Please read the following Terms and Conditions of Use carefully before using this website. You are required to expressly
accept the following Terms and Conditions of Use, without any modifications, prior to each use of this website. HVCB
may revise the Terms and Conditions of Use without any specific notice to you. The Terms and Conditions of Use posted
at the time of your use of this website governs that use. If you do not agree with any part of the following Terms and
Conditions of Use, you will not be permitted to use this website.
The images and other content in the Knowledge Bank On-Line Library (the "Images/Content") are protected under
applicable intellectual property laws. Unless otherwise stated, intellectual property rights in the Images/Content are
administered by HVCB on behalf of itself or HTA.
You are authorized to use the Images/Content in the course of your business for the sole purpose of promoting Hawaii
as a leisure visitor travel or business meetings/incentives destination, subject to the additional restrictions and
requirements discussed below. Any use, whether or not commercial, that may tend to degrade, tarnish the reputation
of, or embarrass the content creator (photographer, videographer etc.), the state of Hawaii, HTA, HVCB, or the
destination Hawaii or is offensive to the Hawaiian culture is strictly prohibited. You may not allow anyone outside of
your company to use any Images/Content.

FOR MEDIA USE PLEASE NOTE:
You are authorized to use the Images/Content in the course of your business for the sole purpose of developing editorial
content specifically to promote Hawaii as a leisure visitor travel or business meetings/incentives destination, subject to
the additional restrictions and requirements discussed below. You are prohibited from using the Images/Content for any
commercial purpose. Any use, whether or not commercial, that may tend to degrade, tarnish the reputation of, or
embarrass the content creator (photographer, videographer etc.), the state of Hawaii, HTA, HVCB, or the destination
Hawaii or is offensive to the Hawaiian culture is strictly prohibited. You may not allow anyone outside of your company
to use any Images/Content.
The following are general examples of what Images/Content may be used for. The following list is not exhaustive.
• Brochures and/or websites whose primary purpose is promoting the State of Hawaii as a travel or
business/meeting destination
• Travel articles about the State of Hawaii in newspapers, magazines, websites, or travel guidebooks
• Publications and presentations promoting travel to, or attendance at a meeting or convention taking place in,
the State of Hawai‘i
FOR MEDIA USE PLEASE NOTE:
• Editorial travel articles about the State of Hawaii in newspapers, magazines, websites, or travel guidebooks
The following are general examples of what Images/Content may not be used for or in connection with. The following
list is not exhaustive.
• Screensavers, photo albums, posters, artwork, and the like
• Social media (e.g., Facebook)
• Production or promotion of items for retail sale, such as T-shirts, calendars, coffee mugs, and the like
• Promotion of business investments, real estate or relocation services, educational institutions, and the like
• Illustrations in textbooks or "coffee table" books
Each catalog of the Images/Content may have additional usage restrictions and requirements. You are solely responsible
for checking, understanding, and complying with these restrictions and requirements, and using the Images/Content in
an appropriate manner.
The license granted to you by these Terms and Conditions of Use to use the Images/Content is royalty-free, nonexclusive, and non-transferable. The license is freely revocable, and you agree that, upon notice from HVCB, you will
immediately cease all use of the Images/Content and, to the extent possible, remove all Images/Content from any and

all materials in which they appear. Licenses are granted on a per project basis, so any future use requires you to
complete and submit a new request form to HVCB.
Credit is required for each of the Images/Content as specified in the Knowledge Bank On-Line Library. Credit must be
placed adjacent to any use of the Images/Content.
You agree to indemnify and defend HTA and HVCB from and against all costs, liability, loss, damage, and expense,
including all attorneys' fees, and all claims, suits, and demands therefor, arising out of or resulting from your acts or
omissions under these Terms amp; Conditions of Use and your use of the Images/Content.
FOR VIDEO USE PLEASE NOTE:
In addition to the comments above, please read the following for video footage use.
If approved, the Images/Content will be provided to you strictly on a one-time limited and restricted use basis for the
show or production described upon download. You must submit a separate request, and obtain a separate approval, for
any additional uses.
You shall not license, assign, convey, loan, rent, resell or transfer the Images/Content to any other person, company, or
division without prior written authorization by HVCB. Duplication or archiving the Images/Content for any future use is
expressly prohibited.
If HVCB determines, in its sole and absolute discretion, that Your use of the Images/Content, or any part thereof, or the
show or production in connection with which the Images/Content is used, will degrade, embarrass, or tarnish the
reputation of the State of Hawaii, the Hawaii Tourism Authority, HVCB, or the destination Hawaii, or will be offensive to
the Hawaiian culture, then HVCB may at any time (1) require
You to immediately stop using the Images/Content; (2) require You to remove the Images/Content from any/all
materials into which it has been incorporated; and (3) withdraw any or all of the permissions granted with regard to the
Images/Content.
Requestor acknowledges and agrees that if HVCB incurs legal expenses as the result of Your breach of this Agreement,
HVCB shall be entitled to recover from Requestor, in addition to any other relief to which it is entitled, its legal expenses,
including without limitation reasonable attorneys’ fees, costs, and expenses.
Credit must be provided to the “Hawaii Tourism Authority.” Requestor understands and acknowledges that the
Images/Content, including any and all copyrights therein, is the property of the Hawaii Tourism Authority.
A digital file (QT or mp4 under 10mb) or 1 copy (DVD format) of the final produced piece that utilized the provided
Images/Content, must be provided to HVCB upon completion of the piece.

本サービスをご利用いただく前に、以下の利用規約をお読みください。
本サービスをご利用いただく場合は、利用者は本規約の内容を承諾いただいたものとさせていただきます。
ハワイ州観光局ならびに Hawaii Visitors and Convention Bureau（以下 HVCB）は、予告なく本規約の内容を変更するこ
とがあります。この場合、本サービスのご利用条件は、変更後の本規約によるものとし ま す。また、利用規約に同意い
ただけない場合は、当ウェブサイトのサービスのご使用をご遠慮下さい 。
イメージライブラリー内の画像およびコンテンツは知的財産法により保護されています。 これらは、HVCB が管理して
おり、特別な表記がない限り、著作権は Hawaii Tourism Authority（以下 HTＡ）に帰属します。
これら画像およびコンテンツは、以下に説明する条件に従い、ハワイ州の観光促進の目的に限りご使用 いただくものと
します。観光促進の目的である、ないに関わらず、フォトグラファー、HTA、ハワイ州観光局、HVCB、ハワイ州を侮辱、
またはそれらのイメージを損なうような使用及び営利目的での使用は禁止されています。また、これらの画像およびコン
テンツは帰属されている企業外ではご利用できません 。
メディアで使用する際の注意事項:
これら画像およびコンテンツは、ハワイ州の観光促進の目的に限りご使用いただくものとします。また 、商業目的での
使用は禁止しております。観光促進の目的である、ないに関わらず、フォトグラファ ー、HTA、ハワイ州観光局、
HVCB、ハワイ州を侮辱、またはそれらのイメージを損なうような使用及び営利目的での使用は禁じられています。また、
これらの画像およびコンテンツは帰属されている企業外ではご利用できません。
これらの画像およびコンテンツは、以下のような使用目的においてご利用いただけます。また、これらは包括的ではなく、
全てを網羅しているわけではありません。
－ハワイ州への観光促進を目的としたパンフレットなどの販促ツールやウェブサイト
－ハワイ州の観光情報を掲載する新聞や雑誌、ガイドブック、ウェブサイト
－ハワイ州の観光やイベント、イベント会場を促進するための出版物やプレゼンテーション
これら画像およびコンテンツは、以下のような使用目的の場合ご使用頂けません。また、これらは包括的ではなく、全て
を網羅しているわけではありません。
－スクリーンセーバー、フォトアルバム、ポスター、芸術品等
－ソーシャル・メディア（フェイスブック等）
－T シャツ、カレンダー、コーヒーマグ等の販売商品
－不動産サービス、移住サービス、教育機関等の商業
－教科書や写真集等
それぞれの画像およびコンテンツには個別の追記利用規約がある場合もございます。追記を確認の上、本サービスのご利
用ください。 本規約の内容を承諾した場合に限り、これら画像およびコンテンツを著作権使用料無料、非独占かつ譲渡
不能の条件のもとご利用いただけます。
ハワイ州観光局は、利用者が本規約のいずれかに違反した場合、ただちに画像およびコンテンツの使用を差止め、使用権
を解除することができます。この場合は、ただちに画像 およびコンテンツとその複製物のすべてを廃棄または抹消しな
ければなりません。画像およびコンテンツの使用権はご依頼いただいた使用目的に限り有効となり、再利用する場合は、
使用許諾をその都度取得してください。
画像およびコンテンツをご使用の際は、画像およびコンテンツに隣接するよ うにクレジットを表記してください。
ハワイ州観光局、HVCB および HTA は、データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害、紛争が発生し た場合の訴
訟費用等を含め、画像およびコンテンツの使用または使用不能に起因する直接的、間接的、 特別、偶発的、結果的、そ
の他いかなる損害にも一切の責任を負わず、画像及びコンテンツの利用者は それらを同意したものとみなします。
動画を使用する際の注意事項：

上記のコメントに加えて、動画の使用については、以下をお読みください。
動画及びコンテンツを使用する際には事前申請が必要となります。動画使用目的を記載いただき、申請後、承認可否をハ
ワイ州観光局が決定し、承認された場合は動画のダウンロードが可能となります。承認された動画及びコンテンツの使用
権は使用目的に限り有効となり、再利用する場合は、使用許諾をその都度取得してください。
ハワイ州観光局は、動画およびコンテンツ利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、ただちに動画およびコンテ
ンツの使用を差止め、使用権を解除することができます。この場合は、ただちに動画 およびコンテンツとその複製物の
すべてを廃棄または抹消しなければなりません。
ハワイ州観光局、HVCB および HTA は、データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害、紛争が発生し た場合の訴
訟費用等を含め、動画およびコンテン ツの使用または使用不能に起因する直接的、間接的、 特別、偶発的、結果的、そ
の他いかなる損害にも一切の責任を負わず、動画及びコンテンツの利用者は それらを同意したものとみなします。
動画及びコンテンツ利用者は、「Hawaii Tourism Authority」とクレジットを表記する必要があります。利用者は、画像
およびコンテンツは知的財産法により保護されていることを理解し、利用規約に同意したものとみなします。
動画及びコンテンツを使用した最終の作品はハワイ州観光局にデジタルファイル（QT または 10MB 未満の mp4）または
DVD のコピーを 1 枚を提供する必要があります。

