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SALOMON RESEARCH - 利用規約 

 

本ウェブサイト www.research.salomon.com (「ウェブサイト」) は、Salomon S.A.S (「Salomon」または「当社」) によ

り、技術パートナーである Vision Critical の協力を得て運営されています。Salomon は本ウェブサイトを通じて、特定

の人物 (「会員」または「利用者」) に当社製品に関するアンケート調査に参加したり、当社が運営するフォーラムで意

見や批判を率直に述べる機会を提供しています。当社は、会員のニーズを満たすこと、および常にそうしたニーズに即し

たサービスを提供することを目標としています。利用者の積極的な関与は、この目標を達成する上で重要な役割を担

っています。 

 

1. Salomon Research メンバーシップ 

 

a. Salomon Research への会員登録は無料です。 

b. Salomon Research への会員登録は、18 歳以上の方に限らせていただきます。 

c. Salomon Research のメンバーシップは譲渡できません。 

d. Salomon Research のログインアカウントは、会員 1 人につき 1 つ設定できます。 

e. Salomon は、メンテナンスおよび更新の目的で Salomon Research への利用者のアクセスを一時

的に制限する権利を留保します。 

 

2. 登録 

 

電子登録フォームに入力することで、Salomon Research への登録を申し込むことになります。利用者は正

確かつ完全な情報を提供することに同意するものとします。登録フォームには、氏名、電子メールアドレス、生

年月日を入力してください。Salomon Research では会員数を制限しているため、Salomon Research に

登録できる人物は、社会人口統計学的要因や関心のあるスポーツ活動を基準に Salomon の単独の裁量

によって決定されます。 

 

3. 利用規約/変更および修正への同意 

 

a. 利用者は本ウェブサイトを利用することで、本利用規約に法的に拘束されること、および当社のプラ

イバシーポリシーに従い個人情報が処理および使用されることに同意することになります。本利用規

約または当社のプライバシーポリシーに同意されない場合、ウェブサイトを利用することはできません。

本利用規約および当社プライバシーポリシーを保存および/または印刷し、控えとして保管してくだ

さい。 

 

b. 当社はこれらの利用規約を随時修正する場合があります。その際は、変更内容をウェブサイトに掲

載することで、かかる修正を利用者に通知します。このウェブページ上部の日付は、本利用規約の

最終更新日を示しています。本利用規約への修正は、ウェブサイトに修正が掲載された日から 5 

日後に発効し、その後はウェブサイトの利用に関して、利用者と当社の間の関係を支配するものと

します。修正後の利用規約に同意されない場合、修正の発効日以降、本ウェブサイトの利用を継

続することはできません。 

 

http://www.research.salomon.com/
https://uk.research.salomon.com/mediaserver/shared/SAL_PrivacyPolicyUK.pdf
https://uk.research.salomon.com/mediaserver/shared/SAL_PrivacyPolicyUK.pdf
https://uk.research.salomon.com/mediaserver/shared/SAL_PrivacyPolicyUK.pdf
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4. 使用権 

 

a. 利用者はコンテンツ (コメント) を掲載することで、Salomon およびその関連会社 (総称して「Salom

on S.A.S」) に対し、利用者のコンテンツ (氏名とユーザー名は匿名のまま維持され、これに含まれま

せん) を社内で使用、コピー、履行、表示、配布、派生著作物を作成する、コンテンツを他の作品

に組み込む、またはブランド戦略の目的で前述のことを行うサブライセンスを付与する全世界的な非

独占的かつロイヤルティフリーの恒久的権利を付与するものとします。 

 

b.  Salomon は、著作者の人格権および利用者の個人的権利を保護する一方で、特に利用者のコ

メントを複製および配布したり、Salomon およびその関連会社 (総称して「Salomon S.A.S」) にお

いて、または要求 (インターネット上の権利、アクセス権、放送権) に応じて利用できるようにしたり、

データベースにアーカイブおよび保存する権利を有します。 

 

c.  利用者が Salomon Research に提供したデータ/コンテンツは、本利用規約およびプライバシーポリ

シーに明記された例外を除き、匿名化された状態ですべての Salomon ウェブサイトおよび/またはモ

バイルアプリケーション上で共有される可能性があります。 

 

d. 本ウェブサイト上の知的財産権、ならびにすべての Salomon、Salomon 商標およびサービスマーク

を含む本ウェブサイトに保存、表示された、および本ウェブサイト上でアクセス可能なすべてのマテリア

ルの著作権は、当社に帰属するか、第三者から当社に正式にライセンス供与されたものです。かか

る権利はすべて留保されています。 

 

 

 

5. コンテンツの適合性および行為規則 

 

a. 利用者は提出するコンテンツに対し、あらゆる権利 (特に前述の権利を Salomon に譲渡する権

利) を有していることを表明し、保証するものとします。 

 

b. Salomon は、利用者が提出したコンテンツを公開する義務を負いません。Salomon は編集者の

裁量により、公開するコンテンツを決定します。 

 

c. 利用者は、次の行為を行わないことに同意するものとします。 

 

i.  詐欺や不法行為を目的としたウェブサイトの利用またはアクセス 

ii. 個人や組織などの第三者になりすましたウェブサイトの利用またはアクセス 

iii. ウェブサイトの運営やアクセスの阻害または妨害 

iv. ウイルスやワーム、トロイの木馬、時限爆弾式ウイルス、スパイウェア、その他有害なコンピュー

タコードやファイル、プログラムなどの送信、あるいはウェブサイトに関連して、あるいはウェブサイ

トのアクセスを通じてこれらを利用可能にすること 

v. 他者によるウェブサイトの利用やアクセスの制限または抑止 
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vi. ウェブサイトの修正または変更、変換 (どの部分かは問いません) 

vii. 著作権や商標、所有権に関するその他の通知の削除、不明瞭化、変更 

viii. 当社から書面による事前の許可を得ることなくウェブサイトを構築したり、他のウェブサイトへ

のリンクやディープリンクを設定すること 

 

d. ウェブサイトには、第三者のウェブサイトへのリンクが含まれることがあります。これらのリンクは利用者

の便宜を図った上で提供されているものであり、当社が当該第三者のウェブサイトを推奨しているこ

とを意味しているわけではありません。当社はこれら第三者のウェブサイトについて検証しておらず、

利用者は以下について認識し、承認するものとします。(a) 当社は当該ウェブサイト (ウェブサイトの

利用規約やプライバシーポリシーを含む) に対して一切責任を負わず、そのコンテンツや可用性は当

社の管理外であり、(b) 当該ウェブサイトから受領したあらゆる物品やサービスに関し、明示・暗示を

問わず、いかなる表明や保証、条件の設定も行いわないと同時に、(c) 利用者が当該ウェブサイト

にアクセスする場合は、完全に自らの責任において行うものとします。 

 

6. 利用規約違反に対する措置 

 

a.  利用者は、Salomon Research のウェブサイトを合法的な目的に使用することに同意するものとし

ます。つまり、Salomon Research は、本利用規約や適用法に違反したり、第三者の権利を侵害

しない方法および目的においてのみ利用可能であることを意味します。 

 

b.  本利用規約や適用法に違反した場合、Salomon は必要な措置を講じることができます。違反の

重大度によっては、Salomon は利用者が提供したコンテンツを削除したり、当該利用者に警告を

発する権利を留保します。重大な違反や度重なる違反については、Salomon Research へのアク

セスが完全にブロックされたり、Salomon Research のメンバーシップが剥奪される場合があります。 

 

7. 義務の免除 

 

Salomon Research 会員の見解と意見は、必ずしも Salomon の見解や意見を反映したものではありませ

ん。サイトの「Lounge」エリアやその他のエリアで公開されている会員の発言は、当該人物の個人的な意見

です。 

 

Salomon Research 会員により提供されたコンテンツの法的有効性については、当該会員が単独責任を負

うものとし、当社は一切賠償責任を負いません。Salomon Research 会員は、提供を希望するコンテンツが

強制法規に準拠しており、第三者の権利 (特に人格権や著作権など) を侵害しないことを確認する必要が

あります。合理的な根拠から、コンテンツが強制法規に違反していたり、第三者の権利を侵害していると推

測した場合、Salomon はかかるコンテンツを拒否し、当該の Salomon Research 会員をコミュニティから除

名する権利を有するものとします。 
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8.Salomon Research メンバーシップの取り消し/解除 

 

a. Salomon Research のメンバーシップは、いつでも取り消すことができ、解除の意思を通知する必要

もありません。メンバーシップを解除する場合は、メニューから「Unsubscribe」を選択してください。 

 

b. 長期にわたり Salomon Research を利用しなかった場合やフォーラムにおいて不適切な行為を行っ

た場合、Salomon は当該利用者の Salomon Research メンバーシップを剥奪する権利を留保し

ています。メンバーシップが剥奪された場合、Salomon から明示的な許可を得ることを条件に Salo

mon Research への再入会が可能となります。さらに、Salomon は事前の通知や警告を行うこと

なく、Salomon Research のウェブサイトやサービスを完全に停止する可能性があります。 

 

9. プライバシーポリシー 

 

プライバシーポリシーは本利用規約とは別に定められており、その内容は Salomon Research のウェブサイト

でご確認いただけます。Salomon Research の利用は、プライバシーポリシーの受諾が条件となります。また、

Salomon Research では、参加希望者を対象に賞品の抽選会を行うことがあります。 

 

10. 免責条項 

 

本利用規約に明示的に規定されている場合を除き、ウェブサイトは「現状有姿」で利用者に提供されるもの

とします。ウェブサイトおよびウェブサイトの利用または非利用に関し、当社は一切の責任を放棄し、いかなる

補償も行いません。意図した目的に対するウェブサイトの適合性を確認することは、利用者の責任となりま

す。当社は利用者のニーズに対するウェブサイトの適合性や適切性について責任を負わず、法律で許可され

ているすべての全範囲において、いかなる明示的・暗示的保証や表明、条件や規約も行わないものとしま

す。当社は以下について保証しません。(a) ウェブサイトへのアクセスが中断されないこと、エラーが生じないこ

と、(b) ウェブサイトおよび/またはウェブサイトの提供に使用されるコンピュータサーバーにウイルスやその他有害な

要素が含まれていないこと、(c) ウェブサイトに含まれている、ウェブサイトを通じて提供される、ウェブサイトに関

して利用可能なあらゆるコンテンツの正確性、内容、適時性、完全性、信頼性、質、適合性。 

 

さらに、利用者はウェブサイトの動作はインターネットや第三者製のその他機器やサービスが適切かつ効果的

に機能しているかどうかに左右され、当社はこれらに関していかなる保証もせず、責任を負わないことを認識

し、これを承認するものとします。 

 

また上記を制限することなく、当社はデータ、利益、収益、事業、営業権の特別または間接的、結果的損

失や損害に対して責任を負いません。 


