（和訳）
この一般利用規約は英語で作成され、締結されます。この一般利用規約が他の言語に翻訳された場合であっても英語版のみが正文
であり、他の言語による翻訳版に常に優先します。英語版はこちら（https://www.uipath.com/legal/terms-of-use）を
ご確認ください。
一般利用規約
本一般利用規約は、お客様と UiPath（以下総称して「両当事者」といい、個別に「当事者」といいます。）との間の拘束力のある契
約（以下「本契約」といい、以下に定義されます。）であり、お客様による本サービスの利用について規定するものです。お客様は、本
サービスにアクセスした時点から、本契約に同意したものとみなされるため、必ず事前に本契約をお読みください。お客様は、本契約に
同意することにより、お客様（以下に定義されます。）を法的に拘束する能力を有することを表明します。
１．定義
具体的な定義は、以下又は本契約の本文に記載されるとおり、当社が使用する用語に従うものとします。URL については、後継の URL
を含みます。
「関連会社」とは、直接又は間接的に、当事者を支配するか、当事者により支配されるか、又は当事者と共通の支配下にある企業等を
いい、この場合、「支配」とは、ある企業等の議決権又は持分の 50%超を支配することをいいます。
「本契約」とは、（i）一般利用規約、（ii）特定の製品に適用される特定の規約（もしあれば）（以下「特定規約」といいます。）、
（iii）トラストポータルで閲覧可能な UiPath のポリシー（以下「ポリシー」といいます。）及び(iv)これらに参照されるその他の条項を意
味します。これらはすべて、UiPath のトラストポータル又は該当する本サービスにおいて閲覧することができ、UiPath により随時変更される
場合があります。
「お客様」とは、UiPath のアカウントを有する、UiPath のアカウントにアクセスする、若しくは UiPath のアカウントの利用を指示する、又は
本サービスをテスト若しくは利用している（該当する場合）個人又は会社若しくは組織を意味します。「お客様のユーザー」とは、お客様
の関連会社及び従業員又は同等の請負業者を意味します。
「本コンテンツ」とは、テキスト、画像、動画、文書、オーディオ、コード、スクリプト、又は一方の当事者が提供するその他の情報を意味しま
す。
「知的財産権」とは、あらゆる権利及び知的財産権をいい、以下のものに対する、起因する又は関連する権利を含みます。（i）著作物、
（ii）データベース、（iii）発明、（iv）商標、サービス・マーク、ロゴ、シンボル、トレードドレス、商号及びその他の生産地表示（登録の
有無を問いません。）並びにこれらに関連するのれん、（v）秘密情報及び企業秘密、（vi）著作者の氏名表示権及び同一性保持
権並びにその他の人格権、（vii）人物の氏名、声、署名、写真又は肖像（人格権、肖像権又はこれらに類する権利を含みますがこれ
らに限定されません。）、（viii）ドメイン名、並びに（ix）世界のいずれかの法域において生じる類似の法律。
「個人データ」とは、（i）EU 一般データ保護規則 2016/679（GDPR）、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）及びその
他適用されるプライバシー法（これらのうち該当するもの）に定義される識別された又は識別可能な自然人に関連する情報（以下
「PII」といいます。）、（ii）1996 年医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）に規制される保護医療情報（以下「PHI」
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といいます。）、並びに（iii）ペイメントカード・インダストリー・データセキュリティ基準に定義されるペイメントカード情報（以下「PCI」といい
ます。）を意味します。
「本サービス」とは、UiPath の（i）ソフトウェア及びオンラインサービス（ソフトウェア・アプリケーション、ウェブサイト、フォーラム、コース又はト
レーニングを含みますがこれらに限定されません。）、（ii）これらに対する改善、更新及びパッチ、（iii）その関連ドキュメンテーション
（宣伝広告資料を除きます。）、並びに（iv）その他の UiPath の本コンテンツを意味します。
「トラストポータル」とは、本ウェブサイト（https://www.uipath.com/legal/trust-and-security 又は後継のウェブサイト）におい
て UiPath により提供されるオンラインポータルにおいて閲覧可能な一連のポリシー及びその他のドキュメンテーション（UiPath により随時
更新される場合があります。）を意味します。
「UiPath」／「当社」とは、お客様の拠点に応じて、本契約において以下に記載する事業体及びその関連会社を意味します。
２．重要事項
2.1. 本サービスを利用するには、16 歳以上であり、且つ、お客様の居住国に応じた完全な契約締結能力を有していなければなりません。
特定の本サービスについては、その他の制限が適用される場合があります。ご自身の個人的な目的のために本サービスを利用する場合は、
お客様個人がお客様とみなされます。雇用主／類似する請負業者に代わり（例えば、登録時にビジネス用の電子メールを使用すること
により）UiPath の本サービスのためにサインインを行う場合、UiPath は、お客様がかかる行為を行うための権限及び能力を有するものと
みなし、雇用主／類似する請負業者がお客様とみなされ、「お客様」に関する言及には、お客様個人及びお客様の両方が含まれるものと
します。
2.2. UiPath が別段の明示的な通知をした場合を除き、本契約は UiPath が許諾又は提供し、他のライセンス条件の適用を受けない
無償の本サービスにのみ適用されます。
2.3. 当社は、事前の通知なく本サービス又は本契約を変更する権利を留保します。当社は、トラストポータル又は本サービス内の表示に
より重大な変更を通知するものとし、更新された本契約は、通知日から 30 日以内に、又はその他通知の指定に従い有効になります。変
更の効力発生後もお客様が引き続き本サービスを利用する場合、UiPath は、お客様が当該変更に同意したものとみなします。本項につ
いてご満足いただけない場合、本サービスの利用を停止することが唯一の救済手段となります。
2.4. 一切の法的な通知について、お客様は、以下の詳細情報を使用して（又は関連する本サービスの指示に従って）当社に連絡する
ことができます。当社は、お客様の登録 E メール又は公的な情報源から得られるその他の E メール宛てにお客様に連絡を行います。通知
は、送付後翌営業日に受領されたものとみなされます。
・プライバシー：privacy@uipath.com
・コンプライアンス及び不正行為防止：legal.compliance@uipath.com
・セキュリティ：security.breach@uipath.com
・その他：contractnotice@uipath.com 又は特定規約若しくはポリシーに従います。
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３．ライセンス及び知的財産権
3.1. 利用に係るライセンス UiPath は、本契約及び関連ドキュメンテーションに従って、限定的、非独占的、譲渡不可、再許諾不能、
及び取消可能なライセンスに基づいて、本サービスを利用する権利をお客様に提供することに合意します。
3.2. 知的財産権 本契約は、いずれの当事者にも他方当事者の知的財産権に対する（黙示その他の）権利を付与するものではあり
ません。各当事者は、自身の本コンテンツ及び秘密情報に関する知的財産権を保持します。UiPath は、第三者に留保されている権利
を除き、本サービスに関する知的財産権を含むすべての権利、権限及び利益を保持します。これには、お客様に別途提供されるインテグレ
ーション、コード、パッチ、資料、データ、ノウハウ、バックグラウンド知的財産権、ワークフロー又はこれらに類する支援を含みますがこれらに限
定されません。
４．コンテンツ
4.1. お客様の本コンテンツ お客様は、何らの補償もなく、本サービスの提供を目的として、ご自身の本コンテンツのコピーについて、利用、
複製、修正、二次的著作物の作成、配布、公的な実行若しくは表示、作成、作成の委託、インポート及びエキスポートするための全世
界的、非制限的、永続的、非独占的、譲渡可能、取消不能、再許諾可能、ロイヤルティフリー、全額支払済みのライセンスを UiPath
に付与します。お客様は、ご自身の本コンテンツの完全性を保護することについて全責任を負い、そのために必要なあらゆる保護措置を講
じる義務を負うことを確認します。本サービスによっては、お客様及びその他のユーザーも、互いの本コンテンツにアクセスすることができます。
4.2. 本コンテンツの保証の否認 UiPath は、すべての本コンテンツを精査することはできず、本コンテンツに（i）（a）お客様のマシン
若しくはシステムに害を及ぼす可能性のある又は（b）お客様のマシン若しくはシステムに含まれる情報を削除、転送、開示若しくは改変
する可能性のあるマルウェア、汚染物、コード、スクリプト若しくはルーティン、又は（ii）好ましくない若しくは不適切と思われる資料が存在
しないことを保証することはできません。UiPath は、第三者の本コンテンツ（お客様の本コンテンツを含みます。お客様はご自身の本コンテ
ンツについて単独で責任を負います。）に関連する一切の責任を否認し、理由の如何を問わず（本契約に違反した場合を含みます。）、
これを削除する権利を留保します。本サービスによっては、お客様及びその他のユーザーも、互いの本コンテンツにアクセスすることができます。
4.3 お客様のコード お客様は、一部の本サービス（例えば UiPath フォーラムにおけるもの）においては、ソフトウェアコード（プログラム、
ワークフロー、スクリプトを含みますがこれらに限定されません。）の形式で本コンテンツを公開することができます。お客様が明確且つアクセ
ス可能な方法で別途指定した場合を除き、お客様は、https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 上で利用可能な
Apache-2.0 ライセンスに基づき本サービス内でお客様が公開するソフトウェアコードを使用する権利を UiPath 及び本サービスの他のユ
ーザーに付与します。UiPath マーケットプレイスの規約には本コンテンツの使用許諾に関する他の要件が含まれるため、本項において、本
サービスには UiPath マーケットプレイスは含まれません。
4.4 バックアップ お客様におかれては、可能な限り、お客様の端末において本サービスをインストール又はアクセスする前に、頻繁にお客
様の本コンテンツのバックアップを取り、本サービスの利用が停止された場合に損失が生じないよう予防措置を講じてください。
５．プライバシー及びセキュリティ
5.1. 契約の履行 PII の一部は、本契約に基づく実行を目的とする場合に極めて限定して当社と共有される場合があり、当社は、当社
のプライバシー・ポリシーに従ってこれを処理します。当社のプライバシー及びセキュリティ対策は、トラストポータルにおいて確認できます。
5.2. データ処理 本サービスの利用は、個人データを必要とするものではなく、お客様は、かかるデータの利用を完全に回避し又は最小
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限に留めなければなりません。お客様は、本サービスを利用する際、お客様に適用されるプライバシー法の遵守状況を評価する責任を負
い、これを遵守することにご留意ください。これには、GDPR 及びその他の適用されるプライバシー法に従って、データ主体に通知を行うこと
（及び、該当する場合には、データ主体の同意を得ること）が含まれます。一部の本サービス内で PII の利用を必要とする場合において、
かかる PII が UiPath に開示され、UiPath がこれにアクセスし又はこれを保存する限り、UiPath は、GDPR に基づき、お客様に代わりデ
ータ処理者として行為し、トラストポータルから入手可能なデータ処理契約（DPA）が適用されます。
5.3 データに関する制限 お客様は、PHI 又は PCI を UiPath と共有してはならず、UiPath がホストする本サービスで PHI 又は PCI
を利用することを控えなければなりません。さらに、お客様が大中華圏又はお客様の所在地外へのデータの転送が禁じられているか、若しく
は UiPath が保証することのできない一定の手続を条件とする地域に居住している場合、お客様は、UiPath がホストする本サービスで一
切の個人データを利用すること、又はその他かかる個人データを UiPath と共有することを禁じられます。
６．料金及び返金
6.1. 一部の本サービスには、適用される特定規約の定めに従って料金が課される場合があります。UiPath が別途明白に合意しない限
り、すべての支払は、請求書の日付から 30 日後に支払われるものとします。支払を怠った場合、UiPath は、代替の徴収方法で料金を
徴収することができます。UiPath は、いつでも自らの単独の裁量で料金を変更する権利を留保します。変更はすべて、該当する本サービ
スを通じて又は特定規約において公開された時点で直ちに有効となります。
6.2. UiPath によって書面で明示的に許諾されている場合、又は本サービスのサインアップの過程の一部として若しくは特定の取決めによ
って明示的に記載されている場合を除き、UiPath は、いかなる本サービスに対しても返金又は割引を行いません。
７．保証
7.1. 保証の不存在 本サービスは、「現状有姿」で「現状利用可能な限りにおいて」提供されます。UiPath 並びにその関連会社、ライセ
ンサー、サプライヤー、それらの役員、従業員及び代理人（以下「UiPath 当事者」といいます。）は、本サービスに関していかなる種類
（明示、黙示、法定又はその他）の保証も行いません。また、適用法令で認められる最大限の範囲において、UiPath は、利用可能性、
本サービスのアップタイム、商品性、特定目的への適合性、又は本サービスが行う他の技術との統合若しくは相互運用の非侵害性若しく
は能力を含むすべての保証を明確に否認します。予期しないシステム停止が発生する可能性があり、UiPath は、本サービスが中断又は
エラーなく動作することを保証しません。UiPath は、第三者のライセンサー又は第三者の本コンテンツが原因で発生した被害又は損害に
対するすべての責任を否認します。お客様は、本サービスの利用に関するすべてのリスクを負います。
7.2. お客様の保証 お客様は、常に、以下の事項を表明し保証します。（i）お客様が、本契約を締結し、本契約上の義務を履行す
るために必要なすべての権利及び権限を有すること、（ii）お客様及びお客様のユーザーが、本契約及びすべての適用法令を厳密に遵
守して本サービスを利用すること、（iii）お客様が、ご自身の本コンテンツの合法的な利用及び本サービスの運用に必要なすべての権利、
許可及び／又は同意（お客様が本サービスと併せて利用する第三者のソフトウェア又は製品に関するものを含みますがこれらに限定され
ません。）を取得済みであること、（iv）お客様の本コンテンツのいかなる部分も、第三者の権利を侵害したり、その他の形でこれに抵触
したりするものではないこと。お客様は、本サービス及び本コンテンツの利用に係るリスクを単独で負うことを明示的に合意します。
８．責任
8.1. 除外 適用法令が認める最大限の範囲で、UiPath は、いかなる場合においても特別損害、間接損害、精神的損害、派生的損
害、付随的損害、懲罰的損害、本サービスの利用若しくは利用不能、コンピュータの機能不良若しくは故障、サーバーダウン時間、本サ
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ービスが他のプログラムと動作しないこと、利益、評判、使用若しくは収益の喪失、データの喪失若しくは破損、又は業務の中断について、
かかる損害が発生する可能性を UiPath 当事者が認識していたか否かにかかわらず、また、かかる責任が契約、不法行為、過失、厳格
責任、製造物責任又はその他に基づくものか否かにかかわらず、責任を負いません。疑義を避けるために付言すると、いかなる状況におい
ても、UiPath 当事者は、お客様の本コンテンツ、お客様による本契約の不遵守、又はお客様のアカウントの利用に対して、直接又は間
接に起因又は関連して、主張、付与又は課されるいかなる種類及び性質の請求についても、責任を負いません。
8.2. 損害賠償の制限 UiPath 当事者に対するお客様の唯一の救済手段は、（個別に及び全体として）本契約に起因又は関連す
る請求、訴訟、手続及び損害（上記の保証の除外が適用法令の下で有効でない又は認められない場合を含みます。）のそれぞれ及び
すべてについて、（i）100 米ドル又は（ii）当該損失若しくは違反が発生した月にお客様が支払った対価の額のうち、いずれか高い額
を上限とします。かかる上限及び除外は、お客様が何らかの損失について本救済手段により完全には填補されない場合、また、UiPath
が損害の可能性又はその発生の可能性を認識していた又は認識すべき場合にも適用されます。
8.3. 補償 お客様は、（i）お客様及びお客様のユーザーによる、本契約に違反する本サービスの利用若しくはその試み、（ii）お客様
による適用法令若しくは第三者の権利違反、又は（iii）お客様の本コンテンツ（知的財産権又はその他の所有権の侵害又は不正利
用の申立てを含みますがこれらに限定されません。）に基づく請求に起因又は関連するすべての損失、損害、罰金及び費用（弁護士費
用を含みます。）について UiPath 当事者を補償し、防御し、免責します。
９．遵守
9.1. 許容される利用 お客様は、トラストポータルにて入手可能なポリシー（UiPath 利用ポリシーを含みますがこれに限定されません。）
を含め、本契約を遵守するものとします。お客様は、お客様にとって直接有益な事業目的に限り、本契約に基づくライセンスの範囲内に限
定して、ご自身のユーザーのみ（UiPath が明示的に許可する場合には、ご自身のクライアントを含みます。）に本サービスの利用を許可
することができますが、ユーザーには本契約を遵守させるものとします。お客様は、ユーザーの作為及び不作為について、ご自身の作為及び
不作為の場合と同様に UiPath に対して責任を負います。UiPath による要求のある場合、お客様はすべてのユーザーの詳細と利用レポ
ートを UiPath に提供します。
9.2 依存 本サービスは、UiPath のウェブサイトが詳述するとおり、独自の条件に従う第三者のコンポーネント（オープンソース・コードを含
みます。）を含む可能性、又はこれによって禁止される可能性があります。お客様は、本サービスを第三者のデータ、製品、サービス及びプ
ラットフォーム等と組み合わせて利用する場合、かかる第三者のプロバイダが要求する条件に従わなければならず、かかる利用についてすべ
てのリスクを負います。
9.3. 輸出管理 お客様は、本サービスが米国商務省産業安全保障局（以下「BIS」といいます。）が管轄する米国輸出管理規制及
び米国財務省外国資産管理局（以下「OFAC」といいます。）が管轄する制裁、欧州委員会の規制、国連安全保障理事会の決議
並びにその他類似の国内の又は国際的な規制を含む、輸出管理規制及び制裁（以下「輸出管理及び制裁」といいます。）の対象と
なる可能性があることを確認します。お客様は、本サービスのアクセス及び利用に係るすべての輸出管理及び制裁を遵守することに同意し
ます。お客様は、お客様又はお客様の関連会社若しくはユーザーが（i）輸出管理及び制裁の制限対象者リスト（OFAC が維持する
特定国籍業者及び人物リスト、外国制裁回避者リスト若しくは部門別制裁対象者リスト、又は BIS が維持するエンティティ・リスト、禁輸
対象者リスト若しくは未検証エンドユーザーリスト（以下総称して「禁止当事者リスト」といいます。）を含みますがこれらに限定されませ
ん。）に記載されていないこと、（ii）米国禁輸措置の対象である国及び領土（現時点においては、クリミア、キューバ、イラン、北朝鮮及
びシリア）（以下それぞれを「禁輸対象国」といいます。）に所在し、設立され又は居住していないこと、（iii）禁止当事者リストにおいて
特定されている一若しくは複数の当事者によって 50%以上を所有若しくは支配され、又はかかる当事者を代理して行為していないこと、
（iv）直接であると間接であるとを問わず、故意に、禁輸対象国、禁止当事者リストにおいて特定されている者若しくは事業体、又は、
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禁止当事者リストにおいて特定されている一若しくは複数の当事者によって 50%以上を所有若しくは支配され、若しくはかかる当事者を
代理して行為する者若しくは事業体、その他輸出管理及び制裁に違反している者若しくは事業体との間で本サービス（又はその成果）
の利用、輸出、再輸出、輸入、販売、提供、公開若しくは移転を行わないこと、（v）UiPath 又は UiPath の関連会社が輸出管理及
び制裁に違反することになるような活動を行わないこと、並びに（vi）適用法令により禁じられた目的（核兵器、化学兵器若しくは生物
化学兵器の拡散又はミサイル技術を支援することを含みますがこれに限定されません。）のために本サービスを利用又は提供しないことを
表明し約束します。お客様は、お客様が本項の表明に違反したと UiPath が判断した場合は、本サービス及び諸サービスの提供を中止
することができることを確認するとともに、当該表明に基づくご自身の状況に変更があった場合には速やかに書面により UiPath に通知する
ことに同意します。
9.4. 監査 お客様が会社、企業、又は組織である場合、UiPath は、お客様による本サービスの利用、アクセス、インストール又は展開
が本契約を遵守していることを自らの費用負担で確認することができます。お客様は、UiPath の請求に応じて、すべてのユーザーの詳細
及び利用レポートを UiPath に提供するものとします。さらに、UiPath は、12 カ月間に一度を超えない範囲で、確認をオンサイトで直接
に又は下請業者を指名して実施することができ、お客様は、必要なあらゆる援助及び支援を提供することに合意します。確認によって不
遵守が明らかになった場合、お客様は、直ちにそれに対処するものとします。支払を求める本サービスについてその通常価格の５%を超え
る過少支払料金がある場合、お客様は、監査費用も支払うものとします。
9.5. 守秘義務 一方の当事者又はその関連会社（以下「開示当事者」といいます。）は、本契約の関係上、秘密と表示されている、
又は当該状況下では通常秘密とみなされる情報（以下「秘密情報」といいます。）を他方当事者又はその関連会社（以下「受領当
事者」といいます。）と交換することができます。秘密情報には、受領当事者が独自に開発した情報、秘密保持義務を負うことなく第三
者から受領当事者に正当に提供された情報、又は受領当事者の過失によらず公知となった情報を含みません。受領当事者は、合理的
な注意以上の注意を払って秘密情報を取り扱い、本契約に基づく関係を目的としてその存続期間にのみ秘密情報を利用するものとしま
す。受領当事者が秘密情報を開示することができるのは、以下の場合に限られます。（i）開示当事者からの書面による署名のある許可
文書に基づく場合、若しくは適用法令若しくは裁判所若しくはその他の政府機関の有効な命令を遵守するために必要な場合（ただし、
受領当事者が開示当事者に対し、要求された開示について速やかに通知し、当該開示を防止又は制限するための措置を講じ又は支援
を提供する場合に限ります。）、又は（ii）受領当事者の関連会社、従業員、代理人、投資家又は専門アドバイザーであって、本契約
の目的において秘密情報を知る必要があり、且つ、少なくとも本項と同程度に制限のある秘密保持義務を負っている者に対して開示を行
う場合。UiPath は、UiPath、その顧客、パートナー、又は一般の人々の権利又は安全を保護するために必要であると合理的に判断した
場合、お客様の秘密情報を通知なく開示することができます。疑義を回避するために付言すると、本サービスは UiPath の秘密情報とみ
なされます。
9.6. 不正利用の報告 本契約の違反が疑われる場合、お客様は、contractnotice@uipath.com 宛てに、「利用規約の不正利用
の報告」という件名を付け、少なくとも以下の情報を含めたうえで当社に通知することができます。
（i）侵害の疑われる独占的権利の所有者又はその授権された代表者の物理的又は電子的署名
（ii）違反内容の簡潔な説明（並びに違反したユーザーのアカウントへのリンク及び関連資料）
（iii）申立当事者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス
（iv）申立当事者が、当該方法での資料の使用が合法でない、又は著作権者若しくはその代理人によって許可されていないことを誠実
に信じることを宣言する陳述書
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（v）通知に記載された情報が正確であること、また、偽証に対する制裁の下で、申立当事者が侵害の疑われる独占的権利の所有者
又はその所有者の授権された代表者のいずれかに該当することを宣言する陳述書
UiPath は、申立てが正しいと判断した場合、問題のあるコンテンツを削除し、本コンテンツを投稿したユーザーに警告し、及び／又はその
ユーザーのアカウントを一時的に若しくは永久に停止若しくは無効にすることができます。
10．事業体及び紛争解決
10.1. 準拠法 本契約は、抵触法の規定にかかわらず、お客様の居住地／本社に応じて以下に示す法律に準拠します。国際物品売
買契約に関する国際連合条約（CISG）及び統一コンピュータ情報取引法（UCITA）は、本契約には適用されません。
10.2. 和解 両当事者は、請求の前提条件として、本契約に起因又は関連する紛争を該当する通知から 90 日以内に友好的に解決
することに合意します。適用法令により認められる最大限の範囲において、本項に従わない当事者は、結果にかかわらず、他方当事者の
仲裁費用を負担します。（該当する場合。）。
10.3. NAMER におけるお客様のための仲裁合意 お客様が NAMER に設立された場合、紛争は、米国仲裁協会の商事仲裁規則
に従い英語で行われる仲裁によって排他的且つ最終的に解決されるものとします。仲裁判断は、準拠法に従うものとし、その根拠を示す
ものとします。ただし、いずれの当事者も回復不能な損害を防止するため、又は知的財産権の不正利用を禁止するため、管轄裁判所に
差止命令による救済を求めることができます。
10.4. 裁判管轄 両当事者はここに、以下に示す裁判地の管轄裁判所の専属管轄権を受け入れ、かかる請求の提起又は維持に対し
ていずれかが有することのできるあらゆる異議及び抗弁（不便宜法廷地の抗弁を含みます。）を撤回不能に放棄します。両当事者は、
本契約に基づく又は本契約に関連する請求において陪審審理に対して有する権利を、故意、自発的、且つ、意図的に放棄します。
お客様

UiPath 事業体

準拠法

裁判地

アメリカ合衆国、カナダ又はメ

UiPath インク、アメリカ合衆

ニューヨーク州法

ア メリ カ合衆国、ニューヨ ーク

キシコ （NAMER）

国、ニューヨーク州、10016 ニ

州、ニューヨーク

ューヨーク、90 パークアベニュ
ー、20 階
世界のその他の地域

UiPath エスアールエル、ルーマ

ルーマニア法

ルーマニア、ブカレスト

ニア、010639 ブカレスト、第
１地区、ビルディングＡ、５階
及び６階、ヴァシーレ・アレクサ
ンドリ通り４及びダニエル・コン
スタンティン通り 11
10.5. 出訴期限 適用法令により認められる範囲において、本サービス又は本契約の利用に起因又は関連する訴訟原因は、当該訴訟
原因が発生してから１年以内に提起されなければなりません。当該期間内に提起されない訴訟原因は、本規定が永久に禁止されるまで
の間に除外されます。
11．終了
11.1. 有効期間 本契約は、お客様が関連する本サービスのアクセス又はインストールを行った日から、UiPath が示すライセンス期間全
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体を通じて、本契約に従って終了されるまで有効です。本契約が終了した場合、お客様は、ご自身の費用負担ですべてのコピー又は本サ
ービスの出力を削除しなければなりません。
11.2. 自己都合による解除 お客様は、いつでも本サービスの利用を停止し、ご自身のアカウントを終了させることができます。ただし、こ
れは、未払料金（該当する場合）の支払義務を免除するものではありません。また、当社は、無償の本サービスを変更若しくは廃止し、
お客様による利用をいつでも終了することができます。有料の本サービスについては、当社は、事前に合理的な通知をお客様に提供します。
11.3. 重大事由による終了 当社は、以下の場合、直ちに、且つ、通知することなくお客様の本サービスの利用権及びアクセス権を終了
若しくは停止させる、又はお客様のアカウントを削除することができます。（i）お客様が本契約若しくは適用法令に違反した若しくは違反
を試みたと当社が合理的に疑う場合、（ii）本サービスの提供が違法とみなされる若しくは第三者の権利を侵害する場合、（iii）お客
様が本サービスの料金を適時に支払わない場合（該当する場合）、（iv）お客様の無償アカウントが長期にわたって利用されていない
場合、又はその他特定規約に定める場合。
12．総則
12.1. フィードバック、独自開発、残留情報 お客様は、お客様が UiPath に提案又はフィードバックを提供する場合、自発的に行うこと、
並びに、UiPath はそのいずれについても、方法及び目的を問わず、自らの事業に関連して利用することができることを確認します。UiPath
は、お客様をフィードバックの提供元として公に特定しない義務を除き、かかるフィードバックに関していかなる守秘義務も負いません。両当
事者は、本契約のいかなる規定も、UiPath が有する（i）本サービスの利用により生じたお客様の知的財産権に類似する又は類似する
動作をする可能性のあるコンポーネントを直接又は間接的に開発する権利、（ii）本契約に基づく守秘義務に従うことを条件として、お
客様が開発した製品、システム又は方法と競合する製品を、自ら又は他者のために開発又は取得する権利、並びに（iii）UiPath の従
業員の純粋な記憶に残る一般的な情報、アイデア、概念、ノウハウ、プロセス、技法、プログラミング・ルーティン及びサブルーティン、方法、
プロセス、スキル又は専門知識を利用する権利を制限又は制約するものではないことに合意します。UiPath 又はその関連会社は、改良
の提供、ソフトウェア及びサービスの開発、リソースの配分及びサポートの改善、内部需要及び製品に関する計画、セキュリティ及びデータ
完全性の検証、機械学習アルゴリズムのトレーニング、並びに業界のトレンド及び動向の特定（指標の作成及び匿名によるベンチマーキ
ングを含みます。）を目的として、お客様による本サービス及びお客様の本コンテンツの利用から得られる技術データ、利用データ及びその
他のテレメトリーデータを使用する場合があります。
12.2 サポート及びメンテナンス 一般的に、UiPath は、無償の本サービスについて厳格な水準のサポート及びメンテナンスを提供しませ
ん。例外がある場合は、本サービス内又はトラストポータルで閲覧可能な本サポートの条件のいずれかにおいて、明示的に通知します。
UiPath フォーラムに関するサポートは、https://forum.uipath.com/からご利用いただけます。UiPath が管理する本サービスのメンテ
ナンスは、定期的な自動更新によって行われます。お客様がこの自動更新を妨げたり無効にしたりすることはできません。
12.3. 完全合意及び解釈 一般利用規約といずれかの特定規約との間に矛盾がある場合には、該当する本サービスに関して、且つ、か
かる矛盾の範囲に限り、後者が優先するものとします。UiPath、そのライセンサー、及びその関連会社は、本契約で明白には付与されてい
ないすべての権利を留保しています。UiPath 関連会社、そのライセンサー、及びその関連会社は、本契約の第三者受益者であり、それら
を執行する権利を有します。
12.4. 支配権の変更 お客様は、ご自身又はご自身の関連会社が（i）当社の直接の競業企業に買収され、当社の直接の競業企
業に実質的にすべての資産を売却し、かかる競業企業と合併する、若しくはかかる競業企業に有利な形で支配権を変更する場合、又は
（ii）主な活動対象を当社と競合する事業に変更する場合には、その 30 日前までに当社に通知しなければなりません。

UiPath General Terms of Use – v.2021.11.17
Proprietary

12.5. 譲渡禁止 お客様は、本契約又は本契約に基づくお客様の権利及び義務の全部又は一部を、UiPath の書面による同意なしに
譲渡又はその他の方法で移転してはならず、その試みはすべて無効となります。UiPath は、本契約に基づく権利を第三者に移転すること
ができます。その場合、本契約は更新され、UiPath のウェブサイトで閲覧可能となります。
12.6. 宣伝 お客様は、法人に該当する場合、本サービス及びイベントのプロモーションを行うことを目的として、お客様の商標、サービス・
マーク、及びロゴのコピー、ホスト、保管、配布、公的な実行、表示、他の著作物への組込み、及びその他の使用を当社のマーケティング
資料において行うためのライセンスを UiPath に対して付与します。かかるライセンスは、譲渡可能、再許諾可能、ロイヤルティフリー、非独
占的、全世界的であり、権利の全期間にわたり有効です。お客様は、本契約に従い、且つ、UiPath の商標及び著作権の使用に関する
ポリシー及び UiPath の課す要件を遵守する場合に限り、適切な UiPath の名称、ロゴ及び商標を使用することができます。お客様は、
UiPath が問題のあるものとして特定した UiPath の商標の使用を速やかに中止しなければなりません。また、お客様は、UiPath の商標
の保有の有効性について異議を申し立てないことに同意するものとします。一方の当事者の商標の使用により生じるすべてののれんは、当
該当事者のみに帰属します。
12.7. 特殊条項 お客様は、本契約（拘束力のある契約、重要事項、ライセンス及び知的財産権、コンテンツ、プライバシー及びセ
キュリティ、料金及び返金、保証及び責任、終了、遵守、不正利用の報告、準拠法の選択及び紛争解決、フィードバック、独自開発、
残留情報に関する条項及びその規定を含みますがこれらに限定されません。）をここに明示的に容認し、承諾するものとします。
12.8. 存続 その内容により、本契約の履行、非更新又は終了を超えて適用されることを企図される規定の一切は、本契約に基づくい
かなる終了後も存続します（明示的な規定の有無を問いません。）。
当社は、トラストポータル又は本サービス内の表示により重大な変更を通知するものとし、更新された本契約は、通知日から 30 日以
内に、又はその他通知の指定に従い有効になります。変更の効力発生後もお客様が引き続き本サービスを利用する場合、UiPath
は、お客様が当該変更に同意したものとみなします。本項についてご満足いただけない場合、本サービスの利用を停止することが唯一
の救済手段となります。
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