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Starfield Technologies, LLC 

EV SSL 証明書サービスサブスクライバ契約 

 

 本 Starfield Technologies, LLC SSL 証明書サブスクライバ契約（以下「契約」）は、Starfield 

Technologies, LLC、 Delaware 有限責任会社、またはそのリセラー（以下「Starfield」と総

称）とお客様との間で締結され、お客様が証明書申請書を Starfield に提出した日に発効し

ます。本契約は、お客様による Starfield の EV SSL 証明書サービス（以下 「証明書サー

ビス」）の使用に関する諸条件を定め、本契約の主題に関してお客様と Starfield 間の完全

な合意を表明 するものです。  

 

本契約を承諾することで、お客様は、本契約のすべての条項を読み、理解し、すべての条項

にしたがうことに同意したことを示します。「弊社」という用語は、Starfield を指すものと

します。「お客様」という用語は、契約者、ならびに契約者の許可を得て、契約者に代わり

弊社の証明書サービスに申請する、または証明書サービスを使用する個人 および組織を指

すものとします。 

 

弊社の証明書サービスは、参照することにより本契約に組み込まれ、随時改訂される 

Starfield の証明書業務ステート メント（Certification Practice Statement、以下「CPS」）

にしたがいます。CPS の最新版は、https://certs.secureserver.net/repository でご覧いただ

けます。 

 

I. 定義。 

次の用語は、本契約において以下の通り定義されるものとします。  

 

i.「アプリケーション ソフトウェア ベンダー」とは、証明書を表示または使用し、

ルート証明書を配布 するソフトウェアの開発者を指します。 

ii. 「認証局」とは、Starfield のように、証明書の作成、署名、配布、および取消

しを行う権限を付与さ れた機関を指します。また、認証局は、証明書のステータ

ス情報を配布し、証明書および証明書ス テータスの情報が保管されているレポジ

トリを提供する責任を負っています。 

iii. 「証明書」とは、本契約にしたがって Starfield が発行した EV SSL 証明書を

指します。 

iv. 「証明書の受益者」とは、契約者、依拠当事者、および自社が配布するソフト

ウェアに Starfield の ルート証明書を含める契約を Starfield と締結したすべて

のアプリケーション ソフトウェア ベンダー を指します。 

v. 「セキュリティ侵害」とは、秘密キーに関連する損失、盗難、曝露、改ざん、不
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正使用またはその他 のセキュリティ違反を指します。 

vi. 「機密情報」とは、当事者が本契約を締結した結果として入手したすべての情

報を指します。これに は、秘密キー、公開キー、個人が特定される情報、パスワ

ード、および機密に指定されているまたは 機密にすることが意図されている情報

が含まれますが、これらに限定されません。 

vii. 「秘密キー」とは、デジタル署名を検証し、ファイルやメッセージを暗号化す

るために、同じ暗号化 アルゴリズムで公開キーとの仲立ちをする、暗号化された

機密電子データファイルを指します。 

viii. 「公開キー」とは、秘密キーとの仲立ちをするために公開されている暗号化電

子データファイルを指 します。 

ix. 「登録局」とは、Starfield の監督下にある下位証明書機関を指します。  

x. 「依拠当事者」とは、証明書または証明書に関連付けられたデジタル署名に依拠

して行動する個人ま たは組織を指します。 

xi. 「リセラー」とは、Starfield によって契約者に製品を販売する許可が付与され

た個人または企業を指 します。 

xii. 「契約者」とは、証明書が発行され、証明書の公開キーに対応する秘密キーを

使用する権限が付与れ た個人または組織を指します。 

xiii. 「Starfield CPS」とは、Starfield の証明書業務ステートメント（Certificate 

Practice Statement）を指し、Starfield PKI およびその証明書の仕組みを定義して

説明するものです。 

xiv. 「Starfield PKI」とは、Starfield 公開キー基盤を指し、個人および組織に証明

書を提供します。  

xv. 「Starfield PKI サイトシール」とは、Web サイトが、そこでの取引が証明書

サービスによって保護さ れていることを示すために表示するグラフィック画像を

指します。 

 

II. 証明書サービスおよび契約者としてのお客様の義務。 

お客様から証明書申請書および料金を受領した後、Starfield は、お客様の申請を検証する

ために必要な確認作業を開始します。この手続きが完了した後、Starfield は、本契 約およ

び Starfield CPS に定められている通り、発行した各証明書について証明書サービスをお

客様に提供するものと します。Starfield および証明書の受益者の利益のため、お客様は

以下を行うこととします。 

 

 (a) 1 組以上の非対称キーペアを生成する。 

 (b) 登録用に公開キーおよび認証情報を提出する。 

 (c)要求した証明書に含まれる公開キーに対応した秘密キー（および、パスワードや
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トークンのような、関連する 有効化データまたはデバイス）を、常時、自身のみの管

理下に置き、秘密に保ち、かつ適切に保護するために 必要なすべての合理的手段を講

じる。 

(d) 証明書申請書、および証明書発行に関連する Starfield の請求に応じる場合の両

方で、Starfield に対して常に正 確かつ完全な情報を提供する。 

(e) Starfield PKI サイトシールは、本契約および Starfield CPS にしたがって、シー

ルを表示するアプリケーショ ンまたはサイトを保護するために Starfield 証明書を

使用する場合にのみ使用する。 

(f) 証明書の情報が不正確である、または不正確になる場合には、証明書の使用を直

ちに中止し、証明書の取消し を Starfield に速やかに要求する。 

(g) 契約者の証明書に含まれている公開キーに関連付けられた秘密キーについて、不

正使用もしくはセキュリティ 侵害が実際にあった、またはその疑いがある場合には、

証明書およびそれに関連付けられている秘密キーの使 用を直ちに中止し、証明書の

取消しを Starfield に速やかに要求する。 

(h) CPS にしたがってキーペアを使用する。 

(i) 証明書の内容が正確であることを確認する。また、各証明書のデータが正確であ

ることを確認し終えるまで証 明書を使用しない。  

(j) 証明書に記載されているドメイン名でアクセスできるサーバーでのみ証明書をイ

ンストールして、適用される すべての法律に準拠し、かつ本契約にしたがってのみ証

明書を使用する。 

(k) 証明書が取消されたら、キーのセキュリティ侵害を含むいかなる理由であろうと

も、証明書に含まれている公開キーに対応する秘密キーの一切の使用を直ちに中止す

る。 

(l) キーのセキュリティ侵害または証明書の不正使用に関する Starfield の指示には、

24 時間以内に応じる。  

 

III. 使用の制限。  

お客様には、以下のことが禁止されています。 

 

(a) 他社の代理として証明書サービスを使用すること。  

(b) Starfield の事前の書面による同意なしにお客様の証明書を再販売すること、また

は再販売を試みること。 

(c) お客様が証明書の申請時に提出したもの以外のドメイン名または組織と関連して

公開キーまたは秘密キーを運 用すること。 

(d) 該当する法域の法律または規則に反して、お客様の証明書を含む任意の製品を、

直接または間接に、他国に輸入、輸出または再輸出すること。  
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(e) 迷惑メールまたは倫理的に不快感を与える活動に関連している可能性のある情報

の送信、受信、閲覧または使 用に証明書サービスを使用すること。倫理的に不快感を

与える活動には、第三者の名誉毀損、困惑、損害、虐待、脅迫、誹謗中傷もしくはい

やがらせを意図した活動、米国またはお客様が事業を運営している米国以外の 地域

の法律で禁止されている活動、ヘイトクライム、テロ、および児童ポルノを含む他者

による違法な行動を 助長することを意図した活動、不法、下品、わいせつ、第三者の

プライバシーの侵害、人種的、民族的または その他の方法で不快感を与える活動、第

三者の身分を装うことを意図した活動、ならびに、方法を問わず未成 年に危害を加え

ることを意図した活動が含まれますが、これらに限定されません。 

(f) 証明書、秘密キーまたは公開キーを複写もしくは逆コンパイル（1988 年著作権、

意匠および特許権法の第 50 条 B で許可されている逆コンパイルを除く）、強化、翻

案、または修正すること。  

 

IV. Starfield の表明と保証。 

Starfield は、その知りうる限り、以下のことを表明し、保証します。  

 

(a) 合理的な技量および注意を払って証明書サービスを提供していること。  

(b) お客様の証明書を作成するにあたり、お客様の証明書情報に誤った情報を入れな

いよう合理的な注意を払った こと。 

(c) 証明書申請書の承認企業もしくは証明書の発行企業に既知の、またはその企業か

ら発生した、重大な不実表示 が証明書にないこと。 

(d) 証明書、取消しサービス、および Starfield のレポジトリ利用においては、Starfield 

CPS の重要な点をすべて遵 守すること。 

 

V. 契約者の保証と表明。  

お客様は、以下のことを保証し、表明します。 

 

(a) 権限のないユーザーがお客様の秘密キーにアクセスしていないこと。  

(b) 契約者証明書にお客様が入力した情報が真実、正確、かつ完全であること。  

(c) お客様が、証明書申請の主題であるドメイン名の登録済み所有者であるか、証明書申

請の主題であるドメイン 名の使用権を当該ドメイン名の登録済み所有者によって付与さ

れていること。  

(d) 証明書および PKI サイトシールが法に則り、権限に基づいて使用されていること。 

(e) お客様が認証局としてではなく、契約者としての範囲で証明書を使用していること。  

(f) お客様が Starfield または Starfield 以外の認証局とお客様との間のいかなる信認関

係も否認すること。  
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(g) お客様が第三者の権利を侵害するいかなる方法によっても証明書サービスを使用して

いないこと。  

 

VI. 取消し。  

Starfield は、(i) お客様が本契約、CPS、もしくは Baseline Requirement に基づく重大な

義務を（お客様に該当する範囲で）履行しなかった場合、(ii) 本契約もしくは CPS のい

ずれかの条件に違反した場合、(iii) お客様もしくはお客 様が契約者申請書に登録した組

織がその名称またはドメイン名を変更したことを、お客様が Starfield に直ちに通知し な

かった場合、(iv) お客様の秘密キーもしくは秘密キーを保護しているセキュリティの侵害

をお客様が発見したもしくは疑った場合に、お客様が Starfield および影響を受ける個人

に対して直ちに通知しなかった場合、(v) お客様が Starfield からの請求書に対してその

受領日の 45 日以内に支払わなかった場合、(vi) お客様が Starfield PKI のセキュリ ティ

もしくは完全性を侵害した場合、(vii) お客様が Starfield PKI サイトシールを不適切に使

用もしくは不実表示した場合、オンラインの証明書取消し要求ページから取消し要求を提

出できます。  

 

VII. 秘密キーのセキュリティ侵害。  

お客様は、お客様の秘密キーが侵害された場合、その侵害に関連するいかなる損害および

損失についても、お客様が 単独で責任を負うことに同意するものとします。 

 

VIII. 手数料。  

お客様によって購入され、Starfield によってお客様に提供される証明書サービスの対価と

して、お客様は、サービス の提供時に Starfield またはそのリセラーに支払うことに同意

するものとします。支払いは、Starfield またはそのリセ ラーによって請求された金額を、

お客様が有効なクレジットカードもしくはオンライン小切手を入力すること、また は現

金準備を使用することによって行うものとします（以下「支払い方法」と総称）。証明書サ

ービスに対する Starfield への未払い金全額を、Starfield もしくはそのリセラーが何らか

の理由によってお客様の支払い方法に請求で きない場合、または Starfield もしくはその

リセラーが以前にお客様の支払い方法に請求した料金に対する延滞金を請 求された場合、

お客様は、Starfield およびそのリセラーが支払いを受領するためにあらゆる救済措置を講

じることが できることに同意するものとします。お客様は、この支払いが行われるよう 

Starfield およびそのリセラーが講じる救 済措置のなかに、お客様に通知することなく証

明書サービスを直ちに取消すことが含まれるが、これに限定されない ことに同意するも

のとします。Starfield は、通常のサービスの範囲外、または高いサービス水準を維持する

ために必 要な、管理業務に対する合理的なサービス料を請求する権利を留保します。これ

らの業務には、メールだけでは対応 できず個人的なサービスを必要とするお客様サービ
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スの問題や、法的サービスを必要とする紛争が含まれますが、こ れらに限定されません。

これらの料金は、弊社に登録されているお客様の支払い方法に対して請求されます。お客

様は、アカウントにログインすることで、いつでも支払い方法を変更することができます。

お客様が自動更新オプションを選択した場合、Starfield またはそのリセラーは、更新期限

が近づいた証明書を、証明書サービスの最初の契約期間と同じ期間で自動的に更新し、お

客様が Starfield またはそのリセラーに登録している支払い方法、その時点の価格で、料

金を受領します。 

 

返金制度について。  

証明書発行後 30 日以内に限り、お客様都合で証明書の取消しを Starfield に依頼すること

ができます。その場合、手数料から Starfield に発生した取消し処理に関わる諸経費を差し

引いた残額が返金されます。当該 30 日を超過した場合でも、Starfield に履行義務違反が

あれば同様に返金されます。 

 

IX. 契約期間および契約の終了。 

本契約は、お客様が証明書申請書を Starfield に提出した日をもって開始し、本契約の条件

は、証明書サービスの期間中、および本契約を更新した期間中、拘束力を持つものとします。

本契約は、お客様に発行されたすべての証明書が 取消されたまたは満了したときにのみ終

了するものとします。本契約第 6 条（取消し）に定める Starfield の取消しの権利に加え、

両当事者は、10 営業日前に相手方当事者に書面で通知することで、自己都合により証明書

を取消すことができます。  

 

X. 知的財産権。  

Starfield の証明書、公開キー、および秘密キーは、Starfield が所有権を有し、その正当な

権利は Starfield のものとし て存続します。サービスマーク、特許、および著作権を含む

が、これらに限定されない、製品およびその更新内容についての該当するすべての法的お

よび制定法上の権利は、Starfield がこれを有し、有し続けるものとします。お客様は、本

契約に定められている以外の権利、権限、または当該所有権に対する興味を有さないもの

とします。Starfield は、証明書サービスに関連した証明書を使用する取消し可能な、非排

他的、譲渡不可のライセンスをお客様に付与し、 これには公開キーと秘密キー、および生

成されたデジタル署名が含まれます。Starfield は、商標、サービスマーク、 商号、または

その他の自社を識別し自社が所有する商業上の記号の、一切の権利を有します。お客様は、

Starfield の 書面による事前の承諾なしに、Starfield の社名またはロゴをいかなる方法で

も使用しないことに同意するものとします。お客様には、他者の知的財産権を侵害する名

称を証明書申請書において使用することが禁じられています。 
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XI. 秘密保持。 

機密情報は、本契約上必要な目的にのみ使用されるものとします。お客様は、お客様が情

報を開示するすべての人物 が、本項の要件にしたがわなければならないことに同意する

ものとします。本項の前述の規定にもかかわらず、いずれの当事者も、適用される法律お

よび規制、または司法もしくはその他の政府機関による命令にしたがい、機密情報を開示

することができます。本項は、本契約終了後 5 年間存続するものとします。 

 

XII. 保証免責。 

Starfield、その認証局、そのリセラー、共同マーケター、下請け業者、販売店、代理人、供

給業者、および従業員は、 Starfield PKI 契約に別段の定めがない限り、明示的か暗示的か

を問わず、商品性、特定目的への適合、非侵害性、所有権、満足すべき所有権の暗示的な

保証、ならびに制定法または商慣習による保証を含むが、これらに限定されない、 いかな

る類いの保証の表明も行わず、明白に否認します。Starfield は、そのサービスがいかなる

期待にも応えること、 もしくはサービスが中断せず、適時で、安全、もしくはエラーのな

いこと、または欠陥が修正されることについて、 一切保証しません。Starfield は、弊社が

提供するいかなるサービスの使用または結果についても、 その正当性、正確性、信頼性、

その他を保証せず、また表明もしません。 

 

XIII. 補償。  

お客様は、(i) 証明書申請書におけるお客様の不実告知、記載漏れ、または虚偽の記述、(ii) 

Starfield 証明書の不正使 用または権限のない修正、(iii) Starfield 証明書のセキュリティ

を確保する適切な措置を講じないこと、および (iv) 知的財産の侵害を含む、Starfield 証

明書または Starfield 証明書に関して提供されたサービスに関連する第三者の、また はこ

れによって生じた、または依拠当事者によるこれの使用または信頼に関連した、合理的な

弁護士手数料、訴訟費用、および専門家への費用を含む、あらゆる申立て、責任、損害賠

償、損失および支出について、Starfield、 Starfield PKI に関連する Starfield 以外の認証

局、ならびに Starfield の請負業者、代理人、従業員、役員、取締役、株主、関連会社、お

よび譲受人を補償し、これに害を与えないものとします。お客様は、当該申立てを Starfield 

に書面 で速やかに通知し、Starfield に手続きの管理を許可することに同意するものとし

ます。お客様は、当該手続きにおい て Starfield に全面的に協力することに同意するもの

とします。お客様は、前述の結果生じた手続きにかかる費用の全額を自己負担で弁護し、

解決するものとします。 

 

XIV. 責任制限。 

Starfield は、証明書の暗号化の失敗または侵害によるものでない限り、証明書サービスの

いかなる損失についても責任を負わないものとします。 Starfield、Starfield 認証局のもと
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で運営している第三者の独立登録局、リセラーもしくは共同マーケター、またはこれらの

下請け業者、販売店、代理人、供給業者、従業員もしくは取締役が、申請者、契約者、依

拠当事者もしくはその他の人物、企業または組織に負う、Starfield 証明書の使用またはそ

れへの信頼を含む、Starfield 証明書もしくは Starfield 証明書に関して提供されたサービ

スから生じた、またはそれに関連した責任の最大総額は、証明書につき 50,000.00 米ドル

（以下「拡張認証の累積損害賠償制限」）（以下 「累積損害賠償制限」と総称）を超えない

ものとします。これらの累積損害賠償制限は、当該 Starfield 証明書もしく は Starfield 証

明書に関して提供されたサービスによって生じた、もしくはそれに関連する訴訟の取引数

または件数にかかわらず、各 Starfield 証明書ごとに適用されます。前述の制限は、直接損

害、間接損害、特別損害、法定損害、懲罰的損害、派生的損害、信頼利益の損害、および

付随的損害を含む、契約行為（重大な違反を含む）、不法行為（過失を含む）、制定法また

はその他のいかなる責任理論に基づくかを問わず適用されます。 

 

Starfield、Starfield 認証局のもとで運営している第三者の独立登録局、それら組織の取締

役は、申請者、契約者、依拠当事者もしくはその他の人物、企業または組織に対し、証明

書や証明書に記載された情報が、その法的管轄エリアを問わず一切の個人、企業や組織が

保有する特許、商標、商業秘密、その他一切の知的財産権に対する侵害、不正利用、希薄

化、不正競争に関する係争から生ずる申立て、責任、損害賠償、損失、支出および示談等

の一切から免責されます。 

 

Starfield 証明書もしくは Starfield 証明書に関して提供されたサービスから生じた、また

はそれに関連した累積損害賠償制限を超えて発生すると見込まれる場合、累積損害賠償制

限は係争妥結した事案から順に充当されるものとし、Starfield、Starfield 認証局のもとで

運営している第三者の独立登録局、リセラーもしくは共同マーケター、またはこれらの下

請け業者、販売店、代理人、供給業者、従業員もしくは取締役は、累積損害賠償制限を超

える一切の支払いにつき免責されます。 

 

Starfield、Starfield 認証局のもとで運営している第三者の独立登録局、リセラーもしくは

共同マーケター、またはこれらの下請け業者、販売店、代理人、供給業者、従業員もしく

は取締役は、直接損害、間接損害、特別損害、法定損害、懲罰的損害、派生的損害、信頼

利益の損害、および付随的損害を含む、契約行為（重大な違反を含む）、不法行為（過失を

含む）、制定法またはその他のいかなる責任理論に基づくかを問わず、責任を負いません。 

本免責は、本契約に規定される限られた救済の本質的目的に適わない場合であっても、あ

るいは Starfield、Starfield 認証局のもとで運営している第三者の独立登録局、リセラーも

しくは共同マーケター、またはこれらの下請け業者、販売店、代理人、供給業者、従業員

もしくは取締役が、そうした損害が起りえることを予め知らされていたとしても、有効に
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適用されます。 

 

法的管轄エリアによっては、申請者、契約者、依拠当事者もしくはその他の人物、企業ま

たは組織に対する上述の直接あるいは間接損害からの免責や責任の制限を許容しない場

合があることが想定されますが、CPS に規定された保証や表明、あるいはその他条文から

の免責や責任の制限は、CPS や本契約、依拠当事者契約の本質を構成しています。したが

い、申請者、契約者、依拠当事者もしくはその他の人物、企業または組織は、CPS に規定

された保証や表明、あるいはその他条文からの免責や責任の制限が認められない場合には、

Starfield、Starfield 認証局のもとで運営している第三者の独立登録局、リセラーもしくは

共同マーケター、またはこれらの下請け業者、販売店、代理人、供給業者、従業員もしく

は取締役は、いずれも Starfield 証明書を発行しないこと、加えてこうした規定が本契約に

関わるリスクを合理的に管理していることを認識するものとします。 

 

XV. 修正。  

お客様は、Starfield が本契約、証明書の仕様、および証明書サービスの条件を随時修正で

きることに同意するものと します。これには、法律、規則、および業界標準で求められる

証明書の存続期間の制限や機能の修正が含まれますが、 これらに限定されません。 当該

修正は、改訂された契約が Starfield の Web サイトに投稿された時点で直ちに拘束力 を

持ち、有効となります。お客様は、本契約またはサービスが修正された後も Starfield の証

明書サービスを使用し続けることで、当該修正に拘束されることに同意したものとみなさ

れます。  

 

XVI. 不可抗力。  

不可抗力、共通の敵による行為、自然災害、地震、洪水、火事、疫病、暴動、移動手段も

しくは通信手段の途絶も しくは遅延、または他方当事者もしくはその従業員、代理人、も

しくは請負業者による作為もしくは不作為を含む、 当事者の合理的な制御を超える事由

により本契約の履行に遅延または不履行が生じた場合、当事者は、本契約の不 履行とはみ

なされない、または本契約の履行の遅延もしくは不履行について責任を負わないものとし

ます。ただし、 資金不足は、当事者の合理的な制御を超える事由とはみなされないものと

します。当事者は、自身の判断において 上記の理由により本契約の履行に遅延が予想され

る場合には、他方当事者に直ちに情報提供し、両者で協議するものとします。  

 

XVII. 分離および完全合意。 

お客様は、本契約の条項の見出しや題目が単なる参照目的であって、その意味するところ

はそれぞれの条項に記載されていることに同意するものとします。また、お客様は、本契

約の条項が分離可能であることに同意するものとします。本契約の一部が履行不能または
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無効である と判断された場合、本契約の当該部分は、本契約の両当事者の当初の意図に一

致する形で、適用される法律にできる 限り沿って解釈するものとします。本契約のそれ以

外の条項については、引き続き効力を有します。 お客様は、参照する方針（即ち CPS 等）

を含む本契約が、本契約で予定されている証明書サービスに関するお客様 と Starfield の

間の完全かつ唯一の合意を構成していることに同意するものとします。  

 

XVIII. 裁判管轄、陪審裁判の放棄。  

本契約は、契約またはその他の法律の規定の選択にかかわらず、アリゾナ州で締結された

ものとみなされます。本契約の有効性、解釈、および法的効力の判断には、アリゾナ州マ

リコパ郡の法律と判決が使用されるものとします。お 客様は、本契約に関連した、または

本契約から生じた一切の訴訟がアリゾナ州マリコパ郡裁判所に提起されることに 同意す

るものとします。本契約には、ソフトウェア、ハードウェアおよび技術情報の輸出および

輸入に関する規制を 含む、該当する国、州、地方、および外国の法律、規則、規制、条例、

法令、および命令が、 適用されるものとします。お客様は、本契約に関連して行われる、

または本契約から生じた訴訟について、陪審審理 を受ける権利を放棄することに同意す

るものとします。 

 

XIX. 譲渡。  

本契約は、本契約の当事者およびそれぞれの相続人、後継者、譲受人の利益を拘束し、効

力を生ずるものとします。お客様は、譲受人が明示的に本契約の一切の権利、義務、およ

び責任を引き受けない限り、親会社、子会社、関連会 社、および第三者を含む誰にも、事

業の一部売却の一環として、または合併、統合、もしくは再編成によるものとし て、本契

約を譲渡または移転してはなりません。 

 

XX. 権利放棄。 

権利放棄した場合、またはいずれかの当事者が本契約で定められた権利を何らかの点で行

使しなかった場合も、本契約に基づくそれ以後の権利の放棄とはみなされないものとしま

す。  

 

XXI. 存続。 

契約終了後も存続しうる本契約の条項は、すべて存続するものとします。  

 

XXII. 通知。 

本契約または CPS などの関連する契約に関する通知、問合せ、要求は、すべてメールま

たは書面のいずれかにて伝 達するものとします。電子通信は、意図した受信者によって受

信された時点をもって有効とし、書面による伝達は、 発送から 5 日後または受領時のど
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ちらか早い時点をもって有効とします。違反・侵害に関する通知は、お客様が Starfield に

登録しているメールアドレスに送信されるか、お客様が Starfield に登録している住所に

第 1 種郵便で郵送 されます。お客様から Starfield への通知は、弊社の Web サイトに

掲載されているメールアドレスにメールで送信す るか、弊社の下記住所に第 1 種郵便で

郵送してください。  

 

Starfield PKI C/O Starfield Technologies, LLC 

2155 E Warner Rd, 

Tempe, AZ 85284 

practices@starfieldtech.com 


