法的情報、通知、およびライセンス
このWebサイト内で、Parket-Hannifin
Corporation、および/またはその、子会社、関連団体、関連会社、代理店、顧問、供給者、ディストリビュータ
ー、パートナー、ライセンス許諾者およびライセンス被許諾者（「パーカー」または「パーカーの組織」）により提
供される、ファイル転送プロトコル（FTP）またはその他のファイル共有サーバー、オンラインサービス、アプリ
ケーション、電子メールメッセージングサービス、ソーシャルメディアページ、ゲーム、コンテストおよび/または
広告（「パーカーサービス（複数）」）、を使用したり、または参加することは、次の各条項に同意しているものと
みなされます。同意されない場合は、パーカーサービスを利用しないでください。

安全情報
パーカーサービス内に記載される、製品およびサービス、および/または情報、またはその他のコンテンツ、の故障、不適切な選択、または
不適切な使用は、死亡、人体損傷、物的損害を引き起こす可能性があります。
•
パーカーサービスは技術的実績を保有するユーザーによる更なる調査に向けたコンポーネントまたはシステムのオプションを提
供する場合があります。
•
各自の分析とテストを通して、コンポーネントまたはシステムを最終的に選択し、その用途での性能、耐久性、保守、安全性、
および警告の要件をすべて満たしていることを確認する責任は、ユーザーにあります。ユーザーは、その用途のすべての側面を分析し
、対象となる業界標準に従い、最新の製品カタログおよびパーカーの組織により提供されるその他の資料に記載された製品に関する情
報に従う必要があります。
•
ユーザーの提供するデータまたは仕様に基づいてパーカーの組織がコンポーネントまたはシステムのオプションを提供する場合に限定
して
、ユーザーはそのデータまたは仕様がコンポーネントまたはシステムのすべての用途および合理的に予測できる使用法に適切かつ十分
であることを判断する責任を負っています。
追加の情報については、安全情報を www.parker.com にてご参照ください。

プライバシーに関する方針
パーカーサービスを使用したり、ダウンロードしたり、またはアクセスしたりすることに関連して、あなたの個人情報がどのように取り扱
われるかを理解するために、次のポリシーをお読みください。この方針は変更される場合があります。このページは定期的にご確認くださ
い。パーカーサービスにリンクしているWebサイトではプライバシーに関する方針が異なる場合があります。このような他のサイトでの
個人情報の取り扱いについてはパーカーは責任を負いません。追加の情報については、プライバシーに関する方針を www.parker.com
にてご参照ください。
情報の公開と利用
あなたがパーカーサービスの使用に際して提供するあらゆる個人情報は、あなたに、当社の製品、サービス、コンテンツ、広告と関連付け
られたサービスを提供するためにパーカーの組織によって使用・保持、または共有される場合があります。
パーカーは、お客様の情報をその他の組織に販売、交換、または貸し与えることなく、お客様の個人情報をパーカー組織の外部に公開した
りしません。しかしながら、法律を順守するため、当社の使用条件および利用規約に違反している可能性がある者を特定または告訴するた
め、ユーザー同意書の規定を施行または適用するため、または本パーカーの組織またはその他の者の権利、資産、または安全を守るため、
情報の公開が必要だと思われる特殊な状況では情報を公開する場合があります。
パーカーはグローバルな組織であり、パーカーサービスは世界中にユーザーを保有しています。あなたがパーカーサービスを使用して当社
に提出する任意の情報は、情報が入力された国以外のサーバーに送信される場合があります。また、情報が入力された国以外で使用、保存
、処理される場合があります。
当社は、パーカーサービスで収集した特定の情報、これ以外の情報を使用して、当社が、当社製品、サービス、コンテンツ、広告を開発し
、配付し、向上することを支援するために、ユーザー、販売、トラフィックパターン、関連サイト情報に関する統計データをまとめる場合
があります。このデータを第三者に提供する場合は、個人を特定できる情報は含まれません。
位置情報サービス
位置情報サービスの中には、お客様の個人情報を機能のために要求するものがあります。
位置情報サービスを提供するために、パーカーは、ご使用のコンピュータまたはデバイスのリアルタイムの地理的位置を含む、正確な位置
データを収集、利用、共有する場合があります。この位置データは、お客様があなたであると特定しない形態において匿名で収集され、パ

ーカーの組織により位置情報製品およびサービスを向上させるために使用されます。たとえば、お客様がアプリケーションプロバイダの位
置サービスを希望している場合、当社がアプリケーションプロバイダと地理的位置を共有する場合です。
セキュリティ
当社は、合理的な範囲内で最大限の努力を行い、システムのセキュリティを保証し、このサイトでお客様が入力する個人情報を保護するよ
う努めます。ただし、インターネット経由で送信されるすべてのデータのセキュリティを保証することはできません。
Cookie
パーカーサービスは、Cookie
およびピクセルタグおよび
Web
ビーコン等のその他の技術を使用する場合があります。これらの技術は、パーカーサービスを使用される際のお客様の利便性を向上するこ
とに役立ちます。これらの技術を使用して取得された情報は、準拠法に基づいて、個人的または非個人的情報として取り扱われる場合があ
ります。
ご使用のブラウザまたはデバイスはこれらの技術がおそらく無効に設定されている可能性もあり、お客様がパーカーサービスをご利用いた
だけない場合もあります。
IPアドレス
IPアドレスは、要求したWebページなどのデータを受信できるように、コンピュータを識別するための番号です。当社のサーバーでは、
システム管理のため、またサーバーの問題の診断に使用するため、IPアドレスが自動的に収集する場合があります。
注文
このパーカーサービスはパーカー製品について注文することが可能な場合があります。パーカーサービスを使用して製品を注文するとき、
お客様が入力されるクレジットカード情報は、この情報を暗号化するセキュアサーバーソフトウェア（SSL）を使用して、セキュリティ
保護された形式で送信されます。クレジットカード情報は、処理のためにクレジットカード会社に送信されます。
ユーザー登録
パーカーサービスでお客様が登録ユーザーになることが可能です。ユーザー登録時に、お名前、電子メールアドレス、およびその他の情報
をお尋ねします。当社の製品やその他のトピックに関する電子メールの受信を希望されるかどうかもお尋ねする場合があります。電子メー
ルの受信に同意されなかった場合は、そのような電子メールは送信されません。
同意
パーカーサービスをご利用になることで、パーカーの組織による上記の情報の収集と使用に同意したことになります。
13歳未満の方
13歳未満の方は、個人を特定できる情報を保護者に無断で入力しないでください。

利用規約の条件
著作権
著作権 © Parker Hannifin Corporation.著作権の年とは現在の年です。版権所有。このマニュアルのいかなる部分も、ParkerHannifin
Corporation
の事前の書面による許可がある場合を除いて、あらゆる手段によるあらゆる形態において、複写、複製、交換、配布、出版、展示、変更、
または移譲されることはありません。著作権侵害は、連邦法違反であり、刑事罰および民事罰の対象となります。
保証の制限
本パーカーサービス内に内包されるデータおよび情報は、商用性の暗示的な保証および特定の目的に関する適合性を含むが、これらに制限
されない、明示的または暗示的な、あらゆる種類の保証または条件なしで「現状有姿」で提供されています。どのような事態においても、
パーカーの組織は、準拠法により制限される場合を除いて、任意の特別な、間接的な、または派生的な損害を含む、いかなる種類のいかな
る損害に関しても責任を負うことはありません。パーカー製品およびサービスは、これらの販売条件に従う場合に限定して保証されます。
サードパーティーサイトへのリンク
パーカーサービス内の任意のリンクにより、ユーザーは本サービスから離脱します。これらのリンク先サイトはパーカーの統制下にない場
合があり、パーカーはいかなるリンク先サイトのコンテンツ、またはリンク先サイト内に記載のリンクに関して責任を一切負いません。パ
ーカーはこれらのリンクを便宜的な目的のみのために提供しており、すべてのリンク先サイト内の情報は、パーカーの承認を受けたとみな
されません。
ユーザーアクセス
パーカーは、いつでも、その独自の判断において次を執行する場合があります。（1）
つのパーカーサービスの任意のユーザーのアクセスを取り消すこと、（2）
パーカーサービスおよび/または全部または一部においてこれらの利用規約を、改変、変更、撤回、削除、または無効にすること。

1

商標
本契約で参照される、「Parker」、「Parker-Hannifin」および/またはその他のパーカーの名称または製品は、Parker-Hannifin
Corporationの商標または登録商標です。本契約内で言及される、その他の製品またはコンポーネントの名称は、これらのそれぞれの所
有者の商標である場合があります。
ソフトウェアおよびファイル
1
つのパーカーサービスからダウンロード、アクセス、またはその他の使用向けに利用可能となる場合がある、任意のソフトウェア、アプリ
ケーション、プログラム、またはファイル（集約的に「ソフトウェア」と略記）は、パーカーおよび/またはその供給者の著作物である場合
があります。本ソフトウェアの使用は、この通知の各条項および本契約のエンドユーザー規約（「EULA」と略記）により規定されます
。本ソフトウェアはエンドユーザーによる唯一のダウンロード向けに利用可能とされており、それ以外の場合はEULAに準拠します。本E
ULAに準拠しない本ソフトウェアの任意の複製または再配布は、法により明確に禁止されています。前述に限定されることなく、更なる
複製または再配布向けにその他のサーバーまたは場所またはメディアに対する本ソフトウェアの複写または複製は明確に禁止されています
。本ソフトウェアは、EULAの条項に従う場合に限定して、保証されます。準拠法により制限される場合、ならびに本ライセンス規約内
で保証される場合を除き、パーカーは本規約により、商用性、特定目的に関する適合性、所有権、非侵害性について、暗示されるあらゆる
保証および条件を含む本ソフトウェアに関するすべての保証および条件を拒絶します。
免責条項
パーカーは、任意のパーカーサービス内に含まれる各機能が常時不断またはエラー皆無であるようになること、その欠陥が修正されること
、または本パーカーサービス、またはそれを利用可能としているサーバー内にウイルスまたはその他の害を及ぼすコンポーネントが皆無で
あることを、保証していません。この責任の免責事項は、操作または送信における任意の運用、瑕疵、怠慢、中断、削除、欠陥、遅延など
あらゆる不履行により引き起こされた損害または傷害に対して適用されます。これらは、契約の違反、不法行為、怠慢、または任意のその
他の訴訟原因の発生に関わらず、コンピューターウイルス、通信回線の故障、盗難または破壊または対象への未承認のアクセス、対象の改
変、または記録の使用です。あなたは、パーカーが、その他のサブスクライバーまたはサードパーティーの名誉毀損的、侮辱的または不法
な行為に関して責任を負わないこと、および前述からの傷害の危険は完全にあなたの裁量に任されていることを、明確に確実に認知してい
ることになります。準拠法により制限される場合を除外して、いかなる事態においても、パーカーサービスまたはソフトウェアを作成・制
作またた配布することに関係するパーカー、またはいかなる個人または企業実体が、本パーカーソフトウェアまたはサイトの使用またはそ
の使用の不能性に起因している直接的、間接的、偶発的、実害的、派生的または懲罰的な損害を含んでいるが、これらに制限されない、任
意の損害に関して責任を負うことはありません。あなたはこの規約により、このセクションの各規定が本サービスのすべてのコンテンツに
対して適用されることを認知していることになります。
ソーシャルメディア
本パーカー
サービスは、パーカーに対するフィードバックおよび/またはユーザー間でのリアルタイムな対話を可能にする、掲示板、チャットルーム、
ニュースグループ、メッセージング、ゲーム、コンテスト、その他のメディア（「ソーシャルメディア」と略記）を含む場合があります。
パーカーは、ソーシャルメディアに対して配信する、メッセージ、画像、情報またはファイルを統制しません。次は、本ソーシャルメディ
アまたは本パーカーサービスをあなたが利用する上で認められない行為です。
1. ソーシャルメディアまたはパーカーサービスを利用および享受することについて、他のユーザーを制限したり、禁止したりすること。
2.
犯罪行為の構成や民事責任を問われるような使用、またはこれ以外で該当する地域、州、都道府県、国および地域または国際法
に違反する可能性がある行為を構成したり、これを助長する送信を含むが、これらに限定されない、いかなる種類の不法、競争抑止的
、脅迫的、罵詈雑言的、名誉毀損的、中傷的、猥褻、俗悪、ポルノ的、冒涜的または下品な情報を、投稿したり送信すること。
3.
プライバシーまたは公開性の権利の侵害または著作権、商標またはその他の独自の権利により保護されている資料、または当該
の所有者または権利保有者から事前に許可を取得していない、これに関する派生著作物を含む、いかなるソフトウェアまたはその他の
資料を投稿したり送信したりすること。
4.
ウイルスまたはその他の害を及ぼすコンポーネント含んでいるあらゆる情報、ソフトウェアまたはその他の資料を投稿したり送
信したりすること。
5.
商用目的向け、またはパーカーの組織の事業目的以外の、広告を含んでいる、あらゆる情報、ソフトウェアまたはその他の資料
を、投稿・送信したり、またはいかなる手段で悪用すること。
あなたは、パーカーがソーシャルメディアのコンテンツを監視または編集することに一切義務を負わないことを理解しているものとみなさ
れます。しかしながら、パーカーは、法・規制または政府による要請を満たすため、いかなる情報または資料の全体か一部において、パー

カーの独自の裁量で、これらの条項にそぐわないか違反している、あなたを含めたユーザーにより投稿された情報を常時開示する権利を留
保しています。
パーカーサービスまたはソーシャルメディアを通して、メッセージまたは画像を投稿したり、ファイルをアップロードしたり、データまた
はその他の情報を入力したり、その他の形態の通信を行うことにより、あなたはパーカーの組織の各企業に、次の、使用料無償で無期限、
非独占的で制限の無い、全世界的ライセンスを承諾していることになります。
1.

かようなメッセージ、画像、ファイル、データ、メッセージ、画像、ファイル、データまたはその他の情報、またはその他の通信を
使用、二次ライセンス、改変、転載、再転載、配布および/または公的に実演または掲示すること。

2.
かようなメッセージ、画像、ファイル、データ、メッセージ、画像、ファイル、データまたはその他の情報、またはその他の通
信に関して許諾されている前述の権利を行使する無制限の権利をサードパーティーに二次ライセンスすること。
前述の各許諾には、関連した管轄区域における著作権、商標、特許、公開性、またはプライバシー法の下の各権利を含んでいるがこれらに
制限されない、かようなメッセージ、画像、ファイル、データまたはその他の情報、またはその他の通信における、知的財産または独占的
権利を利用するための権利が含まれなければならないこと。
責任の制限
いかなる状況においても、怠慢を含むがこれに制限されることなく、パーカーの組織は、パーカーサービスの使用、または使用することの
不能性に起因するいかなる直接的、間接的、偶発的、実害的または派生的な損害に関して責任を負うことはありません。あなたは、パーカ
ーが、ユーザーの名誉毀損的、反競争的、侮辱的、または不法ないかなる行為に関して責任を負わないことを認知し、同意していることに
なります。あなたがパーカーサービス、またはパーカーの条項に不満がある場合、あなたの唯一かつ独占的な救済手段は本サービスの使用
中断であること。
解除
これらの条項は、いつでも通知なしで、パーカーにより解除されるまで有効であること。解除する場合、あなたは、提供される適用可能な
パーカーサービスに対してアクセスすることはもはや承認されないが、しかしながら、ダウンロード済みソフトウェアまたはコンテンツに
課せられた制限、およびこの条項において規定された各責任の各免責事項および各制限は存続しなければならないこと。
賠償
あなたは、当該のパーカーサービスのあなたの使用またはまたはこれらの条項のあなたの違反または違反の申し立てに起因する弁護士の費
用を含む、すべての責任、請求、損害、経費に対して、パーカーの組織を弁護し、賠償し、免責することに同意していること。
その他の条項。
これらの条項は、いかなる原則または法に対する抵触を起こすことなく、米国オハイオ州の法に準拠し、解釈されるべきであること。これ
らの条項の規定が、不法、無効、またはいかなる理由によって執行不能となった場合、その時点でその規定はこの規約から分離可能と看做
されるべきであり、残存する各規定の有効性および執行可能性に影響を及ぼすことはない。

エンドユーザー規約
あなたが当該のソフトウェアにおいてアクセスするか、または使用する場合がある、ユーザー説明書、図面、仕様、認証、試験および試験
結果、カタログ、その他の販売促進資料、データ、画像、音声録音、マルチメディアおよびその他のプレゼンテーションまたは資料（「情
報」）を含む、あらゆるメディアまたは形態における、当該のソフトウェアおよびユーザーインターフェース、記載内容、データ、および
その他の情報のあなたの使用は、次に示されるEULAおよびすべての適用可能なライセンスまたはサブスクリプション規約、注文フォー
ム、料金フォーム、その他の書類（「書類」）に準拠していること。
著作権
本ソフトウェアおよび情報が著作権により保護されており、パーカーにより独占的に所有されていること。このEULAにおける何物も、
米国または国際的な著作権法またはその他の国際法、連邦法、州法の下でのパーカーの諸権利の放棄を構成しないこと。パーカーは、この
EULAの下で明示的に許諾されていないすべての権利を留保していること。
ライセンスの許諾
パーカーは本規約により、このEULAおよび書類に準拠して、あなた自身のための使用およびパーカーとの事業を実施する目的に限定し
た、ソフトウェアおよび情報を使用するための
1
個の個人的、非独占的、二次ライセンス不能な、受託不能な、非譲渡性の、制限されたライセンスを許諾していること。
所有権
パーカーは、本契約の本ソフトウェアおよび情報、および任意およびすべての複写物の所有権を保有していること。いかなる事態において
も、このEULAのすべてに準拠した本契約の使用に制限されるライセンスの性質における1個の権利を超越する、本ソフトウェアおよび情
報におけるおよびこれに対するあらゆる権利を取得することはないこと。

禁止されたユーザー
あなたは、パーカーの書面による許可なしで、次を実行できません。
1.
2.

本ソフトウェアおよび情報 の全体またはいかなる部分を使用、複写、改変、または複写を結合したりすること。
本ソフトウェアおよび情報
をリバースエンジニアリングしたり、逆アセンブルしたり、逆翻訳したり、復号したり、またはいかなる方法でこれらの部分を解読し
たりすること。

3.
本ソフトウェアおよび情報のいかなる部分またはあなたのサブスクリプション、あるいは同様に使用するためのその他の権利を、配布
、販売、
再販、ライセンス、受託、貸与、二次ライセンス、賃貸またはこれ以外でのいかなる手段においてこれらを移譲したりすること。
4.

本ソフトウェアおよび情報 上で、またはこれらから、所有権通知、標示、またはその他の記号を削除すること。

条項
このライセンスおよびあなたが本ソフトウェアおよび情報を使用するための権利は、本書類内で明記される、すべての条項に関して、継続
しなければならないが、これ以外において、あなたがかような書類またはこのEULAの条項への準拠を怠った場合、これらは自動的に解
除されること。パーカーは、いつでも、事由または事前の通知なしで、その独自の判断において次を執行することがあります。（a）
本契約の本ソフトウェアおよび情報またはいかなるモジュールまたはその他の機能性を修正、更新、廃止、改定、改変、変更、回収、キャ
ンセルしたりすること、（b）
本契約の本ソフトウェアおよび情報またはいかなるモジュールまたは機能に対して、本契約内で許諾されるライセンスおよび/またはあなた
のこれらの使用またはこれらに対するアクセスの解除、および/または
（c）
本契約の本ソフトウェアおよび情報またはいかなるモジュールまたは機能性に対するあなたの使用またはアクセスの規約を修正すること。
いずれの当事者が解除を実施するのかにかかわらず、このEULAの解除の時点で、本ソフトウェアおよび情報は、ご使用のシステムおよ
びデバイスから削除されなければならず、本契約のアクセスは即時に解除されなければならないこと。
保証免責条項
本ソフトウェアおよび情報、本規約の任意の結果または制作物は、あらゆる種類の保証なしで、あなたに対して「現状有姿」で提供されて
います。パーカーは、特定の目的に関する商用性および適合性の暗示的な保証を含んでいるが、これらに制限されない、明示的または暗示
的な、すべての保証を拒絶しています。
責任の制限
いかなる事態においても、パーカーがかような損害の可能性の助言を行っている場合でさえも、本ソフトウェアまたは情報の使用または使
用することの不能性、または本契約の結果または制作物から派生する、いかなる利益の逸失、費用削減の喪失、または実害的、偶発的、間
接的、または派生的な損害を含む、いかなる種類のいかなる損害に関して、パーカーは、あなたまたはサードパーティーに対して責任を負
うことはありません。ユーザーであるあなたは、本契約により、あなたの本ソフトウェアおよび情報の使用、使用することの不能性、本契
約の結果または制作物、またはこれらの規約のあなたの違反または違反の申し立てに起因する、弁護士の費用をむ、いかなる特許、商標、
営業機密、著作権、またはその他の知的財産または独占権利、損害、判決、損失、表彰、経費を含めたすべての責任、請求、損害に対して
、パーカー、その親会社、関連団体、ライセンス被許諾者、供給者、ディストリビューター、およびこれらのそれぞれの取締役、執行担当
役員、従業員、代理店、を弁護し、賠償し、免責することに同意しているとみなされます。
受託条項
あなたは本規約で許諾されるライセンスまたは本ソフトウェアおよび情報を、二次ライセンスしたり、受託させたり、または移譲させたり
できません。これ以外において、本契約に基づく任意の同様な対象または権利を二次ライセンス、受託、または移譲することのあらゆる未
遂は無効とされなければなりません。
適用される法
このEULAは、任意の法、規制または原則対する抵触を発効させることなく、米国オハイオ州の法により規定されます。
受諾条項
あなたの本ソフトウェアおよび情報の使用は、このEULAのあなたの受諾時点での条件条項です。あなたがこれらの規約を受諾したくな
い場合、あなたは本ソフトウェアおよび情報を使用することを許可されません。

ファイル転送プロトコル（FTP）サイト
パーカーが、パーカーFTPにアップロードされたファイルまたはサーバーを共有しているその他のファイルが、当該のファイルが意図さ
れている個人（複数可）に限定してアクセス可能となることを確実にするために合理的な努力の使用に尽力したとしても、パーカーは、ア
ップロードされたファイルに対するいかなる未承認のアクセスに関して責任を負わず、かようなファイルの秘匿性を維持することに関し一
切の義務を負いません。パーカーは、あらゆる理由に関して、その独自の判断において、アップロードされたファイルをレビュー、排除お

よび/または削除する権利を留保しています。サードパーティーの著作権または機密資料を含むファイルは、あらゆるパーカーのサーバーへ
もアップロードされることがあってはなりません。
パーカーは、特定の目的に関する商用性および適合性の暗示的な保証、および非侵害を含めた、パーカーのサーバーからダウンロードされ
たあらゆるファイルに関するすべての保証を拒絶しています。
パーカーは、パーカーのサーバーからダウンロードされたいかなるファイルの整合性または機能性に関して一切の表明を行うことはなく、
これにはファイル内にウイルスまたは欠陥が皆無であることの表明が含まれますが、これに限定されるものではありません。
いかなる事態においても、かような損害が契約、怠慢、不法行為、拘束下、不公平な行為、法律適用下、またはこれら以外の場合にかかわ
らず、パーカーのサーバーの使用またはその使用に関係することに起因する、いかなる損害に関して、パーカーは責任を負うことはありま
せん。パーカーのサーバーに任意のファイルをアップロードすること、またはダウンロードすることにより、あなたはこれらの条項に明示
的に同意していることになります。

著作権代理人（Copyritht Agent）
パーカーは、すべての著作権所有者の権利を尊重しており、著作権所有者の権利を侵害する資料をそのWebサイトから削除する方針を採
用しています。あなたの著作物が著作権侵害を構成する手段で複写されているとお考えの場合は、合衆国の「デジタル・ミレニアム著作権
法、オンライン著作権侵害責任制限、17 U.S.C. § 512」により求められる次の情報をパーカーの著作権代理人にご提出ください。
1.
侵害が申し立てられている、一個人が独占的権利の当該の所有者の代理を務めるために一個人を認証している物理的または電子
的署名、
2.
侵害が主張される当該の著作権著作物の識別コード、または単一のオンラインサイトにおける複数の著作権を所有する著作物が
単一の通知により保証されている場合は、そのサイトにおけるかような著作物の代表リスト、
3.
削除されるべき、またはこれに対するアクセスが無効とされるべき、侵害されている、または侵害しているアクティビティの対
象であると主張されている当該の資料の識別コード、および当社が当該の資料を特定することを許可するために合理的に十分な情報、
4. 情報は当社が苦情申し立て当事者に連絡することを許可するために合理的に十分である、
5.
苦情申し立て当事者が、苦情申し立ての対象である内容の使用が当該の著作権所有者、その代理人、または法により承認されて
いないということに確信を持っていることの宣言、
6.
当該の通知内の情報が正確であり、偽証罪の効力の下の声明で、当該の苦情申し立て当事者が、侵害が申し立てられている1個
の独占権利の当該の所有者の代理を務めるために認証されていること。
著作権侵害の請求の通知に関するパーカーの著作権代理人またはこのサイトに関しては次で連絡することができます。
著作権代理人（Copyritht Agent）
宛先:法務部（Legal Department）
6035 Parkland Boulevard
Cleveland, Ohio 44124-4141
電話：（216) 896-3000（米国内電話番号）
ファックス:
（216）896-4027（米国内電話番号）
電子メール: copyrightagent@parker.com

パーカーストア
パーカーストアはParker
Hannifin
Corporationが独自で所有するディストリビューターです。追加の情報については、ParkerStore™にてご参照ください。
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