
 

Viedoc（ヴィードック）利用規約 

発効日：2020 年 10 月 8 日 Please scroll down for English version. 

旧バージョンからの変更事項 

本利用規約の旧バージョンは、2018 年 5 月 27 日に発効されたものです。本方針は旧バー

ジョンに記載された正式な会社名の変更並びに、当社オフィスの新住所を反映しています。

また旧規約の段落 5 の最後に記述されていた、Viedoc（ヴィードック）はご利用者を代表

して正当な根拠を明示するための臨床意思決定支援システムとして使用されることを意図す

るものではない、という文章に修正を加え段落 3 および 6 においても数か所、多少の変更

を行っています。最後に、利用規約を日本語に翻訳し、英語版に添付しています。 

Viedoc（ヴィードック）へようこそ！ 

Viedoc（ヴィードック）を構成する、一連のサービスをご利用いただきありがとうござい

ます。Viedoc（ヴィードック）の提供会社の情報は次の通りです。提供会社名 ヴィードッ

ク・ジャパン株式会社（Viedoc Japan K.K.）以下（「当社」）の住所は 〒103-0024 東京

都中央区日本橋小舟町 8-6 H¹O 小舟町 305 号室です。当社のメールアドレスは 

info@Viedoc.jp です。 

本利用規約（「TOU」）は、ご利用者（以下「ユーザー」）と当社間の法的な取り決めとな

ります。ユーザーの Viedoc（ヴィードック）へのアクセス、および、使用に関しては、

Viedoc（ヴィードック）本利用規約に従うものとします。本利用規約（TOU）に記載され

ているすべての権利と制限事項に注意深く目を通し、ご了解をお願いします。ご参考までに

、当利用契約（TOU）の印刷可能な PDF 版が Viedoc（ヴィードック）のフッターにありま

すので、ログイン後にダウンロードをしていただけます。本利用規約（TOU）を受け入れ

Viedoc（ヴィードック）にアクセスすることにより、本利用規約（TOU）に同意し、また

承認を確認されたと見なされます。 

Viedoc（ヴィードック）は、当社による、あるいは、当社のライセンシーの 1 人（「研究ラ

イセンス保持者」）または当社の正式な代理人のいずれかからの招待によってのみ提供され

ます。 



 

本利用規約（TOU）に関するご質問は、上記の連絡先までお問い合わせください。 

1.登録とアカウント 

Viedoc（ヴィードック）を使用するには、ユーザーアカウントの登録が必要です。登録の開

始には、電子メールにてご利用者様宛に招待状が送信されます。予期しない招待状を受信、

またはエラーが疑われる招待状を受け取られた場合、これを利用したアカウント登録は行わ

ないでください。  

ユーザーアカウントは個人的なものであり、他人に譲渡することはできません。第三者にご

自身のアカウントへのアクセスを許可しないでください。パスワードとアクセスコードは安

全な場所に保管してください。当社は、ユーザーの知識の有無にかかわらず、第三者がユー

ザーのアカウントを使用した結果として被られたいかなる損失についても責任を負うもので

はありません。 

Viedoc（ヴィードック）のアカウント保持者は必要に応じて、当社または研究ライセンス保

持者のいずれかからユーザーへのアクセスが許可された、Viedoc（ヴィードック）内のさま

ざまなリソースや機能にアクセスできます。誤ったアクセス権が付与されたと思われる場合

、または以前に与えられていたアクセス権が失われたと思われる場合は、該当するアクセス

権を利用せず当社または研究ライセンス保持者までご連絡ください。 

本利用規約（TOU）に基づいて付与されたアクセス権と使用権は、利用規約への違反が明ら

かになった場合には直ちに終了するものとします。当社は、ユーザーが適用法に違反してい

ると認識した場合、または当社独自の裁量において、その他の理由で Viedoc（ヴィードッ

ク）当事者の利益に害を及ぼす可能性があると判断した行為または状況を認めた場合、予告

なしに Viedoc（ヴィードック）へのアクセスを終了、あるいは、一時停止する権利を留保

しますが、その義務を負うものではありません。  

2.第三者によるアクセス 

ユーザーは、当社または研究ライセンス保持者から、Viedoc（ヴィードック）へのアクセス

権について他のユーザーを招待する明示的な権限を付与されていない限り、第三者に

Viedoc（ヴィードック）へのアクセスを提供することはできません。他のユーザーに

Viedoc（ヴィードック）へのアクセスの招待を行う権限が付与されている場合、招待する第



 

三者の身元の確認についてはユーザーが単独で責任を負うものとします。これに該当する第

三者はこの利用規約（TOU）に従うものとします。 

3.Viedoc（ヴィードック）を利用するユーザーの権利とその制

限 

本利用規約（TOU）により、招待状に定められた目的のために Viedoc（ヴィードック）に

アクセスして使用する、および、非独占的、個人的、取り消し可能で譲渡不可の権利、また

は長期にわたって付与される追加のアクセス権を付与するものとします。本利用規約（TOU

）に記載されているものを除いては、Viedoc（ヴィードック）へのアクセスまたは使用に関

して、いかなるその他の権利またはライセンスも付与されません。 

利用者は次の事に同意します。(a)Viedoc（ヴィードック）の逆コンパイル、逆アセンブル

、またはリバースエンジニアリング、(b)Viedoc（ヴィードック）のコピー、配布、販売、

リース、サブライセンス、譲渡、または(c)Viedoc（ヴィードック）の修正もしくはヴィー

ドックに基づいた二次的著作物の作成を行わない事。  

上記に加え、利用者は次の事項すべてに記載されていることを行わない事に同意します。

(i)Viedoc（ヴィードック）を介して送信される情報の出所の偽装、(ii)Viedoc（ヴィードッ

ク）への虚偽または誤解を招く情報の送信、(iii)Viedoc（ヴィードック）経由で利用可能な

サービス、情報、アプリケーション、またはソフトウェアの、当社または研究ライセンス保

持者が許可を明示していない方法における使用またはアクセス、(iv)あらゆるシステムまた

は Viedoc（ヴィードック）に損害を与える行為、干渉をする、傍受をする、または収用す

ることを目的とするウイルスまたはその他のコンピュータープログラミングルーチンを含む

情報を Viedoc（ヴィードック）へ入力またはアップロードする行為、(v)第三者の知的財産

権を侵害する情報の送信、(vi)適用法および規制（データ保護法を含むがこれに限定されな

い）と矛盾する情報の提出、または(vii)当社の判断において、Viedoc（ヴィードック）のパ

フォーマンスや機能に悪影響を与える、または権限のある当事者が Viedoc（ヴィードック

）にアクセスする能力を妨害しうる方法での Viedoc（ヴィードック）の使用またはアクセ

スをする事。  



 

4.提出する情報 

ユーザーが Viedoc（ヴィードック）を利用して当社に提供する情報の正確性を維持する責

任を負うものとします（このような情報をすべて、「提出物」と総称します）。提出物は秘

密保持の義務を含みますが、これに限定されずに当社側が義務の対象にはならず、提出物の

使用または開示（あらゆる媒体における公開を含む）について当社は責任を負わないものと

します。ユーザーは、当社と当社研究ライセンス保持者がユーザーへの通知、補償、または

承認なしに提出物を自由に使用できることに同意するものとします。 

ユーザーが提供した個人データの収集、保存、共有する方法の詳細については、個人情報保

護方針をご参照ください。 

5.法律の遵守とグッドクリニカルプラクティス（GCP） 

ユーザーは、Viedoc（ヴィードック）とそのコンテンツを、適用されるすべての法律、裁定

、規制に厳密に準拠し、当社の単独の判断において、当社の信用または評判に否定的な影響

を与えない方法で使用することに同意するものとします。さらに、ユーザーは、犯罪構成要

件に該当する行為、民事責任を生じさせる行為、または適用される地方、州、国内、または

国際法または規制に違反する行為を助長する資料を送信しないことに同意します。当社のソ

フトウェアとサービスは、グッドクリニカルプラクティス（GCP）、米国食品医薬品局（

FDA）、欧州医薬品庁（EMA）、医薬品医療機器総合機構（PMDA）、中国国家食品薬品監

督管理局（CFDA）、および臨床研究データに適用される同様の国際規制に準拠するよう設

計されていますが、各研究ライセンス保持者と承認済みユーザーによる Viedoc（ヴィード

ック）の使用は、対象となるすべての規制と慣行に準拠するものであり、この点に関して表

明または保証の放棄が明示されています。 

Viedoc（ヴィードック）の電子署名が、法的に拘束力のある従来の手書きの署名と同等であ

ることを証明するものとします。 

ユーザーは、研究ライセンス保持者と別段の合意がない限り、Viedoc（ヴィードック）を

医療機器または臨床意思決定支援システムとして利用しないことを表明および保証するもの

とします。 



 

6.個人情報保護 

当社は個人情報保護に関する法規範を遵守しており、データの取扱いに関する情報提供の重

要性を常に認識しております。ユーザーは Viedoc（ヴィードック）を使用する前に、当社

における情報の収集および使用方法など個人情報保護への取り組みについてご一読のうえ同

意頂く必要があります。 

ユーザーが Viedoc でお客様の個人情報を当社に提供した場合、または Viedoc に登録した

場合、当社はお客様が提供した個人情報を、お客様が所在する国以外の国、またはその個人

情報が収集された国以外の国に転送し、または保管することができます。詳細については、

個人情報保護方針をご参照ください。 

7.所有権 

当社、当社のサプライヤーあるいは、原著作者が、Viedoc（ヴィードック）に対するすべて

の知的所有権（著作権を含む）を保持するものとします。ユーザーの Viedoc（ヴィードッ

ク）使用に関連してのみ、Viedoc（ヴィードック）上でアクセスを許可された資料をコピー

できます。対象の資料においては、すべての著作権およびその他の所有権に関する通知を、

オリジナルと同じ形式および方法で保持する必要があります。ユーザーは、当社による許可

なしに、Viedoc（ヴィードック）に含まれるいかなる資料も「複製（コピー）」してはなり

ません。上記に指定されている場合を除き、本利用規約（TOU)に含まれるいかなるものも

、含意、禁反言、またはその他の商標または特許、著作権、マスクワーク保護権、または当

社または第三者のその他の知的財産権に基づくライセンスまたは権利を付与するものとして

解釈されるものではありません。 

8.商標 

Viedoc（ヴィードック）の名称、ヴィードックの組織ロゴ、およびロゴマーク、Viedoc（

ヴィードック）に記載されている機能とサービスは、当社の商標、サービスマーク、または

登録商標であり、書面による当社の明示的な許可なしに、全体または一部を複製、模倣、ま

たは使用することはできません。Viedoc（ヴィードック）に表示されるその他すべての商標

、登録商標、製品名、およびロゴは、それぞれの所有者に帰属します。 



 

9.リンク 

第三者のサイトへのアクセスを許可する Viedoc （ヴィードック）のリンクは当社の管理下

になく、第三者のリンクサイトのコンテンツ、対象リンクサイトに含まれるリンク、または

対象サイトへの変更または更新に対して当社は責任を負いません。対象リンクは、当社また

は研究ライセンス保持者によって提供されるものです。当社がこれらのリンクを提供するの

は、ユーザーの便宜を目的として行うものであり、第三者のサイトへのリンクを含む場合で

も、当社によるサイトの推奨を意味するものではありません。他のパスワードで保護された

サイトを含み、リンクされたサイトが、この利用規約（TOU)に追加される、または異なる

利用規約に含まれる場合があります。対象のサイトに記載されている利用条件（TOU)は、

その第三者自らの使用に適用されるものです。 

10.免責条項 

Viedoc（ヴィードック）のソフトウェアを含む素材は「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提供するものではありません。商品性または特定目

的適合性の保証については、Viedoc（ヴィードック）またはアプリケーションサービスの

コンテンツまたは資料に関して責任を負うものではありません。当社の次の項目に対応する

補償適用はありません、(i) Viedoc（ヴィードック）がお客様の要件を満たし、(ii) 

Viedoc（ヴィードック）へのアクセスが中断されず、タイムリーで、安全で、エラーがな

く、(iii) Viedoc（ヴィードック）の使用により得られる結果が正確または信頼性があり、

かつ(iv)ソフトウェアのエラーが修正されることを保証するもの。Viedoc（ヴィードック

）の使用を通じてダウンロードまたはその他の方法で取得された第三者の資料またはソフト

ウェアは、ユーザーの裁量およびリスクにより行われ、ユーザーは、コンピューターシステ

ムへのダメージまたはその結果としてのコンピューターのデータの損失に起因する損害につ

いて、自身で責任を負うものとします。 

11.責任制限 

法律で許可された最大限の範囲内において、その形式または訴訟の原因または請求の根拠に

関わらず、当社、当社関連会社、取締役、従業員、代理人、または代理業者は、いかなる直

接、間接的、特別、懲罰的、例示的、偶発的、または間接的に Viedoc（ヴィードック）ま



 

たは Viedoc（ヴィードック）内の資料の使用（または使用不可）から生じる損害の責任も

負わないものとします。これにはデータの損失または利益の損失が含まれますが、それだけ

ではなく、そのような損害の可能性について当社が知らされていた場合でも同様に責任を負

うものではありません。ユーザーは、Viedoc（ヴィードック）の欠陥、あるいは、Viedoc

（ヴィードック）使用における不満に関する唯一かつ排他的な救済策は、使用を停止するこ

とであることを理解し、それを認めるものとします。 

12.雑則 

当社はこの利用規約（TOU）を更新または変更する場合があり、Viedoc（ヴィードック）

上にこの利用規約（TOU）に対する更新または変更に関する内容を掲載します。この利用規

約（TOU）が変更された際、ユーザーは Viedoc（ヴィードック）の使用を続ける前に変更

を承認いただく必要があります。更新された利用規約（TOU）に拘束されることを望まれな

い場合は、Viedoc（ヴィードック）のご利用をお控えください。 

本利用規約（TOU）は、当社の書面による事前の同意なしに、ユーザーが譲渡または転送す

ることはできません。当社は本利用規約（TOU）の一部または全体が、アフィリエイトまた

は第三者に割り当てられる場合があります。 

本利用規約（TOU）は、Viedoc（ヴィードック）使用に関するユーザーと当社間の完全な

合意を構成するものであり、書面または口頭にかかわらず、当事者間の以前のすべての合意

、提案、コミュニケーションおよび理解に優先するものです。本利用規約（TOU）は、個人

としてのユーザーと当社間にのみ適用され利益関係の不利益をもたらすものではなく、研究

ライセンス保持者またはその他の顧客およびコラボレーションパートナーとの間で締結する

可能性のある契約（たとえば、マスターサービス契約など）を損なうものではありません。 

13.準拠法、請求 

本契約の有効性、解釈および履行は、抵触法の原則に影響を与えることなく、日本の実体法

に準拠するものとします。ユーザーは、本利用規約（TOU）に起因または関連する問題を裁

定する目的において、日本の裁判所の専属管轄権および裁判地に同意するものとします。裁

判地の決定またはその手続きの司法管轄区に関し、現在または今後かかる可能性があるすべ

ての異議を明示的に放棄するものとします。ユーザーは、Viedoc（ヴィードック）の使用



 

に起因または関連して発生した請求または訴訟の原因、および/あるいは、その内容は、対

象となる請求または訴訟の発生から 1 年以内に提出されなければならないことに同意するも

のとします。 

  



 

Viedoc Terms of Use 
Effective: Oct 8, 2020. 

Changes since previous version 
The previous version of these TOU had an effective date of May 27, 2018. Compared to that version 

we have made a change to reflect that we changed our official company name, and also relocated 

the company offices to a new address. We have also rephrased the last sentence in paragraph 5 that 

previously stated that Viedoc is not intended to be used as a treatment decision support system to 

be an explicit warrant on your behalf, and made a few very minor changes to paragraph 3 and 6. 

Finally we have translated the TOU into Japanese and appended the English version. 

Welcome to Viedoc! 
Thank you for using the suite of services that comprises Viedoc. Viedoc is provided by ヴィードック

・ジャパン株式会社 (Viedoc Japan K.K.) ("we", "our" or "us"), located at 〒103-0024 東京都中央

区日本橋小舟町 8-6 H¹O 小舟町 305 号室. Our email address is info@viedoc.jp. 

These Terms of Use ("TOU") form a legal agreement between you ("you" or "your") and us. Your access 

to, and use of, Viedoc, are subject to and governed by these TOU. Be sure to carefully read and 

understand all the rights and restrictions set forth in these TOU. For your reference, you may download 

a printable PDF version of these TOU located in the footer of Viedoc after login. By accepting these 

TOU and accessing Viedoc, you confirm your agreement to and acceptance of these TOU. 

Viedoc is provided by invitation only; either by us, by one of our licensees (“Study license holder”) or 

an authorized delegate thereof. 

If you have any questions regarding these TOU, please contact us using the above contact information. 

1. Registration and Account 
Use of Viedoc requires you to register a user account. This is preceded by an invitation sent to you by 

email. If you received an invitation that you did not expect or otherwise suspect to be in error, you 

must not proceed and make use of it to register an account.  

Your account is personal to you and is non-transferable. You must not provide other parties access to 

your account. Passwords and access codes should be kept secret. We shall not be liable for any loss 

that you incur as a result of someone else using your account, either with or without your knowledge. 

As an account holder of Viedoc you have access to, from one time to another, different resources and 

features within Viedoc, granted to you either by us or a Study license holder. If you suspect you have 

been given incorrect access, or that you should no longer have an access previously given to you, you 

must not make use of the access and instead inform us or the Study license holder. 

The access and use rights granted to you under these TOU terminate immediately if you fail to comply 

with these TOU. We reserve the right, but with no obligation, to terminate or suspend your access to 

Viedoc, without notice, for any conduct or scenario that we, in our sole discretion, believe is in violation 

of any applicable law or may otherwise be harmful to the interests of any parties of Viedoc.  



 

2. Third Party Access 
Unless you have been granted express authority by us or the Study license holder to invite others to 

access Viedoc, you shall not provide any third parties access to Viedoc. If you have been granted the 

authority to invite others to access Viedoc, you shall be solely responsible for verification of the identity 

of third parties you invite. Any such third party shall be subject to the terms and conditions of these 

TOU. 

3. Your Rights to use Viedoc; Restrictions 
Subject to these TOU, we grant you a nonexclusive, personal, revocable and non-transferable right to 

access and use Viedoc for the specific purposes of the invitation or additional access granted over time. 

Except as described in these TOU, no other rights or licenses are granted to you concerning access or 

use of Viedoc. 

You agree not to: (a) decompile, disassemble, or reverse engineer Viedoc, (b) copy, distribute, sell, 

lease, sub-license or transfer Viedoc or (c) alter, modify or create derivative works based on Viedoc.  

In addition, you agree that you shall not: (i) disguise the origin of information transmitted through 

Viedoc; (ii) submit false or misleading information to Viedoc; (iii) use or access any service, information, 

application or software available via Viedoc in a manner not expressly permitted by us or the Study 

license holder; (iv) input or upload any information to Viedoc which contains viruses or other computer 

programming routines that are intended to or could damage, interfere with, intercept or expropriate 

any system or Viedoc; (v) submit any information that infringes the intellectual property rights of any 

third party; (vi) submit any information which is in conflict with any applicable laws and regulations 

(including but not limited to data protection laws); or (vii) use or access Viedoc in any way that, in our 

judgment, adversely affects the performance or function of Viedoc or interferes with the ability of 

authorized parties to access Viedoc.  

4. Information Provided 
You bear sole responsibility for maintaining the accuracy of the information you provide to us utilizing 

Viedoc (all such information collectively referred to herein as "Submissions"). Submissions shall not be 

subject to any obligation on our part, including, without limitation, any obligation of confidentiality, 

and we shall not be liable for any use or disclosure (including publication in any medium) of any 

submissions. You agree that we and our Study license holders may freely use any Submissions without 

notice, compensation, or acknowledgement to you. 

Please refer to the Privacy Policy for more information on how we collect, store and share any personal 

data that you provide us with. 

5. Compliance with Law and Good Clinical Practices 
You agree to use Viedoc and its content in strict compliance with all applicable laws, rulings and 

regulations and in a manner that does not, in the sole judgment of us, negatively reflect on the goodwill 

or reputation of us. You further agree not to transmit any material that encourages conduct that could 

constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any applicable local, state, 

national, or international law or regulation. While we have designed our software and services to 

adhere to Good Clinical Practices (GCP), FDA, EMA, PMDA, CFDA and similar international regulations 

applicable to clinical research data, each Study license holder and their authorized users are solely 

responsible for ensuring that their use of Viedoc complies with all such regulations and practices and 

we expressly waive any representations or warranties in this regard. 



 

You certify that your electronic signatures in Viedoc are intended to be the legally binding equivalent 

of traditional handwritten signatures. 

YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU SHALL NOT, UNLESS OTHERWISE AGREED TO WITH THE 

STUDY LICENSE HOLDER, UTILIZE VIEDOC AS A MEDICAL DEVICE OR CLINICAL DECISION SUPPORT 

SYSTEM. 

6. Privacy 
We strongly believe in protecting user privacy and providing you information regarding our collection 

and processing of your personal data. Therefore, we have adopted a privacy policy that you should 

read to fully understand how we use and collect information. You must accept our privacy policy before 

using Viedoc. 

WHEN YOU SUBMIT YOUR PERSONAL DATA TO US IN VIEDOC OR WHEN REGISTERING FOR VIEDOC, 

WE MAY TRANSFER AND/OR RETAIN THE PERSONAL DATA YOU SUBMITTED TO A COUNTRY OUTSIDE 

THE COUNTRY IN WHICH YOU ARE LOCATED OR FROM WHERE SUCH PERSONAL DATA WAS 

COLLECTED. PLEASE REFER TO THE PRIVACY POLICY FOR MORE INFORMATION. 

7. Ownership 
We, our suppliers or the original creator of the material retain all intellectual property rights (including 

copyright) to Viedoc. You may copy materials to which you have authorized access in Viedoc solely in 

connection with your use of Viedoc. You must retain all copyright and other proprietary notices in such 

materials in the same form and manner as in the originals. You shall not, without our permission, 

"mirror" any material contained in Viedoc. Except as specified above, nothing contained in these TOU 

shall be construed as conferring by implication, estoppel or otherwise any license or right under any 

trademark, patent, copyright, mask work protection right or any other intellectual property right of us 

or any third party. 

8. Trademarks 
The name Viedoc, the Viedoc logo, and the features and services described in Viedoc, are either 

trademarks, service marks or registered trademarks of us and may not be copied, imitated or used, in 

whole or in part, without the express written permission of us. All other trademarks, registered 

trademarks, product names and logos appearing in Viedoc are the property of their respective owners. 

9. Links 
ANY LINKS IN VIEDOC THAT ALLOW YOU TO ACCESS A THIRD PARTY SITE ARE NOT UNDER THE 

CONTROL OF US AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE CONTENTS OF ANY THIRD-PARTY LINKED 

SITE, ANY LINK CONTAINED IN SUCH LINKED SITE, OR ANY CHANGES OR UPDATES TO SUCH SITES. ANY 

SUCH LINKS ARE PROVIDED EITHER BY US OR BY THE STUDY LICENSE HOLDER. WHENEVER WE ARE 

PROVIDING THESE LINKS IT IS ONLY FOR YOUR CONVENIENCE, AND THE INCLUSION OF ANY LINK TO A 

THIRD-PARTY SITE DOES NOT IMPLY ENDORSEMENT BY US OF THE SITE. ANY SUCH LINKED SITES, 

INCLUDING OTHER PASSWORD PROTECTED SITES, MAY CONTAIN TERMS OF USE IN ADDITION TO, OR 

DIFFERENT FROM THESE TOU. THE TERMS OF USE POSTED ON SUCH SITES SHALL APPLY TO THEIR USE. 

10. Disclaimers 
MATERIAL, INCLUDING SOFTWARE, IN VIEDOC IS PROVIDED "AS IS" AND WE DO NOT PROVIDE ANY 

WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES OF 



 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO VIEDOC OR ANY 

CONTENT OR MATERIAL ON THE APPLICATION SERVICES. WE MAKE NO WARRANTY THAT (i) VIEDOC 

WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (ii) ACCESS TO VIEDOC WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, 

OR ERROR-FREE, (iii) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF VIEDOC WILL BE 

ACCURATE OR RELIABLE, AND (iv) ANY ERRORS IN THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED. ANY THIRD-

PARTY MATERIAL OR SOFTWARE DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF 

VIEDOC IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR 

ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD 

OF ANY SUCH MATERIAL OR SOFTWARE. 

11. Limitation of Liability 
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW AND REGARDLESS OF THE FORM OR CAUSE OF ACTION 

OR THE ALLEGED BASIS OF THE CLAIM, WE, OUR RELATED COMPANIES, DIRECTORS, EMPLOYEES, 

REPRESENTATIVES OR AGENTS SHALL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE HELD LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

ARISING OUT OF THE USE OF (OR THE INABILITY TO USE) VIEDOC OR ANY MATERIAL IN VIEDOC. THIS 

INCLUDES WITHOUT LIMITATION THE LOSS OF DATA OR LOSS OF PROFIT, EVEN IF WE WERE ADVISED 

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. YOU UNDERSTAND AND ACKNOWLEDGE THAT YOUR SOLE 

AND EXCLUSIVE REMEDY WITH RESPECT TO ANY DEFECT OR DISSATISFACTION WITH VIEDOC IS TO 

CEASE TO USE VIEDOC. 

12. Miscellaneous 
We may update or change these TOU and we will post any updates or changes to these TOU in Viedoc. 

If we make changes to these TOU, you must accept the changes before continuing using Viedoc. If you 

do not wish to be bound by any updated TOU, please do not use Viedoc. 

These TOU may not be assigned or transferred by you without the prior written consent of us. We may 

assign these TOU to any affiliate or third party in part or in whole. 

These TOU constitute the entire agreement between you and us with respect to your use of Viedoc 

and supersede all prior agreements, proposals, communications between the parties and 

understandings, whether written or oral. These TOU apply only between you as an individual and us 

and shall be without prejudice to any agreements that we may have with the Study license holder or 

other customers and collaboration partners (e.g. under a Master Service Agreement or similar). 

13. Governing Law; Claims 
The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed by the substantive 

laws of Japan, without giving effect to any conflict of laws principles. You consent to the exclusive 

jurisdiction of, and venue in, any court located in Japan for the purposes of adjudicating any matter 

arising from or in connection with these TOU. YOU EXPRESSLY WAIVE ANY OBJECTION THAT YOU MAY 

HAVE NOW OR HEREAFTER TO THE LAYING OF THE VENUE OR TO THE JURISDICTION OF ANY SUCH 

PROCEEDING. YOU AGREE THAT ANY CLAIM OR CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO 

YOUR USE OF VIEDOC, AND/OR CONTENT MUST BE FILED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER SUCH CLAIM 

OR CAUSE OF ACTION AROSE. 


