Avenza Systems Inc.
PDF Maps に関するサービス利用規約
PDF Maps の利用者は、PDF Maps ソフトウェア・アプリケーションのダウンロード、インスト
ール又は使用、PDF Maps Service へのアクセス又はその使用、PDF Maps Store へのアクセス又は
その使用（総称して、「本製品」又は「本サービス」）、又は本製品において利用可能なあら
ゆるコンテンツへのアクセス又はその使用により、附則 A で定める Avenza 一般サービス利用規
約（「一般規約」）を含む、以下の契約条件（「PDF Maps 利用規約」）に同意したものとみな
す。本文書は、利用者の本製品使用について、利用者と Avenza Systems Inc.（「Avenza」）との
間に拘束力を持つ契約を定めるものであり、本製品使用前に読むべきものである。PDF Maps 利
用規約及び一般規約は、総称して「本利用規約」とする。
1. 製品の使用
Avenza は利用者に、PDF Maps Service へのアクセス、PDF Maps ソフトウェア及びサービスのダ
ウンロードと使用、及び本製品に含まれるコンテンツ（下記に定義）へのアクセスについて、
現状有姿かつ本利用規約に即した、個人の非商業的、非排他的、移転不能なライセンスを付与
する。
2. 使用制限
Avenza（又は、該当する場合、特定コンテンツのプロバイダー）から事前に書面による許可を
得ている場合を除き、以下の行為を禁止する。
（ア）本製品において提供される、又はその他の Avenza が指定し明示的に許可する以外のあら
ゆる技術又は手段を通じて本製品、サービス、又はコンテンツへアクセス又はこれを使用する
こと。
（イ）本コンテンツ又はその一部を複製、翻訳、修正すること、又は二次的著作物を作成する
こと。
（ウ）本製品、コンテンツ又はサービスを、再配布、二次ライセンス発行、貸与、出版、販売、
委託、賃貸、売買、譲渡、その他の方法により、第三者の利用に供すること。
（エ）リバースエンジニアリング、デコンパイル、その他の方法で、本製品、コンテンツ又は
サービス、又はその一部の、ソースコードの抽出を試みること。
（オ）教育、ビジネス、政府、軍事又は企業を含むがこれに限らない一切の営利行為において、
あるいは利用者、又は利用者が雇用されているか代理人である法人が、本製品、コンテンツ又
はサービスの使用により、直接的又は間接的に報酬を受ける、又は受ける可能性のある一切の
行為において、本製品を使用すること。
（カ）本製品又はコンテンツに表示されるあらゆる警告、通知（著作権又はその他の所有権に
関する通知を含むがこれに限らない）、又はリンクを削除、不透明化、あるいはいかなる方法
であっても変更すること。
（キ）本製品、コンテンツ又はサービスのいずれにも添付されている、デジタル著作権管理及
び／又はコピープロテクションに関する制約を削除、不透明化、あるいはいかなる方法であっ
ても迂回、修正又は変更すること。

（ク）本コンテンツ又はその一部を 5 点を超える数のデバイスで使用すること。ここでデバイ
スとは、本コンテンツを表示又は描出できるあらゆるハードウェア又はシステムとする。ただ
し、無料コンテンツ、利用者が著作権を持つコンテンツ、又は別途使用ライセンスを持つ場合
はこの限りでなく、その場合にはいかなる数のデバイスにおいても使用することができる。
3. 適切な行為、法律及び Avanza ポリシー
利用者は、本製品の使用中、またその結果については、自らの行為に責任を持つことに同意す
る。利用者は本製品を、合法、適切かつ Avenza が供する本利用規約及びあらゆる適用ポリシー
又はガイドラインに沿った目的のみに使用することに同意する。本製品、サービス又はコンテ
ンツを利用する際には、以下に挙げるがこれに限らない行為を行わないことに同意する。
（ア）中傷、乱用、ハラスメント、ストーカー行為、脅迫、その他の方法で他者の法的権利
（プライバシー権やパブリシティ権等）を傷つけること。
（イ）不適切、中傷的、わいせつ、又は違法なコンテンツをアップロード、投稿、電子メール
による送付、送信、その他の方法で利用可能とすること。
（ウ）特許、商標、著作権、企業秘密、又はいかなる当事者であれその当事者の所有権に抵触
するコンテンツをアップロード、投稿、送信、その他の方法で利用可能とすること。ただし、
利用者が権利所有者である場合、所有者の承諾を持つ場合、又はコンテンツの利用が法的に認
められる場合はこの限りではない。
（エ）ネズミ講を促すメッセージ、チェーンレター、又は混乱を生じるコマーシャルメッセー
ジ又は広告宣伝をアップロード、投稿、電子メールによる送付、送信、その他の方法で利用可
能とすること。
（オ）その他、適用法、本利用規約、又は該当する本製品のポリシー又はガイドラインが禁ず
るあらゆるコンテンツ、メッセージ、又はコミュニケーションをアップロード、投稿、電子メ
ールによる送付、送信その他の方法で利用可能とすること。
（カ）利用者が合法に配布できないと知っている、又は当然知っているべき、他者が投稿した
ファイルをダウンロードすること。
（キ）他者又は他法人になりすますこと、又はコンテンツ、ソフトウェアその他マテリアルの
出所又はソースに関する著者属性、所有権指定、又は表示を偽る、あるいは削除すること。
（ク）本製品又はサービスを他のユーザが利用及び楽しむことを制限又は妨げること。
（ケ）Avenza のサービス、又は Avenza のサービスにつながるサーバー又はネットワークを妨
害又はかく乱すること、あるいは Avenza のサービスにつながるネットワークの条件、手順、ポ
リシー又は規則に違反すること。
（コ）本サービス又はコンテンツのいかなる部分についても、これを引き出す、又はインデッ
クス化する、又は許可されていない目的でユーザの情報を収集するために、ロボット、スパイ
ダー、サイト検索／回収アプリケーションを使うこと。
（サ）Avenza がスポンサーとなっている、又は推奨しているかのように偽って表現又は示唆す
るコンテンツを提示すること。
（シ）自動ツールで、あるいは虚偽又は不正にユーザアカウントを創設すること。
（ス）違法活動に関する指示情報を奨励又は提供すること。
（セ）グループや個人に対し、身体的危害又は損傷を奨励すること。
（ソ）ウイルス、ワーム、欠陥、トロイの木馬、その他破壊的性質を帯びるアイテムを伝染さ
せること。

4. コンテンツ及び製品
PDF Maps ソフトウェア、PDF Maps Service、及び PDF Maps Store は、Avenza、そのライセンサー、
及びユーザが提供する地図、チャート、写真イメージ、その他地理、作図、及びナビゲーショ
ン情報を含むがこれに限らない様々なコンテンツ（「本コンテンツ」）にアクセスし、これを
購入、閲覧、及び対話形式で情報交換することを可能とするものである。さらに、利用者又は
利用者の企業が自ら創出したコンテンツ等、本製品で利用できる利用者自身のコンテンツ、あ
るいは第三者コンテンツへのアクセスを選択することができる。いかなる場合においても、以
下について理解し、同意したものとみなす：
（ア）ここでライセンスを発行する全てのソフトウェア・アプリケーションは、特定の目的に
対する機能性、精度、完全性又は適合性その他これに限らず、一切の表明及び保証を伴わない
現状有姿で提供される。利用者は、機能的エラー、不整合、誤作動その他の問題が時に発生す
る可能性を認め、これに同意する。
（イ）全ての地図、チャート、イメージ及び関連コンテンツは、情報、計画、及び一般的なナ
ビゲーションのみを目的として提供される。コンテンツの特定のアイテムに関する精度、又は
特定の目的に対する特定のコンテンツアイテムの適合性又は有用性について、いかなる表明及
び／又は保証も提供しない。例えば道路、ランドマーク、及び／又はその他の地理及び／又は
関連情報といった実際の情報が、コンテンツの特定のアイテムに含まれているものと異なる可
能性を認め、これに同意する。本コンテンツの使用にあたっては、利用者自身の判断力を行使
すべきである。
（ウ）本製品又はサービスの利用により、コンテンツにおける一切の所有権は、利用者には授
与されず、Avenza 及び／又はそのライセンサーとユーザが保持するものである。Avenza 又はコ
ンテンツの所有者との、別途契約により具体的に許可されていない限り、本利用規約で認めら
れる以外のいかなる方法でも、コンテンツを利用又はこれにアクセスすること、又は他者によ
る本コンテンツの利用又はアクセスを許可することはできない。
（オ）ある特定のコンテンツは、第三者によるライセンスの下で提供され、当該第三者が所有
する又はライセンスを授与する、著作権その他知的財産権の対象となる。本コンテンツに関し
て、承諾を得ずに複製、開示を行った場合、責任を追及される可能性がある。
5. 非商業利用及び商業利用
（ア）本ライセンス契約に従った本製品の利用は、非商業的な個人利用に限る。
（イ）本契約では、教育、ビジネス、政府、軍事、又は企業利用を含むがこれに限らない一切
の営利行為における本製品の使用、あるいは利用者又は他の法人が本製品又はその一部の利用
により直接的又は間接的に報酬を受け得る一切の活動における本製品の使用を禁止する。
（ウ）ビジネス、学究、政府、軍事、企業その他営利環境で本ソフトウェアを利用するための
商業ライセンスは、Avenza から別途購入しなければならない（連絡先：pdfmaps@avenza.com）。
6. Map Store
（ア）PDF Maps Store を通じて販売又は配布される、あるいは利用者があらゆる手段で購入す
る全てのコンテンツは、いかなる表明、保証も伴わない現状有姿とする。

（イ）PDF Maps Store からのコンテンツの取得に対しては、いかなる払戻し、クレジット、又
は価格調整も行わない。
（ウ）利用者は、本製品の入手、閲覧又は対話形式での情報交換の方法として、本製品又はそ
の一部を使用する、あるいは本製品と共に使用することが可能な、本コンテンツに類似のアイ
テムを無料又は有償で提供するマップストア、デポジトリ、ウェアハウス、ストレージファシ
リティ、又は配布あるいはデリバリーのメカニズム又はシステムを作成してはならない。ただ
し、当該メカニズム又はシステムが完全に利用者自身の著作物である場合、又は利用者が完全
に所有権及び著作権を有する場合はこの限りではない。利用者と第三者間に契約がある場合で
あれ、いかなる状況においても、第三者に代わって本製品又はその一部と共に使用するコンテ
ンツアイテムを配布することは認められない。
7. 保証の免責及び賠償責任の制限
（ア）Avenza 及びそのライセンサー（あらゆる地図その他コンテンツのプロバイダー及びその
サプライヤーを含むがこれに限らない）は、コンテンツ又は本製品又は本サービスについて、
機能性、精度、又は完全性について表明及び保証を一切行わない。
（イ）Avenza 及びそのライセンサー（あらゆる地図その他コンテンツのプロバイダー及びその
サプライヤーを含むがこれに限らない）は、コンテンツ又は本製品又は本サービスについて、
特定の使用例に対する適合性について表明及び保証を一切行わない。
（ウ）Avenza 一般サービス利用規約第 14.1 条に基づき、Avenza 及びそのライセンサー（あら
ゆる地図その他コンテンツのプロバイダー及びそのサプライヤーを含むがこれに限らない）は、
コンテンツ及び本製品又は本サービスに関連した一切の保証を否認し、利用者による本コンテ
ンツ又は本製品又は本サービスの利用による損害又は損失に対して一切の責任を負わないもの
とする。
（エ）利用者は、利用者による本コンテンツ又は本製品又は本サービスの使用により生じるあ
らゆる申し立てから、Avenza 及びそのライセンサー（あらゆる地図その他コンテンツのプロバ
イダー及びそのサプライヤーを含むがこれに限らない）を補償することに同意する。
8. 利用規約の変更
（ア）Avenza は利用規約を随時変更することがある。変更した場合は、http://www.avenza.com
及び対象となるサービスにおいて、又は当該サービスを通じて、新たな利用規約を提示する。
（イ）利用者が利用規約変更日以降に本サービスを利用した場合、Avenza は更新後の利用規約
を利用者が承諾したものとみなす。
9. 残存条項本契約の終了後、いかなる理由であれ、、本契約第 2、3、4、6 及び 7 条は永久に
効力を保つものとする。

附則 A
Avenza 一般サービス利用規約
1. 利用者と Avenza の関係
1.1 利用者による Avenza 製品、ソフトウェア、サービス、コンテンツ、及びウェブサイト（総
称して、「本サービス」；別途契約書により Avenza が利用者に提供する一切のサービスを除く）
の使用は、利用者と Avenza との法的合意に従う。「Avenza」とは、郵便番号 M4S 2Z2 カナダ
オンタリオ州トロント市マートン通り 124 番地 400 号室（124 Merton Street, Suite 400, Toronto,
ON, M4S 2Z2 Canada）に主たる事業所を有する Avenza Systems, Inc.を指す。この文書は、当該法
的合意の構成を説明し、その契約条件の一部について定めるものである。
1.2 別途 Avenza との書面による合意がある場合を除き、利用者が Avenza と交わす契約には、常
に最低限でもこの文書に定められている条件を含むものとする。こうした条件は、以下「一般
条件」と表す。
1.3 利用者の Avenza との契約には、こうした一般条件に加え、本サービスに適用される具体的
な法的通知に関する条件があれば、これを含むものとする。こうした条件は全て、以下「追加
条件」と表す。追加条件がサービスに適用される場合、対象サービス内で、あるいは利用者の
対象サービスの利用を通じて読むことができるものとする。
1.4 一般条件は、追加条件と共に、本サービス利用に関して、利用者と Avenza との間で法的拘
束力を持つ契約を形成する。利用者が各条件を注意深く読む時間を取ることが重要である。こ
の法的合意は、総称して「利用条件」とする。
1.5 追加条件と一般条件の間に矛盾がある場合、対象サービスに関しては追加条件が優先される。
2.利用条件の承諾
2.1 本サービスの利用には、利用者はまず利用条件を承諾しなければならない。利用条件を承諾
しない場合は、本サービス又は製品の使用が認められない。
2.2 利用条件の承諾は以下のいずれかの方法で行うことができる：
（ア）製品又はサービスについて、Avenza がユーザインターフェースで選択肢を設けている場
合、利用条件の承諾又は合意をクリックにて選択する。
（イ）本サービスを実際に利用する。その場合、利用者が本サービスの使用を開始した時点以
降、Avenza の利用条件を承諾したものとして扱われ、かつ利用者が利用条件を承諾したものと
みなされることを理解し、同意する。
2.3 利用者は、（a）Avenza と拘束力を持つ契約を結ぶ法的年齢に達していない場合、又は（b）
カナダ、あるいは利用者が居住する国、又は利用者が本製品又はサービスを利用する国を含む
各国の法律に基づき本サービスの利用が禁じられている場合、本サービスの使用及び利用条件
の承諾が認められない。

2.4 利用者は使用前に一般条件を印刷するか、コンピュータにダウンロードし、記録として保存
すべきである。
3. 利用条件の言語
3.1 利用条件について、Avenza が利用者に英語からの翻訳版を提供している場合、利用者は、
その翻訳が利用者の便宜を図ることのみを目的としたものであり、Avenza と利用者との関係に
は英語版が適用されることに同意する。
3.2 利用条件の英語版と翻訳版との間で矛盾がある場合は、英語版が優先される。
4. Avenza によるサービス提供に関する条項
4.1 Avenza は世界各地に子会社、個人及び／又は系列法人を有する、又は有する可能性がある
（「子会社及び系列法人」）。こうした個人、企業及び組織は、Avenza に代わって利用者に本
サービスを提供する場合がある。利用者は、子会社及び系列法人が利用者に対してサービスの
提供を行う権利があることを認め、これに同意する。
4.2 Avenza は、そのユーザに対し、可能な限り最高の経験を提供するため、常に革新を行って
いる。利用者は、Avenza が提供するサービスの形式及び性質が利用者への事前通知無しに随時
変更される可能性があることを認め、これに同意する。
4.3 利用者は、こうした継続的革新の一端として、Avenza が利用者及びユーザ一般に対するサ
ービス又は機能を恒久的に、又は一時的に、Avenza の自由裁量により、利用者への事前通知無
しで停止する可能性があることを認め、これに同意する。利用者はサービスの利用をいつでも
停止することができる。サービスの利用を停止した場合、Avenza に具体的に報告する必要はな
い。
4.4 利用者は、Avenza が利用者のアカウントを無効とした場合、サービス、アカウントの詳細
又はアカウントに含まれるファイル又はコンテンツへのアクセスが止められる場合があること
を認め、これに同意する。
4.5 利用者は、現在 Avenza がサービスを通じて送受信する通信件数、又はサービス提供に用い
るストレージスペースの容量に一定上限を設けていないものの、そのような一定上限を Avenza
がいつでも自由裁量で設定し、従って利用者に強制する可能性があることを認め、同意する。
5. 利用者によるサービスの利用
5.1 特定サービスにアクセスするためには、サービスの登録過程の一環として、又はサービスの
継続利用の一環として、利用者に対して個人に関する情報（身元確認又は連絡先詳細等）を提
供することが求められる可能性がある。利用者は、Avenza に提供する一切の登録情報が常に正
確で最新のものであることに同意する。
5.2 利用者は、（a）利用条件、及び（b）あらゆる適用法、規則又は関連する管轄権において一
般に認められている慣例又はガイドライン（カナダ、米国その他関連諸国からのデータ又はソ

フトウェアの輸出又はこうした国々への輸入に関するいかなる法律も含む）が許可する目的に
対してのみ、本サービスを利用することに同意する。
5.3 利用者は、Avenza との別途の契約によって具体的に許可される場合を除き、Avenza が提供
するインターフェース以外の方法でサービスにアクセスしたり、アクセスを試みないことに同
意する。具体的には、スクリプト又はウェブクローラーを含むがこれに限らない自動ツールを
通じて、サービスにアクセスする、又はアクセスを試みないこと、かつサービス内の関連ファ
イルに提示される指示に従わなければならないことに同意する。
5.4 利用者は、サービス又はサービスにつながるサーバー及びネットワークを妨げる、又は乱す
一切の行為に関与しないことに同意する。
5.6 利用者は、利用条件における利用者の義務不履行及びその結果（Avenza が被る一切の損失
又は損害を含む）については、利用者のみが責任を負うこと（かつ Avenza は利用者又は第三者
に対する責任を一切負わないこと）に同意する。
6. 利用者のパスワード及びアカウントセキュリティ
6.1 利用者は、サービスにアクセスするために使用するアカウントに関連したパスワードの秘密
性を保持する責任があることに同意し、理解する。
6.2 従って、利用者は利用者のアカウントで発生する全ての活動について、Avenza に対する責
任を負うことに同意する。
6.3 利用者は、自身のパスワード又はアカウントに関する不正使用に気づいた場合、迅速に
Avenza に通知することに同意する。
6.4 利用者が E メールアドレス、又はその他アカウントに関連した連絡先情報を変更した場合、
利用者にはその旨を Avenza に通知する責任がある。利用者は、自身が通知を怠ったために連絡
先情報が最新に保たれていないことに対して、またそのために連絡先又はアカウント情報が最
新に保たれず発生する、コミュニケーション上の失敗、又はサービス提供の失敗に対し、
Avenza が一切の責任を負わないことに同意する。
7. プライバシー及び利用者の個人情報
7.1 Avenza のデータ保護に関する扱いについては、http://www.avenza.com/ /legal/privacy にて
Avenza のプライバシーポリシーを読むこと。同ポリシーは、Avenza がどのように個人情報を扱
い、プライバシー保護を行っているか説明したものである。
7.2 利用者は、Avenza のプライバシーポリシーに従った利用者データの使用に同意する。
7.3 利用者は、サービスを通じたコンテンツ購入に関する情報を Avenza がコンテンツのライセ
ンサー及びプロバイダーと共有することに同意する。
8. 所有権

8.1 利用者は、Avenza（又は Avenza のライセンサー）が、本サービスに存在する一切の知的所
有権（これらの権利が登録されているか否かを問わず、又世界のどの場所に存在するかに関わ
らず）を含む、本サービスに係る全ての法的権利、権原、及び利権を所有することを認め、同
意する。さらに利用者は、本サービスに Avenza が機密情報と指定する情報が含まれる可能性が
あること、又 Avenza による事前の書面による合意なしに、利用者がそのような情報を開示して
はならないことを認める。
8.2 別途書面にて Avenza との合意がない限り、本利用規約のいかなる条項も、利用者に、
Avenza の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名、その他特有のブランド特性のいず
れについても使用権を与えるものではない。
8.3 別途 Avenza との合意書により、利用者がこうしたブランド特性を使用する明示的権利を与
えられている場合、そうした特性の使用が当該合意書、本利用規約の適用条項、及び随時更新
される Avenza のブランド特性使用ガイドラインに従ったものでなければならないことに同意す
る。
8.4 利用者は、本サービスに付属する、又は含まれ得る所有権通知（著作権及び商標通知を含む）
のいずれも削除、不透明化、又は変更してはならないことに同意する。
8.5 利用者が Avenza より書面にて明確に許可されていない限り、利用者は、本サービスの使用
において、企業又は組織の商標、サービスマーク、商号又はロゴの所有者又は正規ユーザにつ
いて混乱を生じる可能性がある、又は混乱を意図するような方法で、当該企業又は組織の商標、
サービスマーク、商号、ロゴを使用しないことに同意する。
9. Avenza との関係を終了する
9.1 本利用規約は、いずれかのサービスに特定の追加条件として契約終了後の存続が合意されて
いる場合を除き、利用者又は Avenza のいずれかが以下に提示する方法で関係を終了するまで適
用される。
9.2 利用者が Avenza との法的合意を終了させたいと望む場合、（a）Avenza にどの時点でも通
知し、（b）全てのライセンス製品、サービス及びコンテンツを利用者のデバイスから削除し、
（c）Avenza が利用者にオプションとして提供し、利用者が使用していた全てのサービス利用
に関する利用者のアカウントを閉めることにより、行うことができる。通知は書面にて、利用
規約の冒頭に提示した Avenza の住所に送付するべきである。
9.3 Avenza は以下のいずれかに当てはまる場合、どの時点でも利用者との法的合意を終了する
ことができる：
（ア）利用者が本利用規約の条項に違反した場合（又は利用者が本利用規約の条項を遵守する
意図がない、又は遵守できないことが明確にわかるような方法で行動した場合）。
（イ）Avenza が法により求められた場合（例えば、利用者に対する本サービスに関する条項が
非合法である、又は非合法となる場合）。
（ウ）Avenza が利用者に本サービスを提供するにあたり提携したパートナーが、Avenza との関
係を終了した場合、又は利用者に対する本サービスの提供を中止した場合。

（エ）利用者が居住する、又は利用者が本サービスを利用する国において、Avenza がユーザに
対する本サービスの使用を提供しない方向で移行している場合。
（オ）Avenza による利用者に対する本サービスの提供が、Avenza の見解において、採算性がな
くなった場合。
9.4 本条におけるいかなる内容も、本利用規約第 4 条に基づく本サービスの提供に関する
Avenza の権利に影響しない。
9.5 本利用規約が終了する場合、利用者と Avenza が恩恵を受けてきた、又は対象となってきた
（あるいは利用規約が有効であった間、時間の経過と共に発生した）、又は永久に存続するこ
とが明確に示されている、全ての法的権利、義務及び責任は当該終了に影響を受けず、かつ第
15.7 節及び 15.8 節の条項はこうした権利、義務及び責任に恒久的に適用されるものとする。
10. 保証の除外
10.1 第 10 条及び 11 条を含め、本利用規約のいかなる規定も、適用法によって法的に除外又は
制限されない可能性のある損失ついては、Avenza の保証又は賠償責任を除外又は制限しないも
のとする。管轄区域によっては、一定の保証又は条件の除外、あるいは、過失、契約不履行又
は黙示条件の不履行、偶発的な損害又は派生的損害による損失又は損害に関する賠償責任の制
限又は除外を認めないところがある。従って、利用者の管轄区域で合法な制限のみが利用者に
適用され、Avenza の賠償責任は法律で許される最大限度に制限される。
10.2 利用者は、利用者による本サービスの利用が利用者の自己責任において行われること、及
び本サービスが「現状有姿」「利用可能な限り」において提供されることを明確に理解し、同
意する。
10.3 特に、Avenza、その子会社及び系列法人、及びそのライセンサーは、利用者に対して以下
を表明又は保証するものではない：
（ア）利用者による本サービスの利用が、利用者の必要条件を満たすこと。
（イ）利用者による本サービスの利用が、途切れず、タイムリーで、確実な、又はエラーのな
いものであること。
（ウ）利用者による本サービスの利用の結果として利用者が入手する情報が、正確又は信頼性
あるものであること。
（エ）本サービスの一部として利用者に提供されるソフトウェアの動作又は機能性の欠陥が修
正されること。
10.4 本サービスの利用を通じてダウンロード又はその他の方法で入手する一切のマテリアルは、
利用者の自己裁量と自己責任で行われるもので、利用者のコンピュータシステム又はその他の
デバイスに対する損害、又は当該マテリアルのダウンロードによるデータの損失は利用者の自
己責任とする。
10.5 口頭か文書かを問わず、利用者が Avenza 又は本サービスより得る助言又は情報は、本利用
規約に明確に述べられている以外の保証を発生させないものとする。

10.6 さらに、Avenza は、明示的か黙示的かを問わず、商品性の黙示的保証及び条件、特定目的
に対する適合性及び非侵害を含む、いかなる保証及び条件についても明確に否認する。
11. 損害賠償責任の制限
11.1 前 10.1 項の条項全体に基づき、利用者は、Avenza、その子会社及び系列法人、及びそのラ
イセンサーが以下のいずれについても責任を負わないことを明確に理解し、同意する：
（ア）原因及びいかなる損害賠償法理にも関わらず、利用者が被る直接的、間接的、偶発的、
特別、派生的、又は懲罰的損害 。これには、不利益（直接的、間接的を問わず）、営業権又は
信用の損失、データ紛失、代替商品又はサービスの調達費、又はその他無形の損失を含むがこ
れに限らない。
（イ）以下に挙げる場合による損失又は損害を含む、利用者が被る損失又は損害：
i. 利用者が、広告宣伝の完全性、正確性、又は存在を信頼したことによる、あるいは利用者と、
本サービスにおいて広告宣伝を行う広告会社又はスポンサーとの関係又は取引の結果による場
合。
ii. Avenza が本サービスに行う変更、又は本サービス（又は本サービスの一部機能）の恒久的又
は一時的な提供停止による場合。
iii. 利用者による本サービスの利用によって、又はこれを通して、維持又は送信されるコンテン
ツ及びその他のコミュニケーションデータの削除、破損、又は保存の失敗による場合。
iv. 利用者が Avenza に対する正確なアカウント情報の提供を怠った場合。
v. 利用者がパスワード又はアカウントの詳細を確実かつ機密に保存することを怠った場合。
11.2 前 11.1 項の、利用者に対する Avenza の賠償責任の制限は、損害が発生する可能性を知ら
されていた場合又はそのような可能性を認識しているべき場合を問わず適用されるものとする。
12. 著作権及び商標に関するポリシー
12.1 Avenza はそのポリシーに従い、著作権及びライセンス侵害の疑いに関する通知に対し、適
用国際知的財産権法（米国ではデジタルミレニアム著作権法を含むがこれに限らない）に従っ
た対処を取り、侵害を繰り返す者のアカウントを停止する。
13. その他のコンテンツ
13.1 本サービスには、他のウェブサイト又はコンテンツ又はリソースのハイパーリンクを含む
場合がある。Avenza は、Avenza あるいは Avenza 以外の企業又は個人が提供するウェブサイト
又はリソースをコントロールできない可能性がある。
13.2 利用者は、こうした外部のサイト又はリソースの利用可能性について Avenza が責任を負わ
ないこと、及び Avenza が外部のウェブサイト又はリソースで利用可能な宣伝広告、製品又はそ
の他のマテリアルを一切奨励しないことを認め、同意する。
13.3 利用者は、外部のサイト又はリソースの利用可能性によって、あるいは利用者が外部のウ
ェブサイト又はリソースで利用可能な広告宣伝、製品又はその他のマテリアルの完全性、正確
性又は存在を信頼したことによって、利用者が被ると考えられるいかなる損失又は損害に対し
ても、Avenza が賠償責任を負わないことを認め、同意する。

14. 利用規約の変更
14.1 Avenza は一般条件又は追加条件を随時変更する場合がある。変更を行った場合、Avenza は
新たな利用規約のコピーを http://www.avenza.com 及び対象となるサービスにおいて閲覧可能と
する。
14.2 利用者は、一般条件又は追加条件が変更された後に本サービスを利用した場合、Avenza が
利用者の使用を更新後の一般条件又は追加条件を承諾したものとして扱うことを理解し、同意
する。
15. 一般法定条件
15.1 利用者が本サービスを利用する場合、（本サービスの利用によって、又は利用を通じて）
他者又は他企業が提供するサービスを利用、又はソフトウェアをダウンロード、又は商品を購
入することがある。利用者によるこうした他のサービス、ソフトウェア、又は商品の利用は、
利用者と当該関連企業又は個人との別途条件の対象となる可能性がある。その場合、本利用規
約は、当該企業又は個人と利用者との法的関係には影響しない。
15.2 本利用規約は、利用者と Avenza との包括的な法的合意を構成し、利用者による本サービス
の利用を定め、これに従うものとし（但し Avenza が別途書面による契約に基づいて利用者に提
供するサービスを除く）、本サービスに関する利用者と Avenza との従前の合意に完全に取って
代わるものである。
15.3 利用者は、Avenza が、E メール、通常の郵便、又は本サービスにおける投稿によって、本
利用規約への変更に関するものを含め、通知を出す場合があることに同意する。
15.4 利用者は、Avenza が本利用規約に含まれる（又はいかなる適用法であれ、それに基づいて
Avenza が享受する）法的権利又は救済手段を行使又は執行しなかった場合、それにより Avenza
が権利を正式に放棄したとは解釈されず、こうした権利又は救済手段は Avenza がいつでも制限
なしに行使又は執行できるものであることに同意する。
15.5 本件について判断を下す管轄権を有する裁判所が、こうした利用規約のいずれかの条項が
無効であると判断した場合、その条項は本利用規約の他の部分に影響することなく削除される。
本利用規約の他の条項は引き続き有効かつ執行可能である。
15.6 利用者は、Avenza が親会社となっている企業グループの各メンバーが、本利用規約の第三
者受益者であり、当該他企業が、当該他企業に利益（又は当該他企業に有利な権利）をもたら
す本利用規約の条項を直接行使し、これに依拠する権利を有することを認め、同意する。これ
以外の個人又は企業は、本利用規約の第三者受益者とはならない。
15.7 本利用規約、及び本利用規約における利用者と Avenza との関係は、抵 触法の規 定に関わ
らずオンタリオ州法に準拠する。利用者と Avenza は、本利用規約から生じるいかなる法的事項
の解決についても、オンタリオ州内の裁判所の専属管轄区域に服することに同意する。ただし、
これに関わらず、利用者は Avenza がどの管轄区域であっても差止め救済（又は同等の緊急な法
的救済）を申請することが認められることに同意する。

15.8 前項に関わらず、利用者は Avenza がどの時点でも、かつ自由裁量で、本規約から発生する
法的事項の管轄区域を、Avenza が適切と判断した、いかなる管轄区域又は当局に移管すること
もでき、利用者は当該当局の判断に拘束されることに同意し、これを承諾する。

