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NINTEX 利用規約 
 

最終更新日: 2016年4月1日 

本利用規約にはお客さまの法的権利、救済法および義務に関する重要な情報を記載していますので十分お読みくだ 

さい。本利用規約には、様々な制限事項、免除事項および準拠法、ならびに管轄および紛争地を定める条項を含んで

います。 

サービスについての説明 

Nintex Global Ltd.およびその関連会社（以下「Nintex」）のウエブサイトへようこそ。NintexのWebプロバティーの 

ネットワークを通じて、Nintexは、情報ページ、ダウンロードエリア、コミュニケーションフォーラム、デベロッパーツール、および 

Webサービス APIなどの様々なリソース（以下、総称して「本サービス」）をお客さまに提供します。本サービスは、更新、 

拡張機能、新機能、および/または新しいWebプロパティの追加機能を含み、これらの諸条件（以下「本規約」）に従うも

のとします。 

さらに、お客さまがNintexの製品またはNintexのサービスを購入する際は、お客さまは当該購入に対して適用されるすべ

ての規則、ガイドライン、ポリシーおよび諸条件に従うものとします。特定のサービスを利用する際は、ユーザーは、本規約に

加えて諸条件を定めている場合がある当該サービスに対して、適用される「掲載されたガイドラインまたは規則」に従うもの

とします。すべての当該ガイドラインまたは規則は本書に参照により組み込まれています。 

承諾 

本契約は、本サービスでのマテリアルの提供、本サービスの利用およびアクセスの諸条件より構成されています。本規約は

お客さまの法的権利に影響を及ぼしますので、十分お読みください。本サービスをご利用頂くことにより、お客さまは本 

規約、参照することにより本規約に組み込まれているNintex知的財産ポリシー（こちらで参照可能）、およびNintexプラ

イバシーポリシー（こちらで参照可能）に拘束され、これらを遵守することを承諾し、同意します。お客さまの情報の収集お

よびその利用に関するプライバシーポリシーの開示条項を参照してください。 

これらの諸条件またはその後の修正のいずれかについて申し立て事項がある場合は、お客さまが行使でき得る唯一の手

段は本サービスの利用を直ちに停止することです。 

サービスの利用 

Nintex、同社製品およびサービスにに関する情報その他のコンテンツを得るために、当該コンテンツおよびソフトウェアにアク

セスし利用する非独占的、譲渡不可能、取消可能、制限付きライセンスをお客さまに許諾します。お客さまは、Nintexが

明示的に許可した目的のために本サービスを利用できます。Nintexが書面により、または本規約で明示的に認めている

場合を除き、その他の利用（本サイト上のコンテンツを複製、修正、配布、送信または再公開すること）は、固く禁じられて

います。 

お客さまの行動 

本サービスの利用の条件として、お客さまは、法律に違反している、または本規約、Nintexプライバシーポリシー、Nintex
知的財産ポリシー、およびその後の通知により禁止されている目的で、本サービスを利用しないことをNintexに対して保証
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します。お客さまは、本サービスを損傷したり、過重な負荷を加えたり、あるいは害を及ぼしたりするような方法で利用する

こと、または他の当事者による本サービスの使用および享受を阻害するような方法で本サービスを利用することは禁じられ

ています。お客さまは、適用されるすべての法律および規制を遵守することに同意します。 

Nintexは、ユーザーによる本サービスの利用を監視する義務はありませんが、Nintexは、適用される法律、規制、法的手

続または政府からの要請に従うため、必要に応じて情報を監視、保持および開示する権利を常に保持します。Nintexが

お客さまにより、またはお客さまによる本サービスの利用もしくはお客さまによる本サービスでの行動により、これらの諸条件

の違反またはその他の法的義務に関連して損失もしくは損害を被るか、費用が発生した場合は、お客さまはNintexに対

して補償します。 

お客さまがシステムセキュリティの違反に関わっている場合は、Nintexは、他のサイトのシステム管理者にお客さまの詳細情

報を開示して、セキュリティインシデントの解決を行う際にその管理者に協力する権利を留保します。Nintexは、法執行当

局または裁判所命令により当社に対して電子メールメッセージを掲載する人物、または本規約に違反すると考えられるマ

テリアルを公開もしくは利用可能にする人物の身元を開示するよう要請または指示される場合は、十分に協力する権利

を留保します。 

表明、保証、否認 

データの入出力の精度について特定の要求を満たす為の十分な手順とチェックポイントを用意すること、また損失したデー

タの回復について本サービスの外にある手段を確保することはお客さまの責任です。Nintexは、お客さまのインターネットの

使用について責任またはリスクを負いません。 

お客さまの本サイトの使用は自己責任でお願いします。本サービスは、「現状有姿」で提供され、明示的または黙示的を

問わず一切の保証を伴いません。NINTEXは、商品性、特定目的への適合性、権原、または非侵害の黙示的な保証を

含め、一切の保証を行いません。NINTEXは、本サービスに含まれている機能またはコンテンツが中断されることがない 

こと、またはエラーが発生しないこと、瑕疵が修正されること、本サービスもしくは本サービスが利用可能にするサーバーにウィ

ルスまたはその他の有害な要素がないとを保証しません。NINTEXは、正確さ、信頼性、その他の点では、本サービスの使

用またはその使用の結果に関して一切の保証または表明を行ないません。本サービスには、技術的に正確でないものまた

は誤字が含まれている場合があり、NINTEXはいつでも変更や改良をすることができます。本サービスもしくはそのコンテンツ

の利用に起因してお客さま、またはお客さまの財産に対して損失または損害が発生した場合は、すべての必要なサー 

ビス、修理または修正について全費用を負担するのは、お客様であってNINTEXではありません。 

本サービス、または本サービスにより利用可能なマテリアルもしくはコンテンツからお客様が得たアドバイスまたは情報（口頭

か書面によるかは問わない）は、Nintex、または本規約に明示的に記載されていない本サービスに関する保証を与えるも

のではありません。 

責任の制限 

NINTEX、その子会社、関連会社、ライセンサー、サービス提供者、コンテンツ提供者、社員、代理人、役員および取締

役は、NINTEXが損害の可能性について知らされていた場合でも、契約、不法行為、過失、厳格責任、またはその他に

基づくかどうかを問わず、どのような場合でも、付随的、間接的、懲罰的、派生的、特別的、処罰的または他の損害（本

サービスの利用もしくは性能、本サービスの遅延もしくはこれを利用できなこと、本サービスの提供もしくはこれが提供できな

ことに起因する、またはこれらに何らか関連した使用不能、データの喪失、収益もしくは利益の損失、痛みや苦しみ、精神

的苦痛または同様の損害を含む）、あるいは一切の情報に対して法的責任を負いません。どのような場合でも、 

Nintexは、合理的に予見可能でない、または合理的な支配の及ばない事由に起因する損失または損害に対して一切

法的責任を負いません。 

一部の州または法域によっては、派生的または付随的な損害に対する責任の免除または制限が認められない場合があ

るため、前記の制限はお客さまに適用されないこ とがあります。 
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アドバイス以外の一般的情報に限定 

本サービスのマテリアルは一般的な情報に限定して提供します。アドバイスを目的としていませんので、これに依拠しないで

ください。お客さまは自ら照会を行い、何らかの決定をする前にお客さまの特別な状況に応じた利害関係のない第三者に

よるアドバイスを受ける必要があります。本サービスでのすべてのマテリアルは誠実に提供されており、その使用は、お客さま

の単独責任で行われます。 

知的財産 

著作権 

テキスト、グラフィックス、ロゴ、ボタンアイコン、画像、オーディオクリップおよびソフトウエアなどの本サイトに含まてれいるすべ

てのコンテンツは、その編集（すなわち、収集、配列、および組立）も含み、著作権で保護されています。本規約で明示的

に定められている、または本サービスに別途記載されている場合を除き、その使用は自己の個人的な参照に限定され 

ます。コンピューターのキャッシュメモリに格納されている一時コピーおよび個人参照用の永久コピー一部を除き、そのマテリ

アルは、Nintexの事前の書面による承認を得ることなく、どのような形またはどのような手段でも、その全体または一部を別

途使用、複写、複製、公開、情報検索システムに保存、変更または送信することはできません（ただし、かかる使用が著

作権法に基づき公正な取引とみなされる場合は除く）。お客さまは、本サービスのマテリアルのいずれかの部分を使用して、

自己の出版物、インターネットサイト、またはその他の配布手段を発行、維持管理する、または提供すること、またはこれを

発行、維持管理または提供することに協力することはできません。 

著作権侵害の申し立てについての通知および手順 

第17条 U.S.C.第512(c)(2)項に従い、米国著作権法に基づく著作権侵害の申し立ての通知は、サービスプロバイ 

ダーの指定代理人に送付されなければなりません。以下の手順に該当しないすべての照会は、返答を受け取りません。 

著作権で保護されているマテリアルがお客さまの許可を得ることなく本サービスのいずれかに掲載されていると考える 

場合は、以下の情報と伴に当社の著作権代理人にご連絡ください。 

• お客さまの郵送先住所、電話番号、および電子メールアドレス、 
• 侵害されていると考える著作物の説明 
• お客さまの著作物を侵害していると考える本サービスのマテリアルおよびその場所の説明（本サービスで侵害して

いる場所を見つけることができるような十分な詳細を含む） 
• 争点となっている使用が著作権所有者、その代理人、または法律により認められていないと誠実に考える申し立

て書 
• 虚偽であれば偽証罪に問われることを承知した上で、(a)通知における前記の情報が正確であること、および(b)

お客さまが当該著作権の所有者であること、またはその所有者の代理で行動することが認められていることを、お

客さまが宣言する陳述書  
• お客さまの物理的または電子的署名  

当社の著作権代理人の連絡先： 

Jeffrey A. Christianson 
Chief Legal Officer(最高法務責任者) 
Nintex  
10800 NE 8th Street, Suite 400 
Bellevue, WA 98004 
Eメール： jeff.christianson@nintex.com 
電話番号：+1 (425) 324 2400 
ファックス：+1 (425) 458 0105 
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不正もしくは不当な著作権の削除通知または対抗通知書を提出することには法的効果があります。証拠となるすべての

情報が当社の著作権代理人に提出される前に正確であることを確認してください。 
 
商標 

Nintexの知的財産のページの一覧に記載されている商標は、Nintex UK Ltdが所有する登録商標です。本サービスで 

言及されているまたは表示されているその他のすべての商標は、第三者に帰属し、該当する所有者の財産です。本サービ

スで表示されていない商標は、該当する所有者の明示的な書面による許可を得ることなしに、ロゴ、マストヘッド、もしくは

マークの使用についてライセンスまたはその権利を許諾しているとは解釈されません。本規約で明示的に許諾されていない

すべての権利を留保します。 

第三者のサービス 

本サービスには、Nintexが管理していない、またはNintexに関係しないその他のサイトへのリンクが含まれている場合があり

ます。当該サイトはユーザーへのサービスの一環として提供されているのであり、当社がスポンサーとなったり、関連していたり

するものではありません。Nintexは、当該サイトのい一部または全部を確認していませんので、これらのサイトのコンテンツに

ついては責任を負いません。Nintexは、リンクされているサイトから受信したウェブキャスティングまたはどのような形式のその

他の送信についても責任を負いません。リンクは、ユーザーの自己責任で利用され、ユーザーの自己責任で第三者のサイ

トへアクセスしてください。また、Nintexは、これらのサイトまたは本サービスにハイパーリンクされているサイトのコンテンツ、 

完全性、もしくは正確性について表明も保証もしません。Nintexは、便宜上リンクを提供しており、第三者のサイトへのリン

クを含んでいることで、そのサイトを当社が推奨していること、またはその運営者との関連性を必ずしも示唆するものではあり

ません。 

輸出管理および制限国 

お客さまは、米国の法律、お客さまが本サービスを取得した法域の法律、および適用されるその他の法律で認められてい

る場合を除き、本サービスを利用、輸出、再輸出、輸入または移転することは認められていません。特に制限なく、本サー

ビスは、以下の対象国もしくは対象者に輸出または再輸出することは認められていません。(a)米国の禁輸国、または(b)米

国財務省特定国籍業者リストまたは米国商務省の禁輸対象者リストまたは禁輸対象団体リストの対象者本サービスを

利用することにより、お客さまは以下の内容を表明し保証します。(i)米国政府の禁止対象となっている国、または米国政

府が「テロリスト支援」の国としてしている国に、お客さまは居住しておらず、お客さまの記載住居がこれらの国にないこと、 

かつ(ii)米国政府の禁止または制限対象者のリストにお客さまが記載されていないこと。お客さまは、米国の法律または国

際法が禁止している目的で本サービスを利用しないものとします。 

Nintex XchangeTMおよびNintex Connectに関する特定の条項 

Nintex XchangeTMは、Nintexプラットフォームと相互運用するオンライン上のテンプレート、アプリケーションおよびダウン 

ロード可能なソリューションです。特に、Nintex Xchangeにより、ユーザーがこれらのアプリケーションをテストドライブ、 

検証およびインス トールを行うことができます。 

community.nintex.comにあるNintex Connectは、パートナー、顧客およびNintexサポーターのオンラインコミュニティ 

です。当該サイトを使い、製品情報やチュートリアルを見つけ、解決策を見つけ、Nintexワークフロープラットフォームの最善

の利用方法についての知識を共有します。 

否認 

Nintex XchangeおよびNintex Connect（以下総称して「本コミュニケーションサービス」）についてのほとんどの資産や 

コンテンツは当社以外の当事者により提供されています。その第三者のコンテンツについては、そのコンテンツの発信者が全

責任を負います。Nintexは、Nintexが第三者のコンテンツを確認または管理したかどうかを問わず当該コンテンツについて

責任を負いません。 
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本コミュニケーションサービスのアプリケーションおよびコンテンツの利用または依拠に関連するすべてのリスクは、そのコンテン

ツの発信者が誰であるか（当社の社員、パートナー、関連会社、またモデレーターを含む）に関わらず、お客さまがリスクを

負担することに同意します。 

本コミュニケーションサービス上またはこれを通して利用可能な資産およびコンテンツには、不正確な記述および誤字が含ま

れている場合があります。定期的に本規約の情報に変更が加えられます。NINTEXは、いつでも本コミュニケーションサービ

スに改良および/または変更をすることができます。本コミュニケーションサービスを通して受けたアドバイスは、個人的、医 

療的、法的または財務上の決定に依拠してはならず、お客さまの状況に合う特定のアドバイスについては適切な専門家

に相談してください。 

本コミュニケーションサービスのいずれかの部分、または本利用規約のいずれかに不服がある場合は、本コミュニケーション 

サービスの利用を中止することが唯一且つ排他的な救済策です。 

サービスへのアクセスおよびパスワード 

本サービスまたは一部の関連するサービスもしくはリソースにアクセスするためには、特定の登録詳細情報またはその他の情

報を提供していただくようお願いすることがあります。本サービスのご利用の条件として、お客さまにご提供いただく情報が、

正確、最新、かつ完全であること、また本規約を遵守していただきます。Nintexがご提供いただいた情報が正確、最新、

もしくは完全でない、または本規約の規定にお客さまのが違反していると考える場合は、Nintexは、同社の独自の判 

断で、本サービスもしくは当社の第三者によるサービスパートナーのサービス（該当する場合）へのアクセスを停止する、ある

いはその自己の判断によりお客さまのアカウントを一時的に停止するか、永久に解除する権利を有しています。 

パスワードは個人による使用に限定されます。パスワードとアカウントの安全性確保の責任はお客さまにあります。 

Nintexは、パスワードを監視し、同社の判断によりパスワードの変更を求める権利を有しています。セキュリティ手順の一部

となるユーザー名、パスワードその他情報を選ぶ、またはこれを提供される場合は、他の人物または団体にこれを開示して

はなりません。お客さまは、アカウントがお客さまの個人的なものであることも了承し、ユーザー名もしくはパスワード、または

セキュリティについてのその他の違反方法を使い他者に本サービスへのアクセスをさせないことに同意します。お客さまは、 

各セッションの終了時にはアカウントから必ずログアウトすることにも同意します。 

さらに、お客さまは、お客さまのアカウントで生じるあらゆる活動に対して全責任を負います。お客さまのアカウントの不正使

用またはその他のセキュリティ違反について直ちにNintexに通知することに同意します。Nintexは、お客さまのアカウントまた

はパスワードを他者が使用した結果生じ得る損失について法的責任を負いません。お客さまは、アカウント保有者の許可

を得ることなく他者のアカウントをどのような場合でも使用することは認められていません。 

コミュニケーションサービスの利用 

本コミュニケーションサービスには、お客さまが他者とコミュニケーションが取れるよう電子メールサービス、掲示板サービス、 

チャットエリア、ニュースグループ、フォーラム、コミュニティ、および/またはその他のメッセージもくはコミュニケーション機能を含む

場合があります。お客さまは、本コミュニケーションサービスの利用については、特定の本コミュニケーションサービスに適切且

つ関連しているメッセージおよびマテリアルの投稿、送信および受信に限定することに同意します。 

Nintexには、本コミュニケーションサービスを監視する義務はありません。ただし、Nintexは、本コミュニケーションサービスに

掲載されているマテリアルを確認し、同社の自己判断により、マテリアルを削除する権利を留保します。Nintexは、理由の

如何によらず、通知なしでいつでも本コミュニケーションサービスの一部または全部に対しお客さまによるアクセスを終了する

権利を留保します。 

ほんの一例で、これらに制限されませんが、本サービスを利用する際は、お客さまは以下のいずれかの行為を行わないこと

に同意します。 

• 違法な活動（知的財産の侵害を含むがこれには限定されません）を行ったり、これを促したりすること、または本 

サービスを利用中に、Nintexが、同社の単独の判断により、不正または好ましくないと判断する行為に関わること 
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• Nintextが、同社の単独の判断により、虐待的、中傷的、過度に暴力的、嫌がらせのある、低俗な、猥褻な、

卑猥な、扇情的、好ましくない、あるいは他人に対して誹謗中傷、虐待、嫌がらせ、ストーカー行為、脅迫、他

者の法的権利（プライバシー権やパブリシティー権など）を侵害するような情報、話題、名前もしくはマテリアルを

送信、公開、掲載、アップロード、配信（配布）または発信すること  
• アンケート、コンテスト、マルチ商法、チェーンレター、ジャンククメール、スパムメッセージ、またはその他の重複する

もしくは迷惑メッセージ（未承諾メッセージ）（商用であるかないかを問わない）を行ったり、それを促したりすること 
• どのような形式のウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、破損したファイル、悪質なコードま

たは、別の人物のコンピューターの操作もしくは財産に害を与える可能性のあるその他の同類のソフトウエアまた

はプログラムをアップロードまたは送信すること  
• 本サービスの適正な機能をリバースエンジニアリングするまたはこれを危険にさらす試みを行うこと、あるいは本サー

ビスを可能にするもしくはこの基礎となるソフトウエアのソースコード（ツール）、方法、プロセスおよびインフラを含む）

を解明する試みを行うこと  
• お客さまがアクセスする権利を有しない本サービスのセキュリティで保護された部分へのアクセスを試みること、ある

いは本サービスを通じて意図されずに利用可能となった、または提供されたマテリアル、コンテンツ、もしくは情 

報を、いかなる手段を使っても取得したり、取得を試みること   
• Nintexが提供する機能（すなわち、検索ツール）として利用可能な場合を除き、自動もしくは手動ツール、ソフト

ウエア、またはプロセスを利用して、本サービスから情報（電子メールアドレスなど個人についての情報を含む）を検

索したり収集すること、または本サービスが正常に機能することを何らかの方法で妨害すること  
• 本サービスを無効、過負荷を課したり、損傷または障害を与得る、あるいは本サービスのその他当事者による使

用および享受を制限、阻止、妨げる可能性のある方法で本サービスを利用すること  
• どのようなビジネスの目的でもどのような商品もしくはサービスを広告する、または売買をもし出ること（ただし、 

本サービスの一部が当該メッセージを明らかに認めている場合は除く）  
• お客さまが知っている、合理的に知っている義務がある、法的に複製、表示、実施および/または配布できない

本サービスについて別のユーザーが掲載しているファイルをダウンロードすること  
• 作者情報、法定表示、その他の適正表示、またはアップロードされているファイルに含まれているその他のマテリア

ルなどの著作権管理情報を改ざんしたり削除したりすること  
• 本サービスのユーザーのディレクトリ、または他のユーザーや利用に関する情報もしくはその一部を利用、ダウン 

ロード、コピー、または個人もしくは団体に提供する（有償か否かは問わない）こと  
• Nintexの権限を授与された代表者の明示的な事前の書面による許可を得ることなく本サービスのコ・ブランディン

グを実施すること本規約においては、「コ・ブランディング」とは、他の当事者が本サービスを、または本サービス上で

もしくはこれを通してしてアクセスできるコンテンツを表示、公開または配布する権利を有するかのような印象を 

ユーザーに合理的に与える可能性がある方法で任意の当事者の名前、ロゴ、商標、またはその他の手段の帰

属表示もしく識別表示を表示することを意味します 
• 適用される法律または規則に違反すること  

Nintexは、Nintexが適用される法律、規制、法手続き、または政府要求に遵守するために必要とみなす情報をどのよう

な場合にも開示する、または同社の単独の判断により、情報またはマテリアルの全部または一部を編集する、この掲載を

拒否する、またはこれを削除する権利を留保します。 

本コミュニケーションサービスでご自身またはお子様について個人を特定可能な情報を提供する場合は必ず注意してくだ 

さい。Nintexは、本コミュニケーションサービスに掲載されるコンテンツ、メッセージまたは情報を管理も保証もしません。した

がって、Nintexは、本コミュニケーションサービスおよび本コミュニケーションサービスに参加した結果生じる行為に関して法的

責任を一切負いません。マネージャーおよびホストは、正式なNintexの広報担当者ではありませんので、その見解は必ず

しもNintexの見解を表しているとは限りません。 

コミュニティーサービスにアップロードされるマテリアルは、利用、複製および/または発信について掲載制限の対象となる場

合があります。お客さまがマテリアルをダウンロードする場合はかかる制限を遵守する責任を負います。 
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解除/アクセス制限 

Nintexは、Nintex Xchangeおよび関連サービスまたはその一部へのアクセスを、通知なくいつでも、同社の単独の判断 

により、解除する権利を留保します。 

Nintexに提供されるまたはNintexのWebサイトに掲載されるマテリアル 

Nintexは、お客さまがNintexに提供していただくマテリアル（Nintex Xchange、 Nintex Connect、またはサイトに載 

される他のNintexマテリアルに関する意見や提案を含む）の所有権を主張しないし、一般または公開もしくはプライベートコ

ミュニティのメンバーによる閲覧用の本サービスもしくはその関連サービスのいずれの部分も掲載、アップロード、入力、または

送信（以下、単独または総称して「投稿」）しません。ただし、お客さまの投稿を掲載、アップロード、入力、提供、または送

信（以下「掲載」）することにより、プロジェクトライセンスにより別途規定されている場合を除き、お客さまは、お客さまの知

的財産権に基づくライセンスをすべての正規ユーザーに対して付与していることを理解し、これに同意します。これには、ダウ

ンロード、コピー、修正、配布および再掲載する権利を含みます。さらに、お客さまは、本サイトで投稿を利用可能にするた

め、およびお客さまの提案に基づきNintex Xchangeを改良するために必要なすべての権利を付与していることになり 

ます。Nintexは、第三者の投稿を管理、確認、改訂、保証または配布しません。Nintexは、デベロッパーのコミュニティへの

サービスの一環で単にWebストレージサイトとしてNintex Xchangeをホスティングしています。 

Nintexは、送信されたデータが特定期間保持されることを表明も保証もしません。また、すべての投稿の控えのコピーをお

客さまのサーバー上で管理することに同意します。 

お客さまの投稿の利用に関して報酬は支払われません。Nintexは、お客さまに提供していただく投稿を掲載または利用す

る義務はありませんし、Nintexは、同社の単独の判断により、いつでも投稿を削除できます。 

投稿を掲載することにより、本規約に記載されている通りお客さまの投稿に対するすべての権利をお客さまが所有または

管理することを保証し、表明します。この権利にはお客さまが投稿を提供、掲載、アップロード、入力または送信するために

必要なすべての権利を含むがこれらには限定されません。 

上記で定められている保証および表明に加えて、画像、写真、絵を含む、またはその全部もしくは一部に画像的要素があ

る投稿（以下「画像」）を掲載することにより、お客さまは以下の内容を保証し、表明することになります。 

• お客さまは当該画像の著作権所有者である。あるいは、当該画像の著作権所有者が、お客さの利用方法およ

び目的に合っており、且つ本規約および本サービスで別途認められている通り当該画像またはコンテンツおよび/

または当該画像に含まれている映像を利用する許可をお客さまに与えている 
• お客さまは、本規約に記載されているライセンスおよびサブライセンスを許諾するために必要な権利を有している 
• 当該画像で描写されている各人物（該当する場合）は、本規約で定められている通り画像の利用（当該画像

の配布、公開や複製など）に同意している。 

画像を掲載することにより、お客さまは(a)（プライベートコミュニティのどこでも利用可能な各当該画像について）当該プライ

ベートコミュニティのすべてのメンバーに対して、および/または(b)（プライベートコミュニティを除き、利用可能な各当該画像に

ついて）一般に対して、本利用規約で許可されているように、本サービスのいずれかの使用に関連してお客さまの画像を使

用する（当該画像を含むプリントやギフト用品を作ることなど）許可および、当該画像にお客さまの名前を付けないでお客

さまの画像をコピー、配布、送信、公表、公開実施、複製、編集、翻訳および再フォーマットする非独占的、全世界的、

ロイヤリティ無償のライセンスを含むがこれらに限定されないライセンス、および本サービスのサプライヤーに当該権利をサブラ

イセンスする権利を許諾します。画像について前文で許諾されたライセンスは、本サービスから当該画像を完全に削除した

時点で終了します。ただし、かかる終了が、お客さまが当該画像を完全に削除する時点よりも前に当該画像に関連して

許諾されたライセンスに影響を及ぼさない場合に限ります。お客さまの画像に関して報酬は支払われません。 

未承諾の（一方的に提供される）アイデアの投稿に関するポリシー 
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Nintexまたはそのいずれの社員も未承諾の（一方的に提供される）アイデア（新広告キャンペーン、新プロモーション、新製

品や新技術、新プロセス、新マテリアル、新マーケティングプラン、または新製品名についてのアイデアを含む）を認めてお 

らず、これを検討しません。独創的なオリジナル作品、サンプル、デモ、その他の作品を送信しないでください。本ポリシーの

唯一の目的は、Nintexの製品またはマーケティング戦略がNintexに投稿されたアイデアに類似していると思われる場 

合に、誤解または紛争の可能性を回避するためです。お客さまに未承諾の（一方的に提供される）アイデアおよびマテリア

ルの送信をしないように当社がお願いしているにもかかわらず、それでも送信される場合は、お客さまのアイデアまたはマテリ

アルが機密または専有扱いとなることをNintexが保証しないことをご了承ください。 

サービスの更新  

本サービスは随時更新を行うことが必要な場合があります。これの更新により本サービスの利用が一時的に中断することが

あります。この更新は当社のサービスを改良、強化、さらに開発することを目的としており、バグ修正、機能強化、新サービ

スの提供およびサービス更新という形で行われる場合があります。本サービスを利用の一環として更新を受信することに同

意します。 

全般 

本規約ならびに本規約および/またはNintexプライバシーポリシーに起因してもしくはそれに関連する紛争については、米

国連邦法およびワシントン州の法律に準拠します。本サービスの利用は、本規約のすべての規定（本条を含むがこれには

限定されない）に効果を生じない法域では認められていません。 

お客さまは、お客さまとNintexの間には合弁事業、パートナーシップ、雇用、または代理関係が、本規約もしくは本サービ

スの利用の結果として存在しないことに同意します。お客さまは、さらに、明示的に定められていない第三受益者の権 

利が、本規約には生じないことに同意します。 

適用される法律に従って、本規約のいずれかの部分（上記に定められている保証、否認および責任の制限を含むがこれ

らには限定されません）が、無効または強制不可能と判断された場合は、無効または法的強制力不能な規定は、元の

規定の意図に最も近い有効かつ法的強制力のある規定が優先されるとみなされ、諸条件の他の部分は有効に存続し 

ます。 

本規約に別途規定されている場合を除き、本規約は、本サービスに関してユーザーとNintexの間の完全な合意を構 

成し、また本サービスに関するユーザーとNintexの間の従前または同時のコミュニケーションおよび提案（電子媒体、口頭、

書面等によってなされたどうかを問わない）よりも優先します。 

電子形式で提供された本規約および通知の印刷版は、本規約に基づくもしくはそれに関連する司法または行政上の手

続きにおいて、当初に印刷形式で作成され、保持されている他のビジネス文書および記録と同程度および同じ条件で認

められるものとします。本規約およびすべての関連文書が、英語で作成されるよう当事者に明確に願いします。 

利用規約の変更 

Nintexは、本サービスの提供の諸条件および諸通知を変更する権利を留保します。お客さまが継続して本サービスは利

用することで、諸条件および諸通知の修正に同意することを意味します。 


