは、パーカーがユーザーに対する中傷、反競争、攻撃ま
たは違法な行為についても責任を負わないことを明確に認識し、合意するものとします。パーカーのパーカーサービスまたは
パーカーの条件にご納得いただけない場合は、唯一かつ排他的な解決策は、当該サービスの使用を中止することです。

解約
本規定は、いかなる時も、予告なしにパーカーによって解約されるまでは有効です。解約の場合、該当するパーカーサービ
スにはアクセスできなくなりますが、ただし、ダウンロードされたソフトウェアまたはコンテンツに関してユーザーに課された制限お
よびこれらの規定に定められた免責と責任限定は、その後も有効に存続するものとします。
その他
これらの規定は、法の原則または抵触の適用を除き、米国オハイオ州の法律に準拠し、これにしたがって解釈されるものと
します。これらの規定のいずれかの条項が違法、無効または何らかの理由で法的強制力がない場合、当該条項は本合
意書から切り離すことができるものとみなし、残りの条項の有効性と法的強制力には影響を与えないものとします。
ファイル転送プロトコル（FTP）サイト
パーカー、第三者の請負業者またはパーカーのベンダーが所有または提供する FTP またはその他のファイル共有サーバー
（「パーカーサーバー」）にアップロードされたファイルが、ファイルが意図されている個人のみがアクセスできるようにするため、
パーカーは合理的な努力を払いますが、アップロードされたファイルに対する不正アクセスについて、パーカーは一切責任を
負わないものとし、そのようなファイルの機密性を維持する義務を負いません。パーカーは、理由の如何を問わず、独自の
判断で、アップロードされたフィルを確認、取り消しまたは削除する権利を保留します。第三者の著作権のある資料または
機密資料をアップロードすることは厳禁します。
パーカーは、商品性および特定の目的に対する適合性および不侵害の黙示保証を含み、パーカーサーバーからダウンロー
ドされたファイルに関する一切の保証を否認します。
パーカーは、パーカーが保有または提供するパーカーサーバーからダウンロードされたファイルの完全性または機能性について、
ファイルにウイルスが含まれていない、あるいは不具合がないことを含め、一切の表明を行いません。
いかなる場合も、パーカーは、パーカーサーバーの使用から、あるいは使用に関連して発生するいかなる損害についても、か
かる損害が契約、過失、不法行為、法令、平衡法、法律等から発生していると否を問わず、一切損害を負いません。パ
ーカーサーバーからファイルをアップロードまたはダウンロードすることにより、ユーザーはこれらの規定に明示的に同意すること
になります。
ユーザーデータ
ここで使用されている「ユーザーデータ」とは、ユーザーからサービスに送信された、あるいはサービスを使用してユーザーに関
連して収集または処理されたデータ、情報、その他のコンテンツを指します。ユーザーはユーザーデータを使用するライセンス
をパーカーに付与する権利を有することを保証し、ユーザーにサービスを提供するため、またはその他のサービスまたは製品
を提供するためにユーザーデータを複写、バックアップ、保存、転送、維持、修正および使用する永久ライセンスをパーカー、
その販売店、代理店およびビジネスパートナーに付与し、各自がそれぞれの資格で業務を行いますが、全体的に、サービ
スを改善し、強化するために個人を特定できる情報は含みません。パーカーは、上記のプライバシーポリシーにしたがっての
み個人を特定できる情報を収集、複写、バックアップ、保存、転送および使用することができます。本サービスを使用するこ
とにより、ユーザーはこのようなプライバシーポリシーに同意したことになります。
著作権エージェント
パーカーは、全ての著作権者の権利を尊重し、著作権者の権利を侵害する資料をウェブサイトから削除することを規定し
たポリシーを採用し、実施しています。ユーザーの作品が著作権侵害を構成する方法で複写されたと思われる場合には、
デジタル・ミレニアム著作権法のオンライン著作権侵害責任限定法 17 U.S.C. § 512 によって要求される以下の情報
をパーカー著作権エージェントに提供してください。
1. 侵害されているとされる独占権の所有者に代わって行動する権限が与えられた人の物理的な署名または電子署名

2. 侵害されたと主張される著作物の識別、あるいは単一オンラインサイトで複数の著作物が単一通知でカバーされてい
る場合は、当該サイトにおけるそのような作品の代表的なリスト
3. 侵害された、侵害されている、あるいは侵害行為の対象になっており、削除すべき資料の識別、あるいは無効にすべ
きその資料へのアクセスおよびその資料を特定するのに十分な情報
4. 異議申立当事者と連絡を取るのに合理的に十分な情報
5. 異議が申し立てられた方法による資料の使用法が著作権所有者、その代理人または法律によって許可されていな
いことを誠実に申し立てる異議申立当事者の声明
6. 通知に記載されて情報が正確であること、および、偽証罪で罰せられることを条件として、異議申立当事者が侵害さ
れているとされる独占権の所有者に代わって行動する権限を与えられていることの声明
パーカーサービスの、あるいはパーカーサービスに関連する著作権侵害の申立通知を担当するパーカー著作権エージェント
には、次のように連絡することができます。
著作権エージェント
Attn: Legal Department
6035 Parkland Boulevard
Cleveland, Ohio 44124-4141
Phone: (216) 896-3000
Fax: (216) 896-4027
E-mail: copyrightagent@parker.com
ParkerStores
ParkerStores は、Parker Hannifin Corporation またはその子会社、関連会社の独立代理店です。詳細情報に
ついては、ParkerStore™ネットワーク www.parkerstore.com をご覧ください。
補償規定
ユーザーは、パーカーサービス、ソフトウェア、情報または文書の使用または誤用、あるいは違法、侵害、卑猥、中傷、その
他非合法のユーザーデータ、あるいはこれらの規定の違反または違反の申立から、あるいはこれらに関連して発生する一
切の責任、クレーム、損害および弁護士費用を含む諸経費に対して単独で責任を負い、これらからパーカー組織を保護
し、補償し、損害を与えないことを合意するものとします。

最終更新日：2018 年 5 月

