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グローバルIBXポリシー 

 

このグローバル・インターナショナル・ビジネス・エクスチェンジ・データセンター・ポリシー（「グローバルIBXポリシー」）は、お客
様が本契約と適⽤される注⽂書に従ってエクイニクスのInternational Business Exchange™（「IBX®」）を利⽤
する際に適⽤される追加的な条件を補⾜として規定するものです。定義語は全て本契約またはグローバルIBXポリシーの
いずれかにおいて定義します。「お客様」（「顧客」という場合があります。）との記載には、必要に応じてお客様の被任命
者とお客様が帯同する者も含むものとします。 

 

A. IBX へのアクセス 

1. 24時間年中無休のアクセス 

お客様は、グローバルIBXポリシーが定める制限に従うことを条件として、1⽇24時間、年中無休で、IBXセンタ
ー内の共⽤エリアとお客様のライセンス・スペースにアクセスすることができます。 

2. ⾝元確認 

エクイニクスの警備担当者またはマネジメント（IBXオペレーション・ディレクターや同⼈が指定したスタッフ等）が
⾝元を確認した⽅に限り、IBXへの⼊館を認めます。お客様を含む全てのビジターは、IBXへの⼊館許可に先
⽴ち、エクイニクスが⾝元確認のために認めた公的機関発⾏の有効な写真付きIDを提⽰するものとします。利
⽤可能なIDは容易に⾝元確認が可能な公的機関発⾏の有効な写真付きIDに限られるものとし、具体的に
は (a) パスポート、(b) 運転免許証または国等が発⾏した⾝分証明書のうち、対象となるIBXセンターが所在
する国または地域で発⾏されたもの等です。なお、対象となるIBXセンターが所在する国または地域以外で発⾏
された運転免許証や⾝分証明書は利⽤できません。提⽰されたIDについてエクイニクスが⼊館時に利⽤できな
いものと判断した場合や、その他の理由により⾝元確認ができない場合には、利⽤可能なIDが提供されるまで
の間は、IBXへ⼊館することはできません。また、アクセス管理システムにより⼊館⼿続を⾏う際に、⾝元確認の
結果を記録するために、写真撮影を求められる場合があります。 

3. 禁⽌対象の物品と禁⽌⾏為 

エクイニクスはお客様に対し、IBXセンターへの⼊館許可に先⽴ち、禁⽌対象となっている物品がIBXに持ち込
まれないようにするために、⾦属探知機等によるボディチェックを受けるよう求める場合があります。エクイニクスは、
以下のいずれかに該当する⽅については、IBXセンターの施設内への⽴⼊りを拒否し、そこから退去させるものと
します。 

a. 禁⽌対象となっている以下のいずれかの物品を所持している場合。 

(1) 爆発物、銃器、武器または安全性に問題がある機器（その種類を問いません。）。 

(2) 有害物質、放射性物質その他の有害な化学物質。 
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(3) アルコール類、違法薬物その他の酩酊感を⽣じさせる物。 

(4) 磁⽯および電磁機器。 

b. 以下のいずれかの禁⽌⾏為に関与している場合。 

(1) ⾝体、⽣命または財産を危険に晒す⾏為（酒気を帯びている場合その他酩酊している場合を含
みます。）。 

(2) セキュリティに関する規則、システム、機器または器具を改ざんし、あるいはそれらの侵害を試みる⾏
為（アクセス制限区域やアクセス制限付きネットワークに対して不正にアクセスを試みる⾏為、その
他の⽅法でセキュリティの回避を試みる⾏為を含みます。）。 

(3) セキュリティの維持や義務の履⾏に関するエクイニクスの能⼒を減損させる可能性がある⾏為。 

(4) IBXセンターやライセンス・スペースの内装ないし外装に対する構造的な変更または改造（エクイニ
クスが事前に書⾯により明⽰的に承諾している場合は除きます。）。 

(5) その他明⽰的には禁⽌されていないものの安全性に問題がある⾏為、業務上の⽬的以外の⽬的
での⼊館、その他の態様による本契約またはグローバルIBXポリシー中の条項の違反。 

4. 緊急時対応 

エクイニクスは、緊急性を要する事態（⽕災、建物からの避難、医療上の理由による緊急事態、天候に関する
緊急事態、テロリストによる攻撃等。）が発⽣した場合、IBXセンターそれ⾃体やその運⽤に対する脅威がある
場合または警察や消防署等の公的機関の役職員からの指⽰がある場合には、IBXセンターへの⼊館を⼀時的
に制限しまたは延期することがあります。緊急時や訓練を実施する際には、お客様は現地のエクイニクスのスタッ
フの指⽰に従うものとします。 

 

B. IBXの利⽤ 

1. お客様の順守事項 

お客様は、以下を順守するものとします。 

a. 本契約、グローバルIBXポリシーならびにそのIBXセンターにおいて効⼒を有する全ての法令、ルール、規則
および⼿続（現場のエクイニクスのスタッフからの指⽰やエクイニクスが適宜掲出する掲⽰物を含みます。）
を順守すること。 

b. マナーを守り、適法で、プロフェッショナルかつ安全性に問題のない態様で⾏動すること（避難経路や通路
を妨がないこと、⽕災や迷惑⾏為を⽣じさせないこと、エクイニクスのスタッフや他のカスタマーをその他の態
様で阻害しないことを含みます。）。 

c. 不審な⾏為やグローバルIBXポリシーの違反、⼈⾝傷害、機器や設備の損傷、または安全性に問題のあ
る状況（その種類を問いません。）を認めた場合には、これらについて、ただちにエクイニクスに通知すること。 

d. IBXセンターの適正な運⽤を妨害しないこと。これには、エクイニクスが運⽤ないし保守しているセキュリティ
に関わるシステムや機器、電気関連のシステムや機器その他のシステムや機器（クロスコネクトを含みま
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す。）に接触し、これを改変し、損傷しまたは破壊することを含みますが、これらに限定されません。 

e. IBXセンターやその近辺、あるいはその周辺施設で有害物質の製造、⽣成、処理、輸送、処分、放出、
排出または保管をしないこと。 

f. エクイニクスが許可しない限り、徒歩以外の移動⼿段を使⽤しないこと。 

2. カメラ、ビデオ、CCTV 、その他の記録機器の使⽤ 

第D3項において特に認められている場合を除き、お客様によるカメラ、ビデオ、CCTV、その他の記録機器の使
⽤は禁⽌します。 

3. IBXセンター内の共⽤エリアの使⽤ 

お客様は、お客様のライセンス・スペースへ出⼊りすること等を⽬的として、エクイニクスが認めるIBXセンター内の
共⽤エリアを使⽤することができます。ただし、IBXセンター（IBXセンターの周辺部を含みます。）の歩道、通
路、敷地、⼊⼝、廊下、階段あるいは共⽤エリアに障害物を置き、またはこれらの使⽤を妨げることは禁⽌しま
す。エクイニクスがIBXセンター内の共⽤エリアを共⽤作業エリアとして指定する場合、お客様は、機器の修理や
テスト等のエクイニクスが明⽰的に認める⽬的のために使⽤する場合にのみ、当該共⽤作業エリアを使⽤するこ
とができます。また、お客様は、エクイニクスがその旨を明⽰的に指定したIBXセンター内の共⽤エリア内でのみ、
飲⾷、喫煙、電⼦たばこその他これに類似する物品を使⽤することが可能です。お客様は、IBXセンター内の共
⽤エリアにお客様機器を放置してはいけません。 

 

C. ライセンス・スペースへのアクセス 

1. 24時間年中無休のアクセス 

お客様は、グローバルIBXポリシーが定める制限に従うことを条件として、1⽇24時間、年中無休で、お客様のラ
イセンス・スペースにアクセスすることができます。 

2. 禁⽌⾏為 

お客様は、お客様⾃⾝もしくは他のカスタマーのライセンス・スペースのセキュリティを変更し、これに⼲渉し、これを
損傷し、調整し、阻害し、または侵害してはならないものとします。 

3. エクイニクスによるアクセス 

エクイニクスは、以下の場合を除いて、お客様のライセンス・スペースにアクセスしないものとします。 

a. お客様に指⽰された場合（Smart Hands™（以下「スマートハンズ」という場合があります。）を提供す
る場合等。）。 

b. 安全衛⽣上、緊急を要する事態に対応する場合。 

c. IBXセンターの効率的な運⽤に必要となる活動を⾏う場合（保守を含みます。）。 

d. その他、本契約が特に認める場合（IBXセンターの賃貸⼈等を同⾏することが状況に応じて必要とされる
場合等。ただし、事前の通知と調整がなされた場合のみとします。）。 
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D. ライセンス・スペースの使⽤  

1. 整理整頓と衛⽣状態の維持、什器備品設置の禁⽌ 

お客様は、ライセンス・スペースにごみや廃棄物を放置せず、整理整頓がなされた清潔な状態を維持し、かつ、
補修と管理が⾏き届いた状態を保つものとします。当社指定のごみ容器は、IBXセンター内の共⽤エリアにあり
ます。IBXセンターのサイト・マネージャーが許可した場合を除き、お客様は、お客様のライセンス・スペース内に椅
⼦等の什器備品を設置してはならないものとします（なお、この許可については、適宜撤回することができるもの
とします。）。お客様に対する通知後合理的な期間内にお客様が什器備品を撤去しない場合には、エクイニク
スはその什器備品をお客様の費⽤負担で撤去して保管し、お客様に対してスマートハンズの料⾦レートで課⾦
することができるものとします｡ 

2. 段ボール、梱包物、荷箱、廃棄物、可燃物等の撤去 

⼀部の国・地域では、法令によりライセンス・スペースに段ボールその他の可燃物を放置することは厳に禁⽌され
ています。法令により禁⽌されていない場合であっても、お客様は、エクイニクスが許可しない限り、これらの物品
をライセンス・スペースに留め置いてはならず、また、そのような状態を24時間以上放置しないものとします。本項
に違反した場合、エクイニクスはお客様の費⽤負担で問題を解消した上で、お客様に対してスマートハンズの料
⾦レートで課⾦することができるものとします。 

3. カメラ、CCTV 、その他の記録機器の使⽤ 

お客様は、IBXセンター内では、カメラ、CCTVその他の記録機器を使⽤することはできません。ただし、プライベ
ート・ケージ内において実施する以下の例外的な場合を除きます。この場合、エクイニクスの作業時間につき、ス
マートハンズの料⾦レートによる課⾦がなされます。 

a. CCTV 

 お客様は、エクイニクスが事前に確認し承認した場合を除き、監視カメラその他の監視機器を設置できな
いものとします。機器の選定とその使⽤については、全てエクイニクスの承認を条件として認められるものとし
ます。パン、チルトないしズーム機能やマイクが付属している機器、あるいはお客様のライセンス・スペースの
内部以外の場所を監視できる機器は、全て禁⽌します。エクイニクスはお客様に対し、IBXセンターのセキ
ュリティ（エクイニクスの他のカスタマーのセキュリティやプライバシーを含みます。）を阻害する恐れがあり、あ
るいはこれを妨害するとエクイニクスが判断した監視カメラや監視機器を撤去し、またはこれらを移設するよ
う要求する権利を有します。 

b. スマートハンズによるサポート 

 お客様は、IBXセンターへの⼊館申請時に、エクイニクスに対してお客様のプライベート・ケージや当該プライ
ベート・ケージ内のお客様機器を撮影するよう依頼することができます。ただし、エクイニクスは、以下の条件
を全て満たす場合にのみ、このような依頼に応じるものとします。 

 (1) お客様がエクイニクス所定の必要書類にもれなく記⼊していること。 

 (2) 写真撮影や記録作業については、IBXセンターのスタッフがお客様の記録機器を⽤いて⾏うこと。 
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 (3) 記録機器がIBXセンター内にある間は常にIBXセンターのスタッフが当該記録機器を管理すること。 

 お客様は、IBXセンター内で記録された⾳声、写真および動画をお客様の社内利⽤⽬的でのみ利⽤する
ことができ、エクイニクスが書⾯で事前に承諾しない限り、これらのコンテンツを対外的なマーケティング資料
や販売促進⽤資料として頒布しまたは利⽤してはならないものとします。 

4. 標識 

お客様は、エクイニクスの事前承認を得た場合には、看板等の⾃社を識別するための標識をお客様機器やライ
センス・スペースに設置することができます。エクイニクスは、お客様から明⽰的に指⽰された場合にのみ、これらの
標識を設置するものとし、この場合、お客様に対してスマートハンズの料⾦レートで課⾦します。 

5. お客様機器（⼀般） 

お客様は、お客様機器のコンフィグレーション、提供、搭載、設置、アップグレード、追加、保守、修理および操
作を⾏うにあたっては、安全かつ適法な態様で、また、適⽤されうる全ての法令、メーカーの仕様、要求事項およ
び業界標準に従って（適切な設置⽅法、電⼒消費および空調に関連するものを含みますが、これらに限りませ
ん。）これを実施するものとします。 

6. お客様機器（設置および運⽤） 

お客様機器は、他の機器の上に備え置いたり、積み重ねたりせず、エクイニクスにとって合理的に満⾜しうる⽅法
でキャビネットまたはラックに確実に固定するものとします。お客様機器がラックまたはキャビネットに収納するには⼤
き過ぎ、あるいは重過ぎる⼤型サーバー等である場合には、エクイニクスは当該機器を直接床に固定することが
でき、かつ、その作業につき、お客様に対してスマートハンズの料⾦レートに基づいて課⾦できるものとします。お
客様機器のうち最も重量があり、あるいは最も⾼温となるものについては、空調システム利⽤効率が最適になる
よう、出来る限りキャビネットの下部に設置するものとします。エクイニクスはお客様に対し、エクイニクスの裁量によ
り、以下のいずれかに該当する場合には、お客様機器の撤去を要求することができます。 

a. お客様機器に関し、安全性についての問題がある可能性がある場合（⽕災その他の危険を⽣じさせる可
能性がある場合を含みます。）。 

b. エクイニクス、他のカスタマー、ライセンス・スペースやIBXセンターを占有し、あるいはIBXセンターの⼀部をそ
の他の⽅法により利⽤するその他の個⼈ないし法⼈の活動が、お客様機器により合理的な理由なく妨げら
れている場合。 

c. お客様機器が、その他の態様によりグローバルIBXポリシーを順守していない場合。 

7. お客様機器（インターネット・エクスチェンジ） 

お客様は、ライセンス・スペース内でインターネット・エクスチェンジを運⽤して、エクイニクスと競合してはならないも
のとします。具体的には、お客様は、以下の条件をいずれも満たす共⽤インフラストラクチャーを作成してはならず、
かつ、これを運⽤してはならないものとします。 

a. 共⽤インフラストラクチャーに接続された全てのネットワーク間でルーティングされたトラフィックを交換することを
⽬的としていること。 

b. 共⽤インフラストラクチャーに接続するネットワークのオーナーが、ルーティングされたトラフィックの交換について
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直接的な契約関係にあること。 

お客様は、クロスコネクトまたはエクイニクスのインターネット・エクスチェンジを利⽤する場合にのみ、他のカスタマー
と接続することができます。 

8. 電源設備 

a. 禁⽌⾏為 

 お客様による以下の⾏為は禁⽌します。 

(1) エクイニクスが提供していないUPSシステムや48Vの直流電源の整流器を使⽤すること。 

(2) VRLA（制御弁式鉛酸）電池その他の充電式電池を使⽤すること。ただし、当該電池が機器の
不可⽋な⼀部を構成し、かつ、メーカーが組み込んだものである場合にはこの限りではありません。 

(3) エクイニクスが提供する電⼒回路において電源コードの分岐器（circuit splitters）を使⽤するこ
と。 

(4) その電⼒回路⽤のものとしてエクイニクスが指定したキャビネット以外のキャビネットに電⼒回路を接
続すること。 

(5) 直列式接続（いわゆるデイジー・チェーン）を形成するために、電源コードその他の機器を相互に
接続すること。 

(6) 適⽤される安全性に関する規則や製造物の安全性に関する当局の規格に準拠しない機器を使
⽤すること｡具体的には、全てのお客様機器はUL規格認定取得済みであり、⽶国電気⼯事基準
（⽶国以外の場合には、それに準ずるもの。）を順守していること。 

b. 電⼒回路の使⽤ 

 お客様が消費できる電⼒は、電⼒回路と（以下において定義する）冗⻑電⼒回路ペアのそれぞれにおい
て、以下のうち、いずれか⼩さい⽅までとします。 

 (1) その電⼒回路に関し関連する注⽂書に記載された電⼒定格（定格出⼒の80%）。 

 (2) その地域において適⽤される規約ないし法令に従った定格出⼒。 

 「冗⻑電⼒回路ペア」とは、同⼀のキャビネットまたはラックに設置された同⼀仕様の電⼒回路2本（いず
れも同⼀のキャビネット内またはラック内の他⽅の電⼒回路の⼀部とはなっていないもの。）であって、異な
る電源バスから給電されており、かつ、⾃動障害対応機能を有する冗⻑電源⼊⼒を備えた機器に対して
のみ電⼒を供給するものをいいます。お客様は、この冗⻑電⼒回路ペア全体の利⽤電⼒の総量が、電⼒
回路⼀本あたりの上限値を常に超えないようにしなければならないものとします。冗⻑電⼒回路ペア全体
の利⽤電⼒の総量が電⼒回路⼀本あたりの上限値を超えた場合、電⼒回路のそれぞれが単⼀の主電
⼒回路（Primary Circuit）を構成するものとみなし、追加料⾦を適⽤するほか、それらの回路を冗⻑
電⼒回路ペアのSLAの対象から除外し、かつ、エクイニクスはお客様の電⼒使⽤量を削減することができる
ものとします。 
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9. 環境 

お客様は、エクイニクスが該当するIBXセンターで指定した場合には、フルキャビネット・ブランキング・パネルやキャ
ビネット上⽅垂直パネル等の適切なエア・マネジメント⽤製品ないしエア・コンテインメント⽤製品を使⽤して、サ
ーバーが排出する暖気と供給される冷気の再循環を最⼩限にし、冷却効率を損なわないようにしなければなり
ません。なお、エクイニクスが提供するキャビネットにはイニシャル・ブランキングパネル、グロメットおよびブラシが含ま
れており、お客様はエクイニクスに対し、これらのエア・マネジメント⽤製品をお客様に代わって設置するよう注⽂
書に基づいて依頼することができます。お客様は、ライセンス・スペースの契約期間を通じて、該当する⼀切のエ
ア・コンテインメント⽤製品が変更されることなく設置された状態を維持するものとします。エクイニクスは、エア・コン
テインメント⽤製品が意図された通りに機能していることを確かめるため、定期監査を⾏うことがあります。意図さ
れた通りに機能していなかった場合、お客様はエクイニクスからの是正要求にすみやかに従うものとし、または、エ
クイニクスがライセンス・スペースに⽴ち⼊り、状況の是正のために作業（これらの作業については、スマートハンズ
の料⾦レートに従ってお客様に課⾦されます。）を実施することを許可するものとします。 

 

E. ケーブルと配線 

 以下に詳述するとおり、エクイニクスは、ライセンス・スペースの外部に展開されるクロスコネクトを設置して責任分界点
（「POD」）に取り付けるものとし、お客様は、ライセンス・スペース内部において（以下において定義する）「お客
様ケーブル」（PODに取り付けられたものを含みます。）を設置するものとします。 

1. クロスコネクト 

クロスコネクトとは、IBXセンター内の物理的なもしくは無線による相互接続であって、お客様のライセンス・スペー
スから回線が発しているもの、または、お客様をその他の⽅法でエクイニクスの他のカスタマーに接続するものをい
います。お客様⾃らによるクロスコネクトの設置、移動または撤去は禁⽌します。エクイニクスは、他⽅のカスタマー
（「Zサイド」）が対象となるクロスコネクトによる接続を承認した場合に限り、お客様（「Aサイド」）が発注した
クロスコネクトを設置するものとします。エクイニクスは、注⽂書が解除もしくは期間満了により終了した場合、また
はAサイドもしくはZサイドのお客様からの要請があった場合に、クロスコネクトの接続を断つことができるものとしま
す。その場合、エクイニクスは他⽅のお客様に対し、近⽇中に接続が断たれることを通知するものとします。お客
様は、必要に応じてIBXセンター内の⾃ら選択した通信事業者から通信サービスを調達する責任を負い、エクイ
ニクスはこの通信サービスについての責任は負わないものとします（ただし、クロスコネクトのSLAに基づく設置と保
守に関する責任を除きます。）。 

2. 責任分界点 

エクイニクスは、クロスコネクトをお客様ケーブルに接続するためにPODを設置するものとします。典型的なPODは
責任分界点のパッチパネルを備えたリレーラックですが、以下のいずれかを含む場合があります。 

a. パッチパネル、カテゴリ５ツイストペア⽤DSXパネル、同軸ケーブル、シングルモードファイバーおよびマルチモー
ドファイバー。 

b. その他の適切な相互接続⽤機器。 

お客様は、クロスコネクトへの接続を完了するにあたり、ライセンス・スペース内のお客様機器についてのみPODに
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接続することができます。お客様は、エクイニクスが承諾した場合には、追加のPODの設置を要求することができ
ます。  

3. お客様ケーブル 

お客様ケーブルとは、ライセンス・スペース内で完結したお客様機器間の物理的な相互接続をいい、パッチケーブ
ルやPODへの接続を含みます。お客様はお客様ケーブルの設置、保守および修理について責任を負います。 

a. お客様の順守事項 

 お客様は以下を遵守するものとします。 

(1) お客様機器を起点とするケーブルと電⼒回路⽤の配線については、キャビネットまたはラックの背⾯
からのみ配線されていること。これが不可能である場合には、お客様は、冷気供給システムの利⽤
効率が最適となるよう適切なエア・マネジメント⽤製品を設置すること。 

(2) エクイニクスのケーブルトレーやケーブル敷設⽤インフラストラクチャーにアクセスしてお客様ケーブルを
敷設しないこと。ただし、お客様は、お客様がこのような⽬的を明⽰して、エクイニクスに対し、専⽤の
ケーブルトレーやファイバーダクトを複数のキャビネット間に設置させた場合には、この中にお客様ケー
ブルを敷設することができます。この場合において、お客様が接続を⽬的としてケーブル敷設⽤インフ
ラストラクチャーへのアクセスを要求するときは、エクイニクスはお客様の費⽤負担においてこれを設置
し、スマートハンズの料⾦レートに基づいて課⾦するものとします。 

(3) ライセンス・スペース内にある全てのケーブルと電⼒回路⽤の配線が適切に巻き取られており、かつ、
まとめて束線されていること（ただし、クロスコネクトとPOD機器についてはエクイニクスの責任範囲と
し、除外します。）。お客様が、合理的な期間が経過した後においても本項記載の事項を順守し
ない場合、エクイニクスはお客様に対してその状態を是正するよう通知します。お客様がなおこれを
順守しない場合には、エクイニクスはお客様の費⽤負担においてこれらのケーブルと配線を適切に巻
き取って束線することができ、お客様に対してスマートハンズの料⾦レートに基づいて課⾦することが
できるものとします。 

b. ラベル 

 お客様は、お客様ケーブルにラベルを貼付することはできますが、クロスコネクトやPOD（POD上のポートを
含みます。）にラベルを貼付しまたは維持することはできません。これらのラベルはエクイニクスが貼付しこれを
維持するものとし、ラベルにはエクイニクスが提供する各ポートを識別するために必要となる回線の識別情報
その他のエクイニクスが必要と判断する情報を含むものとします。お客様がお客様ケーブルへのラベル貼付を
必要とする場合には、エクイニクスはお客様の指⽰に従いラベルを貼付することができますが、その作業につ
いては、スマートハンズの料⾦レートに基づいて課⾦します。 

4. 無線による⽀障 

エクイニクスは、お客様による無線通信機器の利⽤に関連して⽣じうる電⼦的な障害については⼀切責任を負
わないものとします。 
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F. 配送に関する規則 

1. 荷物の受⼊れ 

エクイニクスは、以下の各項⽬を順守しない荷物については受領を拒否し、またはお客様の費⽤負担と責任に
より荷送⼈の住所宛に返送します。 

a. お客様の社名またはIBXセンターが求める識別⼦を記載したラベルが荷物と荷箱に明瞭に貼付されている
こと。お客様は、いかなる荷物に関してもエクイニクスを荷受⼈として記載してはならず、また、いかなる配送
業者においてもエクイニクスを荷受⼈として識別されないようにするものとします。 

b. 荷物がエクイニクスによる合理的な安全性検査に合格すること。液体、可燃物、または有害物質を含む荷
物は禁⽌されているため、エクイニクスはその受領を拒否します。 

c. お客様がエクイニクスに対し、そのIBXセンターに適⽤され、かつ、その時点において有効な荷物の受⼊れと
出荷に関する規則に基づき、荷物の到着を事前に通知していること。この事前通知がない場合、荷物の
受領を拒否する場合があります。 

d. お客様が荷物を⼊出荷エリアからライセンス・スペースにすみやかに移動すること（スマートハンズによるサポ
ートをエクイニクスに依頼することが可能です。）。お客様が荷物をすみやかに移動しない場合には、エクイ
ニクスは、お客様の責任と費⽤負担により、その荷物を⼀時保管エリアに移動する場合があります。エクイニ
クスが荷物を受け取ってから5⽇以内に、お客様がその荷物を⾃ら⼀時保管エリアから移動せず、あるいは
他者に依頼して移動させない場合、エクイニクスは、お客様の責任と費⽤負担により、(i) その荷物をお客
様宛に返送し、または、(ii) お客様に対して事前に書⾯で通知することにより、IBXセンターが所在する法
域の法令に基づきその荷物の所有権が放棄されたものとみなし、その荷物を売却その他の⽅法で処分し、
売得⾦がある場合にはそれを収受することができます。 

2. 資産管理に関する規則 

お客様が、IBXセンターの正⾯⽞関経由で⼿持ち（ハンド・キャリー）によるお客様機器の搬出⼊を希望する
場合（なお、台⾞やカートの使⽤は禁⽌されています。）には、お客様は資産管理に関する規則に従うものと
します。これにより、US$1,000（または現地通貨による同等額）を超える価値があると判断される物品につい
ては、その詳細やシリアル番号のほか、その物品を持ち出す⽅の⽒名、電話番号等の連絡先および署名をエク
イニクスに提供するよう求められる場合があります｡ 

3. スマートハンズサポート 

お客様はエクイニクスに対し、以下について依頼することができます。 

a. ⼊出荷エリアからお客様のライセンス・スペースまで、あるいはライセンス・スペースから⼊出荷エリアまで荷物
を移動すること。 

b. 荷物のアンパッキング（開梱）やパッキング（梱包）をすること。この際に、エクイニクスは、お客様機器の
シリアル番号を記録する場合があります。従って、お客様は、出荷のためにお客様機器を梱包する際には、
荷箱の梱包に先⽴ち、エクイニクスのスタッフがお客様機器のシリアル番号を確認しなければならない場合
があることについて留意するものとします。エクイニクスは、機器の梱包、搬送、開梱または受領に際し万⼀
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お客様機器に紛失や損傷が⽣じたとしても、その責任を負わないものとします。 

 

4. 地域固有の運⽤ 

お客様は、そのIBXセンターにおいて効⼒を有する荷物の受⼊れと出荷に関する規則を順守するものとします。 

5. 租税および輸出⼊に要する費⽤ 

お客様は、国際配送に伴う全ての賦課⾦、料⾦、費⽤、租税および関税につき責任を負うものとします。 

 

G. 通知 

 お客様は、緊急時その他エクイニクスが必要とする際に時間帯を問わずただちにエクイニクスから連絡をすることができ
る⽅を1名以上指定するものとします。お客様はエクイニクスに対し、その⽅に時間帯を問わずただちに連絡をするこ
とができる⽅法を伝達するものとします。エクイニクスは、この連絡⽅法については、ライセンス・スペースとお客様機器
に通じたスタッフが勤務する24時間対応の運⽤センターの電話番号を希望しますが、必須ではありません。お客様
は、質問がある場合やサポートが必要な場合は、エクイニクス・サービス・デスク（Equinix Service Desk: ESD）
に連絡することができます。 

 

H. 未発注製品の使⽤ 

 お客様は、双⽅の当事者が締結した有効な注⽂書（オンライン注⽂と電話注⽂を含みます。）中に定めるライセ
ンス・スペースと本件サービスのみを使⽤することができます。お客様とエクイニクスのいずれかが、有効な注⽂書を伴
わずにライセンス・スペースや本件サービスが提供されていること（「未発注サービス」）を発⾒した場合、発⾒をした
当事者は他⽅当事者に対して（このような場合に明⽰的に認められている電⼦メールないし郵送によって）通知し
なければならないものとします。この場合、双⽅の当事者が有効な注⽂書をすみやかに締結しない限り、当該未発
注サービスの提供をただちに中⽌するものとします。お客様が、本件サービスの使⽤を中⽌せず、または、お客様に注
⽂書案が送付されてから10⽇以内にお客様がその注⽂書に署名または記名押印してこれをエクイニクスに交付しな
い場合には、本契約で認められているその他の救済⼿段に加えて、エクイニクスは、その未発注サービスの使⽤をた
だちに停⽌し、または終了することができるものとします。なお、ある電⼒回路を上限値を超えて使⽤すること、および
冗⻑電⼒回路ペア中の電⼒回路の⼀つに関する上限値を超えて冗⻑電⼒回路ペアを使⽤することは未発注サー
ビスの使⽤に該当するものとみなされます。 

 


