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参考資料 

 

Airdata UAVをご利用いただきありがとうございます。これらの Airdata UAV, 

Inc.の利用規約（「規約」）は、お客様と Airdata UAV, Inc.（「Airdata 

UAV」または「当社」）の間の拘束力のある契約であり、お客様が

airdata.com、healthydrones.com および oktofly.com（以下「ウェブサイ

ト」）および本規約を参照する Airdata UAV のモバイルアプリケーション（以

下「アプリ」）（ウェブサイトおよびアプリを総称して「本サービス」）の使

用を規定する、お客様と Airdata UAV Inc（以下「当社」）の間の契約です。

お客様は、本アプリをインストールすることにより、またはその他の方法で本

サービスにアクセスもしくは使用することにより、本規約を読み、理解し、本

規約に拘束されることに同意したものとみなされます。 

 

 

「要約すると」の見出しに続く説明は、お客様の便宜のためにのみ記載するも

のであり、法的拘束力を有するものではなく、また本規約を変更するものではない

ことにご注意ください。 

 

以下は日本語の参考資料になります。正式である英語版の資料を

理解するための参考にしてください。 

 

日本語の参考資料は 2023 年 1 月 31 日時点（ポリシーの最終更

新日 2019 年 9 月 15 日）のプライバシーポリシーをベースにし

ております。最新の情報は必ずこちらのリンクからご確認くださ

い：https://airdata.com/terms-of-service 
 

要約すると： 

本契約は、法的拘束力を有する契約です。本契約は、本サービスの変更に伴

って変更される可能性があり、お客様は本契約およびその更新を定期的に確

認することに同意するものとします。 

https://airdata.com/terms-of-service


仲裁通知。下記の「紛争解決と仲裁」の項に記載する特定種類の紛争を除い

て、これらの条件下で生じる紛争は、拘束力のある、個々の仲裁によって解決

することに同意し、これらの規約を受け入れることによって、お客様と

Airdata UAVはそれぞれ、陪審裁判または集団訴訟もしくは代表訴訟への参加

の権利を放棄することに同意するものとします。お客様は、本契約に基づくお

客様の権利を主張または防御するために、裁判所に訴える権利を放棄すること

に同意するものとします（少額訴訟を提起できる事項を除きます）。お客様の

権利は、裁判官や陪審員ではなく、中立な立場の仲裁人によって決定されま

す。（後述の「紛争解決と仲裁」の項をご覧ください。） 

 

 

1. サービスの概要 

 本サービスは、無人航空機（以下、「ドローン」）のパイロットや操縦者

が、フライトログや、映像・画像などのドローンの飛行や操作に関するデータ

（以下、「データ」）をアップロードし、飛行やドローン、その他関連機器の

分析に利用できるクラウド型ソフトウェアプラットフォームです。本サービス

の追加機能には、ドローンの使用状況および該当するドローン機器メーカーか

らの情報に基づいて、ユーザーに対してドローンのメンテナンス推奨事項を提

供すること（以下「メンテナンス推奨事項」）、本サービスが提供するデータ

および分析に基づいてユーザーがレポートを作成する機能を提供すること、お

よびウェブサイトの共有機能を使用してユーザーが自分のドローン飛行情報を

他の人と共有できる機能（以下「共有機能」）を提供することが含まれる場合

があります。Airdata UAV は、お客様による本サービスの利用について、サポ

ートを提供する義務を負いません。 

 

2.利用資格  

お客様が本サービスを利用するには、13歳以上である必要があります。本規約に同

意することにより、お客様は当社に対して以下のことを表明し、保証するものとしま

す。(a) お客様は 13歳以上であること、(b) 過去に本サービスから停止または削除さ

れていないこと、および (c) 本サービスへのお客様の登録およびお客様による使用

がすべての適用法令を遵守していること。お客様が法人、組織または会社の場合、

お客様に代わって本規約を受諾する個人は、お客様を本規約に拘束する権限を有し

ていることを表明および保証するものとし、お客様は本規約に拘束されることに同意

するものとします。 

要約すると： 

問題が発生した場合は、仲裁を利用して解決します。 



 

 

 

3. アカウントと登録 

 本サービスのほとんどの機能を利用するためには、アカウントの登録が必要です。ア

カウント登録の際には、お客様のお名前や電子メールアドレスなど、お客様ご自身に

関する情報をご提供いただく必要があります。お客様は、当社に提供する情報が正

確であること、および常に正確かつ最新の状態に保つことに同意するものとします。

登録時には、パスワードの入力が必要です。お客様は、ご自身のアカウントおよびパ

スワードの機密性を保持することに単独で責任を負い、ご自身のアカウントの下で発

生するすべての活動に対する責任を負うものとします。お客様のアカウントが安全で

なくなったと信じるに足る理由がある場合には、直ちに support@airdata.com までお

知らせください。 

 

 

4. 料金、支払い条件、払い戻し 

料金と支払い方法：お客様は、本サービスの一定部分を利用するためには、料

金を支払う必要があります。お客様には、料金を支払う前に、請求される料金

を確認し、承諾する機会があります。料金はすべて米ドルで表示されます。

Airdata UAVは、購入時に指定された支払方法にて課金します。お客様は、

Airdata UAVが、お客様が選択したサービスに関して、本規約に記載されてい

るすべての合計金額を、その支払方法で請求することを承諾するものとしま

す。お客様がクレジットカードで料金を支払う場合、Airdata UAV は、クレジ

ットカードが有効であり、お客様の購入を処理するのに必要な資金または信用

があることを確認するため、お客様の購入前にクレジットカード口座の事前承

諾を求める場合があります。 

 

払い戻し：お客様が、本サービスのサブスクリプションを購入し、その購入に

満足されない場合、購入日から 30日以内に、注文番号を含む電子メールを 

billing@airdata.com に送信することにより、返金を請求することができま

す。 

 

要約すると： 

当社のサービスを利用するには、13 歳以上であることが必要です。 

要約すると： 

お客様がアカウントを作成した場合、お客様はログイン認証情報に対して、

およびお客様のログイン認証情報を使用した結果、本サービス上で生じるあ

らゆる活動に対して責任を負うものとします。 



料金の変更：Airdata UAV は、追加料金または請求の追加など、お客様が利用

している本サービスの一部の料金を変更する場合、お客様に事前にその旨を通

知するものとします。お客様が、通知に記載された変更の発効日（お客様のサ

ブスクリプションの更新日の場合もあります）までに変更を承諾しない場合、

Airdata UAVは、お客様に対するサービスの提供を中止することができます。 

 

定期的な支払いとキャンセル：本サービスは、定期的な料金の支払いを有効

化、更新、または取り消すための機能を含む場合があります。有料プランに加

入すると、次の請求期間の開始時にクレジットカードに自動的に課金されま

す。ただし、そのサブスクリプション期間が終了する 3 日前までに、「マイア

カウント（My Account）」ページの「請求（Billing）」タブで「キャンセル

（CANCEL）」をクリックするか、billing@airdata.com 宛にメールを送信し

て、サブスクリプションをキャンセルすることができます。お客様の有料プラ

ンのサブスクリプションの更新は、更新時に有効なバージョンの本規約に従う

ものとします。お客様がサブスクリプション期間の終了前に有料サブスクリプ

ションのキャンセルを選択した場合、お客様のサブスクリプションは請求期間

の終了まで有効ですが、更新はされません。お客様が本サービスを通じて定期

的な支払いを有効化または更新した場合、お客様は Airdata UAVに対して、今

後、お客様のアカウントが解約されるまで、すべての未払金額の支払期日まで

定期的に請求する権限を付与するものとします。お客様が本サービスを利用し

て、既存の承諾された 1回払いまたは定期払いを更新またはキャンセルする場

合、更新またはキャンセルが有効になるまでに最大 10営業日かかる場合があ

ります。 

 

 

5. 利用の終了、サービスの中止と変更  

お客様は、「マイアカウント（My Account）」ページの「請求（Billing）」

タブにある「キャンセル（CANCEL）」をクリックするか、カスタマーサービス

（support@airdata.com）に連絡することにより、いつでもお客様のアカウン

トを終了させることができます。アカウントを終了した場合、お客様は、終了

前に発生したお客様の本サービスの利用に関する未払い料金（もしあれば）を

すべて支払う義務を負うものとします。お客様が本規約のいずれかの条項に違

反した場合、当社からの本サービスの使用許可は自動的に終了します。また、

Airdata UAVは、独自の判断により、理由の有無にかかわらず、また通知の有

無にかかわらず、任意の時点で本サービスおよび本契約に関するお客様のユー

ザーアカウントを終了させること、または本サービスへのアクセスを停止もし

要約すると： 

お客様は、本サービスの一定部分を利用するためには、料金を支払う必要が

あります。有料プランに加入すると、自動更新を解除しない限り、各請求期

間の開始時にお客様のクレジットカードに自動的に課金されます。 



くは終了させることができるものとします。また、当社は、お客様に通知する

ことなく、一時的または恒久的に、任意の時点で本サービスを修正または中止

する（本サービスの特定の機能を制限または中止することを含みます）権利を

留保します。当社は、本サービスの変更またはお客様の本サービスの利用の停

止もしくは終了を理由として、いかなる責任も負わないものとします。 

 

6. 本サービスの使用許諾 

お客様へのライセンス付与：お客様が本規約の諸条件を完全かつ継続的に遵守

することを条件として、Airdata UAVは本契約により、お客様に対し、個人

的、限定的、取消可能、譲渡不可、サブライセンス不可の、次のライセンスを

付与します。(a) お客様が所有または管理する互換性のある認定機器上での本

アプリの使用、および (b) 本ウェブサイトへのアクセスおよび使用。いずれ

の場合も、お客様自身による使用、またはお客様がその代表として行動する権

限を与えられている法人による使用に限定されます。 

 

アップデートへの適用：本規約は、本アプリを置き換えるため、または補足す

るために Airdata UAV がお客様に提供するすべてのアップデートに適用されま

す。ただし、アップグレードに個別のライセンスまたは改訂された規約が付随

する場合は除きます。その場合、そのライセンスまたは改訂された規約の条件

が効力を有します。 

 

7.禁止行為  

お客様は、以下の行為を行わないことに同意するものとします。 

⚫ 本サービスを違法な目的で、または地域、州、国、または国際的な法律に

違反して使用すること。 

⚫ 第三者の知的財産権を侵害したり、不正に使用するなど、第三者の権利を

侵害すること、または侵害することを他者に奨励すること。 

⚫ 違法、有害、不適切、または不快なデータまたはその他のコンテンツを投

稿、アップロード、または配布すること。 

⚫ 本サービスのセキュリティ関連機能を妨害すること。 

⚫ 適用される法律で明示的に許可されている場合を除き、本サービスのいず

れか部分のソースコードをリバースエンジニアリングまたはその他の方法

で発見しようとすること。 

⚫ Airdata UAVを法令に違反させること。 

要約すると： 

当社は、いつでもお客様のアカウントをダウングレードまたは取り消す権利

を有します。これは、稀なケースであり、お客様が規約に違反した場合、法

律に違反した場合、またはその他の方法で本サービスを不正に使用した場合

にのみ起こりうることです。また、当社は、本サービスをいつでも変更また

は中止することができるものとします。 



⚫ 以下の行為を含めて、本サービスの運営またはいずれかのユーザーの本サ

ービスの享受を妨害すること。(i) ウィルス、アドウェア、スパイウェ

ア、ワーム、その他の悪質なコードをアップロードまたはその他の方法で

配布すること、(ii) 本サービスの他のユーザーに対して未承諾の申し出ま

たは広告を行うこと、(iii) 他のユーザーまたは第三者の個人情報を同意

なしに収集しようとすること、または (iv) 本サービスに接続している

か、またはサービスを提供するために使用しているネットワーク、機器、

サーバーに干渉または妨害するか、ネットワーク、機器、サーバーの規

制、方針、手順に違反すること。 

⚫ 個人または団体になりすます、虚偽の所属を主張する、本サービスの他の

アカウントに許可なくアクセスする、または年齢や生年月日を偽るなどの

不正行為を行うこと。 

⚫ 本規約に基づいて付与された本サービスへのアクセス権を販売、再販、ま

たはその他の方法で譲渡すること、または 

⚫ 本 7条に記載された行為を行おうとすること、または本 7条に記載された

行為に関与する者を援助もしくは許可すること。 

 

 

8. データ 

Airdata UAV への限定ライセンス付与：お客様が本サービスにアップロードし

たデータの著作権およびその他の所有権は、お客様が保持するものとします。

お客様は、本サービスにデータをアップロードすることにより、Airdata UAV

に以下の非独占的、世界的、ロイヤルティフリー、全額支払済みの権利および

ライセンスを付与するものとします。 

 

⚫ お客様にサービスを提供するためにデータを使用すること、および 

⚫ 個人を特定できない集計データを、当社の事業目的のために使用し、開示

すると（当社のプライバシーポリシーをご覧ください）。 

 

明確に言えば、本項でお客様が許諾する権利には、お客様のデータを複製、ホ

スト、保存、転送、表示、実行、および修正する権利が含まれます。 

 

データの表現と保証：お客様は、共有機能を使用したことによるデータ共有の

結果を含めて、お客様のデータについて単独で責任を負うものとします。本サ

ービスにデータをアップロードすることにより、お客様は、データの作成者お

よび所有者であること、または Airdata UAV および本サービスのユーザーが本

項でお客様から付与されたライセンスを行使するために必要なお客様のデータ

を、Airdata UAV、本サービスおよび本条件が意図する方法で使用および利用

要約すると： 

本サービスに悪さをしたり、壊そうとしたり、私たちの苦労を盗んだりしな

いでください。 



できるように許可するために必要なライセンス、権利、同意および許可を有す

ることを表明および保証するものとします。 

 

 

 

9. ユーザーフォーラムの免責事項： 

当社は、お客様または他のユーザーが当社のユーザーフォーラムに投稿または

公開するコメントを編集または管理する義務を負うことはなく、またこれらの

コメントに関していかなる責任も負いません。ただし、Airdata UAV は、本規

約に違反する、またはその他問題があると独自に判断したコメントについて

は、任意の時点で予告なく審査、削除、編集、または遮断できるものとしま

す。お客様は、ユーザーフォーラムを読む際に、様々なソースからのコメント

を目にすることを理解し、それらのコメントが不正確、攻撃的、下品、または

不快である可能性があることを認識するものとします。当社は、ユーザーフォ

ーラム上のコメントに関連して、一切の責任を負わないことを明示的に宣言し

ます。ユーザーから、コメントが本規約に適合していないとの申し立てがあっ

た場合、当社はその申し立てを調査し、当社の単独の裁量により、それらのコ

メントを削除するかどうかを決定できるものとし、当社は任意の時点で、予告

なしにそれを行う権利を有するものとします。 

 

10. デジタルミレニアム著作権法 

DMCA の通知：当社は、インターネットサービスプロバイダーに適用されるデジ

タルミレニアム著作権法（17 U.S.C. §512、修正）（「DMCA」）の規定を遵

守しています。本サービスに掲載された資料について、知的財産権に関する苦

情がある場合は、当社の指定代理人に以下のアドレスで連絡することができま

す。 

 

要約すると： 

お客様は、お客様が本サービスにアップロードしたすべてのデータを所有す

るものとします。ただし、お客様は、当社がお客様に本サービスを提供でき

るように、データに対する一定の権利を当社に付与し、また当社の事業目的

のために集計されたデータおよび個人を特定できないデータを使用する権利

を当社に付与するものとします。お客様は、自分のデータに対して責任を負

うものとし、また必要な権利を有するものとします。 

要約すると： 

ユーザーフォーラムにコメントを投稿される場合は、常識的な範囲で、他の

ユーザーを尊重するようお願いします。お客様が本サービス上で閲覧するコ

メントは、お客様にとって不快なものであったり、その他の理由で好ましく

ないものであったりする場合があります。 



Airdata UAV 

ATTN:法務部（著作権告示） 

4364 Town Center Blvd, STE 207, El Dorado Hills, California 

95762 

電子メール：copyright@airdata.com 

本サービスによってホストされる、または本サービスを通じて配布される資料

が知的財産権を侵害していると主張する通知は、DMCAによって要求される情報

を含む必要があります。 

 

侵害を繰り返すユーザー：Airdata UAVは、Airdata UAVが侵害を繰り返すと

判断したユーザーのアカウントを予告なく速やかに停止します。「侵害を繰り

返すユーザー」とは、侵害行為について少なくとも 2回通知されたか、または

本サービスからデータを削除したことがあるユーザーを指します。 

 

11. プライバシーポリシー、追加条項 

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）：お客様は、プライバシーポリシ

ー（個人情報保護方針）に従って本サービスをご利用いただくものとします。

プライバシーポリシーは、本規約に参照先として記載されています。本サービ

スを利用することにより、お客様は、プライバシーポリシーに定めるデータの

収集、使用、および開示に関する規定を読み、理解し、同意したものとみなさ

れます。 

 

データの使用への同意：お客様は、お客様の機器、システムとアプリケーショ

ンソフトウェア、周辺機器に関する技術データおよび関連情報を、Airdata 

UAVが収集し使用することに同意するものとします。これらの技術データと関

連情報は、ソフトウェアアップデート、製品サポート、および本サービスに関

連するその他のサービス（もしあれば）の提供を容易にし、分析目的を含め

て、本サービスでのお客様の行動を匿名で追跡および報告するために定期的に

収集されるものです。Airdata UAVが収集する情報の詳細、およびその情報を

使用・開示する方法の詳細については、プライバシーポリシーをご覧くださ

い。 

 

追加条項：お客様の本サービスのご利用は、第 14条に従い、ダウンロード可

能なソフトウェアアプリケーションのエンドユーザーライセンス契約、または

本サービスの特定の機能もしくはコンテンツに適用される規則など、本サービ

スまたは本サービスからリンクする特定の機能に適用されるすべての追加条

要約すると： 

本サービスを利用して知的財産権を侵害されたと思われる場合、または、誰

かに自分の知的財産権を侵害したと誤って報告されたと思われる場合は、当

社にご連絡ください。 



項、ポリシー、ルールまたはガイドライン（「追加条項」）に従うものとしま

す。すべての追加条項は、この参照により、本規約に組み込まれ、本規約の一

部となります。 

 

12. 第三者のサービスと情報 

第三者サービスへのアクセス：本サービスは、第三者のウェブサイト、データ

ベース、ネットワーク、サーバー、情報、ソフトウェア、プログラム、システ

ム、ディレクトリ、アプリケーション、または製品もしくはサービス（以下、

総称して「第三者サービス」）へのアクセス権をお客様に提供する場合があり

ます。 

 

第三者のサービスを管理できないこと：Airdata UAV は、第三者サービスに対

していかなる管理も行なわず、その内容、運用、または使用について責任を負

いません。または、負うことはできません。第三者サービスからのリンク、そ

の他の方法による情報の表示、または第三者サービスへのアクセスの提供によ

り、Airdata UAVは、明示または黙示を問わず、第三者サービスが提供するコ

ンテンツ、情報、またはサービスの合法性、正確性、品質、または信頼性に関

していかなる表明、保証、または承認も行うものではありません。 

 

第三者サービスに関する規約：第三者サービスは、独自の利用規約およびプラ

イバシーポリシーを有する場合があり、また本サービスに関して Airdata UAV

が運用するものとは異なる慣行および要件を有している場合があります。お客

様は、ご自身の責任で使用するこれらの第三者サービスの利用を規定する利用

規約、プライバシーポリシーまたはその他の規約を確認する責任を単独で負う

ものとします。お客様は、第三者サービスに関連する第三者と金銭的またはそ

の他の取引を行う前に、オンラインかオフラインかにかかわらず、合理的な照

会および調査を行うことをお勧めします。 

 

第三者サービスに関する免責事項：お客様は、第三者サービスを利用する際に

詐欺から身を守るために必要な予防措置を講じること、および第三者サービス

に含まれるか、または第三者サービスから発せられる可能性のあるウィルス、

ワーム、トロイの木馬、その他の有害または破壊的なコンテンツおよび資料か

らお客様のコンピュータシステムを保護することについて、単独で責任を負う

要約すると： 

お客様を個人的に特定できる情報の使用方法につきましては、プライバシー

ポリシーをご覧ください。お客様は、当社がサービスの向上および分析のた

めに特定の使用データを利用できることに同意するものとします。お客様

は、テキストメッセージの送信を許可されており、また、お客様が当社の

「アラート」機能を設定または使用する際に、当社からテキストメッセージ

を受信することに同意しています。 



ものとします。Airdata UAV は、お客様が第三者サービスを使用することから

生じるいかなる損害に対しても一切の責任または義務を負わないものとしま

す。また、お客様は、ここに第三者サービスのコンテンツまたは運営に関し

て、Airdata UAVに対するいかなる請求権も完全に放棄するものとします。 

 

 

13. 第三者ソフトウェア 

お客様がダウンロードするソフトウェアは、個別の使用許諾規約（以下、「第

三者規約」）下で提供される特定の第三者ソフトウェア（以下、「第三者ソフ

トウェア）を含むコンポーネントのパッケージから構成されています。本規約

の条項と整合する方法で本アプリと連動して第三者ソフトウェアを使用するこ

とは許可されていますが、お客様は該当する第三者規約の下でより広い権利を

有する場合があり、本規約のいかなる部分も、お客様の第三者ソフトウェアの

使用に対してさらに制限を課すことを意図するものではありません。本規約の

変更。当社は、当社の裁量により、任意の時点で本規約を将来にわたって変更

する権利を留保します。本規約が変更されていないか、定期的にご確認くださ

い。本規約の変更によってお客様の権利または義務が実質的に変更される場

合、お客様は、本サービスの利用を継続するために、変更後の規約の承諾が必

要になる場合があります。重要な変更は、お客様が変更後の規約を承諾した時

点で有効となります。重要性のない変更は、公表と同時に有効となります。本

規約に基づき生じた紛争は、紛争が生じた時点で有効であったバージョンの本

規約に従って解決されるものとします。 

 

 

14. 本規約の変更  

当社は、当社の裁量により、任意の時点で本規約を将来にわたって変更する権

利を留保します。本規約が変更されていないか、定期的にご確認ください。本

規約の変更によってお客様の権利または義務が実質的に変更される場合、お客

様は、本サービスの利用を継続するために、変更後の規約の承諾が必要になる

要約すると： 

当社は、本サービスを提供するために第三者のサービスと情報を利用します

が、これは当社がそれらを推奨し、責任または義務を負うことを意味するも

のではありません。 

要約すると： 

本サービスには、第三者が所有するコンポーネントが含まれる場合があり、

それらは別の使用許諾規約の下で提供されます。 

要約すると： 

本規約は、本サービスの変更に伴って変更されることがあり、お客様は、本

規約およびその更新を定期的に確認することに同意するものとします。 



場合があります。重要な変更は、お客様が変更後の規約を承諾した時点で有効

となります。重要性のない変更は、公表と同時に有効となります。本規約に基

づき生じた紛争は、紛争が生じた時点で有効であったバージョンの本規約に従

って解決されるものとします。 

15. 所有権、財産権  

Airdata UAVまたはその第三者ライセンサーは、すべてのビジュアルインター

フェース、グラフィックス、設計、編集、情報、データ、コンピュータコード

（ソースコード、オブジェクトコードを含む）、製品、ソフトウェア、サービ

ス、商標を含む本サービスの要素を所有しています。お客様は、本規約で明示

的に許可された場合を除き、本サービスのいかなる部分も使用することはでき

ません。Airdata UAV は、本規約で明示的に許諾されていない本サービスに関

するすべての権利を留保します。 

 

 

16. フィードバック  

お客様が本サービスの問題点または修正・改善案に関する意見や提案を提供す

ることを選択した場合、お客様はここに、本サービスの改善や他の製品とサー

ビスの作成を含め、いかなる方法および目的においてもフィードバックを利用

できる無制限の、無期限の、取消不能の、非独占の、全額支払済みの、ロイヤ

ルティフリーの権利を Airdata UAVに付与するものとします。 

 

17. 補償  

お客様は、本サービスの使用に責任を持ち、第三者によって提起されたあらゆ

る請求、および次の各項目から、または各項目に関連して発生する合理的な弁

護士報酬と費用を含む関連する責任、損害、損失、費用から Airdata UAV およ

びその役員、取締役、社員、コンサルタント、関連会社、子会社、代理人（以

下、「Airdata UAV 事業体」）を防御および補償するものとする。(a) お客様

による本サービスへのアクセス、使用、または誤用、(b) お客様による本規約

のいかなる部分、本規約で言及されたいかなる表明、保証、または合意、また

は適用法または規則に対する違反、(c) 知的財産権またはパブリシティ、機密

保持、その他の財産権、プライバシー権を含む第三者の権利に対するお客様の

違反、または (d) お客様と第三者間のいかなる紛争または問題。当社は、当

要約すると： 

Airdata UAV のロゴ、ソフトウェア、商標、グラフィック、製品およびサ

ービスは、当社に帰属します。お客様は、当社の知的財産を複製または販売

しないことに同意するものとします。 

要約すると： 

ご意見をお寄せいただいた場合、当社は、そのご意見をいかなる目的にも、

補償なしで使用することができます。 



社の費用で、お客様による補償の対象となるいかなる事項についても（その事

項に関するお客様の補償義務を制限することなく）排他的に防御および管理す

る権利を留保し、その場合、お客様は、その請求に対する当社の防御に協力す

ることに同意するものとします。 

 

 

 

18. 免責事項 

、無保証 お客様は、ご自身の責任において本サービスを利用するものとしま

す。本サービスは、「現状有姿」かつ「利用可能」ベースで提供されます。

Airdata UAV事業体は、明示または黙示を問わず、本サービスおよび本サービ

スを通じて入手可能なすべてのメンテナンス推奨事項またはその他の情報に関

するすべての種類のすべての保証（以下を含む）を放棄します。(A) 商品性、

特定目的への適合性、権原、平穏享受、または非侵害に関する黙示的保証、お

よび (B) 取引、使用、または売買の過程から生じる保証。Airdata UAV 事業体

は、本サービスが利用可能であること、安全であること、エラー、ウィルス、

またはその他の有害なコンポーネントがないことを保証せず、これらの問題が

修正されることを保証しないものとします。口頭または書面を問わず、お客様

が本サービスまたは Airdata UAV事業体から得たいかなる助言または情報も、

Airdata UAV事業体または本サービスに関して、本規約に明示されていないい

かなる保証も生じさせないものとします。当社は、メンテナンスの推奨または

メンテナンスの推奨を使用しないことを含め、お客様の本サービスの使用に起

因するいかなる損害にも責任を負いません。お客様は、ご自身の判断と責任に

おいて本サービスのあらゆる部分を利用すること、および本サービスのあらゆ

る部分の利用により生じたお客様の財産（お客様のドローン、コンピュータシ

ステム、本サービスに関連して使用される携帯機器を含みます）の損害または

データの損失について、お客様が単独で責任を負うことを理解し、同意するも

のとします。ただし、Airdata UAVは、Airdata UAV が適用法に基づいて免責

することを禁じられている保証またはその他の権利を免責するものではありま

せん。 

 

要約すると： 

お客様が本規約に違反したこと、他者の権利を侵害したこと、または第三者

からの請求により発生した事態について、当社は一切の責任を負いません。 

要約すると： 

お客様は、ご自身の責任において本サービスをご利用ください。当社は、い

かなる事項についても、保証するものではありません。 



 

19. 責任の制限  

法律で認められている最大限の範囲において、いかなる場合も、Airdata UAV

事業体は、保証、契約、不法行為（過失を含む）、制定法、またはその他の法

理論に基づくものであっても、およびいずれかの Airdata UAV事業体が損害の

可能性を知らされていたかどうかにかかわらず、本サービスへのアクセスまた

は使用、もしくはアクセスまたは使用できないことから生じる、間接的、付随

的、特殊、派生的または懲罰的損害（利益の損失、善意の損失、その他の無形

の損失を含む）についてお客様に責任を負うことはありません。第 21条の

「料金」の標題の項に規定されている場合を除き、法律で認められている最大

限の範囲において、サービスの一部の使用または使用できないことに起因また

は関連する、または本規約に基づくすべての請求について、契約、不法行為、

またはその他のいずれであっても、Airdata UAV 事業体のお客様に対する総合

責任は、以下の大きい方に限定されます。(A) 請求の原因となった出来事また

は状況に先立つ 12 ヶ月間に、本サービスへのアクセスおよび使用のためにお

客様が Airdata UAV に支払った金額、または (B) $100。本規約の各条項は、

責任の制限、保証の放棄、または損害賠償の排除を規定するものであり、本規

約に基づく当事者間の責任配分を意図しています。この配分は、当事者間の交

渉の基礎となる本質的な要素です。これらの各条項は、本規約の他のすべての

条項と分離可能かつ独立したものです。本第 19条の制限は、限定的救済措置

がその本質的目的を果たさない場合にも適用されます。準拠法 本規約は、法

の抵触に関する原則に関わりなく、カリフォルニア州法に準拠するものとしま

す。お客様と Airdata UAV は、本規約で認められた訴訟または裁判手続の解決

について、カリフォルニア州エルドラド郡内に所在する州立裁判所およびカリ

フォルニア州東部地区に所在する連邦裁判所の対人管轄権および専属管轄権に

服するものとします。 

 

20. 準拠法  

本規約は、法の抵触に関する原則に関わりなく、カリフォルニア州法に準拠す

るものとします。お客様と Airdata UAVは、本規約で認められた訴訟または裁

判手続の解決について、カリフォルニア州エルドラド郡内に所在する州立裁判

要約すると： 

当社は、お客様の本サービスの利用に何らかの関連があると思われるお客様

の身の回りの出来事について、いかなる責任も負いません。お客様は、本サ

ービスの使用から生じる当社の訴訟費用について責任を負う場合がありま

す。 

要約すると： 

当社はカリフォルニア州に所在するため、すべての紛争はそこで解決する必

要があります。 



所およびカリフォルニア州東部地区に所在する連邦裁判所の対人管轄権および

専属管轄権に服するものとします。 

 

21. 紛争解決と仲裁 

全般：お客様と Airdata UAV の間の紛争を最も迅速かつ費用効果の高い方法で

解決するため、以下の「例外」の標題の項に記載されている場合を除き、お客

様と Airdata UAVは、これらの条件に関連して生じるすべての紛争を拘束力の

ある仲裁によって解決することに同意するものとします。仲裁は、法廷での訴

訟ほど正式なものではありません。仲裁は、裁判官や陪審員の代わりに中立的

な仲裁人を使用し、裁判よりも限定的な証拠開示が可能で、裁判所による審査

も非常に限定的なものになる場合があります。仲裁人は、裁判所が裁定できる

のと同じ損害賠償と救済を裁定することができます。紛争を仲裁するこの合意

は、契約、不法行為、制定法、詐欺、不実表示、またはその他の法的理論に基

づくかどうかにかかわらず、また請求が本規約の期間中または終了後に生じた

かどうかにかかわらず、本規約のいずれかの側面に起因または関連するすべて

の請求を含むものです。お客様は、本規約を締結することにより、お客様と

AIRDATA UAVがそれぞれ、陪審員による裁判または集団訴訟に参加する権利を

放棄することを理解し、同意するものとします。 

 

例外：上記の「全般」という標題の項の規定にもかかわらず、本規約のいずれ

の内容も、いずれかの当事者の以下の権利を放棄、排除、または制限すると見

なされることはないものとします。(a) 少額裁判所で個別の訴訟を起こす、

(b) 該当する連邦、州、または地域の機関を通じて強制措置を取る（その措置

が可能な場合）、(c) 仲裁の補助として裁判所で差し止めによる救済を求め

る、または (d) 知的財産侵害の申し立てに対処するために裁判所で訴訟を提

起する。 

 

仲裁人：お客様と Airdata UAV の間のいかなる仲裁も、お客様が消費者エンド

ユーザーとしてサービスを使用している場合はその消費者仲裁規則に基づき、

お客様が企業のためにサービスを使用している場合はその商業仲裁規則

（「AAA規則」）に基づき、連邦仲裁法によって解決され、米国仲裁協会

（「AAA」）により管理されて、本規約により修正されるものとします。AAA規

則および申請用紙については、オンライン（www.adr.org）、AAA電話（1-800-

778-7879）、または Airdata UAVにお問い合わせください。仲裁人は、この拘

束力のある仲裁規定の解釈、適用性、または執行可能性に関するあらゆる紛争

を解決する排他的権限を有しています。 

 

通知、プロセス：仲裁を求めようとする当事者は、まず、相手方当事者に書面

による紛争の通知を米国内の配達証明付き郵便、またはフェデラルエクスプレ

ス（署名が必要）で送付しなければなりません。または、相手方当事者が現在

の物理的住所を提供していない場合に限り、電子メールで送付します（「仲裁

通知」）。Airdata UAV の仲裁通知の住所は次の通りです。Airdata UAV, Inc, 



4364 Town Center Blvd., STE 207, El Dorado Hills, CA 95762.仲裁通知に

は、(a) 請求または紛争の性質と根拠の説明、(b) 求める具体的な救済（「要

求」）を記載する必要があります。当事者は、請求を直接解決するために誠実

に努力するものとしますが、仲裁通知を受領してから 30日以内に当事者が解

決のための合意に達しない場合、お客様または Airdata UAVは仲裁手続を開始

できるものとします。仲裁の間、お客様または Airdata UAVが提示した和解案

の金額は、仲裁人が最終決定および裁定（もしあれば）を下すまで、仲裁人に

開示してはなりません。紛争が仲裁によって最終的にお客様に有利に解決した

場合、Airdata UAV は、以下のうち最も高い金額をお客様に支払うものとしま

す。(i) 仲裁人が裁定した金額（もしあれば）、(ii) 仲裁人による裁定の前

に、紛争解決のために Airdata UAVが提示した書面による最後の和解金額、ま

たは (iii) 1,000ドル。 

 

料金：お客様が本規約に従って仲裁を開始した場合、Airdata UAV は、お客様

の請求が 1万ドルを超える場合を除き、お客様が支払った申立手数料を払い戻

します。超える場合には、いかなる手数料の支払いも AAA規則によって決定さ

れます。仲裁聴取は、カリフォルニア州エルドラド郡内の合意された場所で行

われますが、請求額が 1万ドル以下の場合、お客様は、仲裁が、（a）仲裁人

に提出された文書のみに基づいて行われるか、（b）非出席ベースの電話聴取

によって行われるか、または（c）お客様の請求先住所の郡（または地区）で

AAA規則により定められた直接聴取によって行われるかを選択することができ

ます。仲裁人が、お客様の請求内容または要求で求められている救済のいずれ

かが、（連邦民事訴訟規則 11（b）に定める基準で判断した場合）根拠が希薄

であるか、または不適切な目的で提起されていると認めた場合、すべての手数

料の支払いは、AAA 規則によって管理されることになります。この場合、お客

様は、Airdata UAV が以前に支出した金銭のうち、AAA規則に基づいてお客様

が支払うべき金銭を、すべて Airdata UAV に払い戻すことに同意するものとし

ます。仲裁の実施方法にかかわらず、仲裁人は、決定および裁定（もしあれ

ば）の基礎となる本質的な所見および結論を十分に説明する理由を付した書面

による判断を提出しなければなりません。仲裁人は、手続中のいつでも、また

本案に関する仲裁人の裁定から 14日以内にいずれかの当事者から請求があっ

た場合には、手数料または費用の支払いおよび償還に関する裁定を下し、紛争

を解決することができます。 

 

集団訴訟の禁止：お客様および Airdata UAV は、それぞれが、お客様またはそ

の個体の能力においてのみ、他方に対して請求を行うことができ、集団訴訟ま

たは代表訴訟の原告または集団構成員としては行わないことに同意するものと

します。さらに、お客様と Airdata UAVの双方が別途合意しない限り、仲裁人

は複数の人の請求を統合することはできず、その他いかなる形式の代表訴訟ま

たは集団訴訟も主宰することはできないものとします。 

 



本仲裁規定の修正：Airdata UAVが将来この仲裁規定を変更する場合、Airdata 

UAVの仲裁通知用住所の変更以外については、お客様は、変更から 30日以内に

書面による通知を Airdata UAV の仲裁通知用住所に送付することによって変更

を拒否できます。この場合、お客様の Airdata UAV でのアカウントは直ちに終

了し、お客様が拒否した変更の直前に有効であった仲裁規定が存続するものと

します。 

 

法的強制力：上記の「集団訴訟の禁止」の標題の項が法的強制力を持たないこ

とが判明した場合、または本第 21条全体が法的強制力を持たないことが判明

した場合、本第 21 条の全体が無効となり、本規約の残りの条項は第 24条に従

って効力を持ち、第 20条に記載の専属管轄権と裁判地が本規約から生じるま

たは関連するあらゆる訴訟に適用されるものとします。 

 

22. 電子通信への同意  

本サービスを利用することにより、お客様は、当社のプライバシーポリシーの

記載に従って、当社から特定の電子通信を受け取ることに同意するものとしま

す。当社の電子通信の実施方法につきましては、プライバシーポリシー（個人

情報保護方針）をご覧ください。お客様は、当社がお客様に電子的に送信する

通知、合意、開示またはその他の通信が、それらの通信が書面であることを含

めて、あらゆる法的通信要件を満たすことに同意するものとします。 

 

 

 

23. Apple 社に関するお知らせ  

お客様が iOSデバイスで当社のモバイルアプリケーションを使用する場合、本

第 23条の条件が適用されます。お客様は、本規約がお客様と Airdata UAV 間

のみものであり、Apple 社とのものではないこと、および Apple社が本サービ

スまたはそのコンテンツについて責任を負わないことを了承するものとしま

す。Apple社は、本サービスに関していかなるメンテナンスまたはサポートサ

ービスも提供する義務を負わないものとします。本サービスが適用されるいず

れかの保証に適合しない場合、お客様は Apple 社に通知することができ、

Apple社はお客様に対し、該当するモバイルアプリケーションの購入代金を返

要約すると： 

当社は、いかなる問題も仲裁によって解決するものとし、お客様は、本サー

ビスの使用に関連してお客様が当社と有するいかなる紛争についても、集団

訴訟に加わることも陪審裁判を受けることもできません。 

要約すると： 

当社は、電子メールまたは本サービスを通じて通知を掲示することにより、

お客様に連絡することがあります。 



金します。また、適用法令により認められる最大限の範囲で、Apple 社は本サ

ービスに関してその他のいかなる保証義務も有しません。Apple社は、本サー

ビスまたはお客様の本サービスの所有もしくは使用に関連するお客様または第

三者による一切の請求（(a)製造物責任に関する請求、(b)本サービスが適用さ

れる法的要件または規制要件を満たしていないという請求、(c) 消費者保護法

または同様の法律に基づき生じる請求を含みます）について、対処する責任を

負いません。Apple 社は、本サービスまたはお客様のモバイルアプリケーショ

ンの保有および使用が第三者の知的財産権を侵害しているという第三者の主張

の調査、防御、和解または解消について、一切の責任を負いません。お客様

は、本サービスを利用する際に、適用される第三者の規約を遵守することに同

意するものとします。Apple社および Apple 社の子会社は本規約第 23条の第三

者受益者であり、お客様が本規約を承諾した時点で、Apple社はお客様に対し

て本規約第 23条を執行する権利を有する（およびその権利を認めたものとみ

なされる）ものとします。お客様は、ここで、以下の事項を表明し、保証する

ものとします。(i) お客様は、米国政府による禁輸措置、または米国により

「テロ支援」国家に指定された国に居住していないこと、および(ii) お客様

が米国政府が定めた禁止または制限される当事者のいずれかのリストに記載さ

れていないこと。 

 

 

24. 一般条項  

本規約は、本規約に参照として明示的に組み込まれるプライバシーポリシー

（個人情報保護方針）およびその他の契約と合わせて、本サービスの使用に関

するお客様と Airdata UAV の間の完全かつ排他的な理解および契約となりま

す。お客様は、当社の書面による事前の同意なしに、本規約または本規約に基

づくお客様の権利の全部または一部を、法律の運用またはその他の方法によ

り、譲渡または移転することはできないものとします。当社は、通知または同

意なしに、任意の時点で本規約を譲渡することができます。いずれかの規定の

履行を要求できなかったとしても、そのことが、当社がその後、いずれかの時

点で履行を要求する権利を有することに影響しません。また、本規約の違反ま

たは不履行、もしくは本規約のいずれかの条項に対する当社による権利放棄

は、その後の違反または不履行に対する権利放棄、もしくは条項自体の権利放

棄となることはないものとします。本規約における標題の使用は、便宜上のも

のであり、いかなる条項の解釈にも影響を与えるものではありません。本規約

を通じて、「含めて」という用語は、「含むがこれに限定されない」ことを意

味します。本規約の一部が無効または執行不能とされた場合、執行不能な部分

は可能な限り有効にされ、残りの部分は完全に効力を有するものとします。 

要約すると： 

これは、iOS デバイスで当社のモバイルアプリケーションを使用するお客様

に関連するものです。 



 

25. お問い合わせ先  

本サービスは、4364 Town Center Blvd, STE 207, El Dorado Hills, CA 

95762に所在する Airdata UAV によって提供されます。お客様は、このアドレ

スに通信文を送付するか、または電子メール（info@airdata.com）で当社にご

連絡をください。 


