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CLARIS CONNECT 
利用条件 
 
本法的契約 (以下「本条件」といいます。) は、あなたの会社または組織 (以下「会社」、「あなた」、「あなたの」といいます。)  
と Claris International Inc. および/または Claris International (以下総称して「Claris」といいます。) の間で締結され、
Claris Connect の製品、ソフトウェア、サービス、およびウェブサイト (以下総称して「本サービス」といいます。) の利用条件を 
規定しています。必ず以下の条件を読み、理解してください。[同意する] をクリックすることにより、あなたの本サービスへのアク
セスまたはサービスの利用が、これらの条件によって規定されることに同意したことになります。さらに、あなたが、あなたの会社
または組織をこれらの条件に拘束させる全面的な法的権限を有することにも同意したことになります。あなたが、あなたの会社
または組織をこれらの条件に拘束させる法的権限を持たない場合、またはこれらの条件に同意しない場合は、[同意する] を 
クリックせずに Claris までご連絡ください。 
 
Claris は、本サービスならびに本サービスと連動する互換性のある Claris 製品 (「本サービス」) のプロバイダです。本サービス
では、本条件で規定する利用条件下においてのみ、特定のインターネットサービスを使って、第三者のアプリケーションのあなた 
個人のユーザアカウントを接続することやそのプロセスを作り出すことが許可されます (以下「許可された使用」といいます)。 
 
 
1. 本サービスの利用に関する要件 
 

A. ユーザ。あなたは、あなたおよびあなたのユーザ (以下で定義します。) による本サービスの使用について単
独で責任を負い、各ユーザが本条件、Claris プライバシーポリシー (https://www.claris.com/ja/company/legal/privacy 
に掲載)、および適用されるすべてのエンドユーザライセンス契約、あるいはすべての第三者のアプリケーション (以下で定義 
します。) に付随するその他の条件または契約 (以下総称して「適用されるポリシーと契約」といいます。) を完全に遵守すること
を保証するものとします。この目的において、あなたは、(i) 各ユーザがすべての適用されるポリシーと契約を遵守する責任を 
負い、(ii) 本条件に記載されているすべての制限と義務に従うものとします。あなたは、すべてのユーザがその居住する法域に 
おいて法定成人年齢に達していることを保証するものとします。あなたは、あなたのユーザによる本サービスの不正使用を防止
するとともに、本サービスの不正使用または不正アクセスがあった場合はそれを停止するものとします。あなたは、本サービスの
不正使用または不正アクセスがあった場合、Claris に直ちに通知するものとします。 
 
あなたは、本サービスの Web ポータルや管理者ツールを使用して、あなたのユーザの各アカウントに関連付けられた特定の 
ユーザデータを監視、アクセス、または開示することができます。あなたは、本サービスを会社で展開する前に、各ユーザから以下
の必要なすべての権利と同意を取得および保持することを、表明し保証するものとします。(1) 本条件に従い、かつ、本条件で 
想定されるとおりの、本サービスの提供および使用すること。また、(2) 本サービスの提供に伴って発生する可能性のあるユーザ
データへのアクセス、受信、および使用すること。 
 
 

B. 利用の制限。あなたは、本条件で許可された目的でのみ、また、適用される法律、規制、適用されるポリシー 
および契約、または該当する法域で一般的に認められる慣行によって許可される範囲内でのみ、本サービスを利用することに 
同意するものとします。あなたによる本サービスの利用またはその他の行為が、意図的であるかを問わず、Claris が本サービス
またはその他のシステムを提供する能力を脅かす場合、Claris は本サービスおよび Claris のシステムを保護するためにあらゆる
合理的な措置 (あなたの本サービスへのアクセスの差し止めを含む) を講じる権利を有するものとします。あなたがこの制限に
繰り返し違反した場合、あなたのアカウントが停止されることがあります。 
 
あなたは、本サービスの利用、障害、遅延、過誤、不正確性、または過失が、死亡、身体傷害、物理的損害、または環境被害を引き起
こす可能性がある状況または環境で、本サービスを使用することはできません。例えば、航空機または他の大量人員輸送手段、 
通信システム、核施設または化学施設、兵器システム、米国における連邦食品・医薬品・化粧品法の定めるクラス III 医療機器の
いずれかに関連して、本サービスを使用することも、他の人に本サービスの使用を許可することもできません。 
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あなたは、可用性、パフォーマンス、または機能を監視するため、あるいはその他のベンチマーク評価または競合比較を目的と 
して、本サービスまたは本ソフトウェアを使用またはアクセスすることはできません。 
 
あなたが対象エンティティ、ビジネスアソシエイト、対象エンティティまたはビジネスアソシエイトの代表者のいずれかである場合 
(これらの用語は 45 C.F.R § 160.103 で定義されています。)、 Claris Connect のコンポーネント、機能、またはその他の 
機能を使用して「保護される健康情報」(この用語は 45 C.F.R § 160.103 で定義されています。) を作成、受信、管理、または
送信しないこと、あるいは、Claris (または Claris の子会社) があなたまたは第三者の (接続のためのアプリケーションを含みま
す。) ビジネスアソシエイトになるような方法で Claris Connect を使用しないことに同意するものとします。 
 

C. 本サービスの可用性。Claris は、(i) 本サービスあるいはその機能の全部または一部が、特定の言語または国
で利用可能になること、または、(ii) 本サービスあるいはその機能の全部または一部が、他の特定の場所で適用される法律に準
拠することを表明しません。あなたは、あなたが本サービスにアクセスし使用することを選択する範囲において、自らの意思で 
それを行い、適用される法律を遵守する責任を負うものとします。 
 

D. 本サービスの変更。Claris は、いつでも条件を変更し、サービスの使用に新しいまたは追加の条件を課す権
利を留保します。ただし、Claris は、サービスまたはこれらの条件に対する重大な不利な変更について事前に書面で通知しなけ
ればなりません。ただし、以下のいずれかの状況において、Claris はいつでも本条件を変更し、あなたによる本サービスの利用
に対し新規または追加の規約または条件を課す権利を留保します。(i) 法律、規制、または行政措置から生じる事情に起因する状
況。(ii) ユーザのセキュリティ、ユーザのプライバシー、または技術的完全性への懸念に対処する必要がある状況。(iii) 他のユーザ
へのサービス中断を防止する必要がある状況。(iv) 自然災害、惨事、戦争、または Claris の合理的な制御が及ばないその他の類
似した出来事に起因する状況。Claris がサービスまたは本規約に重大な不利な変更を加えた場合、あなたは本契約を終了し、
サービスの使用を中止する権利を有します。あなたが本条件の変更後に本サービスを使用すると、該当する場合、契約の変更に
同意したものと見なされます。Claris は、本第 1 条 (E) 項に従って行われる本サービスまたはサービス利用条件の変更につい
て、あなたに責任を負わないものとします。 
 

E. アクセシビリティ。Claris は、あなたおよびあなたのユーザが本サービスを常時利用できるように合理的な 
努力を払いますが、いかなる理由であれ、本サービスの可用性の低下について責任を負わず、明示的に免責されるものとします。
そうした理由には、システムのバックアップまたはその他の定期的なメンテナンス (スケジュールされているかに関係なく)、通信
ネットワーク障害、不可抗力によるイベントが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 
 

F. サポート。Claris は、以下のサイトにある Claris サポートポリシーに記載されているとおり、あなたによる 
本サービスの利用をサポートするために合理的な努力を払うものとします。
https://support.claris.com/s/answerview?anum=000023250&language=ja 
 

G. 法令遵守。あなたは、あなたの各ユーザおよびその他のエンドユーザによる本サービスの利用を含むあなた
の本サービスの利用が、すべてのプライバシーおよびデータ保護法を含む、適用されるすべての法律に完全に準拠していること
を保証する責任を単独で負い、引き続き責任を負うことに同意するものとします。 

 
 

2. 機能とサービス 
 

A. Claris Connect のサブスクリプション。本サービスは、一年間の Claris Connect のサブスクリプション
(以下「サブスクリプション」といいます。) により利用可能となります。さまざまなサブスクリプションの提供がなされることが 
あり、そのようなサブスクリプションは、Flow の数や、Flow の中で使われる第三者のアプリケーションの数、および Claris 
Connect サーバーへのステップの月間数が制限されることがあります。あなたは、あなた自身の責任において、本サービスを意
図した利用となるように適切なサブスクリプションを選択し購入する必要があります。 
 
有料サブスクリプション期間中の任意の時点で、チームマネージャはステップの月間リクエスト制限、または Flow の数をアップグ
レードできます。そのためには、チームマネージャの Claris Customer Console の[サブスクリプション] タブに移動し、 
該当するサブスクリプションのアップグレードを選択します。サブスクリプションを増やす場合、購入後にそれが有効になるまでに
最大 24 時間かかることがあります。またはチームマネージャの Claris Customer Console の [サブスクリプションを同期] ボ
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タンをクリックすると、変更が直ちに有効になります。サブスクリプションを購入した後は払い戻し不可になりますが、現在の 
有料サブスクリプション期間が終了するときの更新手続きでサブスクリプションをダウングレードできます。 
 

B. チームマネージャ。あなたのチームマネージャ (チームマネージャ権限所有者) は Claris Connect チームマ
ネージャアカウント (「Claris Customer Console」) にアクセスでき、そこからユーザアカウントを作成することができます。 
あなたおよびチームマネージャのみがあなたの Claris ID 管理者アカウントを管理する責任を負います。あなたの責任において、
本サービスのサブスクリプションを管理する能力のあるチームマネージャを指名し、社内ユーザによる本サービス利用状況を内部
で管理する必要があります。Claris は、あなた、またはあなたのユーザのために本サービスを管理する責任を負っていません。 
 

C. ユーザアカウント。サブスクリプションを購入した場合、あなたの会社または組織において何らかの形でサブ
スクリプションにアクセスする必要のある個人 (そのような各個人を「ユーザ」といいます) の数に合わせて、あなたはユーザアカ
ウントの作成または以下に定めるその他の利用可能なサインオンの方法での認証によるアクセスを割り当てる必要があります。
各ユーザがサインインして本サービスを利用するには、各自の資格情報を使用する必要があります。ユーザは自分のアカウント 
情報を他者に開示してはなりません。あなたおよびあなたのユーザは、Claris ID およびすべてのユーザアカウントの機密性と 
セキュリティを確保し、Claris ID もしくはユーザアカウントの下で発生するすべてのアクティビティに対して責任を持ちます。
Claris ID もしくはユーザアカウントへのセキュリティの侵害または不正アクセスが発生した場合、あなたは速やかに Claris に
通知することに同意します。さらに、あなたおよびあなたのユーザは、ユーザアカウントやパスワードの詳細情報を他者と共有 
しないことに同意します。適用される法律の下で最大限に許容される範囲で、Claris は、あなたのアカウントまたはあなたの 
ユーザアカウントの不正使用によって生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。 
 
本サービスは、一定の第三者のシングルサインオン (以下「SSO」といいます。) 認証プロバイダが本サービスにおいてサポート 
されており、かつユーザアカウントに対し責任を有するあなたのチームマネジャーにより有効にされている場合には、かかる 
SSO 認証プロバイダを通じてサインインすることをユーザに許可することがあります。SSO 機能の使用は任意であり、あなた 
およびあなたのユーザのみのために利用可能とされるものです。第三者の SSO サービスの利用を通じた認証は、第三者の 
SSO プロバイダに関連して適用される利用条件に服します。Claris は第三者の SSO の利用に伴うセキュリティー侵害、データ
の喪失、その他の損害、または法的問題もしくは法的な要求について責任を負わず、あなたはあなたの責任においてかかる 
SSO を利用することに同意します。 
 
あなたおよびあなたのユーザは、ユーザアカウントを作成して SSO サービスを利用する際に正確かつ完全な情報 (以下 
「本サービス登録データ」といいます。) を提供することに同意し、あなたは本サービス登録データを常時、正確かつ完全な状態 
に保つことに同意します。正確で最新、かつ完全な本サービス登録データを提供していただけない場合、結果としてアカウント 
が一時停止または終了することがあります。あなたのアカウントを保守して課金する目的で、Claris はあなたから提供された 
本サービス登録データを保存して使用する場合があることに同意していただきます。 
 

D. Flows。本サービスは、ユーザが一定のアプリケーション間でワークフローを作り出し実行することを可能に 
し (以下「フロー」といいます。)、これには Claris のアプリケーションと第三者のアプリケーション、サブスクリプションもしくは 
ツール (以下「第三者アプリケーション」といいます。) が含まれます。本サービス内の第三者アプリケーションとの特定コネクタの
利用可能性は、Claris による第三者アプリケーションのいかなる宣伝または推奨を意味しまたは摘示するものではありません。 
 

E. 保存。 Claris は、あなたの Flow History を保存し、Flow を保存する機能を提供します。 
 

1. Flow の実行履歴の保存。あなたが作成した Flow は、サブスクリプション期間中、自動的に保持 
されます。Flow を削除すると、Flow の実行履歴は保持されなくなります。Flow を有効にすることを選択 
しない場合には、Flow の実行履歴は作成されません。この Flow の実行履歴は、サブスクリプション期間中、
およびサブスクリプションの解約後 45 日間、保持されます。 

 
2. Flow データの保存。あなたは、あなたの Flow を通じたリクエストおよびレスポンスデータ (以下

「Flow データ」といいます。) をサービスに保存させるかどうかを選択できます。このような Flow データは 
30 日単位で保持されます。Flow データの履歴を有効にすることを選択しない場合、Flow データは保持 
されません。サブスクリプションを解約した場合には、あなたの Flow データは最大 30 日間保持され、 
すべての Flow データはサブスクリプション終了の 45 日後に削除されます。 
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Claris は、本利用条件に定める本第 1 条 (F) 項および第 4 条 (E) 項のとおり、Flow の保存またはFlow データの保存の利用
可能性を保証せず、他の手段によりあなたのFlow および Flow データを作成することを推奨します。Claris により作成されたい
かなるバックアップも、あなたのサブスクリプションの解約後 45 日以内に削除されます。Claris はサービスを提供するうえで 
適切な技術を用い、正当な注意義務を払いますが、適用される法律の下で最大限に許容される範囲において、Claris はこの合
意事項に従い、サービスで保存またはアクセスされるコンテンツが偶発的な損害、破損、消失、除去の影響を決して受けないこと
を保証するものではありません。さらに、万一そのような損害、破損、消失、除去が発生した場合、または何らかの理由で Claris 
があなたのコンテンツのバックアップを作成または維持できない場合、Claris はその責任を負うものではありません。あなたの 
コンテンツとデータの適切な代替バックアップを常時維持することはあなたの責任です。 
 

F. 2 ステップ検証とテキストメッセージ。各ユーザは自分のユーザアカウントの 2 ステップ検証を有効にするこ
とができます。ユーザがユーザアカウントの 2 ステップ検証を有効にすることを選択する場合、そのユーザは (i) 少なくとも 1 つ
の電話番号を Claris に提供すること、および (ii) その電話番号で Claris からテキストメッセージを任意の時点で受信すること
に同意します。Claris がそのようなテキストを送る目的は、(a) サインイン時にユーザアカウントを保護するため、または (b) 必要
に応じて他の状況でユーザアカウントを保護する、または本条件、当社のポリシー、適用される法律、または当社とあなたの間の
その他の合意事項を実施または遵守するためです。ユーザが初めて 2 ステップ検証を有効にするとき、6 桁のコードを含む 
SMS がユーザに送られます。ユーザはこの 6 桁のコードを使用して Claris ID を検証します。ユーザが初めてユーザアカウント
でサインアップするときに 2 ステップ検証の有効化を省略した場合、ユーザはいつでもユーザプロファイルに戻ってこれを有効に
することができます。 

 
G. Claris ID の資格情報が失われた場合。チームマネージャは、 Claris Customer Console および Claris 

ID へのアクセスが確実に維持されるようにする責任を負っています。万一、チームマネージャがパスワードを忘れるかパスワード
が紛失して、[パスワードを忘れた場合] 機能でパスワードをリセットできない場合、Claris はあなたのチームアカウントおよび 
そこに保存されたコンテンツやデータへのアクセスを提供できなくなります。 
 

H. ASM カスタマー。あなたが Claris Connect for Apple School Manager プログラムを利用して無償で
サービスへのアクセス権を受け取った場合、Claris Customer Console などセクション 2 で説明されている機能およびサービス
の一部が異なるか、またはあなたが利用できない場合があります。あなたが現在 Apple School Manager の優良な顧客で 
あり、以下のセクション 7 (c) の Claris の終了の権利に従う限り、あなたには本サービスの使用が許可されます。あなたとあなた
のユーザは、本サービスを使用する際に管理されている  Apple ID によりサインインする必要があります。 
 

I. カスタムコネクタ機能 (プレビュー)。カスタムコネクタ機能を使用すると、選択した特定のサードパーティ製ア
プリケーションへの独自の再利用可能な接続を作成できます。サードパーティ製アプリケーションにアクセスしてデータを送信す
ることは、あなた自身の責任で選択してください。Claris は、そのようなサードパーティ製アプリケーションによって作成された情
報、データ、意見、アドバイス、または声明の正確性または信頼性について責任を負いません。あなたはカスタムコネクタ機能を使
用する際に適用されるすべての法律および規制を遵守すること、およびサードパーティ製アプリケーションのライセンス条項を遵
守することについて単独で責任を負います。カスタムコネクタ機能はプレビュー版として提供されており、評価とテストのみを目的
としているため、商用運用環境や重要なデータでは使用しないでください。このプレビュー版は不完全であるおそれがあり、障害
やデータの損失を引き起こす不正確な情報やエラーが含まれているおそれがあります。カスタムコネクタ機能を使用する前に、す
べてのデータをバックアップし、この機能を使用している間は定期的にデータをバックアップする必要があります。下記のセクショ
ン 8 は、カスタムコネクタ機能が「現状のまま」かつ「いかなる種類の保証もなく」提供されるように変更されています。この免責
事項が特定の管轄区域で効力を持たない場合、Claris の責任に関して、カスタムコネクタ機能の使用に起因する損害賠償請求
額は 5 ドルを上限とします。Claris は本契約に基づいて提供されるカスタムコネクタ機能の技術的またはその他のサポート、ま
たはカスタムコネクタ機能の更新をあなたに提供する義務を負いません。Claris が将来、カスタムコネクタ機能の完全な商用版
を発表または提供することに対して、あなたは明示的または暗黙のうちにいかなる義務も負わないことを認めます。完全な商用
版が利用可能になった場合、下記のカスタムコネクタ機能のプレビューに見られるものとは異なる機能が含まれている可能性が
あり、追加料金がかかる可能性があります。Claris はいつでもカスタムコネクタ機能のプレビューを終了する権利を有します。完
全 な 商 用 版 が リ リ ー ス さ れ た 場 合 、 こ の プ レ ビ ュ ー 版 は 自 動 的 に 終 了 し ま す 。 
 

J. Claris Connect 無料利用枠。あなたが Claris Connect の無料利用枠 (「Claris Connect 無料利用
枠」) に基づいてサービスにアクセスしている場合、次の条件が適用され、下記のセクション 8 はサービスが「現状のまま」かつ
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「いかなる種類の保証もなく」提供されるように変更されます。この免責事項が特定の管轄区域で効力を持たない場合、Claris 
の責任に関して、損害賠償請求額は 5 ドルを上限とします。サービスへのすべてのアクセスには Claris ID アカウントが必要で
す。各ユーザは独自の Claris ID アカウントを持っている必要があり、Claris ID アカウントを複数のユーザで共有することはで
きません。Claris Connect の無料利用枠では、1 か月あたり最大 500 ステップを使用できます。Claris は、Claris Connect 
の無料利用枠の条件を変更する権利を留保します。これには、サービスの特徴、機能または使用制限および制限の変更が含まれ
ます。また、Claris の裁量により、いつでもサービスを終了することができます。このセクションに別段の記載がある場合を除き、
以下のその他すべての条件は、Claris Connect の無料利用枠と有料プランの両方に適用されます。 
 

K. Claris プラットフォーム無料利用枠。あなたが Claris プラットフォームの無料利用枠 (「Claris 無料利用
枠」) に基づいてソフトウェアまたはサービス (以下総称して「サービス」といいます) にアクセスしている場合、次の条件が適用さ
れ、下記のセクション 8 は Claris 無料利用枠が「現状のまま」かつ「いかなる種類の保証もなく」提供されるように変更されま
す。この免責事項が特定の管轄区域で効力を持たない場合、Claris の責任に関して、損害賠償請求額は 5 ドルを上限とします。
Claris の無料利用枠では、あなたは個人として以下の利用規約に従い、サービスにアクセスして使用し、サービスにアクセスして
使用することができる最大 1 人の固有のユーザを追加で招待できます。サービスへのすべてのアクセスには Claris ID アカウン
トが必要です。各ユーザは独自の Claris ID アカウントを持っている必要があり、Claris ID アカウントを複数のユーザで共有す
ることはできません。Claris の無料利用枠を使用している間、あなたとあなたが追加した 1 人のユーザは次の集合的な使用制
限に従い、サービスにアクセスして使用することが許可されます。(i) Claris Studio 用に最大 500MB のレコードストレージと 
2GB のメディアストレージ。(ii) Claris Pro 用にテーブルあたり最大 5,000 レコード。(iii) Claris Connect 用に月間最大 
500 ステップ。(iv) Claris Server 用に 1 ユーザあたり月間最大 2GB の Data API アウトバウンド転送。Claris は、Claris 
無料利用枠に基づくサービスの特徴、機能または使用制限および制限の変更を含む、Claris 無料利用枠の条件を変更する権
利、または Claris の裁量によりいつでも Claris 無料利用枠を終了する権利を留保します。このセクションに別段の記載がある
場合を除き、以下のその他すべての条件は、Claris 無料利用枠と有料プランの両方に適用されます。 
 
 
3. あなたによる本サービスの使用 
 

A. 他の Claris 製品と本サービスまたは第三者アプリケーションの使用。Claris Studio、Claris FileMaker 
Cloud および第三者アプリケーションを含むがこれに限定されない、Claris および/またはそのライセンサが提供する本サービス
の特定のコンポーネントまたは機能では、別個のソフトウェア契約もしくは他のライセンス契約、または利用規約が必要になり
ます。あなたは、本サービスのこれらの特定のコンポーネントまたは機能を使用する条件として、これらの別個の契約を読み、
承諾し、従うことに同意していただく必要があります。 
 

B. 譲渡の禁止。本条件のいかなる内容も、Claris ID、ドメインもしくはサブドメイン名または本サービスに関連
してあなたが使用する同様のリソースに対する、何らかの権利、所有権またはライセンスをあなたに譲渡すると解釈されることは
ありません。あなたと Claris の関係において、Claris ID、ドメインもしくはサブドメイン名または本サービスに関連してあなたが
使用する同様のリソースにおける、またはそれらに対するすべての知的財産権は Claris が保有します。 
 

C. 再販売の禁止。あなたは、いかなる目的であっても、Claris の許可なく本サービス (またはその一部) を、 
複製、複写、販売、再販売、サブライセンス、貸与または取引することはできません。 
 

D. サードパーティマテリアル。本サービスは、サードパーティからのコンテンツ、データ、情報、アプリケーション、
サービス、または資料 (以下「サードパーティマテリアル」と言います。) を表示し、含み、もしくはこれらへの接続方法を提供し、
またはサードパーティの一定のウェブサイトへのリンクを提供することがあります。本サービスを利用することで、あなたは Claris 
がコンテンツ、正確性、完全性、適時性、有効性、著作権遵守、適法性、適正性、品質またはその他のいかなる側面についてもサー
ドパーティマテリアルもしくはウェブサイトに関して責任を負わないことを認め、同意します。Claris は、あなたもしくは他のいか
なる者に対しても、サードパーティの本サービス、サードパーティ資料もしくはウェブサイト、またはその他のサードパーティのマテ
リアル、製品、サービスについての法的義務または責任を表明・保証せず、これを認識しまたは今後負うことはありません。サード
パーティコネクタの機能は Claris ではなくサードパーティによって決定され、事前の通告なしにいつでも変更される可能性があ
ります。 
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4. コンテンツとあなたの行為 
 

A. コンテンツ。「コンテンツ」とは、データファイル、テキスト、グラフィック、写真、画像、音声、動画、メッセージ、 
その他の類似する資料など、本サービスの使用により保存、生成、アクセスまたは遭遇されるあらゆる情報を意味します。本サー
ビスにおけるコンテンツに関するすべての責任は、そのようなコンテンツの供給元であるユーザが負うことをあなたは認めること
になります。したがって、あなたがアップロード、ダウンロード、投稿、電子メール送信、保存するコンテンツ、または本サービスの 
使用によって他の方法で利用可能にするあらゆるコンテンツに関して、Claris ではなくあなたがすべての責任を負います。 
本サービスの使用により、不快、下品または好ましくないと感じるコンテンツにあなたが遭遇する場合や、他の人が不快だと 
感じるコンテンツに他の人を遭遇させてしまう場合があることをあなたは理解することになります。Claris は本サービスを使用
して投稿されるコンテンツを制御することはなく、そうしたコンテンツの正確性、完全性または品質を保証することもありません。
あなたは、本サービスおよびコンテンツの使用が、すべてあなた自身の責任であることを認めることになります。 
 

B. あなたの行為。あなたは、あなたおよびあなたのユーザが、本サービスを使用して次のことを行わないことに
同意します。 
 

a. 違法、迷惑、脅迫的、有害、不法、中傷的、名誉毀損的、虐待的、暴力的、わいせつ、下品、他の人のプラ
イバシーにとって侵害的、憎しみに満ちた、人種的もしくは倫理的に攻撃的、または他の不快な何らかのコンテ
ンツを、アップロード、投稿、電子メール送信、転送、保存または他の方法で利用可能にすること。 

 
b. 他の人に対するストーカー行為、嫌がらせまたは危害を加えること。 

 
c. 実際には違う個人、法人、団体等の主体になりすますこと。あなたは、他の個人、法人、団体等の主体、

他の Claris Connect ユーザ、Claris の従業員または市民団体もしくは政府の指導者になりすますか自分を
偽ったり、従業員または法人とのあなたの関係について偽ったりすることはできません (Claris は、あなたの
身元に関するなりすましや偽り、または他の人の名前やアイデンティティの不正利用が疑われる場合には、
Claris ID または電子メールアドレスを拒否またはブロックする権利を留保します)。 

 
 
 
 

d. 著作権侵害または他の知的財産の侵害 (アップロードする権利がないコンテンツのアップロードを 
含む) に関わること、または守秘義務、雇用または機密保持契約に違反して企業秘密または機密情報を公開す
ること。 

 
e. 大量の商業広告および情報告知を含むがこれに限定されない、未承諾または無許可の電子メール 

メッセージ、広告、販促資料、迷惑メール、スパムまたはチェーンレターを投稿、送信、転送または他の方法で 
利用可能にすること。 

 
f. 本サービスを使用して送信されるコンテンツの出所に関して受信者を誤解させることを目的と 

して、電子メールまたはニュースグループ投稿内の TCP-IP パケットヘッダまたはヘッダ情報の一部を偽造し
たり、他の方法でヘッダに情報を追加したりすること (「なりすまし」)。 

 
g. 本サービス (もしくはその一部) または他のコンピュータソフトウェアもしくはハードウェアの通常の 

動作に損害を加える、干渉するまたは制限することを目的とした、またはその可能性がある、ウイルスまたは他
のコンピュータコード、ファイルもしくはプログラムを含む何らかのものを、アップロード、投稿、電子メールで送
信、転送、保存または他の方法で利用可能にすること。 

 
h. (スクリプトや web crawlers などの自動化された手段で本サービスにアクセスする場合も含めて) 

本サービスを妨害または中断させること。または、本サービスに接続するサーバーやネットワーク、または 
本サービスに接続されるネットワークのポリシー、要件、規制を妨害または中断させること (データまたはその
通信への無許可アクセス、使用または監視を含む)。 
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i. 何らかの違法な活動を計画するか、それに関与すること。 

 
j. 上記の禁止されたいずれかの活動に関連して使用する目的で、本サービスの他のユーザに関する 

個人情報を収集および保存すること。 
 

C. コンテンツの除去。他の人が提供したコンテンツについて Claris はいかなる場合も責任を負わず、そのよう
なコンテンツを事前に選別する義務も負わないことをあなたは認めることになります。 
 

D. コンテンツの保存。Claris は、Claris の裁量により、あなたのコンテンツ (およびあなたのサブスクリプション
を通じてユーザアカウント内に保存される他のすべてのコンテンツ) を保存します。保存場所は米国またはあなたの所在地である
地理的地域にあるデータセンター (本サービスへのサブスクリプションを購入した際に提供された場所に基づく) となります。
あなたのユーザのコンテンツは、そのユーザの地理的位置がどこであれ、あなたの所在地である地理的地域にあるデータセンター
に保存されます。あなたは、この規定を各ユーザに通知し、あなたのサブスクリプションに投稿するコンテンツに関して各ユーザ
が準拠法に完全に従っていることを確認する責任を負います。新しいデータセンターが利用可能になった場合または他の何らか
の理由で、Claris はあなたのコンテンツを新しいデータセンターに移動することがあります。本サービスを通じてサードパーティ
アプリケーションから送信されたコンテンツは、かかるサードパーティアプリケーションの利用条件に従って保存されます。 
 

E. コンテンツのバックアップ。あなたは、本サービスを使用して保存またはアクセスする重要なコンテンツを、 
自分のコンピュータまたは他のデバイスにバックアップする責任を負います。Claris は本サービスを提供するために適切な技術
を用い、正当な注意義務を払いますが、あなたが本サービスを使用して保存またはアクセスするコンテンツが不注意による損害、
破損または損失を受けないことを保証するものではありません。 
 

F. あなたのアカウントおよびコンテンツへのアクセス。Claris は、本条件への遵守を施行・確認するために 
合理的に必要または適切だと Claris が見なす手順を踏む権利を留保しています。法的に求められた場合、または Claris が 
誠実な信念により、次を行うためにアクセス、使用、公開または保管が合理的に必要だと考える場合、Claris が合理的に必要 
または適切だと考えるところに従い、Claris があなたのアカウント情報およびコンテンツを、法執行機関、政府職員、第三者に 
対して、あなたに対する責任を負うことなく、アクセス、使用、保管および/または公開することがあることを、あなたは認めて同意
します。(i) 法的なプロセスまたは要請を遵守する。(ii) 潜在的な違反の調査を含め、本条件を執行する。(iii) セキュリティ、詐欺ま
たは技術的な問題を検出、予防または他の方法でそれに対処する。または (d) 法律の定めにより、または法律で許可されて 
いるところにより、Claris、そのユーザ、第三者または公衆の権利、財産または安全を保護する。 

 
G. 著作権表示 - DMCA。あなたが著作権を主張するコンテンツが、本サービスを使用する誰かによって侵害 

されたと考える場合は、https://www.claris.com/company/legal/docs/dmca_process.pdf にある Copyright 
Policy の説明に従って Claris の Copyright Agent にご連絡ください。Claris は、独自の裁量により、繰り返し侵害している
と判断されたユーザのアカウントを一時停止および/または終了することがあります。 
 

H. 本条件に対する違反。本サービスのご使用中に、不適切と思えるコンテンツまたは他の何らかの形で本条件
に違反していると考えられるコンテンツにあなたが遭遇した場合、legal@claris.com に電子メールを送信することにより報告
できます。 
 

I. 本サービス上であなたが提供する、または利用可能にするコンテンツ 
 

1. あなたのコンテンツ。Claris があなたにライセンスを付与するマテリアルを除き、Claris は、あなた
の本サービスへのマテリアルおよび/またはコンテンツの提供、またはあなたが本サービス上でかかるマテリ
アルもしくはコンテンツを利用可能にしたことに基づいて、あなたが本サービス上で提供または本サービスで
利用可能にするマテリアルおよび/またはコンテンツ (サードパーティアプリケーションを通して利用可能とな
るコンテンツを含みます。) を保有する権利を主張しません。あなたは、これらに関する権利、権限および利益
を保持します。 

 
2. コンテンツの変更または転送。本サービスを提供し、あなたのコンテンツをそこで利用可能にする

目的で、Claris はあなたのコンテンツをさまざまな媒体により、さまざまなパブリックネットワークを介して 
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転送する場合があること、および接続するネットワークまたはデバイスもしくはコンピュータの技術的要件に
準拠する目的で、コンテンツを修正または変更する場合があることを、あなたは認めます。あなたは、Claris 
がそれらの措置を講じうることに同意します。 

 
3. 商標に関する情報。Claris、Claris のロゴ、FileMaker、ファイルフォルダのロゴ、Claris 

Connect、Claris Connect のロゴならびに本サービスと関連して使用される他の Claris の商標、サービ
スマーク、画像およびロゴは、Claris International Inc. の米国および/または他の国における商標または
登録商標です。Claris の商標の一覧は、https://www.claris.com/ja/company/legal/trademark-
guidelines.html にあります。本サービスと関連して使用される他の商標、サービスマーク、グラフィックおよび
ロゴは、それぞれの所有者の商標である場合があります。あなたには上記の商標に関していかなる権利また
はライセンスも付与されません。またあなたは、本サービスまたはソフトウェアに添えられているか含まれて
いるいかなる所有権通知 (商標権および著作権の表示を含む) も、取り除いたり、わかりにくくしたり、改変
したりすることができないことに同意します。本サービスと関連して使用されるサードパーティアプリケーション
の商標、サービスマーク、画像、およびロゴは、本来の保有者に帰属し、本サービス内での使用により影響を受
けるものではありません。 

 
J. フィードバック。あなた、またはあなたのユーザが Claris に提供するフィードバック、コメントまたは提案を 

使用するための世界的、永続的、取消不能、ロイヤルティフリー、全額払込、譲渡可能、(複数層のサブライセンスによる) サブライ
センス可能なライセンスを、あなたは Claris とそのすべての関連会社に付与します。あなたは、Claris とそのすべての関連会社
に前述のライセンスを付与するうえで必要なすべての権利を所有していることを表明し、保証します。 
 
5. データのプライバシーとセキュリティ 
 

A. 本契約に基づき、あなたに代わってデータプロセッサとしての役割を果たす Claris は、あなた、またはあなた
のユーザから提供された場合、個人データを受け取るか、個人データにアクセスすることがあります。本契約を締結することで、
あなたは、本サービスを提供および維持するため、本サービスの使用により与えられるあなたからの指示 (例えば、本サービスを
通じて与えられた指示)、およびその他の Claris によって書面で受け入れられ、承認された、あなたによって与えられたあらゆる
書面による指示に従って、この個人データを適用される法律に従って処理するように Claris に指示することになります。Claris 
は、該当する場合、および法律でそうすることが禁じられていない限り、そのような指示に従います。その場合、Claris は、その
ような個人データを処理する前にあなたに通知します (ただし公益上の根拠に基づき、あなたに通知することがその法律で禁止
されている場合を除く)。Claris は、法律で義務付けられている場合を除き、そのような文書化された指示に従ってのみ個人データ
を処理するものとします。そのような場合、Claris は、公益上の重要な根拠に基づき、そのような情報がその法律で禁止されて
いる場合を除き、処理する前にその法的要件をあなたに通知します。Claris は、サービスに関連して Claris にサービスを提供
するサービスプロバイダ (以下「サブプロセッサ」といいます。) に個人データを提供する場合があります。あなたは、Claris に
サブプロセッサとしての Apple Inc. の使用を許可します。さらに、通常、Claris が他のサブプロセッサを使用することを承認
します。ただし、そのようなサブプロセッサは、少なくとも本契約と同程度の保護の義務を負うデータ保護の義務によって契約上
拘束されます。サブプロセッサの一覧は https://www.claris.com/company/legal/docs/claris_subprocessors_list.pdf
で入手できます。Claris は、本サイトによってサブプロセッサの追加または置き換えに関する意図された変更を発表し、そのよう
な変更に異議を唱える機会をあなたに与えます。サブプロセッサがデータ保護の義務を満たすことができない場合、サブプロ
セッサの義務の履行に関して、Claris はあなたに対して全責任を負うことになります。 
 

B. データインシデント。本サービスへの不正なアクセスの結果としてあなたの個人データの改ざん、削除または
喪失 (以下「データインシデント」といいます。) が発生したことを Claris が認識した場合、不当に遅延することなく、法の定める
ところによりあなたに通知し、データへの被害を最小限に抑え、安全性を確保するための合理的な手順を踏みます。Claris に
よるデータインシデントの通知またはそれへの対応は、データインシデントに関連する責任を Claris が認めるものと解釈される
ことはありません。あなたは、適用されるデータインシデントの通知に関する法令を遵守し、データインシデントに関連する第三者
に対する義務を履行する責任があります。Claris は、特定の法的要件の対象となる情報を特定するために、あなたの個人データ
の内容にアクセスすることはありません。 
 

C. セキュリティの手順、コンプライアンス。Claris は、本サービスの一環として個人データを転送、処理、および保
存する際に、業界標準の手段を用いて個人データを保護するものとします。これらの手段の一部として、Claris は商業的に合理
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的な努力を払い、保存時および転送時に個人データを暗号化し、処理用のシステムとサービスの継続的な機密性、完全性、可用
性および復元性を確保し、問題が発生したとき適時に個人データの可用性を復元し、およびそのような対策の有効性を定期的
にテスト、査定、評価します。Claris は、Claris の従業員、請負業者およびサブプロセッサがセキュリティの手順を確実に遵守
するように適切な措置を講じます。また Claris は、個人データを処理することを許可された個人が、本サービスに関連する個人
データの機密性およびセキュリティに関する適用される法律を確実に遵守することを保証します。Claris の地理的な判断に基づ
いて、暗号化された個人データが保存される場合があります。Claris がデータプロセッサとして機能している範囲で、Claris は、
該当する場合、あなたが次のことを遵守できるように支援します。(a) GDPR の第 28 条または法律に基づく他の同等の義務 
(必要なすべての情報を利用可能にすること、つまり監査を許可し、監査に貢献すること (ただし、Claris の ISO 27001 および 
ISO 27018 認証は、そのような必要な監査目的に十分であると見なされるものとする) により遵守される)。(b) GDPR の第 
32 条または法律に基づく他の同等の義務 (このセクション 5.3 に規定されているセキュリティの手順を特に実装し、ISO 
27001 および ISO 27018 認定を維持することにより遵守される)。(c) GDPR の第 33 条および第 34 条、または法律に基
づく他の同等の義務 (監督機関またはデータ主体にデータインシデントの必要な通知を提供することを支援することにより遵守
される)。(d) GDPR の第 35 条および第 36 条、または処理前にデータ保護の影響評価を実施すること、あるいは監督機関と
の協議をあなたに要求する法律に基づく他の同等の義務。(e) 個人データに関するデータ保護規制機関または同様の機関に
よる調査。および (f) GDPR に基づくデータ主体の権利または法律に基づく他の同等の義務を行使するための要求に対応する
あなたの義務に対して、可能な限り、適切な技術的および組織的手段による処理の性質を考慮すること。 
 

D. データアクセスおよび転送、終了。法律で義務付けられている場合、Claris は適切なレベルの保護を保証し、
GDPR の第 46 条および第 47 条などの適用法 (たとえば、標準のデータ保護条項など) に規定されている適切な保護手段を
提供している国、または GDPR の第 49 条または適用法の特例の対象に対してのみ、国際的なデータ転送が行われることを保
証します (たとえば、標準のデータ保護条項など)。このような保護手段には、Model Contract Clauses/United Kingdom 
International Data Transfer Agreement (モデル契約条項/英国国際データ転送契約) および International Data 
Addendum/Swiss Transborder Data Flow Agreement (国際データ補遺/スイス国境を越えたデータフロー契約) が含ま
れる場合があり、該当する場合は要求に応じて利用できます。第三国にデータを転送するためにデータ転送契約を締結する必要
がある場合、あなたは管轄地域に適用されるデータ転送契約を締結することに同意します。 
 
Claris は、あなたが Claris のシステム外に保存、またはシステム外に転送するデータに関して責任を負いません。何らかの理由
で本契約が終了した場合、およびサービスに保存されているコンテンツまたはデータのコピーをダウンロードするために限定的
にアクセスできる 45 日間の期間が経過した後、Claris は、詐欺を防止するため、または法律で義務付けられている場合を除き、
あなたによる本サービスの使用に関連して Claris は保存された個人データを安全に破壊します。 
 

E. その他。Claris は、Claris の利用規約を実施するため、または Claris の運営ならびにユーザを保護する
ために開示が合理的に必要であると Claris が判断した場合、あなたまたはあなたのユーザから提供された個人データを開示
する場合があります。さらに、組織再編、合併、または売却の場合、Claris は、あなたまたはあなたのユーザから提供されたすべて
の個人データを関連当事者に転送する場合があります。Claris が、個人データに関する第三者の要請を受け取った場合 (以下
「第三者の要請」といいます。)、Claris は、法令により認められている範囲で、第三者の要請を受けたことをあなたに通知し、
要請者にあなたへのそのような第三者の要請を処理するように通知します。法律または第三者の要請に別段の定めがない
限り、あなたは当該要請に応答する責任があります。 
 

F. FERPA。会社が Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g) に
基づく教育機関である場合、Claris は、FERPA およびその実施規則の下で定義されている「教育記録」である会社のデータに
関して、「正当な教育的利益」を持つ「学校職員」として行動していること、および Claris が 34 CFR 99.33(a) によって学校
職員に課せられた制限と要件を遵守することを承認します。さらに、会社は、本サービスを通じて送信されたエンドユーザの個人
データの処理に同意し、本規約のセクション 1A を遵守していることに同意します。 
 
6. 専有権、ソフトウェア 
 

A. Claris の専有権。あなたは、Claris とそのライセンサの両方またはいずれかが、本サービス、および本サー
ビスの一部または本サービスに関連してあなたに提供されるいかなるソフトウェア (以下「ソフトウェア」といいます。) に対する 
すべての法的権利、所有権、および利益を有することを認め、これに同意するものとします。これには、登録されているか否か、 
世界のどこに存在しているかに関わらず、ソフトウェアに存在するあらゆるすべての知的財産権が含まれます。さらにあなたは、



042523   10    

本サービス (ソフトウェア、またはそのいかなる他の部分も含まれます。) には、著作権を含め (しかしそれに限定されない)、適用
可能な知的財産権の法律やその他の法律により保護されている専有情報や機密情報が含まれていることに同意します。あなた
は、本条件に従ったサービスの使用を除き、いかなる方法によってもそのような専有情報やマテリアルを使用しないことに同意 
します。本条件で明確に許可されている場合を除き、サービスのいかなる部分も、いかなる形や手段によっても複製してはなりま
せん。本条件に明記されている場合を除き、Claris が、サービス、ソフトウェア、あるいはその中にまたはそれに関連して存在する
いかなる知的財産権に関連するその他のライセンス、権利、利益を、あなたやあなたのユーザに付与することはありません。 
 

B. Claris からのライセンス。あなたの本条件の遵守を条件に、Claris はあなたに、非独占的で譲渡不可能な 
本ソフトウェアのみの使用に限定されたライセンスを、本条件の期間中、以下の条件で付与します。(i) サービスの一部として 
Claris によりあなたに提供されたものであること (ii) 本条件を遵守していること。ただしあなたは、適用される法律により明示
的に許可または要求されている場合を除き、ソースコードのコピー、修正、二次的著作物の作成、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、その他ソースコードを発見しようとする試みをしないものとし、これらの行為を他の人が行うことを許可しない 
ものとします。またあなたは、ソフトウェアの担保権を販売、リース、サブライセンス、譲渡、付与せず、ソフトウェアのいかなる権利
も譲渡しないものとし、これらの行為を他の人が行うことを許可しないものとします。 
 
本契約で許可されている本サービスの使用以外の、ソフトウェア、または本サービスのいかなる部分の使用も、固く禁じられてい
ます。それは Claris およびその他の知的財産権の侵害するものであり、民事刑罰や刑法罰があなたに科される場合があります。
これには、著作権侵害ゆえの金銭的損害賠償が含まれます。 
 

C. サードパーティの承認。本ソフトウェアの特定のコンポーネント、および本ソフトウェアに含まれているサード
パーティのオープンソースプログラムが、Claris のウェブサイト (https://www.claris.com/ja/resources/downloads/) で
既に公開されており、また今後も公開される可能性があります。当該マテリアルに関する責任の引受け、ライセンス条項および
権利の拒否に関する事項は本ソフトウェアに関するオンライン上の電子的書面に記載されているか、または当該マテリアルに添
付される場合があり、あなたの当該マテリアルの使用についてはそれらの各条項が適用されるものとします。Claris は、第三者
のいかなる作為または不作為に対しても責任を負わず、本ソフトウェアに含まれている、または Claris によりウェブサイトで公開
されているまたは公開される可能性のある、第三者のいかなるコンポーネントまたはプログラムに関して、いかなる種類の保証
も行いません。 
 

D. 輸出管理。このサービスおよびソフトウェアの使用は、サービスを使用したデータ、ソフトウェア、その他のコン
テンツの転送、掲載、アップロードも含め、米国および他の国の輸出入の法律に従うものとします。あなたは適用されるすべての
輸出入の法律と規制および政府の命令を遵守することに同意します。特に、例外なく、本ソフトウェアを次のいずれの者に 
対しても、輸出または再輸出を行うことはできません。(i) アメリカ合衆国の通商禁止国 (ii) アメリカ合衆国財務省の特別指定国
リスト (list of Specially Designated Nationals) またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト (Denied Person's List 
or Entity List) 上の一切の者。このソフトウェアまたはサービスを使用することにより、あなたは、上記国家に住居を定めて 
いないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、あなたは、あなたがアメ
リカ合衆国の法律で禁止されている目的 (当該目的にはミサイル、核、化学兵器、生物学兵器の開発、設計、製造または生産を 
含みますが、これらに限定されません。) でソフトウェアまたはサービスを使用しないことに同意したものとします。あなたは 
さらに、あなたのアカウントに次のデータやソフトウェアをアップロードしないことに同意します。(a) 国際武器取引規則の対象と
なるもの、または (b) 事前の書面による政府の許可なしでは輸出できないもの (これには、最初にその許可を取得していない、
特定の種類の暗号ソフトウェアやソースコードが含まれますが、これに限定されません。)。本条件が終了しても、この保証と責任
はなお存続するものとします。 
 
7. 期間および終了 
 

A. 契約期間。本条件は、あなたが最初に本条件に同意した日に開始し、本条件でのあなたのサブスクリプション
の期限が満了するか、またはあなたもしくは Claris によって終了されるまで継続します。 
 

B. 有料サブスクリプションの期間。サービスの有料サブスクリプションの場合、あなたのサブスクリプション期間
は、あなたがサブスクリプションを購入した日に始まり、あなたが購入した年間期間 (以下「初期期間」といいます。) の終わり (以
下「満了日」といいます。) に終了します。そのときのサブスクリプション期間が満了する前に、適用される更新料を支払うことに
より、チームマネージャの Claris Customer Console から、さらに 1 年間 (以下「更新期間」といいます。) のサブスクリプ 
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ションを更新することを選ぶことができます。現在の有料サブスクリプションの更新を満了日より前に購入しない場合は、サービス
のサブスクリプションは初期期間の満了日か現在の更新期間の最終日に自動的に失効します。 
 

C. あなた、またはあなたのユーザによる自発的な終了。 
 

1. あなたによるサービスの自発的な終了。あなたは、所属する組織や会社がサービスの使用を中止 
するのを任意のときに選ぶことができます。現在の期間が満了する前にサービスのサブスクリプションを終了
するには、あなたはカスタマーサポートへ連絡をとらなければなりません。チームマネージャは、あなたのサブ
スクリプションをキャンセルする方法について記載された電子メールを受け取ります。終了する前にあなたが
支払った料金は、返金されません (本条件に明記されている場合は除く)。これには、あなたが終了させる 
請求における事前支払い済期間の料金も含まれます。アカウントを停止しても、未払いの料金の支払い義務
は免除されません。 

 
2. ユーザアカウントの自発的な終了。あなたは、認証されたユーザのアカウントをチームマネージャに

取り除いてもらうことで、いずれかのユーザのアカウントを取り除くことを選ぶことができます。前述の文章に
沿って、あなたもしくはあなたのユーザのいずれかの人が特定のユーザアカウントを終了させる場合、当該 
ユーザは、ユーザのアカウントに関連付けられているコンテンツやデータに一切アクセスできなくなります。 

 
D. Claris による終了。Claris は任意のときに、特定の状況下で、事前の通告なしに、あなたのアカウント、 

あなたのユーザのアカウント、および/またはあなたかあなたのユーザのサービスへのアクセス権のすべてまたは一部を即時に 
終了または停止することができます。そのような終了または停止の理由には以下のものがあります (しかしこれに限定 
されません)。(i) 本条件、または本条件で参照されているおよび/またはサービスで掲載されているポリシーやガイドラインに対
する違反 (ii) あなたによるサービスのキャンセルまたは終了の依頼 (iii) 警察、司法機関、その他の政府当局からの依頼と 
命令の両方またはいずれか (iv) あなたへのサービスの提供が違法である、または違法になる可能性がある (v) 不測の技術的ま
たはセキュリティ上の問題 (vi) あなたの詐欺や不法行為への関与 (vii) サービスに関連してあなたが負う料金の不払い。ただし、
本条件への重大な違反がない場合は、Claris はそのような終了または停止の書面による 30 日間の事前告知をあなたに 
提供するための合理的な努力を払います。そのような終了または停止は Claris の単独の裁量で行われ、Claris は、あなたの 
アカウント、あなたのユーザのアカウント、およびあなたやあなたのユーザのサービスへのアクセス権の終了や停止により発生 
したいかなる損害に関して、あなた、あなたのユーザ、いかなる第三者に対しても、一切責任を負いません。Claris は、本第 7 条 
(D) 項に従って行う、サービスまたはサービスの条件の変更に関してあなたに対し責任を負いません。 
 

E. 終了の効果。いずれかの理由であなたのサブスクリプションが満了または終了すると、サービスを使用する 
ためのあなたのライセンスは即時に終了します。チームマネージャは、サービスで保存されているあなたのコンテンツやデータの
コピーをダウンロードするという限られた目的のために、満了または終了後 45 日間はサービスにアクセスできます。あなたの 
コンテンツの容量に応じて、ダウンロードに大幅に時間がかかることがありますので、支障が生ずる場合にはカスタマーサポート
へお問い合わせください。45 日を過ぎると、本サービスにアクセスできなくなり、Claris は、あなたのサブスクリプションにまた
はサブスクリプションの一部として保存されている、あなたのコンテンツとデータを削除します。 
 

F. 存続。本質的に本契約の終了または満了後も存続するものとして意図されている本契約のすべての条項は、
それに付属するすべての別紙および付属文書も含め、そのように存続するものとします。 
 
8. 保証免責 
 
一部の法域では特定の保証について除外が認められていないことがあります。適用法によって特にそのような除外が禁止 
されている範囲において、以下に明記されている除外の一部があなたに適用されない場合があります。 
 
Claris は本サービスを提供するうえで合理的な技術を用い、正当な注意義務を払います。以下の免責は、ここに明示されている
保証に基づくものです。 
 
Claris は次のことを保証または表明しません。(A) あなたが本サービスを使用するにあたり中断またはエラーが生じないこと 
(B) 本サービスが 24 時間/週 7 日利用可能であること。あなたは、時折 Claris が不特定の期間本サービスを中止したり、 



042523   12    

本契約の条項に従って本サービスをキャンセルしたりできることに同意するものとします。Claris はネットワークの可用性を保証
せず、また、ネットワークの接続に関する問題やその他の結果としてあなたやあなたのユーザが経験するダウンタイムに関して 
責任を負いません。 
 
あなたは、本サービスが「現状有姿」かつ「提供可能な限度」で提供されることを明示的に理解し、同意します。Claris ならびに 
その関連会社、子会社、役員、取締役、従業員、代理人、パートナー、およびライセンサは、商品性、特定目的適合性および非侵害性
に係る黙示保証などを含みますがこれらに限らない、明示または黙示の、あらゆる種類のすべての保証を明確に否認します。 
特に、Claris およびその関連会社、子会社、役員、取締役、従業員、代理人、パートナー、およびライセンサは、以下の事項を保証し
ません。(I) 本サービスがあなたの要求に適合すること (II) あなたによる本サービスの使用について、適時に、中断が生じず、 
セキュリティが確保され、またはエラーが生じないこと (III) 本サービスの結果あなたが取得する情報が、正確である、または信頼
性の高いものであること (IV) 本サービスの一部としてあなたに提供されたソフトウェアにある欠陥またはエラーが修正される 
こと、または (V) 本サービスがすべての適用される法律を遵守していること。 
 
Claris は本サービスが、喪失、破壊、攻撃、ウイルス、妨害、ハッキング、その他のセキュリティ侵入を免れることを表明または保証
しません。また Claris はそれに関連するいかなる法的責任も負いません。 
 
本サービスの使用を通じてダウンロードまたはその他の方法で取得したマテリアルへのアクセスは、あなたの判断とリスクでなさ
れます。あなたは、デバイス、コンピュータへの損害、またはかかるマテリアルのダウンロードの結果として生じるデータの喪失に
関して全責任を負います。あなたはさらに、本サービスが、本サービスにより提供されるコンテンツ、データもしくは情報の障害 
または遅延、またはエラーもしくは不正確性が、死、人身傷害、物理的または環境的に重大な損害をもたらす状況や環境での 
使用を意図したものではなく、それに適してもいないことを認めます。 
 
9. 損害賠償責任の制限 
 
一部の法域では、サービスプロバイダによる法的責任の排除または制限が認められていません。適用法によって特にかかる排除
または制限が禁止される範囲において、以下に明記されている排除や制限の一部は、あなたに適用されない場合があります。 
 
Claris は本サービスを提供するうえで適切な技術を用い、正当な注意義務を払います。次の事項に起因する損失に関しては、 
以下の制限は適用されません: (A) Claris が適切な技術を使用せず、正当な注意義務を払わなかったこと、(B) Claris の 
重過失、故意もしくは詐欺、または、(C) 死亡もしくは人身傷害。 
 
あなたは、Claris とその関連会社、子会社、役員、取締役、従業員、エージェント、パートナー、およびライセンサが、直接的、間接 
的、付随的、特別、派生的、または懲罰的損害に関して、(Claris がそのような損害の可能性について通知されていた場合でも) 
あなたに責任を負わないことを、明示的に理解し同意します。この損害には、(I) 本サービスの利用または利用不能、(II) 本サービス
に加えられた変更や、本サービスまたはその一部の一時的または永続的停止、(III) あなたの伝送またはデータに対する不正な 
アクセスまたは改ざん、(IV) 本サービス上または本サービスを介した、あなたの伝送やデータの削除、破壊、または保存や 
送受信の障害、(V) 第三者による本サービスに関する発言または行為、あるいは (VI) 本サービスに関係するその他の事由に 
起因する、利益、営業権、使用、データ、代替商品やサービスの調達コストの損失、または無形資産の損失による損害が含まれます
が、これらに限定されません。 
 
いかなる場合でも、Claris が負う累積責任の上限は、過去 12 か月間のサブスクリプション期間の本サービスに対して、あなたが 
Claris に支払った金額を越えないものとします。 
 
10. 補償および権利放棄 
 

A. あなたによる補償および権利放棄。あなたは、Claris、その関連会社、子会社、取締役、役員、従業員、代理 
店、パートナー、請負業者、およびライセンサ (以下「Claris 被免責当事者」といいます。) を、以下のいずれかに関連して発生 
する、合理的な弁護士費用を含む請求または要求から防御し、補償し、損害を与えないことに同意するものとします。(i) あなた、
またはあなたのユーザが提出、投稿、または送信した、あるいは他の方法で本サービスを通じて利用可能にしたコンテンツ。 
(ii) あなた、またはあなたのユーザによるサービスの使用。(iii) あなた、またはあなたのユーザによる、実際の、または主張された
本条件の違反。(iv) 本条件の違反の疑いに関する調査の一部として、または本条件の違反発生の認定または決定の結果として、
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Claris が講じた措置。(v) あなた、またはあなたのユーザによる、他の個人や団体の権利の侵害、あるいは法律、規則、規制の 
違反。あなたは、本サービスが提供するコンテンツ、機能、サービス、データ、または情報のエラーや誤り、あるいは本サービスの 
障害が、死亡、人身傷害、重大な物理的または環境的損害につながる可能性がある状況では、本サービスの使用が意図されて 
いないことを認めます。また、法が認める範囲において、あなた、またはあなたのユーザがそのような使用を行ったことによる 
申し立てから、各 Claris 被免責当事者を補償し、防御し、免責することに同意するものとします。あなたは、Claris が情報やコン
テンツを取り除くことや処理の拒否、あなたへの警告、あなたによるサービスへのアクセスの停止や終了、または違反の疑いを 
調査する際の他の行動を実施することを決定した結果として、あるいは、本条件の違反が発生したことを Claris が認めた結果
として、Claris、その関連会社、子会社、取締役、役員、従業員、代理店、請負業者、およびライセンサを訴えることはできません。 
この権利放棄および補償の規定は、本条件に記載される、または本条件により意図されるすべての違反に適用されます。この 
規定は、本条件やあなたによる本サービス利用が、終了または満了した後も存続するものとします。あなたは、あなたのアカウント
を使用したすべての本サービスの利用に責任を負い、本条件がアカウントのあらゆる使用に適用されることを認めます。あなた
は、本条件を遵守し、あなたのアカウントの使用 (あなたがその使用の明示的な許可を与えたかを問わない) に起因するあらゆ
る請求および要求から、Claris を防御、補償、免責することに同意します。 
 

B. 補償手順。Claris は、前述の第 10 条 (A) 項の対象となる申し立てについて、合理的な範囲で速やかに書面
であなたに通知し、あなたの費用負担のもと、かかる請求に関する申し立ての防御についてあなたに協力します。あなたは該当
する申し立ての防御について、完全な制御および権限を有します。ただし、以下の場合は例外とします。(i) 提案された和解の 
条件を確認する機会が Claris に提供され、その和解提案について Claris が事前に書面での同意を提供しない限り、あなたが
申し立てを解決できない場合。(ii) Claris が、自己費用で自己の弁護士とともにそのような、申し立ての弁護に参加できる場合。 
 
11. 侵害の可能性 
 
本サービスまたはソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害している、または侵害を申し立てられる可能性があると Claris が判
断する場合、Claris は、(a) Claris の費用で、本サービスまたはソフトウェアの使用を継続するあなたの権利を取得するか、(b) 
権利を侵害しない機能的に同等の代替品を提供するか、(c) 侵害のないようにサービスまたはソフトウェアを変更することがあり
ます。本条項で説明されているオプションが商業的に合理的でないと Claris が判断する場合、Claris は、影響を受ける 
本サービスまたはソフトウェアの使用を一時停止または終了し、本サービスまたはソフトウェアの前払い料金の日割り分での払い
戻しを行うことがあります。 
 
 
 
12. 一般 
 

A. 通知。Claris は、本サービスに関する通知を、あなたの電子メールアドレスへの電子メール、または当社の 
ウェブサイトや本サービスへの掲示により提供する場合があります。あなたは、電子メールで通知を受信すること、また Claris が
あなたに電子的に送信する通知が法的な通知要件を満たすものであることに同意します。Claris に送付する通知は、(a) 米国郵
政公社によって送付するか、(b) 翌日配達の宅配便によって送付する必要があります。いずれの場合も、電子メールで 
legal@claris.com 宛てに写しを送信の上、完全元払いで次の宛先に正しく郵送してください。Legal Department, Claris 
International Inc., 5201 Patrick Henry Drive, MS C-51, Santa Clara, California 95054 U.S.A. 
 

B. 準拠法。次の段落で明示的に規定されている場合を除き、本条件、ならびにあなたと Claris との関係は、 
抵触法に関する規定を除き、カリフォルニア州の法律に準拠するものとします。あなたと Claris は、カリフォルニア州サンタクララ
郡内の裁判所の専属的な人的管轄権に服し、本条件から生じる紛争または請求を解決することに同意します。 
 
あなたが米国外に居住している場合、準拠法および法廷地は、あなたに本サービスを提供している Claris 事業体の本拠地が 
ある国の法律および裁判所となります。 
 
国際物品売買契約に関する国際連合条約として知られる法律は、本条件に一切適用されません。 
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C. 完全合意。これらの規約は、他のすべての適用されるポリシーと契約とともに、あなたと Claris との間に 
おける完全な合意を構成するものであり、あなたによるサービスの使用を管理し、サービスとソフトウェアに関するあなたと 
Claris 間の以前の合意に取って替わるものとなります。 
 

D. 追加の利用規約。アフィリエイトサービス、第三者のコンテンツ、または第三者のソフトウェアを使用する場合、
追加の利用規約が適用される場合があります。 
 

E. 契約の分離。本条件の一部が無効または法的強制力がないと判断された場合、その部分は両当事者の当初
の意図を可能な限り反映しつつ適用される法律に沿って解釈され、残りの部分は引き続き完全な効力を有するものとします。 
 

F. 権利放棄。Claris により、本条件の権利または規定の行使や施行についての不履行または遅延があった 
場合でも、かかる権利または規定の放棄とはなりません。 
 

G. 第三者への利益の無供与。あなたは、本条件で明示的に別途規定されている場合を除き、本契約が第三者に
いかなる利益も付与しないことに同意します。 
 

H. 譲渡。法律の規定によるかを問わず、Claris による事前の書面での同意なしに、あなたは本条件の全部また
は一部を譲渡することはできません。所有権の変更 (合併、買収、企業再編、すべてまたは実質上すべての資産の売却を含むが 
これらに限定されない) は、本条件の目的において譲渡とみなされ、Claris による事前の書面での同意が必要です。上記に違反
する譲渡は無効とします。前述の事項を条件として、本契約は、両当事者、それぞれの承継人および承諾を得た譲受人に対して
拘束力があり、その利益のために効力を持ちます。 
 

I. 連邦政府のエンドユーザ。本サービス、ソフトウェア、および関連するドキュメンテーションは、48 
C.F.R.§2.101 にて定義される「Commercial Items」であり、48 C.F.R.§12.212 または 48 C.F.R.§227.7202 で使用 
されている用語「Commercial Computer Software」および「Commercial Computer Software Documentation」 
により構成されています。48 C.F.R.§12.212 または 48 C.F.R.§227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、Commercial 
Computer Software および Commercial Computer Software Documentation は、(a) Commercial Items と 
して、(b) この使用条件に従ってその他のすべてのエンドユーザに付与される権利と同じ権利のみがアメリカ合衆国政府にライセ
ンスされています。アメリカ合衆国の著作権法に基づく公表権 (Unpublished-rights) は留保します。 
 

J. 弁護士費用。本契約の条件または規定のいずれかを施行または解釈するために、規制上、行政上、普通法上、
または衡平法状上の行為や手続きが開始または制定された場合、そのような行為または手続きの勝訴当事者は、適用される 
法律で禁止されていない範囲で、勝訴当事者が権利を有する他の救済に加え、合理的な弁護士費用、専門家証人費用、訴訟費用
の補償を受けることができます。本規約で言及される「勝訴当事者」には、請求額の支払い、違反したとされる契約の履行、また
は訴訟で要求されている救済と実質的に等しい対価と引き換えに、本規約に基づく補償の申し立てを却下する当事者が含まれ
ますが、これらに限定されません。 
 

K. 不可抗力。いずれの当事者も、戦争、敵意、テロリズム、市民的不服従、火災、地震、天災、自然災害、事故、 
流行病、労働不安、政府の制限 (輸出入やその他のライセンスの拒否またはキャンセルを含む)、あるいは義務当事者が合理的に
制御できないその他の出来事に起因する不履行または遅延について、責任を負わないものとします。ただし、不可抗力の事象が
確認されてから 5 営業日以内に、当該当事者は相手方に書面で通知しなければなりません。両当事者は、不可抗力の影響を 
緩和するために合理的な努力を払います。そのような不可抗力が発生した場合、不可抗力の発生と同じ期間、履行または救済の
ための時間が延長されますが、いかなる場合も 30 日を超えることはありません。本条項は、いずれかの当事者が合理的な災害
復旧手順を制定し遵守する義務を免除するものではありません。 
 
本条件で言及される「Claris」とは、以下を意味します。 
 

• One Apple Park Way, Cupertino, California に所在する Claris International Inc. または 
 

• 100 New Bridge Street , UB11 1BB, United Kingdom EC4V 6JA に登録されている Claris International 
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電子契約 
 
本サービスを使用する場合、契約の締結や取引を電子的に行えることを意味します。あなたは電子提出が、かかる契約および 
取引に拘束されること、また支払いを行うことへの合意と意思を構成することを認めます。電子提出に拘束されることへの合意
と意思は、キャンセル通知、ポリシー、契約、およびアプリケーションなど、本サービスに関してあなたが締結するすべての取引に
関連するすべての記録に適用されます。あなたの電子記録へのアクセスおよび記録の保持のために、あなたには特定のハード 
ウェアおよびソフトウェアが必要になる場合がありますが、その責任はあなたにあります。 


