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Pix4D ウェブサイト利用規約 

本ウェブサイトの著作権表記：© 2011-2019 Pix4D SA and its affiliates。全ての権利が保護されています。

ようこそ

弊社のインターネットウェブサイト www.pix4d.com（以下「本ウェブサイト」といいます）をご訪問いただき、誠に有難う
ございます。本ウェブサイトは、Pix4D SA、Route de Renens 24、CH-1008 Prilly（以下「Pix4D」といいます）が運営して
おります。 

Pix4D は、全てのウェブページおよび関連するサービスや資料へのアクセス、訪問、および／またはその他の使用に関する
以下の諸条件（以下「規約」といいます）に従い、本ウェブサイト上で情報、製品、サービスを提供します。

本ウェブサイトをご利用になる前に、 本規約をよくお読みください。お客様は、本ウェブサイトへアクセス、ご訪問、およ
び／またはその他の方法でこれをご利用いただくことにより、本規約に拘束されることに同意されたものとみなされます。
お客様が本規約に同意されない場合には、本ウェブサイトのご利用をお控えください。

「お客様」とは、お客様個人（つまり、本規約をお読みになり、これに拘束されることに同意された個人）、または、お客様
が法人またはその他の法人組織を代表して本ウェブサイトへアクセスする場合は、お客様と、お客様がウェブサイトへアク
セスすることで代表する当該法人またはその他の法人組織との総称を意味します。

お客様の本ウェブサイトのご利用には、Pix4D が提供する追加条項が適用され、これらは、Pix4D の独自の裁量に基づき、本
ウェブサイトで提供される特定の情報、製品、およびサービス提供品に適用されます。このような追加条項には、ライセン
ス契約、補足的なユーザー契約、および Pix4D のプライバシーおよび個人情報保護方針が含まれますが、これらに限定され
ません。当該追加条項は、参照することにより本規約に組み込まれます（当該追加条項と本規約との間に矛盾がある場合、当
該追加条項の主題に関しては、当該追加条項が優先されるものとします）。

Pix4D は、本規約をいつでも予告なしに変更、改訂する権利を有します。当該変更後にお客様が本ウェブサイトを継続してご
利用になりますと、お客様は当該変更に同意されたものとみなされます。本規約ページを定期的にご覧になり、本規約に対
して行われた変更や修正をご確認ください。お客様と Pix4D の間におかれましては、現時点で本ウェブサイトに掲載されて
いる規約が適用されます。 

また、Pix4D は、予告なしに、理由を述べることなく、いつでも本ウェブサイトの提供を中断または本ウェブサイトを修正
する権利を留保します。さらに、Pix4D は、本規約に違反する行為があった場合、場合に応じて、法律または衡平法に基づく
全ての救済を求める権利を留保します。本規約で明示的に付与されていない全ての権利は、Pix4D に帰属します。

適格性

お客様が法人またはその他の法人組織を代表して本ウェブサイトをご利用している場合、お客様は、当該法人またはその他
の法人組織を代表して本規約に同意する権限を有することを表明するものとします。さらに、お客様は、13 歳以上であり、
18 歳未満の場合は、親、法定後見人、またはその他の責任ある大人の積極的な監督の下で本ウェブサイトをご利用している
ことを確認するものとします。法域における成年に達していない個人は、本ウェブサイトのご利用、および、個人を特定で
きる情報を Pix4D に送信またはその他の方法で投稿することはできません。

法人に適用される規約

以下の条件は、特に、本規約に従う法人またはその他の法人組織に適用されます。お客様は、お客様の各従業員に本規約の条
件に拘束されることを要求すること、および、本規約の違反を含む、本ウェブサイトに関連するお客様の従業員の全ての行
為および不作為に対して責任を維持することに同意するものとします。本規約では、お客様による本ウェブサイトへのアク
セスおよび/または使用への全ての言及には、お客様の従業員による本ウェブサイトへのアクセスおよび /または使用も含まれ
ます。お客様は、お客様の従業員が本ウェブサイトにアクセスするために使用する可能性のあるパスワードの機密性を維持
する責任を当該従業員が負うこと、従業員にパスワードやユーザー名を譲渡させたり、本ウェブサイトへのアクセスや使用
を他の従業員または第三者に貸与または他の方法で譲渡しないことに同意するものとします。従業員が退職した場合、また
は従業員による本ウェブサイトへのアクセスを無効にしたい場合は、お客様がその変更に責任を負います。お客様は、お客
様の従業員（元従業員を含みます）に関連したパスワードまたはユーザー名に関連して発生した本ウェブサイトとの全ての
やりとりについて全責任を負うものとします。

スイスを拠点とするウェブサイト

本ウェブサイトは、Pix4D がスイスから管理・運営しています。本ウェブサイトに明示的に記載されている場合を除き 、
Pix4D がスイス以外の国家、国または地域の法律または法域に従うことを意図していません。また、 Pix4D は、本ウェブサイ
トまたはその一部がスイス以外の特定の法域での使用に適切であること、または使用可能であることを表明または保証しま
せん。本ウェブサイトへのアクセスを選択した場合、お客様自身の意思と責任においてこれを行い、現地の全ての法律、規
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則、規制を遵守する責任を負うものとします。また、お客様は輸出管理規制に従うものとし、禁輸措置や輸出を制限するその
他の規制を含め、当該規制に違反した場合には責任を負うものとします。 Pix4D は、いつでも Pix4D の独自の判断で、Pix4D
が選択した人物、地域、法域に対して、本ウェブサイトの全部または一部の利用を制限することができます。

ウェブサイトへのアクセス 

本ウェブサイトへのアクセス、訪問、その他の利用において、お客様は、連邦法、州法、現地法、お客様の法域の法律、およ
び技術データの送信に関する法律を含む、全ての適用法を遵守しなければなりません。お客様は、本規約と矛盾する方法で本
ウェブサイトのコンテンツを利用しないことに同意し、特に、本規約で付与された全ての権利または制限を常に尊重するも
のとします。

上記にかかわらず、本規約に従い、Pix4D はお客様に対し、以下の条件および行動規範のもとで、本ウェブサイトにアクセス
し、そのさまざまな機能を使用し、コンテンツを表示するための個人的、非独占的、譲渡不能かつ取消可能な権利を付与しま
す。

(a) いかなる状況においても、本ウェブサイトのいかなる部分も改変、逆アセンブル、修正することはできず、また、本
ウェブサイトのいかなるコンポーネントの回避または修正を試みたり、これらを行うよう他者に奨励または支援する
ことはできません。

(b) お客様は、エンジン、ソフトウェア・ツール、エージェント、その他のデバイスやメカニズム（ブラウザ、スパイ
ダー、ロボット、オフラインリーダー、アバター、ワーム、インテリジェント・エージェントを含みますが、これら
に限定されません）、または本ウェブサイトに悪影響を及ぼす目的または効果を持つ可能性があるその他の自動化さ
れたシステムを、一般的に利用可能な第三者のブラウザ以外を介して、本ウェブサイトをナビゲートしたり検索した
りするために使用、または使用を試みることはできません。 

(c) お客様は、(i) 本ウェブサイトに含まれる著作権、商標、またはその他の知的財産権に関する法律への違反、 (ii) 本
ウェブサイト上で、直接的または間接的に、第三者の商品、サービス、ソリューション、またはその他の技術を広告 、
宣伝、推奨、または販売、(iii) あらゆる状況における、所有者または 13 歳未満の青少年の確認と同意を得ない、個人
を特定できる情報の収集、保存、公開の試み、および (iv) 本ウェブサイトのセキュリティを無効化、中断、回避、干
渉、またはその他の方法での違反を行うことはできません。

(d) お客様が本ウェブサイトをご利用になるには、1台以上の互換性のあるデバイス、インターネットアクセス、および
特定のソフトウェアが必要であり、随時更新またはアップグレードの入手が必要となる場合があります。本ウェブサ
イトの利用にはハードウェア、ソフトウェア、インターネットアクセスが必要なため、お客様が本ウェブサイトを利
用できるかどうかは、当該ツールの性能に影響を受ける可能性があります。お客様は、随時変更される当該システム
要件が、お客様ご自身の単独の責任下にあることに同意するものとします。

(e) お客様は、ご自身の責任において本ウェブサイトを利用することに同意するものとします。お客様は、特にお客様が
攻撃的、下品、好ましくないと判断したコンテンツについて、 Pix4D は一切の責任を負わないことに同意するものと
します。お客様が本ウェブサイトにおいて、攻撃的、下品、好ましくない何かを見つけた場合には、 Pix4D に連絡を
し、当該問題をご報告くださいますようお願い申し上げます。

(f) お客様は、第三者のウェブサイトのあらゆる利用は、本ウェブサイトのハイパーリンクで参照されている場合も含め
て、当該ウェブサイトの利用規約および個人情報保護方針が適用されることを承諾するものとします。

原則として、お客様は、いかなる個人情報も提供する義務を負うことなく、本ウェブサイトの一部を自由に閲覧することが
できます。

プライバシーおよび個人情報保護方針

お客様のデータの収集、保管、処理については、スイスの Pix4D に直接適用される可能性のある外国の法律（EU一般データ
保護規則および EU の関連データ保護法を含む）の規定に従い、Pix4D は欧州当局が適切なレベルのデータ保護を保証してい
ると認めたデータ保護に関するスイスの法的基準に従います。 

お客様は、本ウェブサイトの利用に関連してお客様が提供するあらゆる情報が真実で、正確で、完全であり、その状態を保持
すること、また、当該情報を定期的に維持および更新することを表明し、保証します。お客様が提供した情報が虚偽、不正確、
陳腐化または不完全である場合、Pix4D はお客様による本ウェブサイトの利用を停止することがあります。

詳細につきましては、本規約の重要な一部である Pix4D のプライバシーおよび個人情報保護方針（以下「個人情報保護方針」
といいます）をご覧ください。.お客様は、本個人情報保護方針を読み理解したことを確認するものとします。
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登録：ユーザー名とパスワード

本ウェブサイトの特定の領域にアクセスするために、Pix4D に登録してアカウントを取得するよう求められる場合がありま
す。当該登録について、Pix4D は、既に他人が使用しているもの、他人になりすましていると解釈されるもの、他人のもの、
他人の知的財産権その他の権利を侵害しているもの、攻撃的なもの、あるいは、その他 Pix4D が独自の判断で拒否したもの
については、ユーザー名（または電子メールアドレス）の付与を拒否することができ、お客様は使用することができません。

お客様は、本ウェブサイトにアクセスするために使用するパスワードの機密性を維持する責任を負うものとします。また、
お客様のパスワードやユーザー名を譲渡したり、お客様の本ウェブサイトの使用やアクセスを第三者に貸与または譲渡しな
いことに同意するものとします。お客様は、お客様のパスワードまたはユーザー名に関連して発生した本ウェブサイトとの
全てのやり取りについて全責任を負うものとします。お客様は、お客様のパスワードまたはユーザー名が不正に使用された
場合、あるいはお客様のアカウントまたは本ウェブサイトに関連するその他のセキュリティ違反があった場合には、直ちに
Pix4D に通知し、各セッションの終了時に本ウェブサイトのアカウント（該当する場合）から「ログオフ」／「退出」するこ
とに同意するものとします。お客様が上記の義務に従わないことによって生じるいかなる損失または損害についても、Pix4D
は責任を負いません。

登録およびお客様のアカウントに関するその他の規約は、 お客様一般利用規約   [  https://www.pix4d.com/terms-and-policies  ]  .に
記載されています。

コミュニティ（フォーラム） 

「コミュニティ」とは、ディスカッショングループ、チャットエリア、掲示板、ニュースグループ、ウィキ /ヘルプ/サポート
エリア、フィードバック、Pix4D やそのウェブマスター、従業員への手紙、またはウェブサイトの一部として提供されるそ
の他のインタラクティブな機能に特化した本ウェブサイトのセクションを意味します。

本コミュニティに掲載される情報は、Pix4D および本ウェブサイトの第三者ユーザーによって提供される場合があります。
本ウェブサイトのユーザーが本コミュニティに不正確、誤解を招く、または欺瞞的なメッセージを投稿したり、発言したり
することがありますのでご注意ください。Pix4D、その関連会社、およびそれぞれの従業員、役員、取締役、株主、関連会社、
代理人、代表者、サプライヤー、またはライセンシーは、第三者が本コミュニティで表明した意見、アドバイス、情報、ま
たは声明を支持せず、責任を負わないものとします。また、Pix4D および/またはその各子会社、関連会社、サプライヤー、
ライセンサー、およびその取締役、役員、従業員、代理人、および代表者は、本コミュニティを通じて提供される情報や資料
（コミュニティの投稿内容や本コミュニティのメッセージに埋め込まれたリンクや画像の誤りや脱落など）、または当該情
報または資料を使用して得られた結果について、一切の責任を負わないものとします。いかなる状況においても、Pix4D お
よび/またはその各子会社、関連会社、サプライヤー、ライセンサー、およびその取締役、役員、従業員、代理人、および代
表者は、お客様が当該情報または資料を信頼したことによって生じたいかなる損失や損害に対しても責任を負いません。本
コミュニティで表明された意見は、当該意見を投稿した個人の意見を単に反映したものであり、Pix4D および/またはその各
子会社、関連会社、サプライヤー、ライセンサー、およびその取締役、役員、従業員、代理人、および代表者の意見を反映し
たものではない場合があります。

また、Pix4D および/またはその各子会社、関連会社、サプライヤー、ライセンサー、およびその取締役、役員、従業員、代
理人、および代表者は、本ウェブサイト上の本コミュニティ、関連フォーラム、またはその他の部分を通じて自発的に公開
された情報を第三者が使用（再発行を含むがこれに限定されない）または誤用したことによって生じるいかなる損害につい
ても、一切の責任を負わないものとします。 

お客様が本ウェブサイト上の本コミュニティ、関連フォーラム、またはその他の部分で個人を特定できる情報またはその他
の情報を公開することを選択された場合、お客様はご自身の責任においてそれを行うものとします。

ソフトウェア 

本ウェブサイトからダウンロードできるソフトウェア（以下「ソフトウェア」といいます）は、Pix4D、そのサプライヤー、
またはそのライセンサーの著作物です。本ソフトウェアの使用は、お客様の一般利用規約、Pix4D のエンドユーザー使用許諾
契約、フリーまたはオープンソースのソフトウェアライセンス（該当する場合）、または本ソフトウェアに適用されるその
他の契約（それぞれを「使用許諾契約」といいます）の条件に準拠する場合があります。お客様は、適用される本使用許諾契
約の規約に同意しない限り、本使用許諾契約を伴うソフトウェアをインストールすることはできません。

本ソフトウェアは、使用許諾契約および／または本規約に従い、エンドユーザーが使用する目的に限り、ダウンロード可能
となっています。お客様は、適用される使用許諾契約で明示的に許可されている範囲、または以下のいずれかの制限を無効
にする適用法の下で明示的に許可されている範囲を除き、本ソフトウェアの販売、リース、貸与、伝達、変更、改作、翻訳、
派生物の作成、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、または本ソフトウェアのソースコードの導出を
試みを行わないことに同意するものとします。

本使用許諾契約および／または本規約に従わない本ソフトウェアの複製、再配布、その他の使用または利己的な目的での利用
は、法律により明示的に禁止されており、民事および刑事上の罰則が適用される可能性があります。違反者は、法律および衡
平法上許される最大限の範囲で起訴されます。
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上記を制限することなく、さらなる複製または再配布のために本ソフトウェアを他のサーバーまたは場所にコピーまたは複
製することは、当該複製または再配布が当該ソフトウェアに伴う使用許諾契約書で明示的に許可されている場合を除き、明示
的に禁止されています。

米国政府の機関または組織のために、または代表して本ウェブサイトからダウンロードされたソフトウェアおよび当該ソフ
トウェアに関する文書は、「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア文書」であり、 FAR
12.212 または DFARS 227.7202 およびそれらの後継者（該当する場合）に従い、本ソフトウェアおよび当該文書の使用、複
製および開示は、本規約に定められた条件に準拠するものとします。

知的財産権

本ウェブサイトのコンテンツ

本ウェブサイトには、Pix4D が所有、運営、ライセンス、管理するコンテンツが含まれています。本ソフトウェアを含む、
本ウェブサイトで提供される情報および資料は、Pix4D、その子会社、関連会社、ライセンサーおよび／またはサプライヤー
に帰属し、著作権、商標、特許、企業秘密および／またはその他の所有権によって保護されています。 Pix4D は、お客様に、
お客様の社内での使用に限り、本ウェブサイトのコンテンツを閲覧するための限定的で取消可能な、サブライセンス権を伴
わない権利を付与します。

お客様は、Pix4D の書面による事前承認なしに、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトの情報の全部または一部を使用、ダウ
ンロード、アップロード、コピー、印刷、表示、実行、複製、出版、ライセンス、投稿、伝達、レンタル、リース、変更、貸
与、販売、配布、または派生物の作成（全部または一部を問わず）を行うことはできません。本ウェブサイトの構成要素は、
著作権、トレードドレス、商標、不当競争、その他の法律で保護されており、その全部または一部をコピーまたは模倣するこ
とはできません。本ウェブサイトに掲載されているロゴ、グラフィック、音声、画像は、Pix4D の書面による明示的な許可が
ない限り、コピーまたは再送信することはできません。また、本ウェブサイトに掲載されている内容は、 Pix4D の書面によ
る事前の許可なしに、暗示、禁反言、その他の方法により、 Pix4D またはその関連会社、サプライヤーの商号、商標、役務商
標（サービスマーク）の使用）に対するライセンスまたは権利を付与すると解釈されません。

お客様のコンテンツ

本ウェブサイトでは、お客様が、本ウェブサイトの他のユーザーを対象としたテキスト、ファイル、画像、写真、ビデオ、
音声、ソフトウェア、著作物、またはその他の素材（以下、総称して「 ユーザーコンテンツ」といいます）を本ウェブサイ
トにアップロードまたはその他の方法で提供し、当該コンテンツを保存、公開または共有することができる場合があります。
上記にかかわらず、Pix4D は、独自の判断により、(i) お客様が投稿したものを拒否または削除、(ii) お客様による本ウェブサ
イトの一部または全部へのアクセスを制限、停止または終了、(iii) 本ウェブサイトの提供および維持の中止を、理由の有無を
問わず、事前通知の有無にかかわらず、責任を負うことなく、いつでも行うことができます。その際、弊社は、お客様が提
供した情報やコンテンツを保持または削除することがあります。

お客様のユーザーコンテンツの所有者はお客様です。Pix4D は、いかなる所有権も主張しません。ただし、お客様がコンテン
ツを投稿することにより、お客様は Pix4D に対して、本ウェブサイトおよびそれに関連する全てのサービスを提供、促進、
開発する目的に限定して、お客様のユーザーコンテンツを使用、変更、公に実行、公に表示、複製、配布するための世界全域
で有効な、無償かつサブライセンス可能である、永続的で取消不能のライセンスを付与するものとします。 

さらに、お客様が本ウェブサイトを通じてお客様のユーザーコンテンツを共有することを決めた場合、お客様は、本ウェブ
サイトの他のユーザーに対して、共有される当該ユーザーコンテンツへのアクセスを許可する非独占的なライセンスを付与
するものとします。 

弊社は、各ユーザーにポジティブで楽しい体験を提供するよう努めています。そのため、Pix4D は。独自の判断により、お客
様が投稿されたユーザーコンテンツを確認し、不適切なもの、攻撃的なもの、Pix4D やその関連サービスに直接関係のないも
の、その他好ましくないもの、または本規約を遵守していないものを削除する権利を有しています。

お客様は、(i) お客様が上記に記載のとおりに Pix4D または他のユーザーにライセンスを付与するための全ての権利と権限を
有していること、(ii) お客様が投稿するコンテンツが規範、契約上の義務、または、特に知的財産権や著作権に関する第三者
の権利に違反していないことを保証するものとします。 

弊社は、ユーザーが投稿したコンテンツの機密性を保証するものではなく、また、本ウェブサイトで共有される前に当該コ
ンテンツの事前承認を行うものでもありません。したがって、弊社は、その中に含まれる様々な意見に対して一切の責任を
負いません。各ユーザーは、コンテンツを投稿することにより、その全責任を負うことを承諾するものとします。

お客様の著作権またはその他の権利が侵害されていると思われる場合は、侵害されていると思われる内容および必要な全て
の情報を、Pix4D に書面にて legal@pix4d.com.宛に通知してください。 

争点となっている素材が、合理的な努力により、特定可能な第三者によって投稿されたものである場合、弊社は、当該第三者
に告発の通知を行うよう努めます。当該第三者からの回答があった場合、弊社はそのコピーをお客様に提供し、お客様が適切
と思われるその他の措置を取ることができるようにします。

mailto:legal@pix4d.com
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他のウェブサイトへのリンク

本ウェヴサイトには、Pix4D のネットワークやシステムの外、特にパートナー企業のウェブサイトへのリンクが含まれてい
る場合があります。Pix4D は、これらの第三者のウェブサイトの内容、正確性、機能について、一切の責任を負いません。ま
た、Pix4D は、リンク先のウェブサイトの内容について責任を負うものではありません。他のウェブサイトへのリンクの包
含は、Pix4D によるその承認を意味しません。お客様が訪問される各ウェブサイト、および、お客様が使用される各オンライ
ンサービスの個人情報保護方針やデータ保護方針、一般利用規約などをよくお読みになることをお勧めします。

電子メールのセキュリティ

お客様は、Pix4D と電子メールでコミュニケーションをとる場合、インターネットを通じて送信される電子メールやメッ
セージの保護が保証されていないことを考慮する必要があります。したがいまして、暗号化されていない重要または機密の
メッセージを電子メールで送信する場合、お客様はこの不確実性に関連するリスク、およびインターネット上で起こりうる
機密性の欠如に同意することになります。 

保証しません

一般

本ウェブサイトのご利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。 

本ウェブサイトは、「現状有姿」および「利用可能な状態」で提供されます。したがいまして、Pix4D はいかなる保証もいた
しません。弊社は特に、(i) 本ウェブサイトおよびその関連サービスがお客様の要求を満たすこと、 (ii) そのコンテンツが網羅
的で、正確で、精密で、信頼でき、更新され、第三者の権利を侵害しないこと、(iii) お客様による本ウェブサイトへのアクセ
スが中断されず、エラーがなく、ウイルスがないこと、または本ウェブサイトが常に利用可能であること、 (iv) 欠陥が修正さ
れること、(v) 本ウェブサイトのセキュリティが確保されていること、または (vi) 弊社からまたは本ウェブサイトを通じて受
け取った助言または意見が正確で信頼できることを保証しません。

本ウェブサイトには、まだ発売されていない製品、サービス、コンセプトに関する情報やドキュメンテーションが含まれて
いる場合があります。製品、サービス、コンセプトへの言及は、それがいつか利用可能になることを意味するものではあり
ません。 

本ウェブサイトを通じてアクセス可能な情報は、予告なしに変更または削除されることがあります。 

ユーザーコンテンツについて保証しません

本ウェブサイトでは、ユーザー同士がコンテンツを共有、交換することができます。特に、コメントやその他の資料が本
ウェブサイトに掲載されることがあります。

お客様は、Pix4D が本ウェブサイトで共有されるユーザーコンテンツを事前に承認しておらず、当該コンテンツの完全性、正
確性、無害性、最新性を保証する立場にないことをご了承ください。 

したがって、お客様が本ウェブサイトで共有される情報を信頼することは、完全にお客様の責任において行われるものとし 、
Pix4D は一切の責任を負いません。 

情報の正確性、網羅性、適時性 

弊社は、本ウェブサイトに掲載されている情報が正確かつ完全なものであるよう合理的な努力を行っております。それにも
かかわらず、これに反した場合、Pix4D は一切の責任を負いません。お客様は、ご自身のみの責任において当該情報を利用さ
れることを了承するものとします。お客様は、本ウェブサイトおよびその関連サービスの内容に変更または修正が加えられ
た場合には、その j 情報を常にご自身で得ることがお客様の義務であり、責任であることを了承するものとします。この点に
ついて、Pix4D は一切の責任を負いません。

責任制限

法律によって許容される範囲内で、お客様の本ウェブサイトへのアクセスまたは本ウェブサイトの使用から生じる可能性の
ある、PIX4D、その代表者、そのパートナー、またはその補助者側のいかなる責任も除外されます。 

いかなる場合も、PIX4D および/またはその各子会社、関連会社、サプライヤー、ライセンサー、およびその取締役、役員、
従業員、代理人、および代表者は、特別的、間接的、懲罰的、付随的、派生的損害、または、使用、データ、利益の損失、そ
の他の無形資産の損失、お客様が本ウェブサイトの使用に関連して提供した情報のセキュリティの喪失に起因するいかなる
損害、または、衡平法上、契約、過失、またはその他の不法行為上の訴訟であるか否かを問わず、本ウェブサイトの使用また
は性能、本ウェブサイトで提供される製品およびサービス、ソフトウェア、情報、コンテンツ、ドキュメント、関連グラ
フィックス、本ウェブサイトからまたは本ウェブサイトを通じて利用可能なサービスの提供または提供の失敗に起因または
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関連する、第三者による当該情報の不正な傍受に起因する一切の損害に対して、当該損害または損失について事前に知らされ
ていた場合であっても、責任を負いません。特に、制限なく、 PIX4D および/またはその各子会社、関連会社、サプライヤー、
ライセンサー、およびその取締役、役員、従業員、代理人、および代表者は、お客様による本ウェブサイトの使用、または使
用できないこと、あるいは PIX4D または第三者が本ウェブサイトに掲載したソフトウェアおよび/またはその他のコンテンツ
に起因するいかなる種類の損害に対しても責任を負いません。 

お客様が本ウェブサイトに満足いただけない場合におけるお客様の唯一かつ排他的な救済策は、本ウェブサイトの使用を中
止いただくこととなります。全ての損害、損失、訴訟原因に対する PIX4D の最高責任額は、契約、不法行為（過失など）、
その他の事由のいずれであっても、お客様が本ウェブサイトにアクセスして使用するために PIX4D に支払われた金額の合計
（該当する場合）とします。

本ウェブサイト、本ウェブサイトで提供される製品およびサービス、ならびに本ウェブサイト上で公開されている情報、コ
ンテンツ、ソフトウェア、ドキュメント、および関連グラフィックには、技術的に不正確な点、誤り、または脱落が含まれ
ている可能性があります。また、本ウェブサイトに掲載されている情報には定期的に変更が加えられることがあります 。
PIX4D および/またはその各子会社、関連会社、サプライヤー、ライセンサーは、いつでも、本ウェブサイト、本ウェブサイ
トで提供される製品およびサービス、および本ウェブサイトに記載されている情報、サービス、ソフトウェア、製品、およ
び/またはプログラムの改善および／または変更を行うことができますが、これらを行う義務はありません。

お客様は、本ウェブサイトを利用するための前提として、PIX4D、その代表者、そのパートナーおよびその補助者に対し、お
客様の本ウェブサイトへのアクセスまたは本ウェブサイトの利用に起因する可能性のあるいかなる損害または費用（弁護士
費用および裁判費用を含む）を保証償することを約束するものとします。 

本条項は、PIX4D の立証された過失、悪意不実表示、隠蔽に起因する死亡または人身傷害の場合、または適用法で除外できな
いその他の責任について、PIX4D のお客様に対する責任を制限するものではありません。

その他

本規約は、本ウェブサイトへのアクセスおよび本ウェブサイトの利用に関するお客様と弊社の間の完全合意を構成します。

お客様は Pix4D とは異なり、本規約に基づいてお客様が有する権利および義務を第三者に譲渡することはできません。

本規約のいずれかの条項が、管轄権を有する裁判所またはその他の法廷により、何らかの理由で無効または執行不能と判断さ
れた場合、その条項は、無効な条項と可能な限り類似した法的および経済的効果を有する条項に置き換えられるものとします。
いかなる場合でも、本規約の他の全ての条項は、可能な限り最大限に有効であり、執行可能とします。

お客様は、適用される輸出法や規制に違反して、本ウェブサイトのコンテンツ、または当該コンテンツのコピーや改作、ま
たは本ウェブサイトで提供される製品やサービスの使用、輸出、または再輸出を行うことはできません。

お客様または他者が本規約に違反し、弊社が直ちに措置を講じなかった場合でも、将来または同様の状況において措置を講じ
る権利を含め、弊社の権利が制限または放棄されることはありません。

本規約は英語でのみ提供されています。

適用法および管轄裁判所

お客様は、お客様による本ウェブサイトへのアクセスまたは利用に関連する全ての事項が、本規約に基づく全ての紛争を含
めて、抵触法の規定にかかわらず、スイスの実体法に準拠することに同意するものとします。国際物品売買に関する国連条
約は明示的に除外されます。

お客様は、スイス連邦裁判所への控訴を条件として、スイス・ローザンヌの通常裁判所が対人管轄権を有し、および裁判管轄
となることに同意し、当該管轄権または裁判管轄に対する異議を放棄するものとします。 

前述の裁判管轄に関する規定は、お客様が欧州連合内の消費者である場合には適用されません。お客様が欧州連合内の消費者
である場合、お客様は、お客様が居住する国の裁判所に請求を行うことができます。 

本規約に基づくいかなる請求も、訴訟原因が発生してから 1 年以内に行われなければならず、そうでない場合、当該請求また
は訴訟原因は除外されます。自己負担費用以外の損害については、その回収を求めたり、受け取ることはできません。ただ
し、勝訴当事者は、費用および弁護士費用を受け取る権利を有します。お客様の本サイトのご利用に関連して、あるいは本規
約に基づいて、Pix4D とお客様の間で論争または紛争が生じた場合、両当事者は速やかに誠意をもって当該紛争の解決を図る
ものとします。Pix4D とお客様が合理的な期間（30 日を超えない）内に当該紛争を解決できない場合は、いずれかの当事者
が当該論争または紛争を調停に付することができます。当該紛争が調停によって解決されない場合、両当事者は、上記で定義
されているとおり、適用法に基づいて利用可能なあらゆる権利または救済手段を自由に追求できるものとします。
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本規約に関するご質問やご意見、または改善に関するご提案などございましたら、電子メール  sales@pix4d.com またはお電
話 +41 21 552 05 90 にて弊社のサポートチームまでご連絡ください。

本規約に関する全ての権利は、その著者に帰属します。事前に許可を得ずに複製することは禁じられています。

ご訪問いただき、誠に有難うございます。

mailto:sales@pix4d.com
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