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1。 あなたとBOD•ĒPRO社との同意契約 
この利用規約（以下「TOS」）は、すべてのBod•ēPro Incorporated（以下「Bod•ēPro」）が所有お

よび運営するWebサイトに適用されます。このTOSは、第三者のWebサイトのコンテンツには適用され

ません。ここに含まれている条件、条約、または通知のいずれかが、特定のBod•ēProサイトに含まれて

いる追加の条件または他のガイドラインと矛盾する場合は、これらの条件が優先するものとします。 

2。 意図された対象者 
このWebサイトの資料は、Bod•ēProによって、米国およびその周辺地域に居住するインフルエンサーと

その顧客へのサービスとして公開されています。このサイトは、これらの地域外からのアクセスまたは使

用を目的としていません。Bod•ēProとそのインフルエンサーは、このサイトに掲載されている情報がす

べての管轄地域に適しているとは主張しません。あなたがこのウェブサイト上の資料に米国外またはその

周辺地域からアクセスする場合は、あなた自身の責任で行ってください。あなたはあなたのそれぞれの管

轄の法律を遵守する責任があります。 

3。 購入および契約条件 
あなたは、購入時に有効なクレジットカード番号または利用可能なクレジット機能のあるアカウント情

報を提供する責任があります。あなたはあなたがクレジットカードまたはアカウント情報の許可された

ユーザーであることを証明しなくてはなりません。お客様は、適用される連邦税、州税、地方税および

市税の支払いに対して責任を負います。あなたは送料と手数料の支払いに対して、責任があります。税

金、配送料、手数料は、管轄区域および注文内容によっては、請求書に含まれる場合があります。 

4。 返品ポリシー 
何らかの理由でお客様がBod•ēPro製品に満足いただけなかった場合、購入日から30日以内であれば、

Bod•ēProまたはその製品を購入したインフルエンサーにその製品を返品し、発送手数料を除く製品金額

の払い戻しを請求することができます。その場合、返品を希望する顧客が返送料および取扱手数料を支払

うものとします。そのような払い戻しは、インフルエンサーが同意したBod•ēProのポリシーおよび手順

（「ポリシー」）に従うものとします。インフルエンサーがビジネスをキャンセルした場合は、キャンセ

ルより1年以内に購入した再販売の可能な製品を、送料・手数料を除いた100％の製品金額の払い戻しを受

けることができます。有効期間が経過したか商品が開封されたか損傷している場合、または季節商品、販

売中止商品、または特別プロモーション商品として販売された商品は、再販売が不可能ですので返品でき

ません。他の返品についても、製品を返送する前に返品承認番号（RMA）を取得するためにカスタマーサ

ービスに連絡するなど、同じ手順に従う必要があります。 

5。 機密性 
購入をするとき、真実、正確、そして完全な情報をBod•ēProまたはインフルエンサーに提供することに

同意します。現在インフルエンサーでない限り、購入した商品やサービスを再販売しないことに同意しま

す。顧客は、購入した商品やサービスを再販しないことに同意します。あなたは、あなたが提供されたID
番号、キー、またはパスワード（暗証番号）の機密性を維持することに同意します。あなたは、上記の不

正使用またはその他のセキュリティ違反をBod•ēProに直ちに通知することに同意します。あなたはあな

たのID番号の下でのすべての活動に対して完全に責任があります。 Bod•ēProは、あなたのID番号の不

正使用によるあなたのアカウントの誤用に対して責任を負いません。 

6。 著作権 
すべてのウェブサイトのデザイン、テキストおよびグラフィックはBod•ēPro Incorporatedが全面的か

つ独占的に所有しています。すべてのBod•ēProウェブサイトのコンテンツはBod•ēPro Incorporated
が著作権を所有します（ALL RIGHTS RESERVED）。Bod•ē Proによる書面での事前の許可なしに、

電子的、機械的、複写、記録、その他を含むいかなる形式の媒体によっても、Webサイトの資料を、複

写、複製、配布、再発行、ダウンロード、表示、投稿、送信することはできません。 
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7。 商標 
Bod•ēProの知的財産、Bod•ēProの会社ロゴBod•ēPro®、これら、さらにこれらに限定されない、

Bod•ēPro®、Bod•ēPro Happy™、Bod•ē Pro Strong™、Bod•ēPro Burn™のBod•ēProの製品名およ

びロゴ、すべてのページヘッダー、カスタムグラフィック、およびボタンアイコン、サービスマーク、商

標、またはトレードドレスは、Bod•ēPro Incorporatedにより全面的かつ独占的に所有されています。 
またWebサイトに記載されているその他の商標、製品名、会社名、ロゴ、サービスマーク、トレードドレ

スは、それぞれの所有者に帰属します。 

8。 第三者のサイトへのリンク 
Bod•ē Proは、そのWebサイトを介して、他の第三者のWebサイト、リソース、広告、またはその他の

そのような宣伝用資料へのリンクを提供することがあります。 Bod•ēProは、リンク先のサイトのコンテ

ンツ、またはリンク先のサイトを介して提供される商品やサービスの品質を管理していないため、

Bod•ēProは一切の責任を負いません。 （1）リンク先のサイトまたはリソースの利用可能性。 （2）リン

ク先サイトで、またはリンク先サイトを通じて利用可能なコンテンツの正確性または完全性。 （3）これ

らの第三者のサイトを通じて提供される商品またはサービス。したがって、あなたは、コンテンツの使用

またはそれに関連して引き起こされた、またはそれらに起因して生じたと考えられるいかなる損害または

損失に対し、および/またはリンク先の第三者のサイトによって提供される、またはそれらを通じて提供

される商品またはサービスの品質において、直接的または間接的にいかなる方法でもBod•ēProがあなた

に責任を負いません。 

9。 これらの利用規約の変更 
Bod•ēProは、Bod•ēPro Webサイトが提供される条件、条約、および通知を、変更する権利を保有しま

す。あなたはこれらの利用規約と特定のウェブサイトに掲載された追加の規約を定期的に見直す責任があ

ります。あなたがBod•ēProウェブサイトを継続して使用することは、そのようなすべての諸条件、およ

び通知へ、あなたが同意をしたことになります。 

10。 保証の否認 
Bod•ēProのウエブサイトを、全面的にあなたの責任において利用することを理解し同意します。当ウェ

ブサイトは「現行」および「可能な限り」の原則に基づいて提供されています。 Bod•ēProは、明示また

は暗示を問わず、商品性、特定の目的に対する適合性、および違反をしていないことを含め、いかなる種

類の保証をもするものではありません。 Bod•ēProは（i）本ウェブサイトがお客様の要件を満たすこと、

（ii）本ウェブサイトが中断されることなく、適時、安全、またはエラーのないこと、（iii）本ウェブサイ

トの使用により得られたものは正確または信頼できるもの、（iv）本ソフトウェアの誤りは修正されたも

の、を保証するものではありません。本ウェブサイトの使用を通じて取得されたいかなるマテリアルのダ

ウンロードまたはその他は、ご自身の判断およびリスクで行われ、その結果、コンピュータシステムまた

はその一部のデータが破損した場合、ご自身でそのすべての責任を負います。  Bod•ēProから入手した口

頭または書面によるもの、Eメールサービスからのいかなるアドバイスまたは情報も、TOSに明示的に記

載されていないものを保証しません。 

11。 責任の制限 
（i）ウェブサイトの利用または利用不能からの結果、 （ii）商品、データ、情報、サービスを購入するこ

と、取得したメッセージ、または本サイトから受信した取引、または本ウェブサイトから入力された商品

およびサービスの取得の費用やお客様の送信データ、（iv）本サービスに関する第三者の声明、または行

動、（v）誤った注文または紛失した注文、紛失した登録、紛失または盗まれたプログラムもしくはその

他のデータ、または（vi）Bod•ēPro、その従業員、またはインフルエンサー、そのWebサイトに関連す

る他の事項について、そのような損害、損失、または損失の可能性または可能性がある場合、これらによ

り直接的に、間接的に、意図的に、必然的に、または付随的に生じた経済的損害、信用の損失、データや
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そのほかの見えない情報の損失、その他の種類の損害について、あなたはBod•ēProがその責任を負わな

いことを理解し、それに同意します。 

12。 一般規約 
a。 これらの利用規約に基づく執行、違反または義務または権利の侵害に対する請求は、アリゾナ州の法

律に基づいて裁定されるものとします。あなたは、これにより、Bod•ēProウェブサイトの使用から

生じた、またはこれに関連したすべての紛争において、米国アリゾナ州マリコパ郡の専属管轄権およ

び裁判地に、取消不能な形で同意します。 

b。 あなたは、これらの利用規約またはBod•ēPro Webサイトの使用の結果として、あなたとBod•ēPro
との間にジョイントベンチャー、パートナーシップ、雇用、または代理関係が存在しないことに同意

します。 

c。 Bod•ēProウェブサイト上でのあなたの使用または行動において発生した、第三者から主張されたい

かなる請求、要求、または損害に対しても、あなたは、Bod•ēPro、その親会社、子会社、インフル

エンサー、役員および従業員、ならびに関連会社に対して、合理的な法的費用を含め、害を及ぼさな

いことに同意します。 

d。 Bod•ēProは、（1）法的要件に準拠しているか、または法的手続きに準拠しているか、 （2）
Bod•ēProまたはその関連会社の権利または財産を保護および保護する、 （3）TOSを執行する、    
（4）インフルエンサー、従業員、規範、その他の利益を保護するために、 そのような行動が必要で

あると決断した場合、あなたの事前の許可なしに、あなたまたはBod•ēPro Webサイトの使用に関す

る個人情報を開示する権利を有します。 

e。 Bod•ēProのWebサイトの利用、またはBod•ēProに提供、または収集された情報の使用方法におい

て、Bod•ēProの本利用規約に基づく履行は、既存の法律および法的手続きの対象であり、本サービス

利用規約に含まれるものは、政府、裁判所、警察機関の規約に違反するものではありません。 

f。 これらの利用規約のいずれかの条項が適用法に基づき無効または執行不能であると判断された場合、

そのような執行不可能な限定部分は本利用規約から完全に分離可能となり、限定部分が残りの条項に

影響を与えることなく、残りの条項は引き続き効力を持ちます。さらに、そのような無効または法的

強制力のない規定の代わりに、可能な限り元の限定部分と同様の、法的、有効かつ強制力のある可能

性をもった規定を追加することができます。 

g。 本契約に別段の定めがない限り、Bod•ēPro Webサイトに関して、ユーザーとBod•ēProの間での

これらの利用規約およびプライバシーポリシーは、Bod•ēProウェブサイトに関するユーザーと

Bod•ēProの間の完全なる合意を構成し、電子、口頭、または文書を問わず、すべての提案や情報よ

り優先されます。 

h。 これらの利用規約の印刷版および電子形式での通知は、これらの利用規約に基づく、またはこれらに

関連する司法手続きまたは行政手続きにおいて、印刷形式で管理されている他の業務文書および記録

と同じ条件に基づいて認められるものとします。 

13。 著作権の主張をするための通知と手順侵害 

米国デジタルミレニアム著作権法（以下「DMCA」）に準拠する、著作権侵害の申し立ての通知に迅速に

対応することが、当社の方針です。このポリシーは、これらの注意事項に記載されている情報について説

明しています。これは、Bod•Proへの侵害の申し立ての通知をできるだけ簡単にしながら、不正または理

解や確認が困難な通知を減らすように設計されています。下記の通知形式は、DMCAが提案している形式
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（米国著作権局のWebサイト（http://www.copyright.gov）に記載されています）と一致していますが

我々は他の法的組織からの報告にも同様の形式で対応します。 

BodēProサイトのいかなるユーザーも、適用される著作権法を遵守することが求められます。ただし、著

作権侵害の申し立てについて適切な通知を受け取った場合、そのような通知に対する私たちの対応は、米

国の法律、または他の地域の法律にかかわらず、侵害行為の対象であるされる資料へのアクセスの削除ま

たは無効化を含みます。そのような通知に応じてアクセスを削除または無効にした場合は、DMCAの第512

条（g）（2）および（3）に従って異議を申し立てることができるように、影響を受けるコンテンツの所

有者に連絡を試みます。 また、侵害の申し立てについての通知を記録します。 

侵害通知： 
申し立てられた侵害の適切な通知を受け取ると、Bod•ēProは、このポリシーおよびDMCAに説明さ

れている手順に従います。  

Bod•ēProで侵害の通知を提出するには、以下のリストに記載されている情報を記載した書面（ファ

ックスまたは通常の郵便による）を提出する必要があります。事前の書面による合意において、お客

様は以下に指定された情報をEメールで伝達することはできません。提出された情報・資料が著作権を

侵害していることを虚偽表示した場合、損害（費用および弁護士費用を含む）について責任を負うこ

とになります。したがって、あなたが正しい著作権者であるかどうか、または著作権法があなたの著

作物を保護しているかどうか確信が持てない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。  

あなたの要求を迅速に処理するために、（セクション番号を含む）次のフォーマットを使ってくださ

い： 

a。 著作権で保護されている著作物が侵害されている可能性があることを十分に詳しく説明してくださ

い。 （例えば、問題となっている著作物の、「著作物の名前」と「著者の名前」および要約番号  
（http://ssrn.com/abstract=638801）など。） 

b。 侵害されている、または侵害行為の対象であると主張される、削除またはアクセスが無効にされるべ

き資料、およびBod•ēProがその資料を判別するのに十分な情報。 

c。 住所、電話番号、および入手可能であれば、申立当事者に連絡をとることができるEメールアド

レスなど、Bod•ēProが申立当事者に連絡することができる十分な情報。 

d。 次の声明：「私が申し立てを行った方法での資料の使用は、著作権者、その代理人、または法律

によって承認されていないと誠意を持って確信しています」。 

e。 次の声明：「私は、偽証の罰の下、通知の情報が正確であり、私は著作権者であるか、または侵

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あることを誓います」。そして 

f。 文書に署名します。 

g。 書面による申し立てを以下に送ってください：Bod•ē Pro Legal Department 
8132 N. 87th Place Scottsdale, Arizona 85258 

またはFAXで 

http://www.copyright.gov/
http://ssrn.com/abstract=638801
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480-927-8665 Attn: Legal Department 

異議の申し立て 
著作権侵害の疑いのあるコンテンツの提供者は、デジタルミレニアム著作権法のセクション512（g）（2）
および（3）に従って異議申し立て通知をすることができます。 

異議申し立て通知を当社に提出するには、以下のリストに記載されている情報を記載した書面（ファッ

クスまたは通常の郵便による）を提出する必要があります。事前の書面による合意において、お客様は

以下に指定された情報をEメールで伝達することはできません。製品または行為が他人の著作権を侵害し

ていないことを虚偽表示した場合、損害賠償（費用および弁護士費用を含む）について責任を負うこと

になります。したがって、特定の素材が他の素材の著作権を侵害しているかどうかわからない場合は、

まず弁護士に相談することをお勧めします。 

あなたの請求の処理を迅速にするために、（セクション番号を含む）次のフォーマットを使ってください： 

a。 削除されたまたはアクセスが無効にされた資料、および、削除またはアクセスが無効にされる

前に資料が表示されていた場所。 

b。 あなたの名前、住所、電話番号 

c。 次の声明文：「私は、アリゾナ州マリコパ郡管轄の連邦地方裁判所の判断に同意します。」 

d。 次の声明文：「私は[侵害通知を提出した人の名前を挿入]またはその代理人から手続の通知を

受け取ります」。 

e。 次の声明文：「私は、偽証の罰則の下、削除または無効にされる資料の誤りまたは誤認の結果とし

て、影響を受けた資料が削除または無効にされたと誠意を持って信じる」と誓います。 

f。 文書に署名します。 

g。 書面による異議申し立てを以下に送ってください：Bod•ē Pro Legal Department  
8132 N. 87th Place Scottsdale, AZ 85258 

またはFAXで 

480-927-8665 Attn: Legal Department 

h。 そのような異議申し立て通知を受け取ったBod•ēProは、速やかに元の侵害通知を提出した人物に異

議申し立ての通知をし、１０営業日以内に、削除された資料を再掲示し、またはそれへのアクセスの

禁止を中止します。 Bod•ēProは、最初の侵害を提出した人から、当社のシステムまたはネットワー

ク上の素材に関する侵害行為に加入者が関与することを禁じるために裁判所の命令を求める訴訟を提

起したという通知を最初に受けた場合を除き、異議申し立て通知の受領後10営業日または14営業日以

内に、削除された資料を再掲示し、アクセスの無効を中止にします。 

侵害を繰り返す行為 
DMCAのセクション512（i）（1）（a）に従って、Bod•ēProは適切な状況において、侵害を繰り返してい

るユーザのアカウントを無効にし、および/または終了させます。 

この利用規約は、英語版を日本語版へ翻訳をしたものです。英語版と日本語版において、相違や誤訳がある場合は、常に英語版の内容が

採用されます。 
 


