
GSパネル利用規約 

 

1 本規約の承諾 

1.1 ユーザによる GlobalSign の GS パネルシステム及びその他関連するシステムまたはソ

フトウェア（以下総称して「本サービス」という）のご利用には、ユーザと GlobalSign

との間の本 GSパネル利用規約（以下「本規約」という）の規程が適用されます。本規約

において「GlobalSign」とは、ユーザがデジタル証明書を申請した GMO グローバルサ

イン株式会社、及び同社が直接的または間接的な支配権を有するところの、または同

社が支配される関係にあるところの関係会社を含むものとし、これには、GlobalSign NV, 

GMO GlobalSign Pte Ltd., GMO GlobalSign K.K., GMO GlobalSign Inc., GMO 

GlobalSign Certificate Services Pvt. Ltd., 及び GMO GlobalSign Russia LLC

が含まれます。 

1.2 また、本サービスの利用に際して、ユーザは、GlobalSign のウエブサイト上の

https://jp.globalsign.com/repository/ に適宜掲載されるガイドラインや規程

（以下「追加規程」という）のうち本規約に適用される規程に従うものとします。こ

れら全ての追加規程（プライバシーポリシーを含むが、これに限るものではない）は

本規約に組み込まれて適用されるものとします。 

1.3 追加規程に規定する内容と本規約に規定する内容が矛盾する場合、本サービスに関し

ては追加規程が優先するものとします。 

1.4 ユーザは、本サービスを本規約、追加規程、及び適用される法令（データやソフトウェアの

輸出規制を含む）が認める目的利用でのみ利用することに合意します。 

2 本サービスの概要 

2.1 本サービスは現在、登録、オーダー、会計、請求、コミュニケーション、その他管理

機能等を含む様々な機能やリソースを提供しています。また、本サービスを利用して

GlobalSignからのサービスや管理に関する通知が行われることがあります。明確に記載さ

れていない限り、本サービスへの如何なる新しい機能追加や変更もサービスの一部となり、

追加または変更した機能の利用は本規約に基づくものとします。 

2.2 GlobalSign は本サービスの最新性、削除、誤配信、また何らかの機能エラーについて

は一切保証致しません。ユーザは、自らの責任と費用で本サービスにアクセスする必

要があり、これに必要な機器やソフトウェアや通信手段等を用意するものとします。 
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3 登録時の要件 

本サービスを利用するにあたり、ユーザは、本サービスに表示されるユーザ登録のための書式に、

ユーザ自身の、または所属組織に関する真実の、正確な、現在時点の、完全なデータ（以下「登録

データ」という）を入力すること、また、登録データがそのように真実の、正確な、現在時点の、

完全なデータであるように適宜修正することに同意します。GlobalSignは、ユーザが万一これらに

違反して、これらデータが真実ではなく、不正確であり、現在のものではなく、また不完全なもの

であった場合、或いはがそういった判断をするに足る合理的理由がある場合には、当該ユーザのア

カウントを削除し、または、本サービスの全部或いは一部の利用、及び現時点或いは将来の利用を

停止する権利を有します。 

4 GLOBALSIGN のプライバシーポリシーについて 

登録データ及び GlobalSignが取得した他のユーザに関する情報（以下「取得情報」という）

は、GlobalSignのプライバシーポリシーに従って取り扱われます。GlobalSignのプライバシ

ーポリシーの詳細はウエブサイト上の http://jp.globalsign.com/privacy/ に記載の通

りです。本サービスを利用するにあたり、ユーザは、GlobalSignが取得情報を、プライバシ

ーポリシーに従って取得し、使用することに同意するものとします。また、GlobalSign 及

び関係会社が、取得情報の保管、オーダー処理、その他事業上必要となる目的使用のために、これ

ら情報をベルギー法人たる GlobalSign NV （登記住所が Martelarenlaan 38,3010 Leuvenにあると

ころの）、及び/或いは、その他の GlobalSign関係会社に移管することに同意します。 

5 アカウント及びパスワードの管理 

ユーザは、本サービスへの登録後アカウントナンバーを取得します。ユーザは各自の責任

において、自己のパスワードを設定し、そのアカウント及びパスワードの機密管理を行いま

す。そして、このアカウント及びパスワードを用いて行われた全ての行為の責任を、ユー

ザ自身が負うものとします。万一、パスワード或いはアカウントが不正利用された場合、

または機密事項の漏洩があった場合には、ただちに GlobalSign のウエブサイト、

https://jp.globalsign.com/support/ 宛に電子メールにて通知することに同意します。またユ

ーザは、本サービスの利用を終了する際には、その都度ログアウトすることに同意します。

GlobalSignは、本５項に関するユーザの遵守事項に関するエラーから発生した損害について

は一切の責任を負いません。 

6 コミュニケーション機能 

6.1 ユーザが GlobalSignのリセラーの場合、ユーザが作成した全ての情報、データ、文書、そ

の他コンテンツ（以下総称して「リセラーコンテンツ」という）は、当該ユーザの責

任において発信されるということに同意します。すなわち、リセラーが送信したり、
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或いはそれを可能にしたところのリセラーコンテンツに関する責任はユーザ自身が負

い、GlobalSignは一切責任を負わないものとします。また、GlobalSignは、ユーザが本

サービスを媒介として掲載したリセラーコンテンツを管理したり、その内容の信頼性、

真実性、妥当性を保証したりすることは一切ありません。GlobalSign はリセラーコン

テンツには一切責任を負いません。すなわちリセラーコンテンツ上のいかなるエラー、

不作為に関して、或いは、本サービスを介してリセラーコンテンツを発信したことに

起因するいかなる損害または被害等に関しては責任を負いません。 

6.2 GlobalSignは、リセラーコンテンツの検閲はしません。しかし、GlobalSignは自らの判

断により、本サービスを通じて提供または送付されるリセラーコンテンツを検閲また

は削除する権利を有します。 

6.3 ユーザは、法律の要請がある場合、GlobalSign がアカウント情報及びリセラーコンテ

ンツを入手、保存または開示することができることを了解します。また、(a) 法律順

守の為、(b) 本規約遂行の為、(c) リセラーコンテンツの第３者権利侵害というクレ

ーム対応の為、(d) カスタマーサポート上のユーザ要求の為、或いは(e) GlobalSign

の財産、権利、業務の安全を守る為に、GlobalSignが合理的な必要性があると判断する場

合も上記に該当します。 

7 支払条件 

7.1 GSパネルシステムのアカウントを作成、使用する際に使用料はかかりません。但し、本サー

ビスを通じてデジタル証明書を購入、または入金する場合には、該当する支払規程が適用さ

れます。 

8 GLOBALSIGNに対する補償 

ユーザは、リセラーコンテンツに関し、第３者からのいかなるクレームや賠償請求があった

場合にも、GlobalSign、及び GlobalSign の系列会社、役員、代理店、社員、パートナーやライセ

ンサーを防禦するものとします。この場合のクレームや賠償請求とは、ユーザによる本サービ

スの利用、ユーザが本サービスを使用できないこと、ユーザが本サービスを用いてリセラー

コンテンツを提供すること、またはこれを可能にすること、ユーザが本サービスへ接続する

こと、ユーザの本規約違反、或いはユーザによる第三者の権利侵害等が原因で、もしくはこ

れらに起因して生じたところの全てのものをいいます。 

9 サービス内容の変更等 

GlobalSignが必要と判断した場合には、事前に通知することなくいつでも本サービスの内容

を変更、停止または中止することができるものとします。本サービスの内容を変更、停止
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または中止した場合でも、GlobalSignはユーザ及び第三者に対して一切責任を負わないもの

とします。 

10 解除 

GlobalSignが必要と判断した場合には、その理由の如何にかかわらずユーザアカウントを削

除し、本サービスの利用を如何なる時でも終了する権利を保有しています。その判断の理

由としては、ユーザが本規約もしくは追加規程の規定に違反した場合、法律上の要請及び

政府その他公的機関からの要請があった場合、ユーザから終了の申込があった場合、予期

せぬ技術上もしくはセキュリティー上の問題が発生した場合、ユーザに不正行為の疑いや

違法行為があった場合、またはユーザの GlobalSignのサービスや商品購入に関連する支払いの

不履行があった場合等を含みます。 

11 GLOBALSIGNの財産権 

11.1 本サービス及び本サービスに関連して利用されている全てのソフトウェア（以下「本

ソフトウェア」という）は、その追加機能、変更部分、更新版も含め、財産権及び機

密情報を包含するものであり、知的財産権法等の関連法規により保護されています。 

11.2 GlobalSignはユーザに対し、本サービス及び本ソフトウェアのオブジェクトコードを

利用するための非独占的、一身専属的なライセンスを無償で許諾します。但し、これ

はユーザが以下に同意する場合に限ります。すなわち、リバースエンジニアリング、

リバースアセンブル、その他ソースコードの解読等によって本サービス及び本ソフト

ウェアの複製、改変、二次的著作物の作成等を行わないこと、また本サービス及び本

ソフトウェア自体を対象とした譲渡、貸与、再許諾、担保提供、その他いかなる権利

移動に関わる行為を行わないこと、対象の全部或いは一部という問題に拘らず一切こ

れらを行わないということです。 

12 免責事項 

ユーザは以下の事項について明確に理解し、かつこれらに同意するものとします： 

12.1 本サービスとソフトウェアの利用は、ユーザ自身の責任において行うこと。本サービ

スとソフトウェアは「現状有姿のまま」及び「入手できる状態のままで」提供される

もので、GlobalSign及び GlobalSign系列会社、役員、代理店、社員、パートナーやライセ

ンサーが、明示または黙示を問わず、如何なる保証をもここで明示的に否認されるこ

と。またここにいう保証とは、商品性の有無、特定目的適合性及び非侵害性等に関す

る暗黙の保証を含む一切の保証を含むこと。 
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12.2 GlobalSign及び GlobalSignの系列会社、役員、代理店、社員、パートナーやライセンサー

は、以下については一切保証致しないこと。すなわち、（ⅰ）本サービスやソフトウ

ェアがユーザの要求を満たすものであること、（ⅱ）本サービス、ソフトウェアが常

に中断することなく提供されるものであること、それらが最新のものであること、ま

た不具合やエラーが生じないこと、（ⅲ）本サービスやソフトウェアを通じて購入で

きる商材、サービス、情報等の品質がユーザの期待を満たすものであること。 

12.3 ユーザが GlobalSign或いは本サービスやソフトウェアを通じて得たいかなる言辞、情

報も、それが口頭によるものであれ書面によるものであれ、本規約に規定されている

内容以外のいかなる保証をも行うものではないこと。 

13 責任の制限 

ユーザは、GlobalSignと GlobalSign系列会社、役員、代理店、社員、パートナーやライセンサー

が以下の損害に関して一切の賠償責任を負わないことを明示的に理解し、同意するものと

します。すなわち、直接的か間接的かに拘らず、偶発的なもの、特殊なもの、または必然

的或いは典型的なもの等を含む一切の損害、また、（１）本サービスやソフトウェアを使用

したこと、或いは使用できなかったこと、（２）ユーザの送信やデータへの不正アクセスや

不正な変更、或いは（３）本サービスやソフトウェアに関するその他のこと、これらが原

因となって引き起こされる利益損失、暖簾、使用上の、或いはその他無形の損失といった

一切の損害については、GlobalSignがそれら損害発生の可能性を事前に告知されていたか否

かに関わらず、責任を負わないということです。 

14 本規約に特に定めがない場合、本契約に関しては GlobalSign とユーザ以外の第３者の受益者

は設定されていません。 

15 通知 

GlobalSign は、本規約の変更に関する通知を含むユーザ向けの通知を、電子メール、郵便、

または本サービス上にて表示する方法を用いて行います。 

16 商標権 

GlobalSignのロゴ、商標、サービスマーク、その他 GlobalSignのサービスに関する名称や商標は

GlobalSignと系列会社の商標権であり（以下「GlobalSign マーク」という）、ユーザは、GlobalSign

の事前の書面での承諾を得ない限り、これら GlobalSignマークを利用しないことに同意します。 

17 雑則 

17.1 完全合意  
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本規約及び何らかの追加規程は、ユーザによる本サービスの利用に関するユーザと

GlobalSignとの間の完全なる法的な合意を構成し、かつ、ユーザと GlobalSignとの間

で本サービスに関して書面または口頭にてそれ以前に交わされた合意事項に取って

代わるものです。 

17.2 準拠法、裁判管轄  

本規約及び追加情報の準拠法は日本法とします。また、本サービスまたは本規約に関

連して GlobalSign とユーザの間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の

専属管轄裁判所とします。 

17.3 放棄と可分規程  

GlobalSign が署名入りの書面にてその旨を記載していない限り、本規約における

GlobalSign の権利または救済手段が放棄されることはありません。GlobalSignが本規約ま

たは追加規程に記載される何れかの権利または規定を行使しなかったとしても、これ

が GlobalSignの当該権利または規定の放棄を構成するものではありません。また、管

轄権を有するいずれかの裁判所が、本規約のいずれかの箇所或いは規定が違法で、法

的強制力がなく無効であるとみなした場合、本規約の残余部分は引続き有効であり、

いかなることがあっても損なわれることはありません。 

17.4 表題  

本規約の表題は、単なる便宜のために付されるものであり、その内容の解釈に何ら影

響を与えるものではありません。 

（以上） 
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