
     
 
 

      Nodalview（AIプロモーション）利用規約  
 

バージョン 1.1 
 
 
第1条  利用規約の目的 

 
1.1. 現行の利用規約は、当事者の権利及び義務を定義するとともに、各注文書を規定する。 

 
本利用規約は、登記番号0823015207の下に1332 Genval, avenue du Théâtre 2に登記された事務所を有する

Nodalview S.A.を一方の当事者とし、プロフェッショナルとして行動し、発注することを望んでいる法人を

当事者として締結する。 

 
1.2. 顧客は、注文書に署名又は注文書を承認することにより、本利用規約及び注文書に規定される特別条件並

びに料金条件を自動的に承認したことになる。 

 
1.3. Nodalviewに関しては、支払を受けて初めて注文が確認されたことになる。 

 
 
第2条 定義 

 
サブスクリプションとは、注文書及び本利用規約から成る年間のサービス利用をいい、それにより顧客は本件ア

プリケーションを使用する権利を得る。それにはNodalviewのウェブサイトに個人アカウントを設定する権利

が含まれ、顧客には注文書に規定された無制限又は限定された数のフォトユニット及び／又はパノラマに対

する権利が認められる。 

 

アプリケーションとは、iOS又はandroido OSで入手できるNodalviewが編集した360度の画像及びパノラマ撮

影が可能なソフトウェアをいう。  

 
注文書とは、Nodalviewまたは販売代理店が発行するドキュメントインターフェースをいい、それにより顧客は

特にサブスクリプションの選択及びマテリアルを選択する。 

 
顧客とは、注文書に顧客として記載されたプロフェッショナルとして行動する法人をいう。  

 
販売代理店とは、Nodalview S.A.が販売代理契約を締結した法人「株式会社クラスコ」をいう。  

 
マテリアルとは、Nodalviewアクセサリーを指し、アクセサリーのリストは

https://www.nodalview.com/jp/accessories上で入手することができる。 

 
支払とは、顧客による支払をいい、それにより注文が確認される。 

 
当事者とは、Nodalview、販売代理店及び顧客をいう。 



  

  

 

第3条 価格及び支払条件 

 
3.1 価格 

 
顧客は、注文書に記載された価格及び適用される税金を支払う義務を負う。 

 
3.2 支払条件 

 
3.2.1. 注文書に別段の規定がなければ、顧客は注文書に署名又はそれを承認した後に支払を行う。

Nodalviewまたは販売代理店が支払を受領しない限り、注文がなされたとは見做されない。  

 
3.2.2. Nodalviewは、物価スライド及び機能の追加／改良を考慮した上で価格調整する権利を留保する。 

Nodalviewまたは販売代理店は、サブスクリプションの満了日の20日前に、当該サブスクリプションが更新され

る場合には、調整された価格になることを顧客に通知する。但し、顧客が調整について別段の表明をする場合

はその限りではない。 

 
3.2.3. 顧客は、請求書を電子的方法で受領することに同意する。 

 
3.3. 疑義のある請求書 

 
請求書に関する疑義は、罰金の適用を条件として、請求日から10日以内にNodalviewまたは販売代理店に通知

されなければならない。当該期間経過後は、顧客は取消不能で当該請求書を受け入れたものと見做され

る。 

 
Nodalviewまたは販売代理店 が、合理的な理由に基づき、顧客の疑義を拒否した場合には、当該疑義のある金額

は直ちに支払われるものとする。 

 

3.4.  不払い 
 

3.4.1. 支払期日までに請求金額の支払がなされない場合には、顧客は1回目の督促をNodalviewまたは販売代

理店から受ける。 

 
当該督促から7日以内に支払がなされない場合には、Nodalviewまたは販売代理店はアプリケーションへのア

クセスを中止することができる。 
 

3.4.2. 支払期日が過ぎ、不払いの場合は、顧客は残額に年率10％の延滞利息額を加えたものが自動的に課される。

当該利息は、履行遅滞の通知を事前にすることなく自動的に課される。 
 
不払の場合、顧客はたとえ個人アカウント上の顧客のデータが失われたとしても補償を受けることができ

ない。 

 
3.4.3. 未払金の回収、要求、取立て及びその他の発生し得る損失は、上記の固定額及び利息とは別に顧客に請



  

  

求される。 

第4条 配送 
 
4.1 マテリアルの配送 

 
4.1.1. マテリアルは、注文が受領された日からおよそ14日以内に注文書に記載されたアドレスに配送される。当

該期間は参考用に提示されるに過ぎず、特に、顧客が選択した配送の種類によっては延長されることがあ

り得るものと了解される。配送の遅延が発生したからといって、顧客は当該注文を取り消し、及び／又は

損害を請求できるわけではない。 
 

4.1.2. 但し、当該8日の予想期間に加えて更に20日以上遅延した場合で、かつ当該遅延が注文期間中に通知

される不可抗力事象又は在庫不足により正当化されない限り、顧客は本サービス利用を解除することがで

き、かつ支払金の返済を受けることができる。但し、当該遅延に伴う補償金の請求はできない。 

 
4.2. アプリケーションへのアクセス 

4.2.1. アプリケーションへのアクセス、及びwww.nodalview.com上の個人スペースは、支払が受領された後に提

供される。 

 
4.2.2. アプリケーションへのアクセスは、本サービス利用期間中継続する。但し、不可抗力事象（例：ネ

ットワークの飽和状態、ウイルス、停電等）を除く。サービスの継続は、Nodalviewの手法の義務

（obligation of means）を構成するものと了解される。Nodalview及び販売代理店は、如何なる場合において

も、顧客がアプリケーションへのアクセスの中断又は一時的停止により被る如何なる損失についても責任

を負わない。 
 

4.2.3. Nodalviewは、メンテナンス作業のためにアプリケーションへのアクセスを一時的に中止する権利を

留保する。顧客はかかる中止について補償を請求することはできない。当該中止に関連する不便を制限す

るため、Nodalviewは可及的速やかにかかるメンテナンス作業の日時を事前に顧客に通知する。 

 
4.2.4. 配送されたマテリアルに関する苦情は、マテリアルを受領した日から7日以内に書面で明確に説明さ

れなければならない。それがなされなかった場合は、当該製品は、第5条（以下「保証」という。）に規定

される保証を受ける権利を損なうことなく、注文書に合致しており、瑕疵のないものと見做される。 
 
 

第5条   保証 
 

5.1. Nodalviewのロゴが印刷された商標により守られたマテリアルは、配送の日から6カ月間保証される。 

 
保証は、当該マテリアルの本来意図された使用を不適にする設計上又は製造上の瑕疵のみを対象とする。 

 
保証は、顧客が当該マテリアルのために支払った購入金額に限定される。 Nodalviewは、当該マテリアルを交換

又は修理するか、若しくは顧客が支払った価格を返済するかの何れかにする権利を留保する。 

 



  

  

その他のコスト、特に輸送コスト及びその他の金額については、Nodalviewまたは販売代理店は請求されな

いものとする。保証が介在したからといって、保証期間が延長されることはない。 

 
5.2. 第三者が製造したマテリアルで、Nodalviewまたは販売代理店が再販したものは、製造者の保証とし、

製造者の保証対象とならない瑕疵又は損傷については、Nodalviewまたは販売代理店は責任を負わない。 

 
5.3. Nodalviewは、自身の詐欺行為又は重過失による場合を除き、如何なる場合においても顧客による製品

の不適切な使用又は過失に起因する如何なる性質の如何なる問題又は損害についても責任を負わない。  
 
 

第6条  不可抗力 
 

6.1. Nodalviewまたは販売代理店は、自身の意思又は支配を超える事象（以下「不可抗力」という。）が生じ

た場合には責任を負わない。特に以下の例は不可抗力を構成するものと了解される。ネットワークの飽和状態、

ウイルス、停電、ストライキ、ロックアウト、洪水、火事、落雷、爆発、倒壊、Nodalviewの合理的な支配を超

える個人又は法人の作為若しくは不作為。 

 
6.2. Nodalviewまたは販売代理店は不可抗力事象を発動する場合には、Nodalview または販売代理店は本件サー

ビスを停止又は制限することができ、それに対し顧客は補償を請求することができない。 

 
6.3. Nodalviewまたは販売代理店が不可抗力を発動する場合には、Nodalviewまたは販売代理店は当該不可抗力

期間を最小限にとどめるよう尽力する義務を負う。  

 
6.4. 不可抗力事象又は状況が30日以上継続する場合には、何れの当事者も、書留郵便で他方の当事者にその旨

を通知することにより、補償義務を負うことなしに本サービス利用を自動解除することができる。 
 
 

第7条   顧客の義務 
7.1. 顧客は、注文書の正しい履行を確実にするために必要な一切の情報をNodalviewおよび販売代理店に提供す

る。 
 
7.2. 注文する前に、顧客のデバイス（スマートフォン、カメラ360、DLSR、ドローン）とNodalviewのアプリケ

ーションとの適合性を検証しておくことは顧客の責任となる。適合性のリストはwww.nodalview.com.上で入手

することができる。 
 

7.3. 顧客は、自身の個人アカウントに、顧客の企業に属さない権限を与えられていないユーザー、又は注

文書に記載されたユーザー以外の複数のユーザーにアクセスさせてはならず、また本件サービスを顧客の

活動の枠組みから外れて利用してはならない。 
 

7.4. 顧客が、第三者向けに画像及び／又はバーチャル・ビジット実現のサービスを実行したいと望む場合

には、調整済みの料金プランに同意する前にNodalviewまたは販売代理店 に連絡すべきである。顧客が、

第三者向けの画像及び／又はバーチャル・ビジット実現のサービス用にサブスクリプションを選択するこ

とは如何なる事情があろうと認められていない。 



  

  

 
 
 

第8条   プライバシーの保護及びインポートされ公表されたコンテンツに係る権利 

8.1 顧客は、本件アプリケーションにおいて画像を自らホストし、それらを公表するためのすべての権利及

び必要な承認を得ていることを表明する。 

 
8.2. 利害関係がある者の同意を除き、顧客は識別された、又は識別可能な自然人に関連する情報を含む一

定部分の画像を非表示又は明確にしないこと、また特にNodalviewがコンピューティング・ツールを自由に

使えるようにしておくことを約束する。 

 
8.3. 上記の規定により、Nodalviewおよび販売代理店は、顧客が公表する画像のコンテンツについて責任を負わ

ない。顧客は、画像の全部又は一部に係るプライバシーの保護、著作権、又は不当競争（以下「保証要素」と

いう。）に関し権利を行使する者による訴訟、告訴、主張、請求又は対立からNodalviewおよび販売代理店を免

責にする。 
 

8.4. 顧客は、Nodalviewに発生した弁護士費用、及び可能性のある有罪判決及び／又はNodalviewに宣告され

た取引上の合意、損害賠償を含むあらゆる性質の一切の費用を負担するとともに、Nodalviewが被った損害

を全額補償する。現行の保証は、理由の如何を問わず本サービス利用期間終了後も継続し、かつ保証要素

に関する権利の法的保護期間に等しい期間継続して適用される。 
 

8.5. 公序良俗に反する情報及び／又は画像を顧客が公表した場合、又は第三者から苦情を受けた場合、

Nodalviewはそれらの公表を直ちに停止する権利を留保する。 

また、Nodalviewは、顧客の不利益を顧みることなく本サービス利用を停止又は解除する権利を留保する。 

 

第9条   個人情報の処理 

9.1. 顧客のデータは、下記の目的のためにNodalviewまたは販売代理店により収集され、且つ保持される。 

 
- 注文の遂行（本サービス履行上必要な処理） 
- 顧客管理（本サービス履行上必要な処理）; 

- Nodalviewまたは販売代理店製品の情報を提供し宣伝するマーケティング活動（顧客に対しNodalviewまた

は販売代理店の活動を宣伝する正当な権利）  

 

9.2. 直接的なマーケティング活動の枠組みの中でNodalviewまたは販売代理店に提案されることを望まない顧

客は、いつでも情報処理に反対することをNodalview または販売代理店に伝えることができる。 

 
9.3. 情報保護に関する2016/679EU規則に基づき、顧客は、自身の個人情報へのアクセス、不正確、不完全又は

不適切な情報の訂正、それらの処理の制限又は取消をNodalview に請求することができる。 



  

  

 
また顧客は、Nodalview による情報処理の全期間中、本利用規約第12条（エクスポート、可搬性(portability)及び

可逆性）に規定される様式に従い、自身の個人情報の可搬性に対する権利を有する。 

 
9.4. また顧客は、所轄監督官庁に苦情を提出ことができる。 

 

第10条  サービス利用期間及び解除 

 
10.1. サービス利用の開始 

本サービスは、支払がなされたときに発効する。 

 
10.2. サービスの終了 

 
10.2.1. サブスクリプション 
本サービスは、顧客が発信する解除通知後のサービス満了日に終了する。 
本サービスは、当事者の一方がサービス利用満了日の少なくとも2カ月前に書留郵便又は受領を証明するEメー

ルによりサービス利用を更新しない旨を通知しなければ、満了日の翌日から同一条件にさらに1年間自動的に更

新されるものとし、以後も同様とする。 

 
10.2.2. 顧客が本サービスを早期解除する場合は、顧客は残存のサービス利用期間について支払うべきすべての金額を支払う。 

 
10.2.3. 法律に許容される範囲において、当事者の一方が営業を中止したとき、返済不能に陥ったとき、破産

したとき、解散を決議したとき、又は同様の手続きに入ったときは、本サービスは自動的に終了する。  
 

10.2.4. 顧客の画像及び／又はビジットに言及する公開されたリンクは、視覚化を目的とする場合にのみ、

解除日から1年間アクティブとする。当該期間が満了したときは、顧客から要請があればNodalviewは画像

を破棄する。  
 

10.2.5. 本サービスの終了時に、顧客は助言のため、又は自身のショットをダウンロードするため、3カ月間

は自身の個人スペースにアクセスすることができる。当該3カ月間が満了したときは、顧客の個人アカウン

トへのアクセスは否定される。 

 

第11条   エクスポート、可搬性及び可逆性 

顧客の画像及びパノラマは、Nodalviewのウェブサイト上の顧客の個人スペースから顧客が選択する保存領

域にエクスポートできる。ビジットに関するパノラマのアセンブリ及びそれらのエンリッチメント (ホット

スポット、ナビゲーションアロー等)は、エクスポートできないものと了解される。 

Nodalviewサーバー外のエクスポートの場合、Nodalviewサーバー上でホストされるコンテンツとダウンロー

ドされるコンテンツとを更に同期させることは、Nodalviewには技術上不可能と思われ、従って顧客の責任

になる。 

 



  

  

第12条   違反の場合の解除 

12.1. 顧客がサービス上の義務の一つに違反し、Nodalviewまたは販売代理店がかかる違反について通知し

た後、1ヶ月以内に是正されない場合には、Nodalviewおよび販売代理店は、顧客の不利益を顧みることな

く、本件サービスを停止又は解除する権利を留保する。その場合、顧客は、特にパノラマ、画像の滅失に

ついて返金又は支給金(allowance)を請求することができない。 

 
12.2. 顧客がその義務を履行しなかったことにより、本サービス利用が解消された場合には、第3条第4項第

2号に規定される金額が適用され、かつ顧客又はその従業員による違反によりNodalviewまたは販売代理店

に生じた管理費及びすべての損失、損害及び妥当な弁護士費用並びに法的費用を含む経費の補償が加算さ

れる。 

 
 

第13条   知的財産 

 
アプリケーションにおけるすべての知的財産権は、Nodalviewの独占的資産である。顧客は、如何なる知的

財産権も請求できず、また本利用規約に明示的に規定されたもの以外には如何なる権利も取得しない。 

 
注文書に別段の規定がなければ、Nodalviewは、顧客及び必要があれば許可されたユーザーに、注文書に規定

された料金表に従うことを条件として、本サービスの期間中、個人的、非独占的、譲渡不可のアプリケーショ

ンユーザーライセンスを許諾する。 

 
データ及び画像は、それらをやりとりする顧客の資産とする。但し、ツールの支援により画像に施された変更

についてはその限りではない。 
 
 
第14条  免責事項 

 

14.1. Nodalviewまた販売代理店は、データの喪失、財務上又は商業上の損害、利益の喪失、管理費の上昇、

企画立案の中断といった、またそれらに限定されない間接的と見做される損害について責任を負わない。  

 
14.2. 如何なる状況にあろうとも、顧客がその義務を履行しないことに起因して生じた損害について

Nodalviewまた販売代理店が責任を負うことはない。 
 

14.3. 裁判所の最終かつ拘束力のある判決により何らかの償還／請求がNodalviewまたは販売代理店に対し

下される十分な根拠があると予想される場合のNodalviewまたは販売代理店の責任は、顧客がサブスクラ

イブした年間サブスクリプションの金額に限定される。  
 

 

第15条  一般規定 
 

15.1. 無効な条項又は行使しない条項 

如何なる状況にあろうと、何れの当事者も、自身の権利を行使しないからといって、当該権利を



  

  

放棄、又は当該権利若しくは義務を制限したものと見做されてはならない。顧客と締結した現行

の本利用規約又は特別契約の或る条項が無効と判断されたからといって、その他の条項が無効に

なるわけではない。 

15.2. サービス用アドレスの選択 
本サービス履行の目的上、顧客は注文書に示されたアドレスにおけるサービス用アドレスを選択する。

Nodalviewは、自社に関する限り、Nodalviewの登記済み事務所の住所をサービス用アドレスとして選択する。 
 
15.3. 通知 
すべての通知は、受領を証明するEメール又は書留郵便により有効になされたものとする。顧客のEメール

アドレスは、注文書に記載されたアドレスとする。 

 

15.4. 下請契約 
Nodalviewは、本利用規約に基づく義務の履行に当たり、下請業者を使用する権利を留保する。 

 
 
第16条  準拠法   管轄裁判所 

本利用規約は、ベルギー法に準拠する。利用規約に関し、当事者間で友好的に解決できない紛争は、

Nodalviewの登記済み事務所が存在する司法管轄区の専属管轄裁判所及び裁決機関により解決されるもの

とする。  

 
上記に拘わらず、Nodalview は、一般に適用される法律（law of general application）に従いその他の管轄裁決機

関に顧客を招集する権利を留保する。 

 

 

 

以上 
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