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アジア太平洋地域の一般利用規約
改訂日：16 2021年 4月 

本アジア太平洋一般利用規約（以下「法的条件」）は、作業明細書または提案書（それぞれ以下「SOW」）に盛り込ま

れる場合には、提供されるサービス（以下「サービス」）を規定し、SOW に記載されたお客様および Datasite 社（以下

「Datasite」）（各々「当事者」、併せて「両当事者」）の間の完全合意（以下、総称して「契約」）を構成するものと

します。法的条件と SOWの間に矛盾が生じた場合、SOWが優先するものとします。法的条件内で定義されていない大文

字の用語は、SOWで定義されています。 

1. 料金、税金、請求紛争。

(a) 手数料。お客様は、SOW に定める手数料（以下「手数料」）を Datasite に支払うものとします。お客様は、本

サービスの促進のためにアドバイザーが代行する場合、本サービスの履行に関して、当該アドバイザーが負担する一切の

手数料を支払うものとします。すべての手数料は、該当する SOW で使用されている通貨で支払われるものとします。

Datasiteは、SOWの発効日から 1年ごとに、（a）3パーセント、または（b）調整期日の直前の 12か月における香港の

月次「全グループ」消費者価格指数の平均値のいずれか大きい方に相当する金額により価格を調整することができます。

(b) お支払い。お客様は、Datasiteからの請求書を受領してから 30日以内に、本契約に基づくすべての手数料を支払

うものとします。DataSite は、お客様が未払いの場合、書面で通知することにより本サービスを停止することができます。

現地の法律に従って、支払期日を超過したすべての請求に対し、利息が加算される場合があります。お客様が、本契約に

基づいて請求される手数料について第三者による支払いを求めた場合、（a）お客様は Datasite に対し、請求の変更につ

いて、書面により速やかに通知するものとします。（b）かかる第三者から Datasite への手数料の支払いは、Datasite か

らの請求書の受領から 30 日以内に行われるものとします。（c）お客様は、これらの手数料、またはその他の手数料を

DataSiteに対して支払う義務を免れることはありません。 

(c) 税金。本契約に基づきお客様が支払う金額には、適用される税金（GSTおよび源泉徴収税を含む）は一切含まれ

ません。お客様は、GST（新税制「物品サービス税法 1999 (Cth)」において定義）を含むがこれに限定されない、本契約

に起因するすべての税金、関税、その他の政府関係費用（以下、総称して「税金」）を負担するものとします。Datasite

からお客様への本サービスのいずれかの提供費用が GST の対象となる場合、第 1 条（a）を制限することなく、お客様

は、本サービスの対価が支払期日を迎え、また Datasiteが有効な納税請求書をお客様に発行するのと同時に、当該サービ

スに関連してお客様が支払う対価に加えて、本サービスに関して支払われるべき GST の金額を Datasite に支払う必要が

あります。

2. 所有権および要件。

(a) 顧客所有権。お客様は、本サービスに関連して Datasite に提供されるすべてのデータ、コンテンツおよび情報の

正確性、品質、適法性、完全性および適切性について、単独で責任を負います。お客様は、お客様自身によって、または
お客様に代わって本サービスにアップロードされるあらゆる文書（以下「コンテンツ」）、およびお客様 の商標またはロ
ゴ（以下、総称して「顧客資料」）を所有します。 

(b) Datasite の所有権。Datasite がサービスを提供する際に使用するすべての資料、文書、方法論、ソースコード、
プロセス、ウェブサイト、アプリケーション、ソフトウェア、ならびにそれらに伴う一切の派生物、将来の機能強化また

は変更、およびそれらに含まれる知的財産権は、Datasite が所有します。 

(c) コンテンツ。お客様は、（i）可能な限り最良の条件で Datasite にコンテンツの明確で判読可能なコピーを提供す
ること、（ii）コンテンツに関連するあらゆる問題の修正について Datasite と協力すること、および（iii）お客様が当該コ

ンテンツに関して観察または発見した問題またはエラーを Datasite に速やかに報告することに対して、合理的な努力を払
うものとします。さらに、お客様は、Datasite に提供されるコンテンツの使用、配布、または廃棄を制限するすべての裁

判所命令について、直ちに書面で Datasite に通知するものとします。

3. 表明および保証。

(a) 一般表明。各当事者は、（i）当事者が本契約に基づく義務事項を開始および履行する完全な権能および権限を有

すること、（ii）本契約が正当に実行および遂行され、その条件に従って当該当事者に対して執行可能な有効かつ拘束力

のある合意を構成すること、（iii）当事者が、当事者に適用されるすべての法令を遵守すること、および（iv）当事者が

Datasite に伝送される電子データにウイルスやその他の有害なコンポーネントが含まれていないことを保証するために、

一般的に受け入れられている最新のウイルス検出装置および手順を使用することを表明し、保証します。 

(b) Datasiteの表明。適用される SOWの期間中、Datasiteは、（i）本サービスが、健全で専門的な慣行を採用し、有

能かつ専門的な方法で提供されること、および（ii）Database が本サービスを提供するために必要なすべての許可、ソフ

トウェアライセンスおよび所有権を有することを表明し、保証します。
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(c) お客様の表明。お客様は、（i）Datasite が本契約に従ってコンテンツを合法的に使用および処理できるように、

お客様が当該コンテンツの移転のために法律上必要なすべての許可および同意を得ていること、（ ii）お客様がアドバイ

ザーに対し、本サービスに関連する指示を出す権限を委任したこと、および Datasite がかかる指示についてお客様に確認

する義務を負わないこと、（iii）お客様が、いずれかの適用法または規制に照らして、民事責任を発生させるか、または

刑事犯罪を構成しうる行為を構成もしくは奨励し、また他の者にそれらの行為について助力、奨励または許可するような

方法で、本サービスを使用しないこと、（iv）第三者の知的財産権を侵害するコンテンツをアップロードしないこと、な

らびに（v）意図された業務目的のために本サービスを利用することを表明し、保証するものとします。 

(d) 保証の否認。本契約に明示的に記載されている場合を除き、法律で認められる最大限の範囲において、本サービ

スは、明示または黙示を問わず、いかなる保証もなく、現状のまま提供されます。かかる保証には、特定目的への適合性、

非侵害性、商品性、または取引、使用もしくは貿易慣行から生じる保証が制限なく含まれます。上記の保証は、本サービ

スが安全であること、中断なく機能すること、もしくはエラーを発生させないこと、または Datasite がすべてのエラーを

修正できること、もしくは本サービスがお客様の要件を満たしていることを保証するものではありません。 

(e) セキュリティ機密情報。本サービスは、セキュリティ分類を持つデータルームに情報を格納するために使用すべ

きではありません。したがって、Datasite は、セキュリティクリアランスを有する、または必要とする情報へのアクセス

または保存に関する適合性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も負いません。お客様は、Datasite が機密

情報に関する本サービスの利用に起因、または関連して生じたいかなる請求または損害についても責任を負わないことに

同意するものとします。 

4. 守秘義務。 

(a) 「機密情報」とは当事者の専有情報を意味し、その専有情報には顧客資料（顧客が管理する個人データを含む）、

発明、企業秘密、マーケティング計画、プログラム、ソースコード、データおよびその他の文書、顧客および株主の情報、

その他の当該当事者の事業に関する情報、ならびに本契約の諸条件および価格設定が含まれますが、これらに限定されま

せん。「機密情報」という用語には、以下の項目の情報は含まれません。（i）受領側の当事者が所有していた情報、もし

くは開示側からの受領前に受領側当事者に知られていた情報、（ii）受領側当事者の過失なしに公開されている、もしく

は公開される情報、（iii）開示側当事者以外の情報源から受領側当事者にもたらされ、無制限かつ正当に利用可能になっ

ている、もしくは利用可能になる情報、または（iv）受領側当事者が独自に開発した情報。 

(b) 各当事者は、（i）他方当事者のかかる機密情報を極秘のものとして保持し、（ii）本サービスの促進または改善の

ためのみに当該情報を使用および開示し、また（iii）すべての秘密情報の機密性を維持するために合理的な措置を講じる

ものとします。本契約は、本契約に起因または関連して Datasiteが締結した秘密保持契約に明示的に優先し、その全体に

取って代わるものです。 

(c) 当事者が裁判所命令、召喚状、またはその他の法的要件により機密情報の開示を余儀なくされた場合、当該の当

事者は、（その行為が法律により禁じられていない限り）他方の当事者に対して速やかにその旨を通知し、当該の当事者

が自身の裁量および自費により、保護命令またはその他の救済を求めることができるようにします。 

(d) 本契約の終了時、お客様から本サービスへアップロードされたすべてのコンテンツは、廃棄されるか、または本

SOWに従ってお客様に返還されます。両当事者は、お客様の要請に応じて、Datasiteがコンテンツの削除または破棄の証

明を提供することに同意するものとします。お客様は、コンテンツが提供のためにリリースされる前に、すべての請求額

の全額を支払うことに同意するものとします。この第 4条（d）の規定にかかわらず、Datasiteは、当該当事者のセキュリ

ティまたは災害復旧の手順に従って作成され、コンピュータシステムのバックアップに含められたアーカイブ済みコンテ

ンツを、直ちに消去する義務を負いません。ただし、当該のアーカイブされたコピーは、破棄されるまでは依然として守

秘義務の影響下にあるものとします。 

(e) コンテンツ内の個人データは、適用されるデータ保護法に従って保護されます。お客様は、Datasite によるサー

ビスの提供が、一部の個人データ (適用されるデータ保護法で定義されます) の処理を伴う可能性があり、Datasite がその

個人データをお客様のアドバイザーまたはその許可された第三者ユーザーと共有することを含む可能性があることを認め

ます。お客様は、本契約に従って個人データを処理するために個人データを提供することが、適用されるデータ保護法に

準拠していることを確認する唯一の責任を負うものとします。お客様がデータ処理契約の締結を要求するデータ保護法に

従う場合、お客様は、DataSite のデータ処理に関する付属書を https://www.datasite.com/us/en/legal/services-

agreement.htmlにおいてダウンロードし、それに署名して privacy@datasite.com宛てに返信することができます。 

5. 責任の制限。 

適用される法律で認められる範囲内において、Datasite とお客様はともに、いかなる回復の法理に照らしても、それが契

約に基づいているかどうかを問わず、不法行為（過失および無過失責任を含む）に基づいているかどうかをも問わず、保

証に基づくものであろうとなかろうと、またはその他の状況下であっても、利益、事業、営業権、評判の損失、または事

https://www.datasite.com/us/en/legal/services-agreement.html
https://www.datasite.com/us/en/legal/services-agreement.html
mailto:privacy@datasite.com
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業の中断による損失を含む懲罰的、間接的、特別、偶発的または結果的な損失について、他方の当事者またはその他の第

三者に対する責任を一切負わないものとします。お客様は、本契約に別段の記載がない限り、本契約で提供されている救

済措置は排他的なものであり、いかなる場合でも、適用法によって認められる範囲において、いかなる回復の法理に照ら

しても、それが契約に基づくかどうか、不法行為であるかどうか、保証に基づくかどうかを問わず、またはその他の状況

下であっても、いずれかの当事者の累積責任の総額が、当該の責任を発生させた事象の直前の 12か月間に該当する SOW

に基づき、Datasite に支払われた総額、または支払われるべき総額を超過しないことに対し、明示的に同意するものとし

ます。  

本法的条件の第 5 条に定める責任の制限は、（A）本契約に基づきお客様が支払い済みの手数料、もしくは支払うべき手

数料、（B）当該の法的条件の第 2 条（b）もしくは第 3 条（c）の違反、または（C）詐欺もしくは当事者の故意の不正

行為によって生じた損害には適用されません。   

6. ホスティング条項。以下の規定は、サービスが、インターネットベースのプラットフォーム（「ウェブサイト」）上

で顧客のコンテンツをホスティングすることを含む範囲において適用されます。 

(a) ウェブサイトユーザー。 

(i) 定義。ウェブサイトのユーザー（以下、「ユーザー」）とは、お客様がウェブサイト上のコンテンツにアク

セスすることを許可し、Datasite またはお客様によって有効化されている個人のことです。「管理者」とは、お客様によ

り、サービスの開始と終了、コンテンツのアップロードと管理、他の管理者およびユーザーに対する招待、ならびにレポ

ートへのアクセスを許可されたユーザーです。お客様は、管理者が負担したあらゆる手数料を支払うものとします。 

(ii) 義務。ユーザーは、ウェブサイトに含まれている利用規約とプライバシーに関するお知らせに同意する必要

があります。それらの利用規約とプライバシーに関するお知らせは、随時修正されることがあります。お客様は、本契約

に従って、ユーザーによる本ウェブサイトの利用について責任を負うものとします。Datasite は、かかるユーザーの雇用

主からの要請に応じて、本サービスからユーザーの登録を解除する権利を留保します。 

(iii) サービスの本番開始日、サンドボックス、Datasite Prepare。サービスの本番開始日より前か、またはお客様

がサンドボックス（SOWに記載）もしくは Datasite Prepareの利用を選択した場合、お客様は、（A）実際の、もしくは

提案された合併、買収、合弁事業、もしくはお客様あるいはお客様のクライアントの資産もしくは議決権付き証券の販売

もしくは交換を伴うその他の取引に関係するお客様の従業員、代理人、クライアント、およびアドバイザーを含む取引チ

ーム内でコンテンツを管理および配布する目的で、または（B）SOW の両当事者が合意したその他の目的のため、なら

びに（A）および（B）の両方に関連して、当該のサービスのみを使用することに同意するものとします。当該コンテン

ツには、お客様の代理人、アドバイザーまたはクライアント以外の第三者がアクセスできないようにするものとします。

Datasite は、単独の裁量により、（y）Datasite またはその事業への重大な損害を避けるため、サービス停止が必要にな

る場合、または（z）お客様またはユーザーが本条項に違反した場合に、本サービスを終了する権利を保持します。 

(iv) ストレージ。ウェブサイトにアップロードされたすべてのコンテンツは、管理者がダウンロード専用ファイ

ル（以下、「特殊メディア」）として指定しない限り、PDF 形式に変換されます。手数料は、SOW に記載されている通

り、8”X11”ページ単位（以下、「ページ」）またはストレージ単位（「MB」または「GB」）のいずれかによる換算結果

に基づいて合計額が算出されます。その手数料は、当該の SOW に記載されている増分により増大するものとします。

Datasite のストレージおよびページの勘定には、オプションの製品およびサービスの手数料は含まれておらず、重大なエ

ラーが発生した場合を除き、その勘定を最終的なものとします。追加分のストレージ料金ならびにオプションの製品およ

びサービスの料金は、それらが発生した際に請求されます。 

(v) 継続。お客様が更新期間（該当する SOW に定義）に入ると、お客様に対して、SOW において特定されてい

る継続レートで維持されるすべてのコンテンツの料金、および更新期間中にアップロードされた追加コンテンツについて

は、SOWにおいて設定されているページ、MB、GBまたは特殊メディアの増分が請求されます。 

(vi) サードパーティコンテンツ。本ウェブサイトには、お客様が、第三者によって所有されている可能性のある

取引データ（以下、「第三者コンテンツ」）を共有できる機能が含まれています。お客様は、（a）お客様によって提供

されるアクセス（第三者コンテンツの閲覧、ダウンロード、照会のためのアクセスを含む）の能力をユーザーが有するこ

と、および第三者コンテンツをユーザーと共有することに関するリスク評価がお客様単独の責任であること、ならびに

（b）Datasite が、第三者コンテンツに関するユーザーの行為または不作為について管理せず、一切の責任を負わないこ

とを了解し、それに同意するものとします。 

(vii) トライアルサービス。Datasite は、ベータサービスおよび関連ドキュメント（以下、「トライアルサービ

ス」）をお客様に提供する場合があります。トライアルサービスは、本契約における「サービス」とはみなされず、「現

状のまま」提供され、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証も付きません。ただし、本サービスおよびコンテン

ツに関するすべての機密性および所有権、ならびにお客様の義務は、お客様のトライアルサービスの利用に等しく適用さ

れるものとします。Datasite は、独自の裁量により、いつでもトライアルサービスを中止し、また一般に提供しないよう

https://www.datasite.com/us/en/legal/terms-of-use.html
https://www.datasite.com/us/en/legal/privacy-notice.html
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にできるものとします。Datasite は、トライアルサービスに起因または関連して生じたいかなる損害についても責任を負

いません。お客様へのトライアルサービスの提供には、追加の利用規約が適用される場合があります。 

(viii)  フィードバック。お客様は、ウェブサイトまたはサービスに関する提案、改善、コメント、またはその他の

フィードバック（以下、「フィードバック」）が Datasiteの独占的財産であることに同意するものとします。すべてのフ
ィードバックは非機密情報とみなされます。 

(ix) 非 Datasite アプリケーションとの統合。本ウェブサイトには、お客様または第三者が提供し、本ウェブサイ

トと相互運用する、ウェブベース、モバイル、オフラインまたはその他のソフトウェアアプリケーションとの相互運用を

目的として設計された機能が含まれる場合があります（以下、「Datasite 以外のアプリケーション」）。Datasite は

Datasite以外のアプリケーションに対する保証またはサポートを行いません。お客様が本ウェブサイトで Datasite以外の

アプリケーションを使用することを選択した場合、Datasiteは、当該の非 Datasiteアプリケーションまたはそのプロバイ

ダによるアクセスに起因するコンテンツの開示、変更、削除について一切責任を負いません 

(b) サービスレベル契約。 

(i) 定期メンテナンス。Datasiteは、システムのアップグレードおよびメンテナンスのために、ウェブサイト上で

定期的なメンテナンスを実行します (「定期メンテナンス」)。詳細な通知は本ウェブサイトに記載されています。定期メ

ンテナンスは、暦月当たり 4時間を超えないものとします。Datasiteは、お客様の利用状況に基づいて、ウェブサイトお

よびサービスを更新、変更、改善、サポートおよび運用する権利を留保します。いかなる更新も修正も、本ウェブサイト

の機能を著しく低下させることはありません。 

(ii) 可用性保証。定期メンテナンス以外に、Datasite は本ウエブサイトについて、12 か月ベースで測定された時

間の少なくとも 99.5%において利用可能であることを保証します（「可用性保証」）。 

(iii) 例外。可用性保証を計算する際には、（w）定期メンテナンス、（x）お客様またはそのユーザーのインター

ネット接続の障害、（y）Datasite が管理するネットワークに起因するもの以外のインターネットトラフィックの問題、

または (z) 不可抗力事象によって発生したダウンタイムの動作不能期間は含まれません。 

(iv) サービスクレジット。Datasite が契約期間中に可用性保証を履行できなかった場合、お客様は、（x）

Datasite が当該の可用性保証を履行できなかった日から 5 日以内に実行することを条件として、SOW を終了するととも

に、Datasite に対し、商業的に実用可能になり次第直ちに、ウェブサイトのコンテンツをお客様の被指名人に提供するよ

う要求できるものとするか、または（y）Datasiteが当該の可用性保証を履行できなかった日から 20日以内に実行するこ

とを条件として、Datasite がお客様に対して、以下の表に記載されているクレジットを提供するよう要求できるものとし

ます。 

ウェブサイトの実稼働率 クレジット 

99.5%以上 なし 

97%以上 99.5%未満 月額料金の 10% 

96%以上 97%未満 月額料金の 25％ 

95%以上 96%未満 月額料金の 50％ 

95％未満 月額料金の 100％ 
 

7. 契約終了。  

(a) いずれかの当事者による終了。いずれかの当事者は、本契約の重大な違反があり、非違反当事者からの書面によ

る通知から 30日以内にそれが修正されない場合、本契約および本契約に基づいて発行されるすべての SOWの全部また

は一部を終了することができます。本規定に基づく不履行通知は、本規約に基づく終了の通知を構成するものではありま

せん。終了の通知は別途提供するものとします。 

(b) Datasiteによる終了。Datasiteは、お客様が以下の状況下の場合、本契約および本契約に基づき発行されるすべ

ての SOWの全部または一部を終了することができます。 

(i) 積極的に事業を行うことをやめる。  

(ii) 破産のための自発的な請願書を提出するか、またはそれに対して破産のための非自発的な請願書を提出す

る。 

(iii) 債権者の利益のための一括譲渡を行う。  

(iv) 実質的にすべての財産または資産を管理する財産保全管理人または受託者の任命を申請するか、またはその

ような財産保全管理人または受託者の任命を許可した。   
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(v) 書面による終了の意思を通知した直後、その債権が差し押さえの対象となる。または、 

(vi) デフォルトの通知から 10日以内に請求の全額を支払えなかった場合、Datasiteは、その時点で独自の裁量に

より本サービスを停止するか、または本契約、本サービスもしくは SOWを終了することができますし、Datasiteは当該

コンテンツを保存または返却する義務を負いません。 

(c) 契約終了の効果。SOWまたは本契約の終了または満了時、以下の事柄が発生します。 

(i) 管理者がウェブサイトの閉鎖手順を完了すると、Datasiteは、お客様およびすべてのユーザーのウェブサイ

トへのアクセスを終了します。 

(ii) Datasite は、Datasite がウェブサイト上で保持するすべてのお客様のコンテンツを永久に削除します。SOW

が終了、またはその期限が満了すると、Datasite がコンテンツをホストする義務が終了します。 

8. 全般。

(a) 関連会社。Datasiteは、本契約のすべての目的に照らして、関連会社による行為または不作為が Datasite による

行為または不作為とみなされる限り、いずれかの関連会社を通じて、本契約に基づくあらゆる義務を履行し、また本契約

に基づき付与された権利を行使する権利を有します。本契約の目的上、「関連会社」とは、直接的または間接的に、本契

約を実行する当事者を管理するか、本契約を実行する当事者によって管理されるか、または本契約を実行する当事者と共

通の管理下にある事業体を意味します。 

(b) 権利放棄なし。いずれかの当事者による本契約に基づく権利行使の不履行または遅延があっても、当該の権利の

放棄とはみなされません。また、本契約のいずれかの条項の違反に対する権利をいずれかの当事者が放棄した場合でも、

その後の同条項またはその他の条項の違反に対する権利放棄とはみなされません。 

(c) 分析。数値、日付、時刻、固有名詞、住所、場所、タイトルおよび個人データへのすべての言及を削除してコン

テンツを匿名化し（「匿名化コンテンツ」）、その匿名化コンテンツを Datasiteの他の顧客から派生または取得した同様

の情報に併合または組み込んだ時点で（総称して「集合コンテンツ」）、お客様は本契約に基づき、Datasite に対し、本

サービスの特性および機能を強化するため、非独占的で全額払い込み済みの全世界的かつ取消不能なライセンスを付与し

ます。 

(d) 生存者権。条項 1、2、4、5、7（ｃ）、および 8 は、本契約の満了または終了後も存続します。 

(e) 制限された当事者。Datasiteは、制裁対象国または禁輸国の企業または個人へのサービスの提供を禁止する権利、

または政府リストに基づく制限された当事者による本サービスへのアクセスまたはその使用を制限する権利を留保します。

お客様は、本サービスの利用に関連してコンテンツを移転するために必要な輸出ライセンスまたはその他の承認を得るこ

とについて、全責任を負うものとします。 

(f) 第三者への利益の無供与。本契約では、その規約によって明示的に定められている場合を除き、いかなる第三者

の受益権をも意図していません。 

(g) 譲渡。本契約は、当事者ならびに各々の承継人および譲受人を拘束し、かつそれらの者の利益のために法的効力

を持ちます。いずれの当事者も、他方の当事者の書面による事前の同意なく、本契約の権利、利益および義務の全体また

は一部を譲渡できないことについて、同意かつ理解しています。上記にかかわらず、事前の書面による通知を提供するこ

とにより、いずれかの当事者は、本契約またはそれに関連するいずれかの SOW に基づく権利、利益および義務について、

親会社、子会社もしくは関連会社、または当該当事者のすべての資産または株式の承継人に譲渡することができます。 

(h) 通知および非更新。本契約において、通知の提供、送達または配信に関する規定が定められる場合にはいつでも、

当該通知は書面によるものとし、電子メールの受領の了解を含む配信証明を提供する方法を用いて行うものとします。
お客様の管理者は、当該SOWまたは法的条件に異なる定めがあっても、本契約を更新しない旨の書面による事前の通知を行うために、本ウェブサイト上でDa
tasiteの閉鎖手順を実行するものとします。 

(i) 不可抗力。いずれの当事者も、遅延が当該当事者による合理的な制御を超えた事象に起因し、また当該当事者の

不作為により引き起こされたのでははないという範囲内において、本契約に基づく義務の履行の遅延に対する責任を負う

ことはありません（以下「不可抗力」）。当事者による本契約書に定められた義務履行の遅延または失敗が不可抗力に起

因する場合、（支払い期限に達した金額を支払う義務以外の）義務は、当該の不可抗力の状態が継続している間は停止さ

れ、本契約の違反とはみなされません。本契約に基づく義務履行が停止された当事者は、不可抗力事象の事由、および当

該当事者が予測するその事象の最も妥当な終息時期を記した書面による通知を速やかに行うものとします。 

(j) マーケティングサポート。該当する取引を公表する際、Datasite は、お客様を Datasite のお客様として認識し、

Datasite のウェブサイトまたはその他のマーケティング資料において、お客様の名前またはロゴを使用する場合がありま

す。 
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(k) 完全合意。本契約は、該当する SOW およびデータ処理契約（締結されている場合）とともに両当事者間の完全

な合意を構成し、書面または口頭を問わず、本契約の主題に関する過去のすべての合意、提案および交渉に優先します。

本契約の条項を修正、解釈、補足または変更するために、商慣習もしくはその他の定例の慣行、または当事者間の取引方

法を使用することはありません。Datasite は、書面による明示的な合意がない限り、異なる条件または追加の条項を含め

ることを拒否します。 


