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ウェブサイト利用規約
Rodan&Fields®へようこそ。当社ウェブサイトをお楽しみいただき、当社ウェブサイト
をご利用いただくことでロダン＋フィールズについて、また、当社のスキンケア製品、
さらには当社の連鎖販売プログラムについて知っていただければ幸いです。
ロダン＋フィールズのウェブサイトをご利用又はご登録いただく前に、本利用規約（以
下「本規約」といいます。）をよくお読みください。本規約は、お客様によるロダン＋
フィールズオンラインウェブサイト並びにウェブサイト上又はウェブサイトを通じて
（ウェブサイトを通じて提供される、ロダン＋フィールズの独立コンサルタントの個人
ページを含みます。）提供され又は閲覧に供される製品、サービス、ソフトウェア、ツ
ール、アプリケーション、特性若しくは機能（総称して、以下「当社サイト」といいま
す。）へのアクセスおよび使用について規定するものです。お客様による当社サイトへ
のアクセス及び利用は、お客様が本規約に同意し、これを遵守することが明示的前提条
件となります。本規約に同意しない場合、当社サイトへのアクセス又は使用は認められ
ません。また、本規約に違反された場合には当社サイトへのアクセス及び使用を停止さ
せていただくことがあります。
また当社サイトにおいて会員として購入いただいたり、登録いただいたりする方は満
20 歳以上の方となります
当社は、いつでも、本規約の全部又は一部につき変更を行い、当社サイトを変更し（当
社サイト内のコンテンツ又は特徴を削除又は停止することを含みます。）、当社サイト
の利用に伴う手数料又は料金を変更する権利を留保します。当社が行った変更は、その
通知をもって直ちに有効となり、かかる通知は、当社サイトへの掲載又は電子メールを
含む（但しこれらに限定されません。）方法により提供されます。お客様がかかる通知
後も当社サイトを引き続き利用された場合、かかる変更を承諾されたものとみなしま
す。本規約の最新版を把握していただくため、本ページを定期的にご確認ください。
お客様がロダン＋フィールズの独立コンサルタントである場合、お客様による当社サイ
ト（ご自身のウェブページがある場合、これを含みます。）へのアクセス及びご利用
は、ロダン＋フィールズのポリシー及び手続を含め、ご自身のコンサルタント契約の規
定も適用されます。
本規約において、「当社」、「当社の」及び「ロダン＋フィールズ」とは、ロダン＆フ
ィールズ・エルエルシー（その子会社及び関連会社（ロダン＆フィールズジャパン合同
会社を含みます。）を含みます。）を指すものとします。
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1.登録
お客様が当社のアカウントを作成し、当社サイトを通じて注文を行うための登録を行っ
た場合、お客様は、(a)登録フォームの指示に従いご自身について正確、最新かつ完全
な情報（E メールアドレスを含みます。）を提供すること、及び(b)当該情報が常に正
確、最新かつ完全であるようお客様の情報（E メールアドレスを含みます。）を維持
し、更新することに同意するものとします。お客様が提供された情報が事実と異なり、
不正確であり、最新でなく又は不完全である場合、当社はお客様による当社サイトへの
アクセス及びご利用を終了する権利を留保することをご了承ください。お客様にご提供
いただいた情報を当社が使用又は開示する場合、当社のプライバシーポリシーに準拠し
ます。また、お客様が当社サイトを通じて登録や注文をした場合、確認のメールが 24
時間以内に配信される可能性があることに同意するものとします。
アカウント作成及び登録プロセスの一環として、お客様はユーザーネームとパスワード
の選択を要求されることがあります。当社は、当該ユーザーネームが他人のなりすまし
であり、違法、低俗若しくはその他の理由により不快感を与え、商標その他財産権に関
する法令により保護されるものであり、又はその他混乱を招くものであると当社が判断
した場合等、その理由の如何を問わず、当社単独の裁量によりお客様に対するユーザー
ネームの付与を拒否する場合があります。お客様のユーザーネーム及びパスワードの機
密性はご自身で責任を持っていただき、当社サイトの利用又はアクセスをし得る地位を
第三者に譲渡又は転売しない旨同意していただきます。お客様のユーザーネーム及び

パスワードの機密性を維持すること並びにお客様のアカウントを通じて行うアクティ
ビティ（該当がある場合、購入を含みます。）については、お客様自身で全責任を負
うものとします。
2.お客様による当社サイトの利用
お客様が本規約を遵守することを前提とし、かつこれを条件として、当社が提供する限
りにおいて、かつお客様が個人的目的で利用する限りにおいて、当社はお客様に対し、
当社サイトに含まれる画像、テキスト、グラフィック、サウンド、データ、リンク及び
その他素材（下記第 3 条に定義する「お客様提出物」を除きます。）を含め、当社サイ
トへのアクセス及び利用について非独占的で、譲渡不可かつ再許諾不可の制限付き権利
及びライセンスを付与します。当社サイト（これに含まれるあらゆる素材及びあらゆる
知的財産権を含みます。）は、引き続きロダン＋フィールズ又はそのライセンサー若し
くは提供会社に帰属します。本規約において明示的に認められる場合を除き、お客様
は、ロダン＋フィールズの書面による承諾がない限り、当社サイトのいかなる部分も使
用、複製、配布、変更、送信又は公開することはできません。当社サイトをご利用にな
る際、お客様は以下の行為を行わないことに同意していただきます。
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他者の権利（他者のプライバシー権又はパブリシティ権を含むがこれらに限定され
ません。）の誹謗中傷、悪用、ハラスメント、ストーキング、脅迫又はその他の方
法で侵害する行為
他の個人若しくは法人へのなりすまし行為、他の個人若しくは法人との関係につい
て虚偽の記載その他不実表示を行う行為、又は不正な、誤導的な若しくは不正確な
E メールアドレスその他の連絡先情報を使用する行為
「ハッキング」や当社サイトの一部書き換えを含め（但しこれらに限定されませ
ん。）、他のユーザーによる当社サイトの利用を制限又は抑制する行為
適用ある法令又は規則に違反する行為
当社の書面による事前承諾なく、お客様による表明が当社の承認を受けたものであ
ることを明示又は示唆する行為
（a）違法、欺瞞的、脅迫的、虐待的、侮辱的、中傷的、わいせつ又はその他好ま
しくない素材、又は当社若しくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する素
材、（b）第三者の機密情報、専有情報又は企業秘密、又は（c）広告、勧誘、チェ
ーンレター、ねずみ講、投資機会又はその他の一方的な商業的コミュニケーション
（当社が別途明示的に許可した場合を除きます。）を当社サイトにアップロード
し、当社サイト経由で送信し、又は当サイト上に表示する行為
スパム又はフラッディングを行う行為
ウイルス（時限爆弾式のものを含みます。）、ワーム、トロイの木馬、欠陥その他
の破壊的な性質を有するものを含むソフトウェアその他マテリアルを送信する行為
当社サイトのいずれかの部分につき、修正、適合、使用再許諾、翻訳、販売、リバ
ースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行う行為
当社サイトのいずれかの部分に含まれ、又は表示されている著作権、商標、又はそ
の他の所有権の表示を削除する行為
当社の書面による事前承諾なく、http://www.RodanandFields.com/又は当社サイ
トの一部としてかかる目的のために当社がお客様に提供する URL 以外の URL に対し
て当社サイトの一部を「フレーム」若しくは「ミラー」し、又は当社サイトのい
ずれかのページ若しくはマテリアルにリンクを行う行為
ロボット、スパイダー、サイト検索アプリケーション、その他の手動又は自動のデ
バイス又はプロセスを使用して、当社サイトのナビゲーション構造又は表示を検
索、インデックス化、「データマイニング」、又は何らかの方法で再現又は回避す
る行為
当社サイトのユーザーから明示的な同意を得ることなく、当該ユーザーに関する情
報を収集又は回収する行為

お客様が上記の規則を遵守しない場合、当社は、お客様による当社サイトへのアクセ
ス及び当社サイトの利用を直ちに終了することができます。
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3.お客様提出物
お客様が写真その他の画像、テキスト、グラフィック、サウンド、データ、リンク、及
びその他の素材を含むがこれらに限定されない素材（総称して以下「お客様提出物」と
いいます。）を当社サイトに投稿若しくはアップロードし、又は当社サイトの利用の一
環としてロダン＋フィールズに提出する場合、お客様は、お客様提出物の所有権を保持
し、当社及び当社が指名する者に対し、当社サイトに関連して、かかるお客様提出物の
使用、複製、配布（再配布、再々配布、再々々配布等の段階数を問いません。）、二次
的著作物の作成、及び公に展示又は実演を行うことにつき、世界的、非独占的、使用再
許諾可能（再許諾、再々許諾、再々々許諾等の段階数を問いません。）、譲渡可能、ロ
イヤルティフリー、全額支払い済み、永続的、取消不能の権利を付与するものとしま
す。上記の使用許諾を除き、当社がお客様提出物の著作権について所有権を主張するこ
とはありません。お客様は、お客様提出物に関して必要なあらゆる権利を所有又はその
他の方法で保有していること、及びお客様提出物が第三者の知的財産権又は所有権を侵
害、不正使用、不正開示、又はその他の方法で侵害しておらず、今後もしないこと、ま
たこれらが違法、詐欺的、脅迫的、虐待的、中傷的、侮辱的、わいせつ、その他好まし
くないものではないことを表明、保証及び誓約するものとします。
いずれのお客様提出物も、機密保持、帰属その他を問わず、当社側の義務の対象とはな
らず、当社は、お客様提出物の使用又は開示について責任を負いません。お客様は、当
社が、当社の関連会社、販売代理店、パートナー、ライセンサー、広告主、スポンサー
及びユーザーを保護するため、法的義務若しくは政府の要請を遵守するため、本規約を
実施するため又はその他の理由若しくは目的であれば、当社の裁量により、（a）お客
様提出物の監視及び／又はフィルタリング（卑語又は有害若しくは不快と思われる発言
のブロック又は置換によるものを含みますが、これらに限定されません。）を行うこ
と、（b）お客様提出物を変更、削除し、又は送信、通信若しくはその他の使用を拒否
すること（お客様提出物に関する注文の処理及び発送を停止することを含みますが、こ
れらに限定されません。）、並びに／又は（c）当社サイトを運営するために、お客様
提出物及びその送信若しくは使用をめぐる状況について第三者に開示すること、の一部
又は全部ができる（但し義務ではない）旨を了承の上、これに同意するものとします。
当社サイトはお客様提出物を保存するためのバックアップソリューションとして使用す
ることを意図したものではないため、お客様提出物のバックアップコピーはご自身のハ
ードドライブ又はその他の個人用システムに保存することをお勧めしております。
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4.フォーラム
当社サイトは、当社のユーザー・フォーラム（以下「フォーラム」といいます。）を利
用する場合を含め、ユーザーがお客様提出物を他のユーザーと共有することを許可する
場合があります。フォーラムの参加者の中には、匿名のスクリーンネームを使用し、ロ
ダン＋フィールズと他の関係を持たない者がいる可能性もあります。当社のフォーラム
には大量の資料が用意されており、フォーラムの参加者は、意図的であるかそうでない
かにかかわらず、不正確な、誤導的な、又は人を欺くようなメッセージを投稿したり、
声明を発表したりすることがあります。当社は、第三者が当社サイトにて行い又は表示
するこのようなメッセージ若しくは声明につき、又は意見、助言、情報若しくはその他
の発言につき、当該第三者が当社サイトのユーザーであるかその他の者であるかを問わ
ず、これを是認するものではなく、またこれらに対して責任を負うものでもありませ
ん。なお、フォーラム上で表明された意見は、参加者の意見のみを反映したものであ
り、ロダン＋フィールズの意見を反映したものではない可能性があります。当社は、記
事又は投稿における誤り又は脱落、メッセージに埋め込まれたハイパーリンク、又はか
かる情報を使用したことで生じた結果について、一切責任を負いません。いかなる場合
であっても、当社又は当社の関連会社、サプライヤー若しくは代理人は、お客様が当社
サイトを通じて取得したかかる情報に依拠したことによって生じた損失又は損害につい
て一切責任を負いません。当社は、フォーラム及びフォーラム上又はフォーラムを通じ
て掲載、送信又はその他の方法により提供される資料を監視することができますが、こ
れを行う義務は負いません。
5.購入の実行
当社サイトを通じて製品やサービスの購入をご希望の場合、お客様の購入に適用される
特定の情報（支払いやその他の情報を含みますがこれらに限定されません。）の提供を
お願いしております。これらの情報は、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱わ
れます。お客様が当社又は当社の第三者支払処理業者に提供する情報はすべて、正確、
最新かつ完全なものであるものとします。お客様は、お客様又はお客様のアカウントの
ユーザー及びクレジットカード（又はその他の適切な支払い方法）に請求されるすべて
の料金を、かかる請求時に有効な価格で支払うことに同意するものとします。また、お
客様は、お客様の購入に関連して適用されるすべての税金（請求時の税率で計算された
消費税を含みます。）を支払う責任を負うものとします。当社が注文を受理する前に、
購入に適用される情報の確認が必要となる場合があります。製品又はサービスの価格及
び利用可能性は、予告なく変更される場合があり、当社の現行価格は当社サイト上で閲
覧可能です。購入品の所有権及び危険負担は、当社が運送業者に引き渡した時点でお客
様に移転します当社は、注文品の一部を発送する権利を留保し（この場合お客様に追加
料金はありません。）、部分的に発送される注文分の代金が、その出荷時に先に請求さ
れる場合があります。お客様がロダン＋フィールズのスキンケア製品を当社サイトで購
入された場合、すべて 60 日間返金保証の対象となり、その内容は「６０日間返金保
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証」にてご覧いただけます。お客様がロダン＋フィールズのコンサルタントである場
合、ロダン＋フィールズの「方針と規約」を含むお客様のコンサルタント契約の条件
も、お客様による当社サイト経由の購入に適用されます。
6.製品情報
ロダン＋フィールズによって提示されたすべての資料及び情報は、個人的な教育目的又
は情報目的においてのみに使用されることを意図したものです。製品に関する記載は、
米国食品医薬品局による評価を受けておらず、報告された結果がある場合でも、必ずし
もすべての方に当てはまるものではありません。当該記載及び製品は、病気又は疾患の
診断、治療、治癒又は予防を意図するものではありません。すべての製品は、使用方
法、注意事項及びガイドラインを厳守の上使用されなければなりません。アレルギー反
応の可能性を避けるために、製品の成分を必ずご確認ください。当社サイトの利用は、
専門的な医療アドバイスの代わりとなることを意図したものではなく、当社サイトは特
製美容製品のオンラインストアに過ぎません。当社サイトにより提供された商品、製
品、情報を使用し、これに依拠する前に、それらの使用についてご自身の担当医又は医
療従事者にご相談ください。担当医又は医療従事者は、病状に対して行い得る治療に関
するあらゆる医学的な質問、懸念及び決定に対処してくださるはずです。ロダン＋フィ
ールズは、医療に関連する質問に対する回答を提供するものではなく、また提供するこ
とを意図するものでもなく、当社サイトは医療専門家又は医療資源に代わるものでもあ
りません。ロダン＋フィールズは、自社が医師であることを表明しておらず、また、そ
れを示唆することもありません。当社サイトにおいて、処方薬や医療行為を意図的に提
供することはありません。治療が必要な場合、医師にご連絡ください。緊急を必要とす
る場合は 119 番で救急車を呼んでください。
7.著作権の問題
ロダン＋フィールズは著作権の保護に努めており、当社サイトのユーザーにも同様に努
めていただくことを期待しています。当社サイト上又は当サイトを介して使用又は表示
されている素材がお客様の著作権を侵害しているとお客様が誠実に判断した場合、お客
様（又はお客様の代理人）は、当該素材の削除又は当該素材へのアクセスのブロックを
求める通知を当社に送付することができます。当該通知には、（a）侵害されたとされ
る独占権所有者の代理人としての権限を有する者の物理的又は電子的署名、（b）侵害
されたと主張する著作物の特定（又は、1 通の通知で複数の著作物をカバーする場合
は、それらの著作物の代表的なもののリスト）、（c）侵害していると主張されている
素材又は侵害行為の対象物の特定、及び当社が当社サイト上で当該素材を特定するのに
合理的に十分な情報、（d）申立人の氏名、住所、電話番号及び E メールアドレス（あ
れば）、（e）申立内容における素材の使用が、著作権所有者若しくはその代理人によ
る承諾又は法令に基づくものではないと申立人が誠実に信じる旨記載した書面、並びに
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（f）当該通知に記載された情報が正確であり、申立人へ代理権が付与限されている旨
の記載、の各情報を含め、以下に送付してください。
ロダン＆フィールズジャパン合同会社
〒150‐0044
東京都渋谷区円山町 3－6
E・スペースタワー2 階
complianceJP@rodanandfields.com

8.ウェブアドレス（URL）
ロダン＋フィールズがその独立コンサルタントに提供する個人用ウェブページプログラ
ムの一環として、当社サイト上に特定の個人用ページへのアクセス及び使用のほか、個
人用ページに対応するお客様が選択したウェブアドレス（URL）をお客様に提供するこ
とがあります。但し、当社は、特定のウェブページ又は URL の利用可能性について保証
するものではなく、当社は、いつでも、かつ、当社の単独の裁量により、コンサルタン
ト契約に記載されたウェブページ又は URL の変更要求、一時停止、終了及び／又は譲渡
を行う権利を留保するものとします。
9.契約期間及び解除
本規約に基づく契約は、本規約の定めに従い解除されるまで有効に存続するものとしま
す。当社は、いつでも、理由の如何を問わず、原因の有無にかかわらず、お客様に通知
することにより、本規約、及び／又はお客様による当社サイト若しくはその一部へのア
クセス及び利用を直ちに終了することができます。本規約が終了した時点で、お客様は
当社サイトのすべての利用を中止するものとします。お客様がロダン＋フィールズ独立
コンサルタントである場合、当社サイトの使用に関して、ご自身のコンサルタント契約
に規定によりこれと異なる又は追加の権利義務を有する場合があります。第 2 条におい
てお客様に付与された当社サイトへのアクセス及び利用のライセンスを除き、本規約に
定める両当事者の権利及び義務は、本規約終了後も存続します。
10.第三者のウェブサイト、ソフトウェア及びサイト
当社サイトは、第三者が運営するウェブサイト、並びに／又は RF モールを含む第三者
が提供する製品及びサービス（以下「第三者所有物」といいます。）をお客様にご案内
することがあります。当社は、お客様にご案内するすべての第三者所有物を確認したわ
けではなく、当該第三者所有物は当社の管理が及ぶものではありません。当社は、
©2020 Rodan & Fields, LLC. All Rights Reserved. FOR JAPAN ONLY
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（a）第三者所有物の内容及び運用、又は（b）第三者所有物のプライバシーその他に関
する実務について責任を負いません。当社サイトが当該第三者所有物をご案内するから
といって、当社による当該第三者所有物の承認又は保証を意味するものではありませ
ん。当社は、当該第三者所有物をお客様にご案内する目的は、利便性の提供のみです。
お客様は、適用されるライセンス料及びサービス料を含め、当該第三者所有物に関連す
る費用を負担するものとします。したがって、お客様において、当該第三者所有物の利
用条件及び実務をよく把握されることをお勧めします。
11.モバイルサービス
携帯電話（例えば iPhone アプリケーションを通じて）から当社サイトにアクセスする
場合、現時点においては、当社は当該アクセスについての料金を請求しておりません。
なお、携帯電話会社の通常の料金及び手数料（テキストメッセージ料金やデータ通信料
等）は適用されますのでご注意ください。
12.補償
お客様は、（a）上記第 2 条に定める規則の違反を含む、お客様による本規約の違反、
（b）お客様提出物、及び／又は（c）当社サイトに関連したお客様の作為・不作為に直
接又は間接的に起因して生じる一切の請求、損害、損失、コスト（法律により禁止され
る場合を除き、合理的な弁護士費用を含みます。）及びその他の費用について、当社、
当社の関連会社、販売代理店、パートナー、ライセンサー、広告主及びスポンサー、並
びにこれらの取締役、役員、従業員、コンサルタント、代理人及びその他の代表者を補
償し、防御し、損害を与えないことに同意するものとします。
13.保証の免責

当社サイトは、それに含まれるすべての資料を含め、明示的であるか黙示的であるか
を問わず、「現状有姿」でいかなる種類の保証も付帯することなく提供されます。ロ
ダン＋フィールズ並びにその子会社、関連会社、販売代理店、パートナー、ライセン
サー、広告主、スポンサー及び代理人は、適用法により許容される最大限の範囲にお
いて、所有権、非侵害、正確性、商品性及び特定目的への適合性に関する保証、並び
に取引過程、履行過程、又は通商の利用から生じる可能性のあるあらゆる保証を含め
（但しこれらに限定されません。）、明示的又は黙示的かを問わずすべての保証を否
認します。適用法によっては、黙示の保証を除外することができない場合もあるた
め、上記の除外は一部のお客様には適用されない可能性もあります。当社並びに当社
の子会社、関連会社、販売代理店、パートナー、ライセンサー、広告主、スポンサー
及び代理人は、お客様による当社サイトの利用が中断されないこと、エラーが起きず
若しくは安全であること、欠陥が修正されること、又は当社サイト、当社サイトの提
供元サーバー若しくは当社サイトに組み込まれているソフトウェアにウイルス若しく
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はその他の有害なコンポーネントが含まれていないことを保証するものではありませ
ん。お客様は、お客様による当社サイトの利用及び当社サイトへの依拠について、す
べての責任及びリスクを負うものとします。ロダン＋フィールズ又はその関連会社、
販売代理店、パートナー、ライセンサー、広告主、スポンサー又は代理人のいかなる
意見、助言又は声明も、当社サイト上で行われたか、当社サイトを介して行われた
か、又はその他の方法で行われたかにかかわらず、いかなる保証を発生させるもので
はありません。お客様によるサービスの利用は、全面的にご自身のリスクにおいて行
っていただくものとします。
14.責任制限

ロダン＋フィールズもその子会社、関連会社、販売代理店、パートナー、ライセンサ
ー、広告主又はスポンサーも、これらの取締役、役員、従業員、コンサルタント、代
理人又はその他の代表者のいずれも、いかなる間接的、付随的、派生的、特別、懲罰
的又は処罰的な損害賠償（これには、事業の損失、データの喪失、逸失利益、のれん
の喪失又はその他の無形の損失に係る損害賠償が含まれますが、これらに限定されま
せん。）に対しても、たとえロダン＋フィールズがそのような損害の発生可能性につ
いて知らされていたとしても、当社サイトから生じ又は当社サイトに何らかの形で関
連するいかなる契約、過失、厳格責任又はその他の理論に基づく一切の責任を負わな
いことを、お客様は明示的に了解し、同意したものとします。当社サイトに不満があ
る場合の唯一かつ排他的な救済方法は、お客様が当社サイトの利用を中止していただ
くことです。適用法により許容される最大限の範囲において、本規約又は当社サイト
に起因又は関連して発生するロダン＋フィールズの責任は、お客様が当社に支払った
金額を上限とします。いかなる場合においても、ロダン＋フィールズは、合理的に予
見できない損失又は損害に対して責任を負いません。
15.除外及び制限

一部の法域では、保証又は責任制限の除外に制限があります。したがって、上記第 12
条（補償）、第 13 条（保証の免責）及び第 14 条（責任制限）に定める制限の一部
は、お客様には適用されない場合があります。

16.不正防止プログラム
当社の注文処理手順の一環として、当社は、不正行為又はその他の種類の無許可若しく
は違法な行為に対処するため、受領したすべての注文のスクリーニングを行っておりま
す。当社は、不正行為又は無許可若しくは違法な行為が疑われる場合、注文の処理を拒
否する権利を留保します。この場合、当社はお客様のご注文を拒否するか、又は当社の
営業サポート部門がお客様のご注文を確認するためにお客様にご提供いただいた電話番
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号にお電話をさせて（又は E メールアドレスに連絡をさせて）いただくことがありま
す。また、当社は、不正行為又は無許可の違法な行為の疑いがあることを理由として、
アカウントを取り消したり、特定の住所への出荷を拒否したりする権利を留保します。
当社は、不正行為又はその他の無許可若しくは違法な行為からお客様及び当社自身を保
護する目的でこれらの措置を講じております。
17.アイディアのご提出に関する方針
ロダン＋フィールズで使用する製品やサービスに関するアイディアや提案は、社内で開
発された概念とは別個のものか、それと連携したものかを問わず、多くのお客様からそ
の提供についてご関心をいただいております。当社サイト及び製品の改善に対してお客
様に関心を持っていただき感謝しております。しかしながら、お寄せいただいたアイデ
ィアや提案は、ロダン＋フィールズが所有する旨をご留意いただき、お客様はここに、
かかるアイディアや提案に係るすべての知的財産権(日本国著作権法第 27 条及び第 28
条にかかる権利を含みます。)をロダン＋フィールズに取消不能な形で譲渡し、また、
取消不能な形で著作者人格権を行使しないことに合意していただきます。上記の譲渡が
何らかの理由で無効であると判断された場合、お客様のアイディアや提案は、ロダン＋
フィールズに付与されたライセンスに従うことを条件として、本規約第 3 条に定めるお
客様提出物として扱われます。お客様のアイディアや提案に係る知的財産権（特許、営
業秘密、著作権、商標等）を保持することを希望される場合は、当社の書面による事前
承認がない限り、かかるアイディアや提案を当社に提出されないようお願い申し上げま
す。この承認については、salessupport@rodanandfields.com 宛てにメッセージを送信
してお問い合わせください。お客様のアイディアや提案に当社が興味を持った場合、こ
ちらから連絡させていただきます。お客様のアイディア又は提案を評価するために、ロ
ダン＋フィールズによって追加の法的契約が要求される場合がある点、ご注意願いま
す。
18.雑則
本規約は、抵触法の原則にかかわらず、日本の法律に準拠し、これに従って解釈される
ものとします。お客様と当社との間における、本規約から生じ又はこれに関連して発生
した紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。ただし、お客様
が個人の場合には、お客様の住所地を管轄する地方裁判所も管轄を有するものとしま
す。本規約のいずれかの条項、又は本規約のいずれかの人、場所若しくは状況への適用
が、管轄権を有する裁判所によって無効又はその他強制執行できないと判断された場
合、その条項は可能な限りで強制されるか、又は強制不可能である場合には本規約から
削除されたものとみなされ、本規約の残りの部分、並びに当該条項の他の人、場所、及
び状況への適用は、完全に効力を維持するものとします。いずれかの当事者が本規約の
ある違反又は不履行について権利放棄した場合、従前又は今後の違反又は不履行の権利
放棄とはみなされないものとし、いずれかの当事者が本規約に基づき自身が有する又は
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有する可能性のある権利又は救済手段の行使又は利用を遅延した場合又はこれを行わな
かった場合でも、いずれかの権利又は救済の権利放棄となることはないものとします。
本規約は、規定された事項に関連する当社とお客様との間の完全な合意であり、それら
事項に関連して両者間で従前又は同時期に行われた書面又は口頭によるすべての合意に
優先するものです。本規約は、当社の書面による事前承諾がある場合を除き、お客様に
よって譲渡、移転又は使用再許諾をすることはできません。本規約は、本規約の冒頭部
分に記載されている場合を除き、変更又は修正することはできません。本規約に含まれ
る見出し、表題又はセクションタイトルは、便宜のためにのみ挿入されるものであり、
本規約の条項又は規定を定義又は説明するものではありません。
本規約に関してご質問やご意見がございましたら、コンサルタントサポート
consultantsupportjp@rodanandfields.com までお問い合わせください。
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