■無線LAN スポットご利用について(免責事項)
■Disclaimer on the usage of WIFI LAN
1. ご案内した無線LAN 接続方法(接続パスワードを含む)は、予告なく変更する場合がございます。
ただし、お客様が当ホテルにご宿泊中に上記変更する場合には、事前にお知らせいたします。
The WIFI connection(including the password) may change without notice. However, for guests who
are staying at the hotel will be given an advanced notice.
2. 機器点検、障害復旧などのため、予告なくサービスを停止させていただくことがございます。
Due to machinery inspections and maintenance, the service may be stopped without notice.
3. 無線LAN に接続するパソコン、スマートフォン、PDA などの「ご利用者側端末」は、
事前にウィルス対策を実施したうえでご利用ください。
Personal PCs, Smartphones, PDAs, and all other User Machines that connect to the WIFI, must
preinstall anti-virus software before using the WIFI.
4. 無線LAN スポットのご利用中に発生した、ご利用者側端末故障、データ損失、データ流出につきましては、
当ホテルは一切責任を負いかねます。
Mercure Yokoksuka will not be responsible for any Damage to the User machines, Data Loss,
Data Theft, or any other action whatsoever during the usage of the WIFI.
5. 当無線接続スポットは、通信品質、通信スピード、セキュリティを保証するものではありません。
The WIFI SPOT does not guarantee any connection quality, speed, or security.
6. メールソフト設定によっては、メールの送受信ができない場合がございます。
あらかじめご承知置きください。
Please be aware that depending on the email software, you may not be able to send or receive
emails.
7. 「ご利用者側端末」の接続設定、ご利用終了後の設定変更の復旧につきましては、
当ホテルで準備した手順資料以外にご案内いたしかねます。
ご利用者様の責任で接続設定、設定復旧いただけますようお願い申し上げます。
The hotel will not provide any connection information other than the provided procedures. The
USER will be responsible for adjusting the connection and restoration settings before and after
usage.

■無線LAN スポットご利用時の禁止事項
■Prohibited Actions for WIFI Usage
利用者は無線LAN スポットの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
Users are prohibited from the following actions while using the WIFI
1. 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標登録等)その他の権利を侵害する行為、
または侵害する恐れのある行為
Infringement or possible infringement of others’ Intellectual properties (Patents, Utility
Models, Copyrights, Design Rights, Trademarks, etc).
2. 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
Infringement or possible infringement of others’ privacy or Portrait Rights.
3. 他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を棄損する行為
Actions that may cause mental stress or harm, and actions that will harm other’s honour, prestige,
and credibility.
4. (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為またはこれを誘発若しくは扇動する行為
(Fraud, Scamming, Obstruction of Business, etc) Criminal Actions or induction/ incitement of
criminal actions.
5. わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に当たる画像若しくは文書などを送信し、または掲載する行為
Sending or posting images or documents which are obscene, child pornography, or portray child
Abuse.

6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
Establishment or induction of Pyramid schemes.
7. 無線LAN スポットにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
Altering or deleting information of the WIFI SPOT.
8. 他人になりすまして無線LAN スポットを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に
細工する行為)
Using the WIFI SPOT to spoof (such as altering mail headers for disguise, etc).
9. 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
Sending Malicious Software, or setting it so others’ can receive it.
10. 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為
Sending Commercial Advertisements to anonymous people through email without their consent.
11. 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱くまたはおそれのある電子メールを送信する
Sending emails which will or may cause others disgust without their consent.
12. 当ホテル若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、またはおそれのある行為
Actions which will or may cause harm to Mercure Yokosuka or others by using the
telecommunications Equipment.
13. その行為が全各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
Posting Links corresponding or promoting all the listed items above.

14. 当ホテルから貸与された客室通信機器以外の通信機器への有線LAN 接続
Usage of Wired LAN telecommunication devices that are not lent out by Mercure Okinawa Naha.
15. 当ホテルから貸与された客室通信機器以外の通信機器の無断操作、無断接続変更
Unauthorized operation and connection changes of telecommunication devices that are not lent out
by Mercure Okinawa Naha.
16. ファイル交換ソフトを利用して大量のデータを送受信する行為
Exchanging massive data over file sharing software.
17. 廊下、階段、レストランなどの共用スペースでの移動しながらのご利用
または他人が不快に感じる態様でのご利用
Usage while walking through the public spaces(such as corridors, stairways, restaurant, etc), or
any such actions that may cause others harm or discomfort.
18. その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当ホテルが判断した行為
Any such actions that Mercure Yokosuka determines that disturb public order or morale, or
causes infringement of others’ rights

