Surfly クラウドライセンス契約書
2020 年 11 月 17 日更新
本契約書は、英語版 Terms of Service Surfly B.V.の日本語翻訳版です。本契約書は参考として作
成されたものであり、
両言語版の記載内容に矛盾抵触がある場合、
英語版の記載内容が優先します。
なお、日本語訳版は必ずしもリアルタイムで更新されない場合があります。日本語訳版が更新され
ていない場合であっても、英語版が更新されていた場合には、英語版の記載内容が適用されます。
英語版 Terms of Service Surfly B.V.は、以下の URL から参照可能です。
https://www.surfly.com/terms-of-service?utm_source=tos_update&utm_medium=email_&utm_camp
aign=tos_update

この利用規約（以下「本規約」といいます。
）は、あなたと Surfly との間の契約となり、あなた、
あなたのエージェント及び本エンドユーザーによる、www.Surfly.com にある当社のウェブサイト
（以下「本サイト」といいます。
）並びに Surfly が提供するあらゆる製品及びサービスの利用等に
ついて適用されます。
本規約に同意すること、又は本サービス若しくは本サイトにアクセスし若しくは利用すること、又
はあなたのエージェント若しくは本エンドユーザーに本サービスへのアクセス若しくは利用を認め
ることによって、あなたは本規約の適用を受けることに同意することになります。あなたが会社、
組織又はその他の法的主体（
「法人等」といいます。
）を代理して本規約を締結する場合、あなたは
その法人等のために本規約に同意するとともに、あなたがその法人等及びその関連当事者に本規約
の拘束を受けさせる権限を有することを Surfly に表明するものとし、この場合、本規約中の「あな
た」
、
「あなたの」又は関連する定義された用語は、当該法人及びその関連当事者を指すものとしま
す。あなたがかかる権限を有していない、又はあなたが本規約に同意しない場合、あなたは本規約
を承認してはならず、本サービスを利用できません。
本規約についてご質問がある場合、当社の本サイトを通じてご連絡頂くか、support@surfly.com に
電子メールをご送付下さい。
サービス
Surfly B.V.（商工会議所登録番号: 55526446。法人登録営業所所在地：Singel 373 C in (1012 WL)
Amsterdam, The Netherlands。
）
（以下「Surfly」
、
「当社」及び／又は「当社の」といいます。
）は、
オンラインの販売及びサポートのための、本サイトを通じた、ホストされたウェブブラウザシェア
リング及びオンラインコミュニケーションソリューション、並びに該当する本ソフトウェア（以下
に定義）
（本規約において、総称して「本サービス」といいます。
）を提供します。本サービスは、
Surfly によって、あなた、並びにユニークなログインを通じて特定される代理人及び／又は管理者
（本規約において「エージェント」といいます。
）として、若しくは本サービスを通じてあなた若し
くはあなたのエージェントと連携しているエンドユーザー（本規約において「本エンドユーザー」
といいます。
）として、あなたのアカウントを利用して本サービスにアクセスする権利をあなたから
与えられた個人又は法人に対して、本規約の規定（変更された全ての内容を含む。）、及び／又は
Surfly が随時公表することのあるその他のルールに従って、提供されます。随時、当社は本サービ
スの更新若しくは修正、又は本サービスの新たなバージョンをあなたに通知します。あなたによる
更新された又は新たなバージョンの本サービスの利用は、あなたが新たな又は更新された本サービ
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スを受け入れたことを意味し、またかかる利用は本規約の適用を受けます。Surfly は、更新の提供
も行う義務を負わないものとします。Surfly は、その独自の裁量によって、問題解決の支援を提供
する場合があります。異なる合意がなされない限り、合意されたいかなる実装のサービスも、その
時点の Surfly の料金に応じた 実費精算
（Time and Materials）
ベースで提供されるものとします。
Surfly のサービスは、常に最善の努力
（Surfly がサービスの提供において商業的に合理的な最
善の努力を行わなかったのでない限り、サービスが要望又は合意された結果を有しない場合でも
Surfly が有責及び／又は不履行となることはないことを意味します。
）であるものとします。
一般的な条件及び制約
あなたによる本サービスの登録の期間中（かかる登録を「本件登録」
、かかる期間を「登録期間」と
いいます。
）
、あなたは、本サービスを、あなたの本エンドユーザーと通信するためのオンラインプ
ラットフォームとして、
あなた自身の内部的な、
個人的な又は商業的な利用のためにのみ利用する、
非独占的な限定された権利を有するものとします。あなたは、Surfly が随時要求する、正確、最新
かつ完全な情報を提供するもとします。あなたは、あなたが Surfly の承認されたパートナーであり
かつあなたと Surfly との間で締結される別のパートナーの契約（以下「パートナー契約」といいま
す。
）にもっぱら従ってなされる場合を除き、本サービスの全部又は一部を、移転、リース、貸与、
譲渡、サブライセンス又は再販売しないものとし、またあなたのエージェント及び本エンドユーザ
ー以外の第三者に、本サービスへのアクセスを行わせないものとします。あなたは、あなたのエー
ジェント及び本エンドユーザーによる本規約の規定の遵守、並びにあなたのアカウントにおいて行
われた一切の行為について、責任を負うものとします。
あなたは、本サービスに接続、アクセス又はその他利用するために必要な一切の設備及び付帯する
サービス（以下総称して「設備等」といいます。
）を取得及び維持する責任を負います。あなたは、
かかる設備等が本サービス（及び、該当がある場合は、本ソフトウェア）に適合し、Surfly が公表
するその時点で有効なポリシーに規定される設定及び仕様の全てに適合するようにする責任を負い
ます。
あなた、あなたのエージェント又はあなたの本エンドユーザーによってアップロード、掲載、配信、
公表、提供又はその他リンク、送信若しくは保存（以下かかる行為を「掲載等」という。
）された、
データ、情報、フィードバック、提案、テキスト、コンテンツ及びその他の素材（以下総称して「あ
なたのコンテンツ」といいます。
）を含みこれらに限定されない本サービスのいかなる部分について
も、当社が監視する責任を負わないことを、あなたは理解及び承認するものとします。あなたは、
本サービスにあなたのコンテンツを掲載等することによって、Surfly に対して、契約期間中、Surfly
が本サービスを提供するために必要な範囲内のみにおいて、全世界で、非独占的に、あなたのコン
テンツを使用、修正、表示及び実演することできる、全額支払済みの、使用権を付与すること、及
びあなたの事前の書面による同意なしに当該コンテンツを第三者に使用させたり共有したりしない
ことを承諾するものとします。あなたは、(a)あなたが企図する態様であなたのコンテンツを保存、
複製又はその他利用するための適法な権利を有しているかどうかの判断、 (b)あなたのコンテンツ
に関連するあらゆる国内の及び国際的な法令並びにその他の法的義務（著作権、営業秘密、名誉毀
損、プライバシー、礼儀、セキュリティ及び輸出に関する法令を含み、これらに限られません。
）の
遵守を含めて、あなたのコンテンツについてあなたが完全な責任を負うことを承認するものとしま
す。一方で、あなたは、Surfly が 本サービスを監視し、法令、規制若しくはその他の政府の要求
を遵守するため、本サービスを適切に運営するため、又は本サービスを保護するために必要又は適
切である場合には、
いかなる情報も開示することができることを、
承認及び同意するものとします。
Surfly は、あなたがオンラインで開示するいかなる情報のセキュリティも保証できません。あなた
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は、本契約を締結することによって、最先端のセキュリティ及びプライバシールールに関する当社
の限定をあなたが認識していること、及び Surfly が本サービスに適用される法令（データ保護又は
プライバシーに関する法令を含みますが、これらに限られません。
）を遵守しなかった場合を除き、
Surfly はあなたのコンテンツに対する不正なアクセス若しくは利用、又はあなたのコンテンツの破
損、削除、破壊若しくは喪失について責任を負わないことを、承認するものとします。
登録プロセスの一部として、あなた及びあなたの各エージェントは、あなたのアカウントのユーザ
ー名及びパスワード（以下「ログイン認証情報」といいます。
）を特定することを要求される場合が
あります。あなたの各エージェントはユニークなログイン認証情報によって特定されること、及び
1 個のエージェントログイン認証情報は 1 人の個人によってのみ使用できることを、あなたは同意
及び承認するものとします。あなたは、1 個のエージェントログイン認証情報を、複数の個人の間
で共有してはなりません。あなた及びあなたのエージェントは、あなたのアカウントの全てのログ
イン認証情報の秘密保持について責任を負うものとし、あなたは、あなたのアカウントによりなさ
れたいかなる利用についても、あなたによる利用か否か、及び／又はあなたの許可に基づくか否か
問わず、全ての責任を負うものとします。あなたが選択した本サービスのプランにおいて利用でき
る個人のエージェントの数の制限に従って、本サービスへのアクセス及び利用は、あなたの本件登
録において許容される指定された個人のエージェントの数に限定されます。
あなた及びあなたのエージェントは、ログイン認証情報の秘密保持に責任を負い、本サービスの不
正な利用又はその他の本サービスに関するセキュリティの侵害が認知され又は疑われる場合、直ち
に当社に通知するものとします。Surfly は、あなた、あなたのエージェント又は Surfly を利用す
る本エンドユーザーが提出した（本サービスの一部として提出したか否かを問わない）電子的なメ
ッセージ、
チャットの対話、
又はその他の情報若しくはコンテンツの削除又は保存の失敗について、
責任を負いません。
あなたは、Surfly が本サービスに関してあなたに提示し又は本サイトに公表する、行動規範、ポリ
シー又はその他の通知に従わなければなりません。あなたが本規約に違反した場合、あなたは
Surfly の独自の裁量によって、永久又は一時的に本サービスの利用を禁止されることがあります。
あなたは、本サービスを利用して以下の事項を行わないものとします。
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

違法な行為の助長又は適用ある法令（いかなる法令も含みます。
）への違反
Surfly 及び第三者（いかなる第三者も含みます。
）の知的財産権への侵害
他者による本サービスの利用、活用、配置又は操作を妨げる可能性のある態様での本サービス
の利用
(a)法令上又は契約関係若しくは受託関係上、あなたが掲載する権利を有しない、(b) ソフト
ウェアウィルス又はコンピューターソフトウェア若しくはハードウェア若しくは通信設備の
機能を阻害、破壊若しくは制限するよう設計されたその他のコンピューターコード、ファイル
若しくはプログラムを含む、(c)いかなる者に対してであれプライバシー又はセキュリティの
リスクをもたらし又はひきおこす、(d)不招請の若しくは無権限の広告、販促資料、商業活動
及び／若しくは販売、
「ジャンクメール」
、
「スパム」
、
「チェーンレター」
、
「ピラミッドスキー
ム」
、
「コンテスト」
、
「スウィープステーク」
、又はその他の形式の勧誘に該当する、又は(e)そ
の他 Surfly の独自の判断において好ましくないコンテンツを掲載、保存又は送信すること
13 歳未満の者から個人情報を取得しようとすること、又はその他 16 歳未満の者に関する個人
情報を収集すること
不招請の電子メールの送信又はその他の不招請の連絡の目的で、本サービスから電子的な又は
その他の方法で、他のユーザーの住所又はその他の連絡先情報を入手又は収集すること
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⚫

本サービスの改変、翻案若しくは侵入、若しくはその他本サービス若しくは関連するシステム
若しくはネットワークへの不正なアクセスを得ようとすること、及び／又は 他の当事者若し
くは者のシステム若しくはサービスの改変、翻案若しくは侵入のために本サービスを利用する
こと、及び／又は他の当事者及び／若しくは人になりすますために本サービスを利用すること

Surfly は、一見したところ法令、他者の権利又は本規約に反するものと Surfly がその独自の裁量
によって判断する情報又は素材の全部又は一部について、送信を拒否し又は削除することができま
す。Surfly による送信の拒否又は削除の後、それぞれの情報又は素材が法令、他者の権利又は本規
約に反するものではないことが明らかになった場合でも、Surfly は当該情報又は素材に関するいか
なる行為の結果についても責任を負うことにはならないものとします。
あなたが以下の行為を行ったものと Surfly がその独自の裁量により判断した場合、Surfly は、い
かなる態様においても責任を負うことなく、当該情報及び／又は素材について送信を拒否し又は削
除すること、並びに本サービス及び／又は本契約を終了させることができるものとします。
⚫
⚫
⚫

わいせつな、下品な、ポルノの又は性的に露骨な行為又はコンテンツの表示、アップロード又
は助長
虐待的な、脅迫的な、嫌悪感に満ちた、有害な、迷惑な、中傷的な又は暴力的な行為の助長
人種、性別、宗教、国籍、障害、性的傾向、又は年齢による差別の助長

本規約の終了の条項に規定されている Surfly の権利に加え、(a)本サービスのアップグレード及び
メインテナンスのための予定された停止時間中（Surfly はあなたにこれを事前に通知するよう商業
上合理的な努力をするものとします。
）
、(b) Surfly の合理的な支配を越える状況（Surfly の合理的
な支配を越える技術的な不具合（インターネットへの接続不能又はインフラシステムの不具合を含
み、これらに限られません。
）
、Surfly の供給者の義務の不履行、戦争、テロ若しくはその他の市民
の混乱、破壊行為、自然災害若しくはその他の天災、ストライキ、エネルギー源の使用不能、政府
の行為又は第三者による行為（分散型 DOS 攻撃を含み、これに限られません。
）を含み、これらに限
られません。以下総称して、
「不可抗力事由」といいます。
）によってもたらされた利用不能の間、
又は(c)あなたのアカウント、又はあなた、若しくはあなたのエージェント若しくは本エンドユーザ
ーによる本サービスの利用に関係する悪意のあるソフトウェアを Surfly が疑い又は検知した場合
には、Surfly はその合理的な裁量により、あなたの本サービスへのアクセス及び利用を一時的に停
止することができます。
あなた、あなたのエージェント又は本エンドユーザーは、Surfly 製品の不可欠な要素としてのみ
Surfly ソフトウェアを使用します。
あなたは、以下のいずれも行わないものとします。
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

本サービス又はそのコンテンツのソースコードの複製
本サービス又はそのコンテンツの翻訳
本サービスのソースコードを発見しようとすることを意図したリバースコンパイル、逆コンパ
イル、分析、リバースエンジニア、リバースアセンブル、逆アセンブル、アンロックその他の
試み、又は本サービス又は本サイトについて、改変、変更、複写、又は複製を行うこと
本ソフトウェアの派生物を改変、改作、翻訳、作成するか、又は本ソフトウェアを他のソフト
ウェアにマージすること
開発、コンパイル、デバッグ、および同様の設計時の目的で本ソフトウェアを使用すること
Surfly が書面で許可した場合を除き、月間 100 万を超える訪問がある、又はある時点において
500 を超える同時訪問があるウェブページにおいて、Surfly の Java スクリプトスニペットを
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⚫
⚫
⚫

⚫

使用すること
Surfly が本サービスへのアクセスに使用するために提供するインターフェース以外の方法に
よって、本サービスにアクセスすること
他の人若しくは法人（Surfly の職員を含み、これに限られません。
）になりすます、又は他の
人若しくは法人との提携関係を偽ること、又は
本サービス（Surfly のサポート及びチャットのウィジェットを含む。
）へのリンク、又は本サ
ービス若しくは本サイトへのリンクを含むウェブサイトへのリンクを伴う、迷惑電子メール
（スパム）を送信すること
Surfly によって明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェア、又はそのいかなる複製
物、改作物、転記物、若しくはマージされた部分について、使用、複製、変更、又は転送する
こと。

あなた、あなたのエージェント又は本エンドユーザーの権利は、非独占的なものであり、そして、
Surfly によって明示的に許可されている場合を除き、譲渡することはできません。
知的財産権、プライバシー及び秘密情報
あなたは、Surfly が、本サービス（それに付帯する全ての該当する全世界の著作権、特許権、商標
権、及び営業秘密、データベースの権利、その他のあらゆる知的財産権及び機密情報を含みますが、
これらに限られません。
）の単独の権利者であることを承認及び同意するものとします。本契約の義
務の履行の過程で Surfly が収集する個人を特定できるデータは、surfly.com/privacy にある現行
の Surfly のプライバシーステートメントに従って Surfly によって利用されることがあり、適用の
あるプライバシーの法令、特に EU 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）及
び Telecommunication Act に従って利用されるものとします。あなたによる本件登録又は本サービ
スのその他の利用によって、本サービスのいかなる知的財産にかかるいかなる権利、権原又は利益
もあなたに移転しないことを、あなたは承認するものとします。さらにあなたは、本サービスにか
かる権限及び完全な権利が、Surfly の独占的な財産として留保され、本規約に明示されるものを除
きあなたが本サービスについていかなる権利も取得しないことを、承認するものとします。あなた
は、ライセンスによって Surfly から利用可能とされた情報（ログイン認証情報を含み、これに限ら
れません。
）を頒布してはなりません。本規約において明示的に付与されていない一切の権利は留保
されます。
あなた及び Sufly は、それぞれ、相手方からあなた又は Surfly に開示された（書面、口頭又はその
他方法で開示されたかは問わないものとします。
）
、開示時に(a)秘密の旨表示された、(b)開示当事
者により秘密である旨述べられた、
又は(c)開示当事者が合理的に秘密と評価できるもののいずれか
に該当する情報、及び本契約の契約条件（本契約の存在自体ではない）
（以下「秘密情報」という。
）
について、秘密を保持し、第三者に対して開示（本条項で明示的に許容される場合を除く）しては
ならないものとします。あなた及び Surfly は、それぞれ、適正なセキュリティ手段を用いて相手方
の秘密情報の秘密性を保持するものとします。あなた又は Surfly は、あなた又は Surfly の従業員
及び専門的なアドバイザーに対して、各受領者が秘密情報の秘密性を保持するための法的義務を負
うことを条件として、秘密情報を開示することができるものとします。
これらの秘密保持の義務は、以下の秘密情報には適用されないものとします。
1) 公開され若しくは公知となっている（本契約の違反による場合を除く）もの
2) 開示当事者による開示の前に、受領当事者が知っており、かつ受領当事者が知っていたことを受
領当事者が証明することができるもの、又は
3) 法律により、若しくは権限のある政府機関、規制機関若しくは証券取引所の命令（関係する当事
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者を拘束するもの）により、開示を要求されたもの
いかなる場合でも、本契約の有効期間中又は終了後のいずれにおいても、一方当事者は、本契約の
目的以外の目的で他方当事者の秘密情報を使用する権利を有しないものとします。
保証の否認
Surfly は、本サービスが公開されている仕様に重要な点において準拠することを保証します。
Surfly がこの保証に違反した場合、Surfly の唯一の義務、及びあなたの唯一の救済は、既に支払わ
れている未使用の本サービス料金をすべて返金することのみであることに同意するものとします。
本セクションに記載されている場合を除き、明示又は黙示を問わず、特に Surfly は以下を含みます
がこれらに限定されない、如何なる保証も否認します。
⚫
⚫

利用可能性、正確性、安全性、有用性、相互動作性、又はサービスのコンテンツに関する保証、
及び
非侵害、権限、商業的有用性又は特定目的への適合性の保証

この免責は、本サービスによって生じたいかなる損害又は被害（不履行、エラー、不作為、障害、
削除、瑕疵、遅延又は稼働若しくは送信の遅れ若しくはエラー、コンピューターウィルス、通信回
線の不具合、盗難若しくは破壊、又は記録の不正なアクセス、改変若しくは利用によるものを含み、
これらに限定されません。
）にも適用されます。
本サービスから得たサービス又はその他の情報が汚染又は感染した場合にそれによってあなたの情
報又はシステムが損害を受けないために、本サービスを隔離し、汚染防止のサービスを実行し、ま
たその他の手段を講じることは、あなたの責任事項です。ただし、Surfly は、本サービス又は本サ
ービスから取得した情報が汚染又は感染しないように、
商業的に合理的な努力を払うものとします。
ここで明示的に記載されている場合を除き、 Surfly は、本サービスを通じて行われた一切の取引
についていかなる保証も行いません。口頭又は書面を問わず、あなたが Surfly から得た一切のアド
バイス又は情報は、
本規約に明示されていないいかなる保証も形成するものではありません。
Surfly
は、いかなる情報、チャットの記録又はメッセージの削除又はその保存、配信若しくは適時での配
信ができなかったことについても、責任を負いません。
責任の制限
いかなる場合においても、各当事者及びその役員、取締役、従業員、アドバイザー、親会社、子会
社、関連当事者、代理人、承継人及び譲受人は、以下の事項について責任を負わないものとします。
⚫

⚫

かかる当事者が当該損害の可能性を知らされていた場合であっても、また、債務不履行、不法
行為又はその他の請求原因のいかんにかかわらず、いかなる態様であれ本サービスの提供、履
行又は利用により生じた、間接的な、特別の、懲罰的な、付随的な又は結果的な損害（事業利
益の逸失、事業停止、プログラム又は情報の喪失及びこれらに類するものにかかる損害を含み
ますが、これらに限られないものとします。
）
本サービス、若しくはその他のソフトウェア若しくはコンテンツの誤り、脱落若しくはその他
の不正確性、又は本サービス、若しくはその他のソフトウェア若しくはコンテンツの破壊的な
性質に起因した請求。

一定の州又は管轄においては黙示の保証の排除又は結果的若しくは付随的な損害の責任の限定が許
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容されないため、そのような州又は管轄においては、当該州又は管轄における強行法規が当事者に
よるオランダ法の選択に優先する場合においては、各当事者の責任は法律上許容される最大限の範
囲で制限される。
各当事者は、当事者の知的財産権の侵害の場合を除いて、いか何なる場合であっても、その責任が
債務不履行、不法行為又はその他の請求原因のいずれにより生じたものかを問わず、各当事者の責
任の総額が、
請求の提起又は主張された請求原因に先立つ直近 12 カ月間においてあなたの登録のた
めにあなたが支払った料金の総額（該当がある場合）
、又は（料金がない場合）€100（100 ユーロ）
を上限とすることに同意するものとします。
各当事者による故意又は重過失に起因する責任については、各当事者の責任制限は適用されないも
のとします。
輸出規制
あなたは、あなたが、いかなる国、人、企業又は本エンドユーザーとも、欧州連合及び／又は米国
の輸出規制に違反して本サービスを共有しないことに同意するものとします。
補償
Surfly は、本契約で許容されたあなたの本サービスの使用を理由として第三者からあなたに対して
なされた、本サービスが第三者の有効な特許権、著作権、商標権又は営業秘密を侵害又は不正使用
する旨を主張する請求（以下「知財クレーム」といいます。
）について、あなたを補償し、あなたが
損害を被らないようにします。Surfly は、Surfly の費用により、知財クレームから防御をし、それ
に関してあなたに対して最終的に裁定された損害額
（当該防御のために Surfly により雇われた弁護
士の合理的な報酬及び費用を含みます。
）を支払うものとしますが、これは(a) （知的クレームから
防御する能力が実質的に損なわれないようにするため）あなたが、当該知財クレームのおそれ又は
その通知を Surfly に速やかに通知し、(b) （Surfly が、事前の書面による同意なしには、あなた
を全責任から解放しない方法では、知財クレームを解決することはないという点を除いては、）
Surfly が防御のための弁護士の選定、当該知財クレームの防御及び／又は和解に対する単独かつ独
占的な支配及び権限を有しており、かつ(C)あなたがこれらに関して Surfly に十全な協力をする場
合に限ります。あなた、あなたのエージェント又は本エンドユーザーによる本サービスの利用が、
かかる知財クレームの対象になる、又は対象になる可能性があると Surfly が判断する場合、Surfly
は、自己の選択及び費用により、本契約に定めるとおりに本サービスを使用し続けるための権利を
あなたのために確保するか、(b)不侵害にするための本サービスの交換又は修正を行うか、又は(C)
もし(a)又は(b)の選択が商業的かつ合理的に実行可能ではないと Surfly が判断する場合は、
あなた
の本件登録を解除し、
以前に Surfly に支払われた前払料金のうちあなたの本件登録の残存期間に対
応する部分を日割り計算で返金することができるものとします。知財クレームが生じた原因の全部
又は一部が、(a)あなたが提供したデザイン、データ、指示又は仕様に準拠したこと、(b)あなた又
はあなたの代理人に本サービスが改変されたこと、
又は(c)他のハードウェア若しくはソフトウェア
と本サービスの組み合わせ又は他のハードウェア若しくはソフトウェアと共に本サービスを実行若
しくは使用したこと（本サービスそれ自体では侵害していない場合に限る。
）である場合は、Surfly
は、当該知財クレームに関して、この補償の条文に基づく責任及び義務を負いません。
この補償の条文に定められている条項は、あなた、あなたのエージェント又は本エンドユーザーに
よる本サービスへのアクセス又は利用を理由として提起された知財クレームに関する、Surfly のあ
なたに対する唯一の排他的なかつ一切の責任及びあなたの唯一の救済を規定するものです。
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あなたは、あなた、あなたのエージェント又は本エンドユーザーが本規約に定められた条項又は条
件に違反して本サービスを利用したことに関連して Surfly に対してなされた請求について、
Surfly
に補償し、Surfly が損害を被らないようにすることを、本サービスを使用することにより同意する
ものとします。但し、
（当該請求から防御する能力が実質的に損なわれないようにするため） 当該
請求のおそれ又はその通知について、Surfly が合理的に可能な限り速やかにあなたに通知した場合
に限ります。通知の遅れは、Surfly のあなたに対するその他の支払義務を発生させることはありま
せん。
終了
Surfly 及びあなたは、登録期間満了の 30 日前までに相手方に対して書面で通知することにより、
本規約及びあなたの本件登録をあなたの登録期間の満了時をもって終了させることができます。あ
なたの登録期間がそれによって終了する場合を除き、あなたの本件登録は、当該満了する登録期間
と同じ長さの登録期間で更新されるものとします。書面により異なる合意がなされない限り、当該
継続する登録期間についてあなたの本件登録に適用される料金は、当該継続する登録期間が開始す
る時点であなたが契約していた本サービスのプランにかかる Surfly の標準料金とします。
あなたのその時点で有効な登録期間の満了時より前に、あなたがあなたの本件登録を終了させるこ
とを選択した場合、あなたに対して料金の返還若しくはクレジットの付与又は支払が行われること
はありません。あなたの本件登録の終了又は取り消しの後に、Surfly はあなたのコンテンツの全て
を通常の運営の過程で消去する権利を留保します。あなたの本件登録が取り消された時点で、あな
たのコンテンツは回復できなくなります。
あなたがその時点で有効な登録期間の満了時より前にあなたの本件登録を終了させた場合、又は
Surfly が本規約に基づきそのような終了若しくは取り消しの効力を発生させた場合、あなたは、
Surfly に対してあなたが負っている他の金額に加えて、その時点で未払の当該登録期間の残存期間
に関する本件登録の料金を、直ちに支払わなければなりません。あなたが、Surfly による本契約の
重要な違反の結果として、あなたの本サービスへの本件登録を終了させ又はあなたのアカウントを
取り消した場合は、あなたはかかる金額及び料金を支払うことを要しないものとします。但し、あ
なたが当該違反を Surfly に事前に通知し、Surfly に当該違反を合理的に治癒するための 30 日以上
の猶予を与えた場合に限ります。
あなた、あなたのエージェント又は本エンドユーザーが本契約の条項に違反したと Surfly が信じ
る場合は、Surfly は、その独自の裁量によって、Surfly が本契約及び／又は適用される法令に基づ
き有する他の権利又は救済を害することなく、永久又は一時的に、本サービス又はあなたによる本
サービスの利用（又はその一部）を終了、停止又は変更することができます。これには、あなたの
コンテンツを著作権侵害の通知及び削除のポリシーに従って削除又は無効にすることが含まれます。
法的に禁止されていない限り、Surfly は、本項で定められた前述の措置をとる前にあなたに通知す
るために、電子メール又はあなたのアカウントを通じて直接あなたに連絡する商業的に合理的な努
力をします。Surfly は、本サービスにアクセスし利用するあなたの権利のこのような変更、停止又
は中止について、あなた、あなたのエージェント、本エンドユーザー又はその他の第三者に対して
責任を負わないものとします。
あなた、
あなたのエージェント又は本エンドユーザーによる詐欺的、
虐待的又は違法な行為が疑われる場合、Surfly の独自の裁量により、司法当局に委ねられるものと
します。
あなたの本件登録が終了した場合、あなたは直ちに本サービス及びあなたに提供された文書の利用
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を中止し、その全ての複製物を返還又は廃棄するものとします。本サービスを利用するためのあな
たの権利及びライセンスは、終了により直ちに失効します。その後においては、あなたは、あなた
のコンテンツ又はメッセージ若しくは情報をあなた、あなたの本エンドユーザー又はその他の第三
者に転送する権利を有さず、Surfly はその義務を負いません。本規約中に明示的な別段の定めがあ
る場合を除き、支払に関する全ての発生済みの権利及び性質上終了後も存続すべき本規約の全ての
規定は、本規約終了後も存続するものとし、これには本サービスの利用の制限、支払義務を負って
いる金額の支払、補償、保証の否認、及び責任の制限を含み、これらに限られないものとします。
契約終了は唯一の救済手段ではなく、当社は他の利用できる契約、法律又は衡平法上の全ての救済
手段を留保します。
支払
本サービス又はその一部が有料で提供される場合、
あなたは本件登録の支払プランを選択し、
Surfly
にあなたのクレジットカード又は他の決済手段に関する情報を提供することが必要となります。あ
なたは、当該情報が真実であり、あなたがその決済手段を使用する権限を有することを、Surfly に
対して表明し保証するものとします。あなたは、変更（例えば、あなたの請求の宛先又はクレジッ
トカードの有効期間の変更）
が発生したときは、
速やかにアカウント情報を更新するものとします。
あなたは、あなたが選択した本件登録の支払プランにおいて指定された金額を、本サイト又は
Surfly により提供された若しくは Surfly との間で締結された注文書（以下「Surfly ライセンス注
文書」といいます。
）に示された当該プランの条件に従って、Surfly に支払うことに同意します。
あなたは、Surfly に対し、あなたがあなたの本件登録が終了させるまで、適用される支払プランの
条件に従って、定期的に、前払いであなたの決済手段に対して請求を行うことを本規約により認め
るものとし、さらにあなたはかかる発生した料金を支払うことに同意します。あなたが料金に異議
を述べる場合、あなたは、Surfly があなたの決済手段に請求した日から 60 日以内に Surfly に通知
しなければなりません。別段の定めがない限り、当社の料金は、地方、州、地域又は外国の管轄に
より課税される、付加価値、販売、利用又は源泉徴収の税金を含む税金、課徴金、公課又は類似の
政府の賦課金（以下総称して「税金等」といいます。
）を含みません。あなたは、あなたの本件登録
に関連する全ての税金等について責任を負います。
不可抗力
各当事者は、本規約で定義される不可抗力事由により生じた、本契約の履行の遅延又は不履行、又
は相手方が被ったいかなる性質の損失又は損害についても、相手方又は第三者に対して責任を負い
ません。
輸出管理
Surfly があなた、あなたのエージェント又は本エンドユーザーに提供又は利用できるようにする、
本サービス及び本ソフトウェア又は本サービスの構成要素は、
米国の輸出規制及び経済制裁の法律、
又は米国以外（EU 及びオランダを含み、これに限られません。
）の官庁若しくは当局による類似の
規制の対象となる場合があります。あなたは、あなた、あなたのエージェント及び本エンドユーザ
ーによる本サービス、本ソフトウェア及びこれらの他の構成要素へのアクセス及び利用に関し、こ
れらの法律及び規制の全てを遵守することに同意します。
米国の又は他の適用ある法律又は規制上、
本サービス又は他の構成要素の提供が禁止されている管轄区域（以下「禁止管轄区域」といいます。
）
にあなたが所在する場合は、
あなたは本サービスへのアクセス又は利用をしてはならず、
あなたは、
禁止管轄区域に所在する政府、法人又は個人に本サービスへのアクセスを提供してはなりません。
あなたは、
(a)米国からの輸出の受領又は米国人との取引を禁止されている個人又は企業として米個
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政府のリストにあなたが掲載されていないこと、(b)あなたは、禁止管轄区域の国籍ではなくまた禁
止管轄区域に登録されている会社ではないこと、(c)あなたは、米国の又は他の適用される輸出の禁
止、禁制又は規制に違反して、あなたのエージェント又は本エンドユーザーに本サービスへのアク
セス又は利用を許可しないこと、及び(d)あなたは、米国、並びにあなた、あなたのエージェント及
び本エンドユーザーが所在する国から輸出される技術データの送信に関して適用される全て法律を
遵守することを、表明、保証及び誓約するものとします。
他のサービス
あなたは、本サービスにリンクする、又はあなたが本サービスにつなげる若しくは本サービスと合
わせて実行する、第三者の製品、アプリケーション、サービス、ソフトウェア、製品、ネットワー
ク、システム、ディレクトリ、ウェブサイト、データベース及び情報（Surfly の関連当事者の製品
又はサービスを含み、これに限られません。
）
（以下総称して「その他サービス」という。
）を実行、
アクセス又は利用することができます。あなたがその他サービスを実行、アクセス又は利用するこ
とを決定した場合、あなたのその他サービスのアクセス及び利用には当該その他サービスの利用規
約がもっぱら適用されること、
並びに Surfly はその他サービスのいかなる面
（それらのコンテンツ、
又はそれらがデータ（あなたのコンテンツを含みます。
）を取り扱う方法又はあなたと当該その他サ
ービスの提供者との相互のやりとりを含み、これに限られません。
）についても、支持せず、責任を
負わず、表明しないことを、あなたは承知するものとします。あなたは、これらのその他サービス
に関して、Surfly に対するいかなる請求についても取消不能の放棄をします。あなたがこれらのそ
の他サービスを実行、アクセス若しくは利用したこと、又はこれらのその他サービスのプライバシ
ーの慣行、データ保護手続若しくはその他のポリシーにあなたが依拠したことにより生じた、又は
生じたものと主張される、いかなる損害又は損失についても、Surfly は責任を負いません。あなた
は、当該その他サービスのそれぞれのウェブサイト上に登録又はログインすることを要求される場
合があります。その他サービスの実行により、あなたは、Surfly が、当該その他サービスの実行及
び利用を容易にするために必要な範囲で、あなたのアカウント認証情報及びあなたのコンテンツを
開示することを明示的に許可するものとします。
雑則
本規約及び Surfly ライセンス注文書（以下、あわせて「本契約」といいます。
）は、完全な合意を
構成し、
本規約の対象事項に関するあなたと Surfly の間の全ての事前の合意及び理解に優先します。
本規約及び Surfly 注文書は、
あなた又はあなたが代表する法人等が提供する購入注文又はその他の
注文の書面の契約条件に代わって適用され（当該契約条件の全ては無効になります。
）
、本規約に明
示的に定められている場合を除き、本規約の対象事項に関して各当事者が依拠できる他の合意、表
明、保証又は約束はないものとします。
上記にかかわらず、追加の条件が本サービスの一定の機能に適用される場合があります（以下「追
加条項」といいます。
）
。あなたがその機能を有効にしたときに、追加条項は本規約に組み込まれた
ものとみなされます。本規約と追加条項が抵触した場合、追加条項が優先して適用されるものとし
ます。
本契約の一部が無効又は執行不能になった場合、その部分は当事者の本来の意図を適用される法律
に従って最大限反映するように解釈され、その余の部分は完全な効力及び有効性を維持するものと
します。
Surfly は、Surfly の全陳述の完全な証拠を電子的に又は物理的に管理しており、これを提示するこ
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とができます。 ただし、あなたは反対証拠を提出することができます。
本契約において上述されたエンドユーザーの義務は、
当該エンドユーザーが Surfly ソフトウェアを
所有又は使用し続ける限り、効力を有します。あなたは、Surfly の事前の書面による同意なく、本
契約を譲渡することはできません。Surfly は、あなたへの通知又はあなたの同意なく、いかなる態
様でも、本契約に基づく権利及び義務を、子会社、関連当事者、又はそれらの承継人に対して、移
転、譲渡、サブライセンス又は担保設定することができます。本契約の違反に対する各当事者によ
る（明示的又は黙示的な）権利放棄は、他の又はその後の違反に対する権利放棄として解釈されな
いものとします。本契約のいかなる規定も、各当事者の正当な権限のある役員が署名した当該規定
を明示的に権利放棄する書面によらない限り、権利放棄されないものとします。
本契約を締結することにより、あなたは、オランダの Surfly と取引をすることを承認するものとし
ます。本契約は、有効性、解釈及び効力を含む全ての点において、法律の抵触の原則にかかわらず、
オランダ法に準拠し、特定の場合において Surfly が他の選択をした場合を除き、あなたによる本サ
ービスへのアクセス又は利用に関する紛争などの、Surfly とあなたの紛争の解決については、アム
ステルダム裁判所の独占的な管轄に服することを、あなたは本規約により明示的に同意します。あ
なたが、本サービスが何らかの点で不適合であるとの見解を有する場合、あなたは十分な詳細を合
理的に可能な限り速やかに（但し、いかなる場合でも、あなたがその不適合を発見したとき又は合
理的に発見すべきであったときから 2 週間以内に）
、主張するものとします。さらに、いかなる法律
又は法令における異なる定めにもかかわらず、本サービスの利用又は本規約に起因又は関連して生
じる、いかなる請求又は訴訟原因も、当該請求又は訴訟原因が生じてから 1 年以内に提起しなけれ
ばならず、そうしない場合は永久に提起できなくなることに、あなたは同意するものとします。ウ
ィーン売買条約は本契約には適用されないものとします。
本契約の表題は、参照のみを目的とし、本契約の意味を限定し又は本契約の意味にその他の影響を
及ぼすことはありません。
以上
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