
Chantアプリ 利用規約 

 

TERMS 

本規約(以下「本規約」)は、WEAVE IO, LLC. WEAVE.IO "というトレードネームで事

業を行うDELWARE LLC（以下 "WEAVE"）と、ユーザー（以下 "ユーザー"）による

サービスの使用について規定しています。 

承諾を示すボックスをクリックしたり、本契約を参照する注文フォームを実行し

たり、サービスをセットアップ、設定、統合、または使用するための手順を踏ん

だりして、本契約を承諾することで、ユーザーは本契約の条件に同意します。お

客様が企業またはその他の法人を代表して本契約を締結する場合、お客様は以下

のことを表明し保証します。このような場合、本契約における「ユーザー」と

は、当該企業を意味するものとします。 

お客様が権限を持たない場合、または本契約の条件に同意しない場合、お客様は

本契約を受諾せず、サービスを利用することはできません。 

Weaveは、Weaveの裁量により、いつでも本契約または本契約で言及されているそ

の他の条件を変更することができます。変更内容は、Weaveのウェブサイトに掲載

するか、ユーザーが登録時に提供した電子メールアドレスに電子メールで通知を

送信するか、請求書にメッセージを記載するか、またはユーザーが合理的に注意

を払うその他の通知方法で通知することができるものとします。 

変更を受け入れない場合のユーザーの唯一の手段は、第11条に従って本サービス

を終了することです。改定された契約は、ユーザーが改定された契約をより早く

明示的に受け入れる場合を除き、ユーザーへの通知から5日後に発効します。変更

の発効後、ユーザーが本サービスへのアクセスおよび使用を継続した場合、ユー

ザーは変更を受諾したことになり、(i)追加の書面による合意または明示的な承認

を必要とせず、ユーザーが変更を受諾したとみなされること、および(ii)ユーザー

が第11条に従って本契約を終了しない限り、ユーザーは引き続き適用される料金

を支払う責任を負うことに同意するものとします。ユーザーは、本契約の変更が

ないか、定期的にWeaveウェブサイトを確認する責任があります。 

お客様がオーダーフォームの実行またはオンラインボックスのクリックによりト

ライアルサブスクリプションを購読する場合、本契約はトライアルサブスクリプ



ションにも適用されます。 

1. 用語の定義 

"活動」とは、ユーザが本サービスを使用してチームのコミュニケーション、行

動、パフォーマンスを管理することを希望する、オーダーフォームで指定された

ゲーム、スポーツ、トレーニング、フィットネスのプログラムやレジーム、スポ

ーツイベントや競技会を意味します。 

"関連会社」とは、直接的または間接的にユーザを支配し、ユーザに支配され、ま

たはユーザと共 通の支配下にある団体を意味します。"本定義における「支配」

とは、対象となる事業体の議決権の50%以上を直接または間接的に所有または支配

することを意味します。"Athlete "とは、USERのアクティビティに物理的に参加す

る人、または参加することが意図されているか、望まれている人を意味します。

アスリートはユーザであり、ユーザのチームのメンバーでもあります。 

"ユーザ・コンテンツ "とは、ユーザまたはその関連会社が所有する写真、テキス

ト、ウェブ・ページ・レイアウト、グラフィック、アートワーク、ビデオ、サウ

ンド、商号、商標、サービス・マーク、ロゴ、タイトル、キャラクターなどで、

サービスに関連して使用するためにユーザまたはその関連会社がウィーヴに提供

したものです。ユーザ・コンテンツにはウィーヴ・コンテンツは含まれません。 

"ユーザ・データ」とは、各ユーザに関して、ユーザが収集してサービスに入力し

た情報や、 チームのアクティビティへの参加に関して、ユーザがサービスを使用

する際に生成した情報を意味します。 

"ドキュメント」とは、サービスに関連して、ウィーヴが一般的にユーザに提供す

る標準的なユー ザ・ガイドを意味します。 

"WEAVEコンテンツ "とは、(i)画面レイアウト、製品カテゴリー、製品説明、テキ

スト、グラフィックス、アートワーク、ビデオ、サウンド、またはその他の有形

の芸術的またはテキスト的な素材で、サービスに使用されているか提供されてい

るかに関わらず、WEAVEまたはWEAVEの関連会社によって作成され、所有され、

(本契約以外で)ライセンスされ、管理されているもの、(ii)本契約の履行において

WEAVEまたはその関連会社がサービスに貢献した、ソフトウェアおよびあらゆる

性質の著作権で保護された作品を含むがこれに限定されない素材、および(iii)あら

ゆるHTMLおよびすべてのHTMLの素材を意味します。および(iii)すべてのHTMLフォ



ーマットコード、ソースおよびオブジェクトコード、プログラミングコードおよ

びソフトウェア、ならびにすべてのテキスト、画像、ビデオ、オーディオ、およ

びその他のデータ、製品、サービス、広告、プロモーション、URL、キーワードお

よびその他のナビゲーション要素、リンク、ポインター、技術およびソフトウェ

ア、本契約またはその他に関連してサービスを実施するためにWEAVEが提供する

修正、アップグレード、アップデート、および強化を含みます。誤解を避けるた

めに、サービスで使用するために、期間中にウィーヴやその関連会社が作成した

記事やその他のコンテンツはウィーヴ・コンテンツとみなされますが、いかなる

場合でも、そのような記事やその他のコンテンツに含まれる可能性のあるユーザ

ー・コンテンツやユーザー・データは除外されることが明示的に合意され、理解

されています。 

"サービス」とは、以下に記載されているモバイル・オンライン・ウェブベースの

アプリケーションを意味します。 

"スタッフ」とは、チームがアクティビティを行う際に追跡、コーチ、指導、監

視、サポートする非アスリートを意味します。 

"ユーザ」とは、ユーザが本サービスを使用することを許可され、ユーザが本サー

ビスを注文し、ユーザ（またはユーザの要求によりウィーヴ）がユーザIDとパス

ワードを提供した個人を意味します。ユーザは、特定のチームに割り当てられた

競技者またはスタッフのいずれかです。 

2. サービス 

2.1 サービスの提供。ウィーヴは商業的に合理的な努力をもって、(1)サブスクリ

プション期間中、本契約およびすべての注文書に基づいてサービスをユーザに提

供し、(2)ウィーヴの通常の営業時間内に、ユーザ側のユーザ・サポートおよびサ

ービスの構成や使用に関する技術的要求の調整を担当する個人としてウィーヴに

特定された2名のユーザを通じてサービスの技術サポートを提供し、(3)注文書に記

載されているその他のサービスを提供します。 

2.2 ユーザ ユーザーは、チームごと、アクティビティごとに、本サービスのサブ

スクリプションを購入するものとします。同一チーム内で、ユーザは随時、ユー

ザを新しいユーザに再割り当てすることができますが、その場合、新しいユーザ

は、本サービスを使用しなくなったり、アクセスを必要としなくなった旧ユーザ



や、ユーザが本サービスからすべての情報やデータを無効にした旧ユーザを置き

換えることになります。 

2.4 ユーザ・ストレージの割り当て ウィーヴは、サービスに最大のチーム・ユー

ザ・データ・ストレージ割り当て（以下、「標準スト レージ割り当て」といいま

す）を含んでいます。ユーザが標準ストレージ割当量を超えて使用した場合、ま

たは使用する可能性がある場合には、ユーザはその時点でのウィーヴの標準的な

リスト・プライスで追加のストレージ割当量を購入しなければなりません。ウィ

ーヴは、ユーザが追加のストレージを購入するまで、ユーザの使用量を標準スト

レージ割 当てに制限する権利を有します。 

2.5 お試し使用。オーダー・フォームに記載されているトライアル・サブスクリプ

ションに参加している場合、ウィー ブは(a)オーダー・フォームに記載されている

無料トライアル期間が終了するか、または(b)ユー ザーが注文したサービス・サブ

スクリプションの開始日のいずれか早い方まで、サービスを試 行的にユーザが利

用できるようにします。サービスに入力された、またはウィーヴに提供されたユ

ーザ・コンテンツやユーザ・データは、試 験期間が終了する前に、試用の対象と

なっているものと同じサービスのサブスクリプションを購入し ない限り、永久に

失われます。第9項にかかわらず、無料トライアル期間中、サービスは "現状のま

ま "提供されます。いかなる保証もありません。 

3. 使用ガイドライン 

3.1 ユーザは、サブスクリプション期間中、本契約に従って本サービスを使用する

ものとし、本サービスを自分のチーム以外の第三者にライセンス、サブライセン

ス、販売、再販、レンタル、リース、譲渡、配布、タイム・シェア、その他商業

的に利用したり、利用できるようにしてはなりません。ユーザーは、自分のチー

ムが本サービスを使用したり、ユーザー・コンテンツを提供したり しないことに

同意します。(ii) Children's Online Privacy Protection Act、Family Education Rights and 

Privacy Act、および関連するデータ・プライバシー法を含むがこれらに限定されな

い、適用される連邦、州、地域、または国際的な法律や規制に違反する場合 (iii) 

子供にとって有害なものを含む、侵害的、わいせつ、脅迫的、嫌がらせ、中傷

的、またはその他の不法または不法なものを送信または保存する場合。(iv) 違法行

為、違法な武器または物質の販売の申し出、またはヘイトクライム法に違反する



可能性のある素材の宣伝または出版に関連して、またはそれを促進すること (v) 

音楽、映画、写真、その他の著作権のある素材またはソフトウェアのデジタル化

を含むがこれに限定されない、他の個人または団体のもの。(vi) 本サービスにアッ

プロードしたり、本サービスを利用してウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの

木馬、その他の有害または悪意のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェ

ント、プログラムを送信または保存すること (vii) 米国またはその他の関連輸出規

制法に違反してソフトウェアまたは技術情報を輸出すること。 (vii) 米国またはそ

の他の関連輸出規制法に違反してソフトウェアや技術情報を輸出すること (viii) 本

サービスやそこに含まれるデータの完全性や性能を妨害したり、混乱させるこ

と、または (viiv) 本サービスやその関連システムやネットワークへの不正アクセ

スを試みること。ユーザーは自分のチーム・アカウントで行われるすべての活動

と、チームが本契約を遵守することに責任を負います。ユーザはすべてのユー

ザ・コンテンツおよびユーザ・データの正確性、品質、完全性、合法性、信頼

性、適切性について単独で責任を負うものとします。ウィーブは、サービスのコ

ンテンツを監視する義務があるかどうかについては、認識されているか、黙示さ

れているか、または実際の義務があるかどうかを問わず、また、サービス内のコ

ンテンツやユーザ・コンテンツに対する責任や義務を特別に否認します。その他

の救済手段を制限することなく、ウィーヴはユーザのサービスの使用、またはユ

ーザが好ましくないユーザ・データやユーザ・コンテンツを使用したり、アップ

ロード、投稿、送信、表示、実行、配布することを中断または終了する権利を有

します。 

3.2 アクセス許可と所有権 本契約および該当するオーダー・フォームの条件に従

い、ウィーヴはユーザに対し、サブスクリプショ ン期間中にサービスにアクセス

して使用するための非独占的で譲渡不能なライセンスを付与します。本契約でユ

ーザに明示的に付与された限定的な権利を除き、ウィーヴは、サービス、基礎と

なるソ フトウェア、ウィーヴの名前、ロゴ、タグライン、その他の商標、各種ド

メイン（総称して「ウィー ヴ技術」）に関するすべての権利、権原、利益を留保

し、ウィーヴ技術はウィーヴが所有またはライセンス している知的財産権（以下

「ウィーヴIP権」）によってカバーされています。本契約に明示的に記載されてい

る場合を除き、WEAVE IP権のライセンスやその他の権利はユー ザに付与されず、



そのような権利はすべてここに明示的に留保されています。 

3.3.1 ユーザーの制限 ユーザーは以下のことをしてはいけません。(i)サービスや

基礎となるソフトウェアの修正、コピー、表示、再発行、またはそれらに基づく

二次的著作物の作成、(ii)サービスやコンテンツの修正、コピー、二次的著作物の

作成、(iii)サービスの一部を構成するコンテンツのフレーム化、スクレイピング、

リンク、ミラーリング。(v) (a)競争力のある製品やサービスを構築するため、(b)本

サービスの類似のアイデ ア、特徴、機能、グラフィックスを使用して製品を構築

するため、または(c)本サービスのアイデ ア、特徴、機能、グラフィックスをコピ

ーするために、本サービスにアクセスしたり、他者に本 サービスへのアクセスを

許可すること。ユーザーはサービスへの不正なアクセスや使用を防ぐために鋭意

努力し、そのような不正なアクセスや使用があった場合には、速やかにウィーヴ

に通知するものとします。 

4. ユーザ・ライセンスの許諾と所有権 

4.1 ライセンスの許諾と所有権 ユーザーはウィーヴとその関連会社に対し、本契

約の条件に従い、サービスの提供に必 要な範囲で、ユーザー・コンテンツとユー

ザー・データをコピー、配布、出版、送信、表示、実 行、編集、修正、翻訳、再

フォーマット、その他使用するための非独占的、無期限、世界的、 サブ・ライセ

ンス可能なライセンスを付与します。ウィーヴとユーザの間では、ユーザはすべ

てのユーザ・コンテンツとユーザ・データに関す るすべての権利、所有権、利益

を有しています。ウィーヴは、(i)サービスや技術的な問題への対応、(ii)本契約の

条件の遵守の確認や請求書発行のための使用の監査、(iii)適用される法律、規制、

法的手続きや政府の要請の充足、(iv)詐欺、セキュリティや技術的な問題の検出、

防止、その他の対処、(v)サービスの提供、(vi)その他ユーザの指示や要請による場

合を除き、ユーザ・データやユーザ・コンテンツを含むユーザのユーザ・アカウ

ントにアクセスすることはできません。 

4.2 集約されたユーザ・データの使用と提案 本契約の他の規定にかかわらず、ウ

ィーヴは全チームのユーザ・データおよび関連する統計、一般的な使用状況、ト

ラフィック・パターン、その他様々なデータを集計して保持、収集、使用するこ

とができますが、これらの情報はユーザやそのユーザを特定するものではありま

せん。ウィーヴは、ユーザまたはそのユーザから提供されたサービスの特徴、機



能、運用に関す る提案、アイデア、改善要求、フィードバック、推奨、その他の

情報を使用したり、サービスに組み 込む権利を有しますが、これに限定されるも

のではありません。 

5. 5.第三者のアプリケーションやコンテンツ 

5.1 第三者のアプリケーションやコンテンツ サービスは、ユーザまたはそのチー

ムがサービスから第三者のアプリケーション、コンテ ンツ、サービス、製品、ま

たはソフトウェア・アプリケーション（以下、「第三者コンテンツ」） にリンク

したり、それらにアクセスすることができます。ウィーヴはサードパーティ・コ

ンテンツの内容、入手可能性、広告、製品、サービス、情報、出版物について責

任を負いません。サードパーティ・コンテンツへのアクセス、参照、リンクは、

WEAVEによる保証または推奨を示唆または構成するものと解釈されません。ウィ

ーヴはサービス上、またはサービスを通じて提供される第三者コンテンツに責任

を負わず、ユーザーは第三者コンテンツへのアクセスと使用に関連するすべての

リスクを負います。第三者コンテンツに責任を持つ第三者は、ユーザのアクセ

ス、使用、義務および責任に関 して、ウィーヴのポリシーや本マスター・サブス

クリプション契約とは異なる独自の使用条件、プラ イバシー・ポリシー、ライセ

ンス、料金および契約を持っています。ユーザとそのチームは、サードパーテ

ィ・コンテンツにアクセスしたり使用したりする前に、それらのポ リシーや契

約、その他すべての関連情報を確認する必要があります。 

5.2 機密情報、開示、救済措置。各当事者は、自己の専有情報および機密情報の機

密性を保護するのと同様の方法で、いかなる場合も合理的な注意を下回ることな

く、相手の機密情報を不正な開示から保護するものとします。守秘義務は、以下

のような情報には適用されません。(i) 開示を行う当事者（以下「開示当事者」）

が負うべき義務に違反することなく一般に知られているか、または一般に知られ

るようになったもの、(ii) 開示前に、情報が開示される当事者（以下「受領当事

者」）が既に知っていたもの、または開示当事者が負うべき義務に違反すること

なく、かつ守秘義務を負うことなく第三者から合法的に受領したもの。(iii)開示当

事者の秘密情報を使用または参照することなく受領当事者が独自に開発したも

の、または(iv)召喚状またはその他の有効な命令に従って裁判所または政府機関に

開示しなければならない場合で、受領当事者が開示当事者に対して、法的に許さ



れる範囲で当該強制開示の事前通知を行い、開示当事者が開示に異議を唱えるこ

とを希望する場合には、開示当事者の費用負担で合理的な支援を行うものとしま

す。受領当事者は、開示当事者の書面による事前許可がある場合を除き、開示当

事者の秘密情報を本契約の範囲外の目的で開示または使用してはならない。受領

当事者が本契約に基づく機密保護に違反して開示当事者の機密情報を開示または

使用した場合（または開示または使用の恐れがある場合）、開示当事者は、利用

可能な他の救済手段に加えて、かかる行為を差し止めるための差止命令による救

済を求める権利を有するものとし、利用可能な他の救済手段が不十分であること

を当事者が明確に認めるものとします。 

6 保証と免責事項 

6.1 保証。各当事者は、本契約を締結する法的な力と権限があることを表明し、保

証します。WEAVEは以下を表明し、保証します。(i)サービスの提供に合理的に適

用される一般的な業界標準に合致した方法でサービスを提供すること、(ii)サービ

スは通常の使用と状況下で、実質的にWEAVEのドキュメントに沿って動作するこ

と。ユーザーは以下のことを表明し、保証します。(b) ユーザ・チームに14歳未満

のユーザが含まれる場合、ユーザはChildren's Online Privacy Protection Actやその他

の適用される法律を含むすべての適用される法律を遵守していることを保証し、

ユーザ・ユーザが教育機関の学生の場合、ユーザ・データとユーザのサービスの

使用はFamily Educational Rights and Privacy Actやその他の関連する連邦または州の法

律を遵守していること。エンドユーザが学生アスリートで、その個人データが

Family Educational Rights and Privacy Actの対象となる場合は、FERPAで要求される個

人データの開示や使用について、学生アスリートやその両親/保護者の同意を得て

いること、あるいは提供された個人データがFERPAやその他の適用法に基づく同意

要件を免除されていることを保証します。 

6.2 保証の免責。本契約に明示的に記載されている場合を除き、いずれの当事者

も、商品性、特定目的への適合性、または権利を侵害していないことに関する明

示的または黙示的な保証を含め、本サービスに関して明示的または黙示的な保証

を一切行いません。上記を制限することなく、本契約に基づいて提供されるサー

ビスが継続的に利用可能であること、またはエラーが発生しないことを保証する

ものではありません。 



7. 相互補償 

7.1 ウィーヴによる補償 ウィーヴは、本契約に従ったサービスの使用が第三者の

知的財産権を侵害または悪用し ているとの第三者からユーザに対してなされた、

または提起された請求、要求、訴訟、または手 続からユーザを防御し、ユーザが

(i)請求が主張される可能性がある、または主張されたことを知 った場合、速やか

にウィーヴに通知することを条件に、当該請求の結果または裁判所が承認し た和

解に基づいてユーザに対して最終的に与えられた損害、弁護士費用およびコスト

を補償します。(ii)請求の防御およびその和解や妥協のための交渉をウィーブに単

独で任せ（但し、ウィー ブはユーザの責任を免除しない限り、ユーザに対する請

求を解決することはできません）、 (iii)ユーザがウィーブにあらゆる合理的な支援

を提供する場合 本項に記載された請求が主張される可能性があるか、または主張

された場合、ユーザはウィーブの選 択肢と費用で以下を行うことを許可します。

(iii) ウィーヴが誠実に(i)と(ii)が実行できないと判断した場合、ウィーヴはユーザへ

の 書面による通知をもって直ちに本契約を終了し、ユーザに前払いされた未使用

のサブスクリプション・フィーを 返金することができます。本補償は、(i)ウィー

ヴが提供していない、あるいは本契約やウィーヴのオンライ ン・ヘルプ・ドキュ

メントに従っていない製品、サービス、ソフトウェア・プログラム、ハ ードウェ

ア、データ、機器、その他のアイテムや製品とサービスの組み合わせ、操作、使

用に基づ き、あるいはそれらに起因する侵害申立で、そのような組み合わせ、操

作、使用がなければ侵害が 回避できた場合、(ii)ユーザが要求する構成、設計、仕

様、(iii)ユーザ・データやユーザ・コンテン ツに起因する、あるいはそれらに関連

する申立をカバーするものではないことに注意し てください。本項は、知的財産

権侵害のクレームに対するウィーヴの全責任とユーザの唯一の救済手段を規定し

ています。 

7.2 ユーザによる補償 ユーザは、ユーザ・コンテンツ、ユーザ・データ、または

ユーザによるサービスの使用が (1)第三者の財産、プライバシー、パブリシティ、

その他の権利を侵害していると主張して、ウィーヴに対して行われたり、提訴さ

れたりするいかなる請求、要求、訴訟、手続きからも、ウィーヴとその関連会社

を防御するものとします。(2) 中傷的であったり、ユーザーやそのサービスの使用

に適用される連邦、州、または地 方の法律や規制に違反している場合、(3) 本契



約に違反している場合、ユーザーはウィーヴに対して行われた、 または提起され

た請求に関連して発生した損失、損害、責任、費用（合理的な弁護士費用を含 

む）をウィーヴに補償するものとします。クレームの通知を受けた場合、ウィー

ヴは(a)ユーザにクレームの迅速な書面による通知を行い、(b)クレームの弁護と解

決をユーザが単独でコントロールするものとします（ただし、ユーザは無条件に

ウィーヴのすべての責任を免除し、金銭的な義務やサービスの中断を課さない限

り、クレームの解決や弁護を行うことはできません）、(c)ユーザの費用で、当該

クレームの弁護や解決のためのあらゆる合理的な支援をユーザに提供するものと

します。 

7.3 責任の制限。7.3 責任の制限 当事者、その関連会社、代理人、ライセンサ

ー、サプライヤーは、いかなる状況においても、 お互いに、ユーザやその他の人

や組織に対して、収益や利益の損失、データの喪失や損傷を含むがそ れに限定さ

れない、間接的、偶発的、懲罰的、特別、結果的な損害について責任を負わない

ものとし ます。これには、収益または利益の損失、データの損失または損傷、ダ

ウンタイム、その他の商業的または経済的損失などが含まれますが、たとえ当事

者がかかる損害の可能性を知らされていたとしても、予見可能か予見不可能かに

かかわらず、また、明示的または黙示的な保証の不履行または不履行、契約違

反、不実表示、過失、不法行為における厳格な責任などから生じたものであるか

どうかにかかわらず、かかる損害は発生しません。 

いかなる場合も、あらゆる訴訟または手続きにおいて、WAVE、その関連会社、代

理人、ライセンサーまたはサプライヤーが被る可能性のある責任総額は、当該責

任を生じさせる事象の直前の12ヶ月間にユーザーが支払った利用料を超えないも

のとします。本項は、上記の除外および制限にもかかわらず、適用法が責任を明

確に要求する場合およびその範囲内でのみ適用されません。 

8. 一般事項 

8.1 公表。ウィーヴはユーザの標準的なグラフィックス、商標、ロゴ、イメージ、

名前を、ユーザの商標ガイドラインに従って、ウィーヴのウェブサイトやサービ

ス内に掲載することを含む、ウィーヴの一般的なプロモーション、広告、マーケ

ティング資料に使用することができます。さらに、ユーザの事前の同意を得て、

ウィーヴは本契約に関連するプレス・リリースを発行することができます。 



8.2 輸出管理。本サービス、関連する技術情報、文書および資料は、米国輸出管理

規則およびその他の適 用される輸出およびテロ防止の法律や規制の対象となりま

す。ユーザはこれらの管理下で定められた要件を遵守することに同意し、ユーザ

は本サービス、関連する技術情報、文書、資料、またはそれらの直接の製品を、

これらの管理下で制限または禁止されている目的地、企業、個人に対して、直接

的または間接的に輸出、再輸出、または譲渡しないものとします。 

8.3 通知。本契約で要求されるすべての通知は、書面で、注文文書に記載された住

所、または相手方に書面で通知されたその他の住所に送付されるものとします。

通知は(i)宅配便で届けられた日、または(ii)配達証明付き郵便で届けられた場 合は

受領された日に行われたとみなされます。ウィーヴの一般的なユーザ・ベースの

一部としてユーザに向けられた通知については、ウィーヴはサービス上の一般的

な出版物、ユーザがウィーヴに通知した電子メール・アドレスへの電子メール、

または注文文書に記載されたユーザの住所への第一種郵便またはプリペイド・ポ

ストによる書面の送付によって通知を行うことができます。一般のユーザベース

への通知は、本サービスに掲載された後、第一種郵便物やプリペイド・ポストで

郵送された後、48時間が経過した時点、または電子メールで送信された後、8時間

が経過した時点でなされたものとみなされます。 

8.4 権利放棄と執行可能性 本契約または注文文書のいかなる放棄または修正も、

WEAVEが書面で行った場合にのみ有効です。本契約または注文書のいずれかの条

項が、管轄権を有する裁判所によって違法、無効、または執行不能であると判断

された場合、その宣言は残りの条項の有効性または執行可能性に影響しないもの

とします。 

8.5 譲渡 ユーザーは、ウィーヴの書面による同意なしに、その権利や義務の全部

または一部を第三者 に譲渡したり、移転したりすることはできません。ウィーヴ

はユーザに通知した上で、(i)関係者、または(ii)譲渡、資産の譲渡、合併、統合、

その他の企業再 編に基づいて、本契約上の権利および/または義務を非関係者に

譲渡することができます。本項に違反した譲渡は無効です。 

8.6 不可抗力。自然災害、洪水、火災、爆発、事故、ストライキや労働争議、通常

の供給源からの材料の調達不能、政府の行為や拘束、サービスの使用や目的地に

関連する政府当局の要求や命令など、合理的に制御できない事象によって、



WEAVEが本契約または適用される注文書における義務の履行を妨げられたり、遅

延した場合。ウィーヴが、不可抗力を構成する事項を、合理的に提供できる証拠

とともに、かかる防止または遅延が継続すると推定される期間を指定して、ユー

ザに通知した場合、ウィーヴは、かかる防止または遅延の原因が継続する限り、

場合によっては履行または時間厳守の履行を免除されます。 

8.7 準拠法。本契約は、法の抵触に関する原則を考慮することなく、マサチューセ

ッツ州の法律に準拠して解釈されるものとします。両当事者は、本契約に基づい

て、または本契約に関連して発生するあらゆる法的手続きは、差止命令による救

済を求めるものを除き、マサチューセッツ州ボストンに所在する裁判所にのみ提

起されることに、取消不能かつ無条件に同意します。 

8.8 存続。本契約が終了または満了した場合でも、以下の条項は存続するものとし

ます。第1部、第3部、第4部、第5部、第6部、第7部、第8部、および別紙は、存続

するセクションに関連する範囲で存続するものとします。 

8.9 完全なる合意。本契約および注文書は、本契約の主題に関する当事者の完全な

理解を構成し、事前の提案、表明または書面による合意に優先します。ウィーヴ

は、ウィーヴの権限ある代表者が書面で明示的に同意した場合を除き、ユーザの

発注書、オンライン調達や請求書のポータルやその他の文書の中で、本契約の条

項と矛盾する、または本契約の条項に追加する他の条項に拘束されないものとし

ます。 
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