
重要 － 慎重に読んでください。 
 
この Nexttrim 利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社 Nexttrim,LLC(以下、
「Nexttrim」あるいは「弊社」という)と組織、会社と個人（以下、「契約者」、「利用者」
あるいは「あなた」という）の間に Nexttrim 提供する Web を使用した情報提供サービス
についての利用条件を定めるものです。このサービスを使うために、利用者は「ACCEPT」
ボタンをクリックし、あなたの合意が必要とされます。従いまして、利用者の皆様は本サ

ービスをご利用することで本規約とNexttrim利用条件規約を遵守するものとします。 
 
電子署名規約：利用者は ACCEPTボタンあるいは類似のリンクをクリックすることによっ
て、Nexttrimから利用者に他の文書を承諾するようにお願いすることである。それを承諾
すると、法律上拘束力がある契約になります。利用者は本サービスの電子コミュニケーシ

ョンを通じて、規約、注文、取引の掲示、電子配達のレコードなどの使用に同意するもの

とします。さらに、利用者は適用可能な法律の下で、電子以外のオリジナルの署名あるい

は電子でない配達かレコードに保留する権利が許されます。 
 
第 1条（定義） 
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。 
 
[権限ユーザー]は本規約に同意し、本サービスにアクセスできる弊社による ID 番号の発行
された人を意味します。 
 
[開始日]は弊社が使用者の入会申請を受けた時点あるいは本サービスにアクセスできる ID
番号の発行された時点を意味します。 
 
[内容]は本 Web サイトでのすべてのデータ（イメージ、テキスト、オーディオ、ビデオフ
ァイルとソフトウェアを含めて）あるいは本サービスからアクセス可能なサイト、イラス

ト、写真とテキストです。 
 
[ID]は弊社から発行し、本サービスにアクセスできる特定なユーザー名とパスワードです。 
 
[NEXT TRIMサービス]あるいは[サービス]はオンラインのファッション情報Webサイト、
雑誌と他の随時のサービスを意味します。弊社とユーザーとの間で、本規約を契約内容と

する本サービス利用契約が締結されるものとします。 
 
 



[NEXT TRIM サイト ]あるいは [サイト ]は利用者が本規約に合意した上で
www.NextTrim.coｍにおいて現在利用可能なWebサイトを意味します。 
 
[NEXT TRIM 利用条件規約 ]あるいは[条件]はユーザーの合意と条件がなついた契約で、
詳細は明細表 1に記入するものとします。 
 
[登録フォーム]はこの文書前に掲示されたフォームあるいは契約者資料を含んで、正式なフ
ォームです。 
 
[ソフトウェア]は本サイトで供給者からのすべての資料、修正の資料あるいは更新の資料を
ダウンロードできるようにする為にソフトウェアを意味します。 
 
[定期使用料金]は契約者が本サービスを使用する為に年間使用料金。最初の料金は使用者と
弊社の間で合意のものとします。弊社は毎年の料金更新の通知を契約者に 30日前にお知ら
せる義務があるとされます。 
 
[供給者]は本 Web サイトのサービスに資料、ハードウェア、ソフトウェアあるいは他のサ
ービスを提供する人々を意味します。 
 
他の大文字化された用語とここに定義されない単語は Nexttrim 使用条件規約に定めると

おりとします。 
 
第 2条（規約） 
 
2-1 弊社がユーザー登録申請を承認した場合あるいは使用者と弊社の合意した使用料金で
ある場合、弊社は権限者に使用条件規約を契約内容とする本サービスを使用できる義務が

あるとみなします。 
 
2-2 弊社は使用者に本サービスにアクセスする IDユーザー名を発行する、あるいは使用者
で自己指定した IDユーザー名を承諾するものとします。ひとりの使用者に対して 1つの ID
ユーザー名を使用することに合意するものとします。複数の使用者は 1つの IDユーザーを
使用することを禁止されます。使用者は IDユーザー名ならびにパスワードが第三者に漏洩
することを禁止されます。 
 
2-3 使用者はユーザー登録のための書式に使用者ご自身に関する真実かつ正確なデータを
入力することを承諾します。上記の登録データが常に真実かつ正確な内容を反映するもの



であるように、変更がある場合は 7 日以内、弊社に通知する義務を合意します。また、使
用者は以下の点について合意するものとします：a)真実、正確、最新と完全な情報を提供す
ること。b)登録データが常に真実かつ正確な内容を反映するものであるように適宜修正する
こと。万一上記に違反した場合または真実かつ正確なデータが提供されていないと弊社が

判断した場合には、弊社は当該ユーザーの IDを削除する権利を有しております。 
 
2-4 使用者は Nexttrim利用条件規約に従って、第三者の著作権、商標その他いかなる権利
を侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証します。 
 
2-5 ユーザーは他のユーザーが著作権または商標その他の知的所有件を侵害するおそれの
ある表現、内容を発見された場合にはNexttrimまで連絡することを保証します。 
 

2-6 ユーザーは本規約定める方法により、本規約を違反した場合については、賠償を負担す
るものとします。 
 
第 3条（定期使用料金） 
 
3-1 契約者は以下の項目に対して支払いすることを同意します： 
 
3-1-1前渡し金として、年間使用料金を支払いすること。 
 
3-1-2 ユーザーに対して、他の料金を追加される場合。 
 
3-2 弊社は毎年前もって年間使用料金と支払い期限の記入した請求書をユーザーに発行す
るもの。 
 
3-3 本規約定める定期使用料金と他の料金に対してすべての税金を除くものとします。そし
て、契約者は法律によって規定された税金を支払うことを同意します。 
 
3-4 すべての税金と他の政府料金が契約者の責任であって、その金額は契約者の請求書に加
えられる可能性があるもの。 
 
第 4条（期間と退会） 
 
4-1 本規約は開始日の時点で効力が発生するものとし、一年の契約となります。退会しない
場合には契約を一年ごとで継続するものとします。 



4-2 契約者は該当する期間の 30日前に定める退会手続で本規約の会員資格を取り消すこと
ができるものとします。 
 
4-3 Nexttrimは１が月以上続ける不可抗力（6-2で定める）と本規約違反の一に該当する場
合、ただちに会員資格を取り消すことができるものとします。 
 
4-4 会員資格を取り消した場合でも、取消時点において既に発生しているすべての料金の債
務について、契約者は本規約の定めに従って履行するものとします。 
 
4-5 契約を解約した時に、どんな原因があっても、第三者の権利義務あるいは契約で解約し
ても効力が続くと定める条件に影響がないものとします。 
 
 
第 5条（免責と責任の制限） 
 
5-1 ユーザーは使用条件規約に Nexttrimの定めた免責あるいは責任の制限を同意します。 
 
5-2 本サービス中はパートナーメディアならびに広告主を含む第三者の広告を提供されて
いつ場合があります。この場合、該当広告、サービスとコンテンツなどについては一切責

任を負うものではありません。したがって、それらの広告、サービス、コンテンツなど起

因また関連して生じた一切の損害について賠償する責任はありません。 
 
第 6条（その他の事項） 
 
6-1 本規約に従って、すべての掲示を適切なパーディーの登録した電子アドレスにあるいは
合意した方法で配信するものとします。又は電子メールを発送した時点 3 時間後効力を発
するものとします。そして、Nexttrimは掲示のサービスにユーザーに提供し、それらの掲
示は本サービスに初めて掲載した時点で効力を発するものとします。 
 
6-2 弊社は本サービスの利用に関して以下の事項については、一切の責任を負わないものと
します：限界なしストライキ、工場閉鎖、労働争議、債務不履行、回線システムの障害、

国際ネットワークやパソコンシステムやネットプロバイダのトラブル、供給者サービスの

故障（コンテンツとソフトを含む）と天災地変、政府と法律の変更（不可抗力）など。 
 
6-3 本規約の項目は全部あるいは部分に無効、不合法、法的拘束力ないとされる場合には、 
他の規約の効力に影響がないこととします。 



 
6-4 ユーザーは本規約に反した行為に本サービスを利用することにより、弊社や弊社の社員
や代理店や事務員など損害（義務、損害、クレーム、行為、コスト、費用など）を与えた

場合、賠償するものとします。ユーザーの本規約違反に生じたクレームや行為についたは、

ユーザーは該当費用を負担するものとします。 
 
6-5 本規約は Nexttrim によって、登録フォームと利用条件規約とともに定めるものです。
契約者の購買契約やその他の合意した項目には適用できないものとします。Nexttrimは本
規約の権利に関して規約を執行する場合、遅延と譲歩がないものとし、解約されるユーザ

ーに本サービスを利用することができないとみなします。すべての権利と権力は Nexttrim
から授与されるものとします。 
 
6-6 Nexttrim は Nexttrim 利用条件規約を修正する権利を持つものとし、修正する度に契
約者に 30日前に通知することになります。 
 
6-7 本規約の効力と遂行は Nexttrim利用条件規約の中に定めるべきものとします。 
 
明細表１ 
 
NEXT TRIM 利用条件規約 
 
Next Trimをようこそ。Next Trimは www.NextTrim.comにて使用者にWebサイト(以下
[サイト]という)とNext Trimサービスを提供します。弊社は随時本サービスの規約（以下[契
約条件]という）ユーザーに告知することなく改訂することができるものとします。ユーザ
ーは随時 www.NextTrim.com に掲載されております最新の利用規約を参照することがで
きるものとします。その上、ユーザーは本サービスを使用する時点その他のルールかガイ

ドに承諾するように求めることがあります。これらのルールかガイドは本規約に同時適用

されるものとします。また、個別サービスについて、本規約とは別に個別の規約が存在す

る場合があるものとします。例えば、契約した供給者に別の条件と規約が適用されるもの

とします。 
 
本規約は合法的拘束力がある協定であり、もし質問があったら、下記のアドレスまでご連

絡ください： 
administrator@nexttrim.com 
この諸条件は 2004年 12月 1日に更新されたものです。 
 



紹介 
 
このサイトは Next Trim,LLC（以下[Next Trim]という）に所有し、管理されているものと
します。 
 
Next Trim は現在、服装の付属品のイメージや紹介文書や資料のソースなどの様々な情報

を提供しております。ユーザーは Next Trimからの様々なお知らせ：サービスの通知、管
理のメッセージ、サービス更新の情報と会員に関してのお知らせを選択することなく受領

することに同意したものとみなします。明示しない限り、現在のサービスを拡大し、増強

する為に追加したルールは本規約に適用するものとします。ユーザーは弊社のサービスが

“AS-IS”提供されるサービスでユーザーの通信と個人の設定についてのスケジュール、削
除、通信エラーなどに、一切の責任を負わないものに同意します。本サービス利用の際に

発生した第三者より請求される接続に関する費用は（電話会社または各種通信業者）、使用

者が自己責任のおいて支払うものとします。ユーザーは、本サービス利用にあたり、自己

の費用と責任においての設備として必要なもの全てを用意するものとします。 
 
ユーザーとして、ユーザー登録申請、手続きなどを経て、使用者は本サービスの殆どの内

容をアクセスすることができるものとします。なお、部分のサービスは特定のユーザーに

対する開放されるあるいは一時的使用できるものとします。例えば、使用者は情報提供者

の場合。 
 
ユーザーの使用期間と使用条件は個人か組織においての協定に定めるものとします。弊社

は、ユーザーが本規約に違反する場合、ユーザーへ事前の通告することあるか催告するこ

となく、ただちに該当ユーザーを退会させることができるものとします。もし通告する場

合、該当ユーザーの電子メールにお知らせを送るものとします。使用者はネットサービス

とプロバイダの費用を支払う義務があるものとします。 
 
使用者行為 
 
本サイトのサービスを構成する素材と電子メールのメッセージ（以下[コンテンツ]という）
に関する一切の権利は弊社又は該当権利を有する第三者に帰属しています。ユーザーは専

ら私的利用目的と非商業的利用目的でコンテンツの素材について、パソコンの画面の上で

検索と陣列すること、ページを印刷すること（コピーではなく）、電子形式でディスクに保

存すること（サーバーと他のネットワークの保存デバイスではなく）をできるものとしま

す。上記該当するもの以外、ユーザーは商業目的でコンテンツや商標の複製、複写など形

態のいかんを問わずにすることを禁止いたします。 



 
特に、前文に定めた状況を除いて、ユーザーはNext Trimの許可なし、下記の行為を行っ
てはならないものとします： 
 
・ すべてのコンテンツ（一部のライブラリやアーカイブや類似なサービスの使うことを含

む）を分配し直すこと。 
・ 本規約に定めたすべてのコンテンツのページから著作権と商標の公告を移すこと。 
・ コンテンツをダウンロードし、電子のデータベースか手動のフォームに保存すること。 
 
ユーザーは商標としての“Next Trim”または“Next Trim.com”を弊社の許可なし使うこ
とを禁止されるものとします。 
 
すべてのコンテンツは弊社が提供していないことにより、ユーザーはそういうコンテンツ

に対して自己責任にて行うものとします。ユーザー（弊社ではなく）はすべてのコンテン

ツに関するダウンロード、ポースト、電子メール、転送あるいは本サービスにアクセスで

きる方法についての全部の責任を持つように承諾します。Next Trim はサービスを媒介と

して他人に掲載、開示、提供または送付されるコンテンツを管理したり、その内容の信頼

性、真実性、適法性を保証したりすることは一切ございません。Next Trim はサービスを

通じて、すべてのコンテンツのエラーや不具合、あるいはコンテンツの損失や損害につい

ては一切責任を負わないものとします。 
 
ユーザーは、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします： 
 
・法令に違反するもの、有害なもの、脅迫的なもの、侵害するもの、いやがらせ、不正な

もの、中傷するもの、品性を欠くもの、罵詈雑言に類するもの、他人の名誉を毀損するも

の、他人のプライバシーを侵害するもの、憎悪感を与えるもの、民族的・人種的差別につ

ながるもの、論理的観点などから問題のあるコンテンツを掲載、開示、転送または送付す

ること。 
 
・Next Trim のスタッフを名乗ったり、自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権が

ないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係

にあると偽ったりすること。 
 
・本サービスを通じて配信されたコンテンツの発信元を隠したり、偽装するために、ヘッ

ダーなどの部分に手を加えること。 
 



・コンテンツ素材について、不合法的なものあるいは一切の権利を取得することはないも

の：内部情報、所有権、機密な情報、雇用関係を掲載、開示、転送または送付すること。 
 
・特許権、商標権、実用新案権、意匠権、著作権などを侵害するようなコンテンツをアッ

プロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信（発信）すること。 
 
・商業用の広告、宣伝を目的としたコンテンツ、ジャンクメール、スパムメール、チェー

ンレター、無限連鎖講、その他勧誘を目的とするコンテンツをアップロードしたり掲示し

たり、メールなどの方法で送信（発信）すること。 
 
・コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限する

ようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラ

ムを含むコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信（発信）

すること。 
 
・サービスまたはサービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり、

混乱させたりすること、あるいはサービスに接続しているネットワークの使用条件、操作

手順、諸規約、規定に従わないこと。 
 
・ストーキング行為を行うなど、方法のいかんを問わず第三者に対する嫌がらせをおこな

うこと。 
 
・他のユーザーの個人情報を収集したり蓄積すること、またはこれらの行為をしようとす

ること。 
 
Next Trimは、事前にコンテンツを検閲することはいたしません。しかし、Next Trimが
必要と判断した場合には、本サービスを通して送付されるコンテンツを削除し、または掲

載場所を変更することができるものとします。このNext Trimの削除権には、本規約に違
反するコンテンツおよび問題があると判断したコンテンツを削除する権利をふくまれてお

ります。ユーザーがコンテンツを利用される際は、内容の信頼性、正確性、完成度、有用

性などについてご自身で判断され、ご自身の責任とリスク負担のもとで行うことに同意す

るものします。したがって、Next Trim に掲載、提供されているコンテンツは、信用する

ことができないものである可能性があることをよくご認識ください。 
 
（a）法令に従って要請された時（b）本規約を強く実施する時（c）第三者の権利を侵害し
ているコンテンツに対するクレームに対応するために必要な場合（d）カスタマーサービス



としてユーザーの要望を対応する時（e）Next Trim、ユーザーまた大衆の権利、財産、安
全を守るために必要な場合など、弊社はユーザーのアカウントとコンテンツに係る情報を

アクセスし、保存し、または開示することができるものに同意します。 
 
ユーザーはコンテンツを含むサービスの送信（発信）を受信する過程で：（a）種々のネッ
トワークを経由することがあること、（b）接続しているネットワークや機器、機材によっ
ては、それらに接続したり、それらを通過するために必要なデータ、信号等の変更がなさ

れる可能性があることを理解したうえで、サービスを利用するものとします 
 
知的財産権 
 
ユーザーは、本サービスを使用する際に、商標、著作権、あるいは他の知的財産権を侵害

するような行為を禁止されます。ユーザーが本条項に違反した場合には、そのコンテンツ

の所有者に告訴される可能性があります。 
 
ユーザーは、サービスおよびサービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、

知的財産権に関する法令などにより保護されている財産権および営業秘密を包含している

ことを認識します。サービスまたは広告中に広告主やユーザーから掲載、提供されている

コンテンツは、著作権、商標法、意匠法などにより保護されています。ユーザーは、弊社、

提携先、広告主に事前の文書による承諾を受けた場合を除いて、サービスもしくはソフト

ウェアまたはそれらに包含される内容（一部あるいは全部を問わず）を複製、公開、送信、

頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用しないことに同意するものとし

ます。 
 
Next Trimはユーザーに対し、Next Trimがユーザーに提供しているソフトウェアのオブ
ジェクトコードを一度に一台のコンピュータ上でダウンロードすることができる非独占的、

一身専属的な権利を許諾します。ユーザーと第三者はソフトウェアを利用する時に複製、

修正、改変、翻案、ソースコードを解読したり、販売、頒布、譲渡することを禁止されま

す。権限なしにもかかわらず、本サービスやサイトをアクセル為にソフトウェアを修正す

ること、修正したソフトウェアを使用することを禁じます。ユーザーはNext Trim以外の
方法を通じて、本サービスやサイトにアクセルできないものと同意します。 
 
ユーザーはサイト、サービスあるいはサービスの中で具体化されるソフトウェアを守る為

にセキュリティコンポーネントを含むかもしれないことを理解し、そしてこれらの材料を

利用するには Next Trimや本サービスにコンテンツを提供する供給者に定めた使用ルール
に従うべきです。ユーザーはサービスに関する使用ルールを無視し、欺くことができない



ものとします。本サービスに掲載されている材料を許可なしで複製、出版、転載、公開す

ることを厳禁します。 
登録 
 
ユーザー登録際に、ユーザーは真実かつ正確なデータを提供するものとします、上記の登

録 デ ータ が変 動し た場 合、 ユー ザー は Next Trim の メー ルア ドレ ス に 
administrator@NextTrim.com  送信する責任があることをします。 
 
ユーザーは契約を締結できる法定年齢であると述べて、そして、衆国の法律あるいは他の

適用可能な司法権の下でサービスを受けることを禁じられる人ではない。ユーザーは下記

の項目を同意します：(a)登録と契約の書式にご自身に関する真実、正確、最新、完全な情
報を提供すること（b）上記の登録データが常に真実、正確、最新、完全な内容を反映する
ものであるように適宜修正して頂くこと。万一真実、正確、最新、完全なデータを提供さ

れていないあるいはNext Trimが上記に反した登録データを判断した場合には、Next Trim
は該当ユーザーの IDを停止、削除し、将来に渡ってサービスを利用することをお断りする
権利を有しております。 
 
1つの登録にあたり、ひとりのユーザーしか使用できないものとします。登録した際、ユー
ザーはユーザー名とパスワードを選ぶことになります。Next Trim は以下の行為を行うこ

とを禁止いたします： 
 
・ひとつのユーザー名とパスワードを第三者と共有すること。 
 
・ネットワークを通じて、複数のユーザーを同じユーザー名とパスワードを使用すること。 
 
ユーザーはサービス（ユーザー名を含む）、サービスの使用権、サービスのアクセスを複製

し、複写し、コピーし、販売し、売買し、転売することができないことに同意する。 
 
ユーザーはユーザー名、パスワードなどについて自らの責任において管理、秘密を守るも

のとします。ユーザー名ならびにパスワードを利用して行われた行為の責任は該当ユーザ

ー名を保有しているユーザーの責任とみなします。ユーザーは以下の項目に同意します：

（a）許可なく自分のユーザー名が利用された場合、または他の安全に違反した場合にはた
だちに Next Trimにご連絡ください（b）ユーザーは毎セッションの終わりにおいて該当ア
カウントから終了することを確認すること。Next Trim はユーザーの使用方法とパスワー

ドの使用の失敗から生じている損害に責任を負わないこと。これらの通知はただちに Next 
Trimのメールアドレス： administrator@NextTrim.com に送信ください。 



 
 
広告配信 
 
弊社はユーザーへニューズメールサービス、新コンテンツの即時情報を配信することがあ

るかもしれません。 
 
ソフトウェア、クッキー（cookies）、ジャバの安全性 
 
本サイトからダウンロード利用可能なソフトウェアの財産権はNext Trimおよび提供者に
帰属しています。ソフトウェアの使用規則は、ソフトウェアでふくまれている許可協定に

よって定めます。もしこのような許可協定に同意しないなら、ソフトウェアをインストー

ルする、使用することができないものとします。Next Trim サイトはクッキー(cookies)の
使用が必要されています。クッキーはプラウザによってユーザーのコンピュータの上に保

存される小さい情報ファイルである。Next Trim はクッキーによって、ユーザーを識別し

て、そしてユーザーに本サイトを使う間に滑らかな、効率的な、そしてカスタマイズされ

た履歴を提供することができるようにするものとします。ユーザーはブラウザで設定を修

正することによって、クッキーを辞退することができるものとします。しかし、ユーザー

はクッキーにサイトを使うことができるようにしなくてはならないものとします。 
 
責任の制限と保証書 
 
本サービスとコンテンツはユーザーに一般的な情報を提供するだけの為であって、ユーザ

ーの特定な要求を満たすことについて一切保証しておりません。特に、Next Trim はユー

ザーにコンテンツとサービスのアドバイスあるいは推薦をしないものとします。またそれ

らの情報を利用、信頼してなされた投資、デザイン、商業あるいは私的な決定等の結果に

ついても一切責任を負うものではありません。すべての判断を決断する前に、適切な独立

したアドバイスが得られるべきである。ユーザーと第三者の間に、作られたサイトに関す

る協定に対して、すべてはユーザー個人のリスクと責任にある。 
 
本サイト上は大量なソースがワールドワイルドWebを通して、電子転送で Next Trimに掲
載する為、サイト、サービス、コンテンツについては一切保証しておりません。特別にサ

イト、サービス、ソフトウェアとコンテンツが「無保証」「同じぐらい利用可能な」基礎で

供給されています。機械あるいは特別な目的に適用できる保証条件、あるいは本規約を除

いての条約は適用な法律によって除く可能性があるものとします。Next Trim はサイト、
サービス、ソフトウェア、すべてのコンテンツの正確性、時間性、完全度、適格性につい



て保証するものではありません。さらに、Next Trimはサイト、ソフトウェア、サービス、
あるいはコンテンツがバグ、エラー、ウイルスによっての汚染、破壊することを防ぐ保証

ができないものとします。 
 
弊社は、契約、不法行為、不当な使用方法（サイト、サービス、コンテンツ）、不正確な行

動によって生じたの損害について、賠償する義務を一切負わないものとします。 
 
Next Trimは、（i）サイト、サービスあるいはコンテンツがユーザーの希望を満たすこと、
（ii）サイトやサービスの提供に連続や随時や安全やエラーのないこと（iii）サービスから
得られる情報等が正確な、信頼のできるものであること（iv）サービスを通じて入手でき
る商品、サービス、情報、材料などがユーザーの期待を満たすものであること（v）ソフト
ウェアの不具合が修正されること、については一切保証しておりません。 
 
本サービスを利用してダウンロード等の方法で入手するすべてのものは、ダウンロード等

を行うことを含めてユーザーご自身の責任で行っていただきます。リスクはユーザーご自

身が負担することになりますので、これらの行為の結果生じる損害についてはユーザーが

すべて責任を負います。ユーザーがNext Trimから直接またはサービスを通じてアドバイ
スや情報を得た場合であっても、本規約に規定されている内容を超えて保証を行うもので

はありません。 
 
サービス中から他のWebサイトへ直接あるいは画面経由でリンクを含んでいる、そして、
可能であれば、弊社はこのようなリンクを明確につくられていることをします。これらの

サイトのリンクは第三者から提供する為、Next Trim はそれらのサイトの利用可能性につ

いては責任を有しておりません。 
 
ユーザーは Next Trimが下記の原因から生じて、直接的、間接的、付随的な、特別な、重
大な、利益上、好意、使用、データあるいは無形の損害か損失（例え Next Trimがそのよ
うな損害があると告知された場合にも）については賠償する責任がないと同意します。原

因：（i）サイトの使用方法あるいはサイトを使用できないこと（ii）サイトあるいはサービ
スを通じて、代用商品の獲得、サイトから購入した商品、データ、情報、サービス、受け

取ったメッセージ、転送過程の費用（iii）ユーザーの送付やデータの不正アクセスや不正
な改変がなされたこと（iv）サイトやサービスを通して第三者に陳述、接触すること（v）
サイトやサービスに関する他のこと。 
 
若干の管轄区域がある特定の保証書あるいは限界の除外あるいは付随的であるか、あるい

は重大な損害賠償金に対する責任の除外を許さないこととします。そして、ユーザーに対



して、上記の条件は全部対応できない場合があること。 
 
これらの準備にもかかわらず、Next Trim の責任は、弊社の直接な過失によってユーザー

の死亡や怪我の場合、制限されておりません。 
プライバシー政策 
 
ユーザーがNext Trimに提供された個人情報は Next Trimでしか使われていないこと、プ
ライバシーの政策に従って管理されます。 
 
条件の変更 
 
Next Trim は必要と判断した場合には、サイトの全ての部分を変更する権利を有しており

ます。弊社は政策の更新かサイトの改進する為には、条件を変更（ユーザーのコンテンツ

の使用方法も含む）できるものをします。弊社は、本規約を改訂しようとする場合、電子

メールで告知するものとし、またはこの規約の最後に改訂した規約を掲載するものとしま

す。本規約改訂を告知した日以後、ユーザーが本サービスを使用している場合、該当ユー

ザーは本規約の改訂に同意したものをみなされます。ユーザーは改訂した規約に同意しな

い場合には、改訂の通知が送付したあるいは掲載された時点以後、本サイトを使用しない

ことをします。 
 
広告とスポンサー 
 
サイトの一部には広告及びスパンサーのコンテンツが掲載されている場合があります。広

告主とスポンサーがサイトの上に提出された資料が国際、国家の法律に従うことを保証す

ることに責任がある。Next Trim は広告の資料のエラーや不正確に責任を負わないことと

します。 
 
法律と管轄権の範囲 
 
ユーザーとNext Trimの間に締結された規約はアメリカカリフォルニア州の法律に抵触し
ない条件で支配されています。ユーザーと Next Trimは、カリフォルニア、ロサンゼルス
にある法廷の個人的な、非開放的な司法権に提出することに同意します。Next Trim の非

開放的な利益の為に、Next Trim はユーザーの所在地の法廷にユーザーの情報を提出権利

を保留しております。 
 
一般 



 
ユーザーは本規約に基づくユーザーの権利義務を第三者に譲渡、質入することをしてはな

らないものとします。 
 
もし本規約中の項目は、司法権のある法廷が無効に判定しても、本規約中の他の項目の効

力には影響がないものとします。 
 
本規約に基づいて、権利を実行するあるいは賠償する行為から生じている過失がある場合

には、権利や賠償を放棄することができないものとします。 
 
上記の見出しは便利さのためであって、実際法律上の効力がありません。 
 
本規約に定める諸条件が本サイト、コンテンツ、本サービスについての利用条件を定める

もので、他の規約により本規約が優先するものとします。ユーザーは、Next Trim 他のサ

ービス、提携サービス、第三者のコンテンツとソフトウェアを使用する際に、追加の規約

を加える場合があることに同意します。 
 
ユーザーは、本規約に違反した場合には、クレームや行為の発生した時点から一年以内に

クレームや行為を起こすことに同意します。 
 
セクションタイトルは便利さのためであって、実際法律上の効力がありません。 
 
もし、上記すべての規約に同意できないなら、本サービスや本サイトを使用してはできな

いものとします。 
 


