
利⽤規約

最終更新⽇: 2022年10⽉10⽇

はじめに

本利⽤規約（「利⽤規約」）は、お客様がMomentiveのWebサイト
で購⼊または登録した、「Momentive」、「SurveyMonkey」、
「Wufoo」または「GetFeedback」のブランド名で提供される
Momentiveの製品、サービス、Webサイト、およびアプリ（総称し

これらの規約は、MomentiveのWebサイトで購⼊または登録され
たサービスに適⽤されます。当社のエンタープライズ販売チーム
が提供するサービスに適⽤される規約については、適⽤サービス
契約 (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/gsa/)をご覧ください。

本規約は、お客様による当社サービスの使⽤に適⽤されま
す。お客様は本規約の全⽂をよく読む必要がありますが、便
宜上、全体を通してこの欄のような注釈をつけています。こ
の注釈は法的効⼒を持たず、当社の正式な規約の⼀部ではあ
りませんので、ご了承ください。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/gsa/


て「サービス」）へのアクセスおよび使⽤に適⽤されます。本利⽤
規約は、当社のエンタープライズ販売
(https://jp.surveymonkey.com/enterprise/?

form_autoload=&ut_source=pricing_page&ut_source2=terms-of-

use&ut_source3=inline)チャネルのみを通じて提供されるサービスには
適⽤されません。

⼀部のサービスには、追加の各サービスの条件
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/which-terms-apply/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)が適⽤されます
（「各サービスの条件」）。お客様が⽶国外にお住まいの場合に
は、特定の国に対する条項 (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/country-

specific-terms?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)が適
⽤されることがあります（「特定の国に対する条項」）。当社は、
各サービスの条件および特定の国に対する条項を総称して「追加規
約」と呼び、本利⽤規約および適⽤される追加規約の組み合わせを
総称して本「規約」と呼びます。何らかの対⽴が存在する範囲にお
いては、追加規約がその追加規約が適⽤されるところのサービスに
関連して本規約に優先します。

本規約に同意するためにクリックするか、本規約を参照する⽂書に
署名するか、本サービスを利⽤することにより、お客様は本規約に
同意したことになります。

顧客

当社の有料サービスは、事業体および組織が、その事業および職業
⽬的で購⼊し、使⽤することを意図して構築されており、個⼈、家
族または家庭での使⽤を⽬的とした消費者による使⽤は意図してい
ません（ただし、SurveyMonkeyベーシック（無料）プランを除
く）。お客様は、組織の代理として本サービスを使⽤する際に、そ

https://jp.surveymonkey.com/enterprise/?form_autoload=&ut_source=pricing_page&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/which-terms-apply/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/country-specific-terms?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


の組織の代表として本規約に同意し、同意する権限を与えられてい
ることを表明します。その場合、「お客様」とは、その組織を指し
ます。お客様が当社の有料サービスを主に取引、事業、協会、⼿⼯
芸または職業など以外の⾮営利⽬的（すなわち、個⼈、家族または
家庭での使⽤）で購⼊する場合は、お客様のアカウント管理ページ
で消費者ステータスをご確認ください。

1.料⾦および⽀払い

1.1 サービス料⾦。

お客様は、ご⾃⾝が購⼊または利⽤する各サービスの料⾦（超過料
⾦を含む）を、購⼊時にそのサービスについてお客様に提⽰された
価格設定と⽀払い条件に基づいてMomentiveに⽀払うことに同意し
ます。このような料⾦は、下記第1.4節に従って適宜変更されるこ
とがあります。該当する場合、料⾦は、アカウント管理ページでお
客様が選択した請求⽅法で請求されます。クレジットカード決済を
選んだ場合、お客様は、提供するクレジットカード情報が正確であ
ることを表明および保証し、そのような情報の変更はすべて速やか
にMomentiveに通知するものとします。お客様が⽀払った料⾦は、
本規約で規定されている場合または法律により義務付けられている
場合を除き、返⾦されません（詳細は第11節をご覧ください）。

お客様は、当社のサービスに対する代⾦を当社に⽀払うこと
に同意します。この⽀払いは払い戻しできません。



1.2 プラン。

当社サービスの⼀部は、プラン単位で料⾦が請求されます（当社は
これらを「プラン」と呼びます）。これは、契約期間に応じて定期
的に料⾦を前払いすることを意味します（各期間は「請求サイク
ル」と呼ばれます）。請求サイクルは、通常1ヶ⽉または1年で、プ
ランの購⼊時にお客様が選択したプランの種類によって決まりま
す。お客様のプランは、オンラインアカウントの管理ページで、ま
たは当社のお客様サポートチームに連絡して
(https://help.surveymonkey.com/ja/?l=en)⾃動更新を解除しない限り、各請
求サイクルの終わりに⾃動更新されます。プランの⾃動更新はいつ
でも解除できます。解除した場合、プランはその請求サイクルの最
終⽇まで継続された後、終了します。

プランを解約した場合、お客様は、その請求サイクルの最終⽇まで
サービスを利⽤できます。その後は、そのプランのサービスが利⽤
できなくなります。有効なプランがない場合、お客様のアカウント
はSurveyMonkeyベーシック（無料）プランになります。アカウン
トを閉鎖して、当社との契約を終了するには、下記の第11.1節をご
覧ください。

1.3 税⾦。

当社の⼀部の有料サービスについては、１ヶ⽉または1年に1

回といった定期的な頻度で⾃動的に請求が⾏われます。お客
様は、いつでもご⾃⾝のアカウントで⾃動更新を無効にする
か、プランを解約することができます。

https://help.surveymonkey.com/ja/?l=en


表⽰されている当社の価格には、特に記載のない限り、または適⽤
法で義務づけられていない限り、いずれかの管轄地域で課税可能な
付加価値税、消費税、使⽤税または源泉徴収税など、いかなる性質
の税⾦、徴税⾦、関税または類似の政府による税額（総称して「税
⾦」）も含まれません。お客様の購⼊に関連する税⾦を⽀払い、最
新の請求情報を確認する責任は、お客様が負います。

(a) ⽶国売上税。お客様に責任がある売上税を、法的義務に
よって当社が⽀払う、もしくは徴収する場合、該当する税務
当局に提出できる有効な免税証明書をお客様が当社に適切な
タイミングで提供しない限り、当社は、所有しているお客様
の請求情報に基づいて売上税を計算し、その⾦額をお客様に
請求します（お客様の請求情報が不完全または不正確な場
合、その時点で有効な最も⾼い税率となる可能性がありま
す）。

適切なタイミングとは、初回購⼊あるいはアップグレードを
⾏う前に免税証明書を提供するか、その機会を逃した場合
は、かかる購⼊またはアップグレードの90⽇以内を指しま
す。ただし、請求情報がアラバマ州、ルイジアナ州、メイン
州、マサチューセッツ州、ペンシルバニア州あるいはサウス
カロライナ州の場合は60⽇以内になります。ハワイ州、ミシ
シッピ州あるいはニューメキシコ州の場合は45⽇以内になり
ます。

税⾦の⽀払いについては、お客様が責任を負います。税⾦が
控除される場合は、裏付けとなる書類を当社に送信してくだ
さい。それに応じて当社がアカウントを調整いたします。



免税証明書を提出する場合、お客様は、その証明書がお客様
の課税状況を正確に反映していること、およびそのような⽂
書を最新かつ正確に保つことを表明して保証します。

当社がお客様から消費税を徴収し、その後、当社独⾃の裁量
においてお客様の免税証明書が有効であると判断した場合、
適⽤される州の税法に基づいて、徴収した消費税を払い戻し
ます。

(b) ⽶国外の消費税。該当する場合、お客様が免税を証明す
る税識別番号、有効な納税証明書あるいは税⾦が請求されて
はならないことを証明する、適切な税務官庁が発⾏したその
他の証明書類を当社に提供しない限り、当社は、Momentive

サービスの購⼊に関連して発⽣するVAT、GSTあるいはその他
の売上税、消費税もしくは使⽤税をお客様に請求いたしま
す。お客様の居住地が複数の売上税、消費税もしくは使⽤税
のある管轄の場合、当社は、お客様の請求情報が不完全ある
いは不正確だった際に最も⾼い税率をご請求することがあり
ます。

お客様が法律上Momentiveへの⽀払いから税⾦分を差引くことを義
務づけられている場合、お客様は、Momentiveに正式な納税証書ま
たはそのような⽀払いを裏付ける適切な書類を提出しなければなり
ません。

1.4 料⾦の変更。

料⾦の変更は、ご利⽤プランの現在の請求サイクルが終了す
るまで有効にはならず、当社からお客様に通知いたします。



Momentiveは、お客様に請求するサービスの料⾦を随時変更するこ
とができますが、プランの場合、変更はその請求サイクルが終了す
るまで有効になりません。Momentiveは、お客様が料⾦の変更内容
を確認できるよう、事前にお客様に通知します。料⾦の変更に同意
されない場合は、変更が有効になる前にプランを解約することがで
きます。プランの解約については、第1.2節をご覧ください。

1.5 回答の超過料⾦。

各プランには、⼀定の回答数の上限が定められています。請求サイ
クル中にご利⽤の有料プランで定められている最⼤回答数を超過す
ると、回答ごとの追加料⾦
(https://help.surveymonkey.com/ja/billing/response-limits/)（「超過料⾦」）
が発⽣します。ベーシック（無料）アカウントの最⼤回答数を定め
た条件については、第12.4節をご覧ください。

お客様は、未使⽤の回答が繰り越されないことに同意します。別途
に規定されている場合を除き、超過料⾦は、後払いとなり、次回の
請求サイクルの開始時に登録されているお⽀払い⽅法に請求されま
す。請求書発⾏後30⽇以内に⽀払われない超過料⾦は、延滞とみ
なされます。超過料⾦の⽀払いを⾏わない場合、使⽤しているサー
ビスが制限、⼀時停⽌または終了され（適⽤される法的要件によ
る）、これにより、適⽤法に基づいてそのサービスに関連するデー
タが失われる可能性があります。

料⾦の変更に同意されない場合は、変更が有効になる前にプ
ランを解約することができます。

https://help.surveymonkey.com/ja/billing/response-limits/


2.プライバシー

2.1 プライバシー。

当社の理解では、お客様は、お客様のコンテンツ（以下に定義）を
当社に提供することにより、当社がそれを適切に扱うと信頼してい
ることになります。Momentiveのプライバシーに関するお知らせ
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)は、特定のサー
ビスに対するプライバシーの通知または説明と合わせて（総称して
「Momentiveプライバシーに関するお知らせ」）、当社による、個
⼈データ（当社のデータ処理契約
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/data-processing-agreement/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)で定義）とみな
されるお客様のコンテンツ（以下に定義）の取り扱い⽅と
Momentiveプライバシーに関するお知らせへの遵守の⽅針を詳細に
述べています。お客様は、MomentiveがMomentiveプライバシーに
関するお知らせおよび適⽤されるデータ保護法に従ってお客様のコ
ンテンツを使⽤または共有することに同意します。お客様はまた、

当社は、お客様の個⼈データを含むお客様のコンテンツに関
して、お客様の信頼にお応えします。当社がお客様のデータ
をどのように取り扱い、保護するかについては、当社のプラ
イバシーに関するお知らせおよびデータ処理契約をご参照く
ださい。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/data-processing-agreement/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


これらの第三者に、Momentiveプライバシーに関するお知らせにつ
いて知らせる責任を負うことに同意します。また、当社のデータ処
理契約 (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/data-processing-agreement/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)は、本規約に適
⽤され、それを補完します。データ処理契約と本規約の間に⽭盾が
ある場合には、データ処理規約が優先しますが、責任の除外および
限定に関しては例外的に本規約が優先します。

2.2 守秘義務。

Momentiveは、お客様のコンテンツを機密情報として扱い、本規約
（Momentiveのプライバシーに関するお知らせを含む）に基づいて
のみ使⽤および開⽰します。しかし以下のコンテンツに関しては、
お客様のコンテンツは機密情報とはみなされません。（a）
（Momentive規約の違反が原因ではなく）公開されている、または
公開されるコンテンツ。（b）Momentiveがお客様から知る前に合
法的に知っていたコンテンツ。（c）Momentiveが第三者から、
（第三者のお客様に対する）契約義務を違反していることを知らな
いまま受け取ったコンテンツ。（d）お客様のアカウントが組織内
のメールアドレスを使って登録されており、お客様によって会社所
有のアカウントであると特定される、またはお客様のアカウントが
その組織のエンタープライズアカウントに移⾏される状況下で共有
されたコンテンツ。（e）お客様のコンテンツを参照することな
く、Momentiveが独⾃に開発したコンテンツ。Momentiveは、法律
または法的⼿続きによって要求される場合、お客様のコンテンツを

当社は、限られた状況を除き、お客様のコンテンツを機密情
報として扱います。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/data-processing-agreement/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


開⽰することができます。ただし、開⽰する前に、法律で許される
限り、お客様が開⽰の要求に抗議する機会を得られるよう、お客様
に通知する商業的に妥当な努⼒を⾏うものとします。

2.3 セキュリティ。

Momentiveは、業界のセキュリティ標準に従った形でお客様のコン
テンツを保管・処理します。Momentiveは、適切な技術的、組織
的、管理的システム、ポリシー、および⼿続きを実施しています。

Momentiveが、お客様のアカウントに関連する、当社のデータ処理
契約 (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/data-processing-agreement/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)で定義されてい
るところの個⼈データへの権限のないアクセスまたは違法なアクセ
ス、個⼈データの取得、改変、使⽤、開⽰または破壊に気づいた場
合（「セキュリティインシデント」）、Momentiveは、不当に遅延
させることなく、お客様に通知するための合理的な⼿続きを⾏いま
す。この通知は、Momentiveの過失または責任の承認としては解釈
されないものとします。セキュリティインシデントには、ログイン
の失敗、ping、ポートスキャン、DoS攻撃、その他ファイアウォー
ルやネットワークシステムでのネットワーク攻撃といった、個⼈デ
ータのセキュリティを侵害しない、失敗した試みまたは活動は含ま
れません。さらにMomentiveは、セキュリティインシデントに関連

Momentiveによって処理されるデータのセキュリティは、最
優先事項です。当社は、業界のセキュリティ基準に従い、お
客様のアカウントに影響を与えるセキュリティインシデント
が発⽣した場合は、お客様に通知します。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/data-processing-agreement/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


する調査について、必要な通知を⾏い、合理的にお客様に協⼒し
て、お客様が要求し、セキュリティインシデントに関連して合理的
に必要とされ、かつ当社で取得可能なその他の情報についても、そ
のような情報がお客様のアカウントですでに使⽤可能になっていな
い場合もしくはMomentiveによって提供されるアップデートを通じ
てオンラインで提供されていない場合は、提供します。

3.お客様のコンテンツ

3.1 お客様のコンテンツは、お客様の所有物です。

本サービスの使⽤にあたって、お客様がMomentiveにコンテンツを
送信する場合（お客様の個⼈データおよび他者の個⼈データを含み
ます）や、第三者が本サービスを介してお客様にコンテンツを送信
する場合があります（上述のすべてをお客様の「コンテンツ」と呼
びます）。お客様のコンテンツに対する知的財産権は、お客様が所
有します。Momentiveは、お客様のコンテンツに対して所有権を主
張しません。本規約は、本規約に定められている限定的ライセンス
を除き、お客様のコンテンツに対するいかなるライセンスをも当社
に与えるものではありません。

お客様が当社サービスを使⽤する際、お客様は、ご⾃⾝のデ
ータの所有者であり、当社のプライバシーに関するお知らせ
にあるように、当社のサービスの提供および改善を続けるた
めに必要な範囲において当社によるそのデータの使⽤を許可
します。



3.2 お客様のコンテンツに対する限定的ライセンス。

お客様は、Momentiveに使⽤、複製、配布、修正、改作、⼆次創作
物の作成、⼀般公開、その他の⽅法でお客様のコンテンツを世界中
で使⽤するための使⽤料免除ライセンスを付与します。ただしこれ
は、サービスを提供しサービスを改善するという⽬的に限定し、さ
らにMomentiveのプライバシーに関するお知らせを遵守している必
要があります。この限定的な⽬的のためのライセンスは、適⽤法で
認められる範囲において、お客様が当社のサービスの利⽤を停⽌し
た後も、お客様のコンテンツおよびMomentiveの通常の事業活動に
おいて（当社の保有ポリシーに従い）作成されたお客様のコンテン
ツのバックアップコピーから派⽣し、集計および⾮特定化されたデ
ータに関して存続します。当該ライセンスは、お客様へのサービス
の提供とサービスの改善にあたり必要な範囲において、当社と共同
で作業を⾏う信頼できる第三者に対しても提供されます。

3.3 表明および保証。

お客様は以下のことを表明し保証するものとします。(a) 第三者が
保有する知的財産を含め、お客様のコンテンツおよびコンテンツへ
の適切な権利をお客様が所有あるいは制御していること。(b) 当社
の認められる使⽤のポリシー
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)に違反しているコ
ンテンツや素材を、本サービスを通じて送信、アップロードあるい
は利⽤可能にしないこと。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


3.4 お客様のコンテンツに対する責任。

本サービスでは、Momentiveが所有していない他者のコンテンツが
表⽰されることがあります。そのようなコンテンツは、それを公開
する企業の責任です。Momentiveは、その第三者のコンテンツまた
はそのコンテンツに含まれる情報の正確性を審査したことを表明も
保証もいたしません。お客様はご⾃⾝のコンテンツに責任を負い、
本サービスに関わるコンテンツの使⽤に必要なすべての権利と許可
を得ていることを保証するものとします。Momentiveは、お客様の
コンテンツに関してお客様が⾏う⼀切の⾏為（コンテンツの⼀般公
開も含む）に対し、責任を負いません。いかなる場合においても、
Momentiveは、コンテンツ、第三者のコンテンツもしくは素材、ま
たはお客様の使⽤もしくはそのようなコンテンツやその他の第三者
のコンテンツまたは素材を信頼することによって⽣じる損失または
損害に対して責任を負いません。

お客様は、Momentiveが法律上の義務およびMomentiveの認められ
る使⽤のポリシー (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-

policy/)を遵守するために、お客様から本サービスに提供されたコン
テンツを検討して、違法か、または本規約に違反しているかを審査
する場合がある（当社に不法なコンテンツが報告された場合など）
ことを認め、同意します。また当社は、適⽤法に従い、当社が法律

お客様のコンテンツに対する責任は、お客様が負います。当
社は、お客様がご⾃⾝のコンテンツを使って⾏うことには責
任を負わず、お客様のコンテンツが違法である、または当社
の規約に違反していると判断した場合は、当該コンテンツの
表⽰を拒否することができます。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/


または本規約に違反していると判断したお客様のコンテンツを修正
もしくは削除する、そのようなコンテンツへのアクセスを阻⽌す
る、またはそのようなコンテンツの表⽰を拒絶する場合がありま
す。お客様のコンテンツに第三者のブランド、ロゴ、その他情報源
の特定を可能とする識別⼦含まれる場合は、そのようなコンテンツ
を本サービスとの関連で使⽤する前に、アフィリエイトではないと
いう宣⾔を提出していただくことがあります。ただし、Momentive

は、それ以外の場合にサービスに提供されているすべてのコンテン
ツの監視や審査を⾏う義務を⼀切負いません。

4. 知的財産に関する主張

4.1 DMCA通知または同等の適⽤法。

Momentiveは、「デジタルミレニアム著作権法（U.S. Digital

Millennium Copyright Act: DMCA）」または同等の適⽤法および規
制に従って、著作権侵害の申し⽴てに対応します。お客様が、⾃⾝
の作品が著作権を侵害する形で利⽤されていると判断した場合、当
社の代理⼈に対して著作権の侵害を主張することができます
(https://help.surveymonkey.com/ja/policy/dmca-agent/)。

4.2 その他の知的財産に関する主張。

お客様は、⾃⾝の知的所有権がMomentiveのユーザーによって侵害
されていると判断した場合、その旨をオンラインフォーム上で報告

https://help.surveymonkey.com/ja/policy/dmca-agent/
https://smforms.wufoo.com/forms/contact-surveymonkey-abuse/


することができます (https://smforms.wufoo.com/forms/contact-

surveymonkey-abuse/)。著作権侵害の主張は、本規約で説明されてい
るプロセス、または現地の国内法に準拠した同等のプロセスに従っ
て⾏われるものとします。

5. Momentiveの知的財産

本規約または本サービスの使⽤は、本サービスを介してアクセスで
きるサービスまたはコンテンツの所有権をお客様に付与するもので
はありません（お客様のコンテンツを除く）。当社のブランドおよ
び商標の利⽤に関するポリシー
(https://jp.surveymonkey.com/mp/brandassets/)で許可される場合を除い
て、本規約は、お客様に対し、Momentiveの商標またはその他のブ
ランド構成要素の使⽤権を付与しません。

お客様が当社のサービスに関するフィードバックまたは提案を当社
に送信した場合、当社はその内容を、お客様への対価を払う義務ま
たは責任を負うことなく、いかなる⽬的のためにも使⽤、共有する
ことができます。

6. サードパーティのリソース

Momentiveは、サードパーティが管理するWebサイト上で本サービ
スのリンクを公開する場合があります。Momentiveは、このような

お客様が当社に送信したフィードバックを含め、当社に帰属
するものは、当社が所有します。

https://smforms.wufoo.com/forms/contact-surveymonkey-abuse/
https://jp.surveymonkey.com/mp/brandassets/


サードパーティのWebサイトをレビューしたと表明するものではな
く、当該Webサイトや表⽰されるコンテンツに対する責任を負いま
せん。本サービスに関連して表⽰される商標は、各所有者の所有物
です。

7. アカウント管理

7.1 パスワードの安全な保管。

サービスを利⽤するためにMomentiveからアカウントを発⾏された
場合、お客様は、アカウントへのアクセスに必要なパスワードと資
格情報を厳重に保管する責任を有します。お客様のアカウントで発
⽣したすべてのアクティビティ（Momentiveに直接責任があり、お
客様の指⽰に従って実⾏されていないアクティビティを除く）に対
する⼀切の責任は、お客様がそのアクティビティを許可したか否か
を問わず、Momentiveではなく、お客様にあります。アカウントの
不正利⽤に気づいたらMomentiveへ速やかに報告してください。ア
カウントを共有してはならず、1つのアカウントにつき1名の個⼈の
みが使⽤できるものとします。

当社は、お客様のアカウントの保護に全⼒で取り組みます。
お客様は、当社のサービスを利⽤するために、安全なパスワ
ードを設定した顧客アカウントを作成する必要があります。
パスワードを他者と共有してはなりません。



7.2 メールとアカウントの詳細情報の正確な維持。

Momentiveは、お客様のアカウントに登録されているメールアドレ
スに通知を送信することがあります。お客様は、アカウントに関連
するメールアドレス、（該当する場合）連絡先および⽀払情報を最
新かつ正確に維持しなければなりません。お客様は、お客様のアカ
ウントの詳細情報が正確であることを保証します。

7.3 必ずバックアップすること。

お客様のコンテンツのバックアップを管理、保護、作成する責任
は、お客様にあります。Momentiveは、適⽤法で認められる最⼤限
の範囲において、お客様のコンテンツの保存の失敗、損失、破損に
関わる責任を負いません。

7.4 使⽤されていないアカウント。

Momentiveは、12ヶ⽉間アカウントのアクティビティ（ログインや
⽀払い）がないアカウントを閉鎖し、そこに含まれているすべての
コンテンツを削除することができます。また、それが適切な場合に
は、使⽤されていないためにアカウントを閉鎖する前に、メールに
てお客様に通知する努⼒をします。これは、お客様がアカウントに
ログインし、（アカウントを）アクティブな状態に維持する機会を
提供するためです。



8. ユーザー要件

8.1 法的資格。

個⼈のお客様は、Momentiveと契約を結ぶ権能を有する場合のみサ
ービスを利⽤できます。契約を結ぶ権能がないお客様は、本サービ
スを使⽤することはできません。お客様が個⼈でない場合は、お客
様が法⼈設⽴管轄区の法律の下で有効に設⽴され、かつ存続してい
ること、お客様がこれらの規約を締結するための完全な権能と権限
を有すること、およびお客様の代理⼈がお客様をこれらの規約に法
的に拘束させる正式な権限を有していることをお客様が保証するも
のとします。

8.2 未成年。

「未成年」とは、16才（または特定の国/地域で規定されている、
これより上の年齢）未満の個⼈を指します。いずれのサービスも、
未成年者による使⽤を意図していません。居住地の法律において未
成年のお客様は、サービスを利⽤できません。お客様は、サービス

お客様は、⼀定の要件を満たす限りにおいて、当社のサービ
スを利⽤することができます。たとえば、⾃国で未成年とみ
なされるお客様は、当社のサービスをご利⽤になれません。



を利⽤することで、お客様が未成年者でないことを表明し、保証し
ます。

8.3 輸出禁⽌。

お客様は、適⽤法によって禁⽌されていない場合のみ、サービスを
ご利⽤になれます。⽶国またはその他の適⽤法によってサービスの
利⽤を禁⽌されている国にお住いの場合、またはU.S. Department

of Commerce’s Denied Persons List or Entity List（⽶国商務省拒否
⼈物リストまたは団体リスト）またはU.S. Treasury Department’s

list of Specially Designated Nationals（⽶国財務省の取引禁⽌対象
国リスト）に名前が記載されている場合、お客様はMomentiveが提
供する有料サービスを使⽤または購⼊することはできません。お客
様は、（a）お客様のエンドユーザーが⽶国による輸出制限または
輸出禁⽌に違反して本サービスを使⽤しないこと、および（b）お
客様が前述のリストにいずれかに記載されている⼈物または企業に
サービスへのアクセスを提供しないことを保証します。

9. 認められる使⽤のポリシー

お客様は認められる使⽤のポリシー
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)の遵守に同意し
たものとします。

10. PCIコンプライアンス

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


10.1 PCI標準。

本サービスを使⽤して⽀払いカード取引を受け付ける場合、お客様
は、お客様の事業に適⽤される範囲でPayment Card Industry Data

Security Standards (PCI-DSS)を遵守しなければなりません（「PCI

標準」。Momentiveは、お客様のPCI標準遵守を簡素化するツール
を提供しますが、お客様は、ご⾃⾝の事業がPCI標準を遵守してい
ることを保証する必要があります。同標準を遵守するために取らな
ければならない具体的なステップは、お客様がどのように本サービ
スを実装されているかによります。

10.2 カード会員データ。

Momentiveは、お客様のために収集、伝送、保管または処理したカ
ード会員データのセキュリティについて責任を負います。「カード
会員データ」は、カード会員のプライマリアカウント番号、および
カード番号全体がマスキングされずに表⽰される場合には、カード
会員名、有効期限またはサービスコードのいずれかとして定義され
ます。Momentiveは、カード会員データを保護する厳重なセキュリ
ティ機能を開発しており、そのため、このデータは予期された⽅法

当社は、お客様のカード所有者データを安全に保管する責任
を負います。お客様が当社のサービスを利⽤してクレジット
カードでの⽀払いを受け付ける場合、お客様は、ペイメント
カード業界データセキュリティ基準に従う必要があります。



でのみ使⽤することができ、適切な場所にのみ保管できます。お客
様は、本サービス上でいかなる形態でもデータ⼊⼒フィールドで
も、カード会員データを収集または⼊⼒することを⼀切禁⽌されて
いることに同意します。ただし、それを唯⼀の⽬的とするフィール
ドは対象外とします（Momentiveが明⽰的にかかる情報をかかるフ
ィールドに⼊⼒できるようにした場合）。適切なフィールドは、
「カード番号」といったラベルで、または先頭にクレジットカード
のアイコンを付けるいることで、明確に⽰されます。同様に、⽀払
いフォームを除き、お客様は決して、PCI標準が定義している「セ
ンシティブ認証データ」（CVCやCVV2を含む）を、本サービスの
いかなるフィールドからも収集または⼊⼒してはなりません。お客
様は、本規約に反して本サービスに⼊⼒されたカード会員データの
すべてについて責任を負うものとします。

11. 停⽌、アカウント閉鎖、およびサービスの終
了

11.1 お客様によるサービスの停⽌および終了。

この節では、当社が提供するお客様のアカウントを閉鎖する
⽅法と、当社がお客様のアカウントを停⽌または無効化して
本サービスを終了する⽅法についてご説明します。

お客様は、アカウント管理ページからプランを直ちにに解約
することができます。当社は、⾮常に限られた状況を除き、



お客様は、いつでもアカウント管理ページからご利⽤のプランを解
約したり、アカウントを閉鎖したりできます。アカウントを閉鎖す
ると、プランは⾃動的に解約され、サービスは停⽌し、お客様のア
カウントにアクセスしてサービスを利⽤することができなくなり、
お客様のコンテンツは当社のデータ保持ポリシーおよび本利⽤規約
に従って削除されます。お客様は、適⽤される法律とポリシーに従
って、アカウントを閉鎖する前に関連するサービスからお客様のコ
ンテンツのコピーを取得することができます。または、プランを解
約してアカウントを閉鎖する前に、ご⾃⾝のコンテンツを予め削除
することもできます。アカウントを閉鎖することなくプランを解約
したい場合には、第1.2節で詳細をご覧ください。

お客様がアカウントを閉鎖した場合、当社は、アカウントの閉鎖お
よびプランの解約を認める通知をお客様に提供し、お客様は、新し
いアカウントを開設して新しいプランを購⼊しない限り、プランに
ついて請求を受けることはありません。お客様が請求サイクルの途
中でプランを解約した場合、お客様に対し払い戻しが⾏われること
はありません。ただし、お客様が以下のいずれかの理由で解約した
場合を除きます。(a) 当社が本規約に対する重⼤な違反を犯し、お
客様からその旨を知らせる通知書⾯を受けてから30⽇以内にその
違反を修正しなかった、(b) 払い戻しが法律によって義務付けられ
ている、または、(c) 当社の独⾃の裁量により、払い戻しが適当で
あると判断する。誤解を避けるために記すと、当社は、この終了が
当社の重⼤な違反によるもので修正されない場合、または払い戻し
が法により義務付けられている場合を除き、当社のお客様がサービ
スを利⽤した場合、回答を収集した場合、および/または回答をダ
ウンロードした場合には、払い戻しを⾏いません。

払い戻しを⾏いません。



本第11.1節のいかなる規定も、居住国で消費者とみなされるお客様
が有する権利を除外または制限しません。たとえば、欧州連合内の
消費者であるお客様は、当社の欧州連合プラン解約ポリシー
(https://help.surveymonkey.com/ja/billing/eu-subscription-cancellation-policy/)に
記載されている特定の返⾦および撤回の権利を有する可能性があり
ます。また、お客様は、欧州の法的保証（EU Legal Warranty）に
関して、返⾦または終了する権利を有する可能性もあります。詳細
は、欧州の特定の国に対する条項
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/country-specific-terms/)をご覧くださ
い。

11.2 Momentiveによるサービスの停⽌および終了。

(a) 便宜上。Momentiveは、請求サイクルの終了時に、少なくとも
30⽇前に書⾯をもってお客様に通知することで、それ以前の期間
に対する払い戻しをすることなく、お客様のプランを解約し、サー
ビス利⽤を停⽌することができます。Momentiveは、少なくとも90

⽇前に書⾯をもってお客様に通知することで、任意の理由でお客様
のプランを解約し、サービス利⽤を停⽌することができ、お客様に
対し、お客様がその請求サイクルにおいて当該の関連サービスを利
⽤しなかった期間に⽐例した払い戻しを⾏います。

(b) 正当な理由。Momentiveは、以下のいずれかの理由でお客様の
プランを制限、無効化、停⽌、または解約し、本サービスを終了ま
たはお客様のアカウントを閉鎖することができます。(a) お客様
が、本規約に対して重⼤な違反を犯し、Momentiveからその旨を知
らせる通知書⾯を受けてから30⽇以内にかかる違反を治癒しなか
った、(b) お客様が事業活動を停⽌した、または破産⼿続きが申し
⽴てられ、90⽇以内に申し⽴てが却下されなかった、(c) お客様が

https://help.surveymonkey.com/ja/billing/eu-subscription-cancellation-policy/
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/country-specific-terms/


⽀払期限から30⽇の間に料⾦を⽀払わなかった、(d) お客様が当社
に法的責任を⽣じさせるような⽅法でサービスを利⽤した、もしく
は他者によるサービス利⽤を阻害した、(e) 当社がお客様を、違法
⾏為を含む、不正⾏為の疑いで調査している、または (f) 当社が適
⽤法を遵守するために必要。何らかの理由によって当社がお客様の
プランを制限、無効化、停⽌もしくは解約する、または本サービス
を終了する場合、当社は、可能であれば、その理由によってお客様
がそのサービスからご⾃⾝のコンテンツのコピーを⼊⼿できるよ
う、事前に通知する努⼒を払います。しかし、お客様への事前通知
なしに迅速に対応する必要があるとMomentiveが判断するような緊
急の状況もあり得ます。Momentiveは、本節に基づく制限または停
⽌の範囲および期間を、そのような⾏為のきっかけとなった問題の
解決に必要な程度にとどめるため、商業的に妥当な努⼒を⾏いま
す。プライバシーに関するお知らせ
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/)に定められている場合、お
よび適⽤法で義務づけられている場合を除き、Momentiveは、お客
様のアカウントを閉鎖する際、お客様のコンテンツを保持する義務
を負いません。

12. 変更および更新

12.1 規約の変更。

当社は、本規約を更新できます。重⼤な更新を⾏う場合は、
お客様に事前に変更をお知らせします。このお知らせの後も
お客様がサービスを引き続き利⽤した場合、お客様は、更新
後の規約に同意されたことになります。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/


Momentiveは、適⽤法の変更もしくはサービスの更新を反映させる
ため、および新たなサービスや機能、セキュリティに対応するた
め、または不正使⽤や脅威を防ぐためなどの様々な理由により、い
つでも規約を変更することができます。最新版は、常にMomentive

のWebサイトで公開されます。修正が重⼤な場合、Momentiveは、
お客様に変更内容を確認する機会を提供するため、事前にメールで
お客様に通知します。修正の通知は、お客様がアカウントにログイ
ンした際に表⽰される場合もあります。当社が特段に指定しない限
り、変更は、公表された⽇以降、有効になります。新たな規約が有
効になった後、お客様がサービスを引き続き利⽤した場合、お客様
は更新後の規約に同意したことになります。サービスの規約の変更
に同意されない場合は、サービスの使⽤をお⽌めください。また、
前述の第11.1節に従って、お客様のアカウントを閉鎖することがで
きます。

12.2 サービスの変更。

Momentiveは常時サービスを変更・改善しています。Momentive

は、適⽤法で義務づけられている場合を除き、事前の告知なしに
Momentiveがお客様に提供するサービスの機能を追加、変更または
削除する場合があります。さらにMomentiveは、その裁量で
Momentiveがお客様に提供しているサービスを制限、停⽌、終了す
る場合があります。Momentiveがサービスを終了する場合、お客様

Momentiveは常にサービスの⾰新と改善に努めているため、
サービスは変更される可能性があります。その場合には、変
更が実施される前に、お客様に書⾯でお知らせします。



に合理的な事前通知を⾏い、お客様がそのサービスからご⾃⾝のコ
ンテンツのコピーを取得できる機会を提供します。Momentiveは、
その裁量によりMomentiveがお客様に提供するサービスの内容を削
除する場合があります。ただし、それがお客様に重⼤な影響を与え
る場合、かつ状況的にそれが可能な場合は、削除を実施する前にお
客様に通知するよう努めます。
お客様が欧州連合の消費者とみなされる場合は、本サービスのご利
⽤にこの第12.2節が適⽤されない可能性があります。欧州の詳細に
ついては、特定の国に対する条項
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/country-specific-terms/)をご覧くださ
い。

12.3 ダウングレード。

お客様のアカウントプランをダウングレード（プランのタイプを変
更、またはプランを解約してSurveyMonkeyベーシック（無料）プ
ランにダウングレード）すると、アカウントのコンテンツ、機能ま
たは容量が失われる可能性があります。

12.4 SurveyMonkeyベーシック（無料）プランの回答
制限。

SurveyMonkeyベーシック（無料）プランの回答上限数を超えた回
答は閲覧できず、上限を超えた回答はすべて、お客様が
SurveyMonkey有料プランにアップグレードして削除前に閲覧およ
びアクセスを維持しない場合、回答が寄せられてから60⽇後に削
除されます。回答上限数を超えた回答を閲覧して維持するために有

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/country-specific-terms/


料プランにアップグレードしたい場合は、マイアンケート
(https://jp.surveymonkey.com/home/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-

use&ut_source3=inline)からどのアンケートがプランの回答上限数を超
えているかを確認するようにしてください。

13. 免責事項、責任の限定、および補償

13.1 免責事項。

Momentiveは、サービスを利⽤するお客様にすばらしい体験を提供
することを重視していますが、サービスに関して約束できない事柄
があります。当社は、サービスをオンライン上で常に利⽤できるよ
う努めますが、さまざまな事情により利⽤できなくなる場合があり
ます。本規約に明記されている場合を除き、および適⽤法で認めら
れる範囲において、サービスおよびそれに含まれるいかなるガイダ
ンスまたは推奨事項も「AS IS（無保証）」ベースで提供され、
MOMENTIVEは、商品適格性、特定⽬的への適合性、⾮侵害に関す
るものを含め、明⽰的、黙⽰的、法的ないかなる種類の保証も⾏わ
ず、サービスの使⽤可能性、信頼性、正確性について表明も⾏いま
せん。

13.2 特定の責任の除外。

当社のサービスは、本規約に記載されているとおりに機能し
ます。

https://jp.surveymonkey.com/home/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


適⽤法で認められる範囲において、Momentive（その関連企業、な
らびにMomentiveおよび関連企業の役員、社員、代理⼈、供給者、
ライセンサーを含む）は、サービスまたは本規約に起因または関連
し、契約、不正⾏為、厳格責任、もしくは制定法に基づくかに関わ
らない、（A）間接的、結果的、特定的、付随的、懲罰的または懲
戒的な損害の⼀切、または（B）使⽤、データ、事業、収益、利益
の損失（それぞれ直接的または間接的を問わず）について、
Momentiveがこれらの損害が起こりうる可能性を指摘されていたと
しても、また救済措置が本質的⽬的を果たせないとしても、⼀切責
任を負わないものとします。

13.3 責任の限定。

適⽤法で認められる範囲において、MOMENTIVE（その関連企業、
ならびにMOMENTIVEおよび関連会社の役員、社員、代理⼈、供給
者、ライセンサーを含む）のサービスおよび本規約に起因または関
連する賠償責任総額は、以下の額を超えないものとします。（A）
債務発⽣事由に先⽴つ12ヶ⽉間にお客様よりMOMENTIVEへ⽀払わ
れたサービス利⽤料⾦の総額。および（B）US$200.00。

上記の種類の除外（第13.2節）または限定（第13.3節）が法律で認
められていない国では、当社は、当社がすべての合理的な技術およ

紛争が発⽣した場合、当社は、過去12ヶ⽉間にお客様が本サ
ービスに対して⽀払った⾦額もしくは⽀払うはずだった⾦
額、または$200のいずれか低い⽅の⾦額を超えて⽀払う義務
を負いません。



び注意を⽤いなかったことの合理的に予⾒可能な結果であるか、ま
たは本条件の重⼤な違反に直接起因するお客様の損失および損害に
ついてのみ、お客様に対して責任を負います。

当社のサービスは営利⽬的⽤ですが、当社は、特定管轄の法律が、
その管轄の消費者に対し、契約によって無効にすることができな
い、あるいは消費者による権利放棄ができない法的権利を与えてい
ることを認識しています。お客様が当社サービスを主に⾮営利⽬的
で使⽤するそのような消費者である場合（SurveyMonkeyベーシッ
ク（無料）プランを個⼈的に使⽤するなど）、本規約のいかなる項
⽬も、お客様のそのような消費者の権利を制限することはありませ
ん。

13.4 補償。

企業であるお客様は、お客様もしくはお客様のエンドユーザーによ
るサービスの利⽤もしくは本規約の違反について、またはそれに関
わるサードパーティの申し⽴てに起因もしくは関連する責任、損害
ならびに諸費⽤（和解費⽤および合理的な弁護⼠費⽤を含む）の⼀
切に対し、Momentive（その関連会社、ならびにMomentiveおよび
関連会社の役員、代理⼈、社員を含む）を補償するものとします。

お客様が当社のサービスを利⽤して⾏ったこと、またはお客
様が本規約に違反したことにより当社が訴えられた場合、当
社は、お客様がその訴訟において当社の⽴場で当社を擁護
し、裁判所から課された損害賠償を⽀払うことを期待しま
す。



14. 契約企業

14.1 契約相⼿。

特段の注意書きがある場合を除き、サービスはアメリカ合衆国内で
はMomentive Inc.、ブラジル国内ではMomentive Brasil Internet

Eireli、およびそれ以外のすべての地域ではMomentive Europe UC

により提供され、お客様は該当する組織と契約を結びます。

14.2 Momentive Inc.

Momentive Inc.が提供するすべてのサービスについて、そのサービ
スを管理するすべての規約に対して以下の規定が適⽤されます。

契約企業。「Momentive」および「当社」は、One Curiosity

Way, San Mateo, CA 94403, USAに所在地を置くMomentive

Inc.を指します。

準拠法。本規約は、（抵触法条項にかかわらず）カリフォル
ニア州の法律に準拠します。

⽶国にお住まいのお客様は、Momentive Inc.と契約を結びま
す。ブラジルにお住まいのお客様は、Momentive Brasil
Internet Eireliと契約を結びます。それ以外の地域にお住まい
のお客様は、Momentive Europe UCと契約を結びます。



管轄権。適⽤法で禁⽌される場合を除き、各当事者は、本規
約の対象事項について、カリフォルニア州サンフランシスコ
郡の州⽴裁判所および連邦裁判所に専属管轄権を与えます。

14.3 Momentive Europe UC。

Momentive Europe UCが提供するすべてのサービスについて、その
サービスを管理するすべての規約に対して以下の規定が適⽤されま
す。

契約企業。「Momentive」、「当社」、「当社に」、および
「当社の」は、2 Shelbourne Buildings, Second Floor,

Shelbourne Road, Dublin 4, Irelandに所在地を置くMomentive

Europe UCを指します。

準拠法。本規約は、（抵触法条項に関わらず）アイルランド
の法律に準拠します。

管轄権。適⽤法で禁⽌される場合を除き、各当事者は、本規
約を施⾏する、または本規約に起因もしくは関連する法的措
置もしくは⼿続きについて、アイルランドの裁判所に撤回不
能に専属管轄権を与えます。

14.4 Momentive Brasil Internet Eireli。

Momentive Brasil Internet Eireliが提供するすべてのサービスについ
ては、そのサービスが準拠するすべての規約に対して以下の規定が
適⽤されます。



契約企業。「Momentive」、「当社」、「当社を」、また
「当社の」という⾔葉は、Momentive Brasil Internet Eireliを
指し、その所在地はRua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113,

Itaim Bibi, São Paulo-SP,04534-010 Brazilです。

準拠法。本規約は、（抵触法条項に関わらず）ブラジルの法
律に準拠します。

管轄権。適⽤法で禁⽌される場合を除き、各当事者は、本規
約を施⾏する、または本規約に起因もしくは関連する法的措
置もしくは⼿続きについて、ブラジル国サンパウロ市の裁判
所に撤回不能に専属管轄権を与えます。

15. その他の条項

15.1 譲渡。

お客様は、事前にMomentiveから⽂書による事前同意を得ることな
しに本規約を譲渡することはできず、Momentiveは、かかる同意を
単独裁量で差し控えることができます。Momentiveは、お客様に通
知することなくいつでも本規約を譲渡することができます。

15.2 顧客リスト。

お客様は、当社の許可なく、この義務を他者に譲渡すること
はできません。ただし、当社は、お客様の許可なく、本規約
または当社の義務を譲渡することができます。



Momentiveは、当社のWebサイト上および他の販促資料において、
本サービスの顧客を挙げる際にお客様の名前とロゴを使⽤する場合
があります。お客様の名前とロゴを使⽤したことから⽣じる信⽤
は、すべてお客様の利益のために効⼒を有します。

15.3 完全な契約。

当該規約（追加規約も含む）は、お客様とMomentive間における完
全な合意を形成し、かつ、本契約の主題に関わるその他の以前また
は現⾏の契約、規約、条件、書⾯または⼝頭による契約に優先しま
す。お客様が発⾏する注⽂書もしくは同様の⽂書、またはお客様の
調達、請求もしくは供給業者のオンボーディングポータルに含まれ
るいかなる条件も、サービスには適⽤されず、また本規約の⼀部を
無効にすることもそれを形成することもなく、法的効⼒を有しませ
ん。

当社は、当社のウェブサイト、収⽀報告、およびマーケティ
ング・プロモーション資料で、お客様の名前、ロゴ、および
お客様による当社サービスの使⽤⽅法に関する説明を使⽤で
きます。

本利⽤規約は、お客様と当社の関係に適⽤される唯⼀の条件
群です。お客様が提供するその他の条件（注⽂書の下部に追
記されている細かい⽂字の条件など）は、⼀切拘束⼒を有し
ません。



15.4 独⽴契約者。

Momentiveとお客様の関係は独⽴した契約当時者間の関係であり、
お互いに法的なパートナー関係、雇⽤関係、代理関係はありませ
ん。

15.5 解釈。

「含みます」、「含む」、「例えば」およびこれらに類似した⽤語
は、そこで明記されている以外の事項が含まれる可能性を制限する
ものではありません。

15.6 ⾔語。

本規約は英語にて準備、執筆されています。翻訳版と英語版の間で
内容の齟齬が存在する場合、適⽤される法律で禁⽌される場合を除
き、英語版の内容が優先されます。

15.7 権利⾮放棄。

当事者が本規約を強制執⾏しない、もしくは執⾏を遅らせた場合
も、かかる当事者が後で執⾏する権利を放棄するものではありませ
ん。



15.8 分離。

本規約の条件が管轄裁判所によって履⾏不可能であると判断された
場合、当該条件は契約から分離され、残りの条件は引き続き完全に
効⼒を有します。

15.9 第三受益者。

本規約において第三者の受益者は存在しません。

15.10 存続。

以下の節は、本規約の終了後も存続します。1、2、3.2、11、13、
14、15、16、17、および18。

16. 特定のお客様に対する条項

本規約の⼀部が履⾏不可能となった場合にも、残りの条件は
引き続き履⾏可能です。

⼀部の条件は、本規約の終了後も存続します。



16.1 特定のお客様に対する条項。

お客様が以下で特定される条件のいずれかに合致する法主体である
場合、本規約の承諾にともない以下の変更が⾃動的に適⽤されま
す。

お客様が⽶国の連邦政府職員である場合、こちらの修正箇条
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-federal-government/)

が適⽤されます。

お客様が⽶国内で上記以外の政府団体に勤務している場合、
こちらの修正箇条 (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-

state-government/)が適⽤されます。

16.2 Wufooに関する条項。

Wufooサービスを使⽤している場合、以下の追加条項が適⽤されま
す。

1⼈につき1つの無料アカウント。お客様はいかなる時も、有
効な無料Wufooアカウントを1つのみ所有することができま
す。1⼈で複数のWufooアカウントを所有している場合、
Momentiveがアカウントを閉鎖できます。

これらの追加規約の⼀部は、お客様がご利⽤のサービスに応
じて適⽤されます。

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-federal-government/
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-state-government/


フォームギャラリー。お客様はWufooのWebサイトを使⽤す
る間に、何らかのテンプレート、グラフィックスまたはフォ
ームドキュメント（総称して「フォームコンテンツ」）を作
成し、他の利⽤者のためにそれらのドキュメントをWufooフ
ォームギャラリー（「フォームギャラリー」）に読み込む、
または投稿することができます。そのようなフォームコンテ
ンツをフォームギャラリー上で利⽤できるようにすること
で、お客様はMomentiveのWufoo運⽤に関連して該当のフォ
ームコンテンツを使⽤、複製、変更、配布、表⽰、実⾏、⼆
次的創作物の作成、活⽤することができる世界的、取消不能
な、永久の、使⽤料を免除された、譲渡可能な、サブライセ
ンス権を伴わない、⾮独占的な権利をMomentiveに付与しま
す。

解除。Momentiveは、6ヶ⽉間フォームを受信していない、ま
たは6ヶ⽉間アクセスされていない無料Wufooアカウントを閉
鎖することができます。

APIの使⽤。お客様は、Wufooのアプリケーション プログラミ
ング インターフェイス（「API」）を通して⾃⾝のWufooア
カウントデータにアクセスできます。Momentiveは、Wufoo

のWebサイトから何らかのデータおよびコンテンツを使⽤し
てお客様⾃⾝のソフトウェアアプリケーションまたはWebサ
イト（「アプリケーション」）を開発、テスト、実⾏および
サポートするために必要な場合、およびお客様のアプリケー
ションのエンドユーザーにアプリケーション内のAPI統合を配
布する、もしくはかかる統合へのアクセスを許可するために
のみAPIを使⽤することができる、⾮独占的で譲渡不可能なラ
イセンス（サブライセンス権を伴わない）をお客様に付与し
ます。Wufooにアクセスするサードパーティーの製品または



サービスを介したAPIの使⽤を含む、いかなるAPIの使⽤も、
本規約および以下の特定の項⽬に拘束されます。

（a）APIの不正使⽤またはAPIを介したWufooへの過度
に頻繁なリクエストは、⼀時的または永続的なAPIへの
アクセス停⽌につながる可能性があります。Momentive

はその裁量により、お客様による使⽤がAPIの不正使⽤
または過剰使⽤に該当するかどうかを判断します。
Momentiveは、停⽌する前にメールを通じてアカウント
所有者に予告するよう努⼒します。MomentiveはAPIを
中断なく使⽤可能な状態に維持するよう努⼒しますが、
APIの使⽤可能時間を保証するものではありません。

（b）お客様は、違法であるか、Momentive、そのサー
ビスプロバイダー、お客様ののエンドユーザーもしくは
その他の⼈に害を及ぼすようないかなる⽅法でもAPIを
使⽤しないことに同意します。

（c）Momentiveは、事前通告の有無に関わらずいつで
も⼀時的または永続的に、お客様ののAPIへのアクセス
（またはその⼀部）を修正、制限、停⽌することができ
ます。

（d）お客様は、Momentiveの要請に応じて⾃⾝のアプ
リケーションに関する情報を当社に提供することで、本
Wufoo規約の遵守の検証を援助することに同意します。
これには、当該情報へのアクセスおよび/またはお客様
のAPI使⽤に関連する他の資料を当社に提供することを
含みます。

（e）APIは現在無料で提供されていますが、Momentive

は将来APIの使⽤に料⾦を課す権利を留保します。



MomentiveがAPIの使⽤料を請求する場合、お客様は使
⽤を継続する義務を負いません。

17. MomentiveのAPIに関する規約

SurveyMonkeyブランド製品のMomentiveのAPIに関する規約につい
ては、こちら (https://developer.surveymonkey.com/tou/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)をご覧くださ
い。

18. SurveyMonkey Contributeに関する規約

SurveyMonkey Contributeの使⽤に関する規約については、こちら
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/surveymonkey-contribute-terms-of-

service/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline)をご覧く
ださい。

コミュニティ: (https://www.facebook.com/surveymonkey/)

開発者 (https://developer.surveymonkey.com/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-

use)

•

Facebook (https://www.facebook.com/surveymonkey/) •

Twitter (https://twitter.com/SurveyMonkey) •

Linkedin (https://www.linkedin.com/company/surveymonkey/) •

Instagram (https://www.instagram.com/surveymonkey/) •

Youtube (https://www.youtube.com/surveymonkey)
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会社情報: (https://www.momentive.ai/en/about/?utm_source=surveymonkeyfooter)

ポリシー: (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/)

リーダーシップチーム (https://www.momentive.ai/en/about/leadership/?

utm_source=surveymonkeyfooter)

•

取締役会 (https://www.momentive.ai/en/about/directors/?

utm_source=surveymonkeyfooter)

•

投資家向け (https://investor.momentive.ai/home/default.aspx?

utm_source=surveymonkeyfooter)

•

アプリディレクトリ (https://jp.surveymonkey.com/apps/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use)

•

オフィス所在地 (https://jp.surveymonkey.com/mp/aboutus/office-locations/) •

会社情報 (https://jp.surveymonkey.com/mp/imprint/) •

求⼈情報 (https://www.momentive.ai/en/careers/) •

サイトマップ (https://jp.surveymonkey.com/mp/sitemap/) •

ヘルプ (https://help.surveymonkey.com/ja/) •

ログイン (https://jp.surveymonkey.com/mp/sign-in/) •

アカウントの登録 (https://jp.surveymonkey.com/mp/sign-up/)

利⽤規約 (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/) •

プライバシーに関するお知らせ
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/)

•

カリフォルニア州のプライバシーに関するお知らせ
(https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/region-specific-privacy-statement/)

•

認められる使⽤のポリシー (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-

uses-policy/)

•

セキュリティについて (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/security/) •

EU⼀般データ保護規則（GDPR）準拠
(https://jp.surveymonkey.com/mp/privacy/)

•

https://www.momentive.ai/en/about/?utm_source=surveymonkeyfooter
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/
https://www.momentive.ai/en/about/leadership/?utm_source=surveymonkeyfooter
https://www.momentive.ai/en/about/directors/?utm_source=surveymonkeyfooter
https://investor.momentive.ai/home/default.aspx?utm_source=surveymonkeyfooter
https://jp.surveymonkey.com/apps/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use
https://jp.surveymonkey.com/mp/aboutus/office-locations/
https://jp.surveymonkey.com/mp/imprint/
https://www.momentive.ai/en/careers/
https://jp.surveymonkey.com/mp/sitemap/
https://help.surveymonkey.com/ja/
https://jp.surveymonkey.com/mp/sign-in/
https://jp.surveymonkey.com/mp/sign-up/
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/region-specific-privacy-statement/
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/
https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/security/
https://jp.surveymonkey.com/mp/privacy/


利⽤例: (https://jp.surveymonkey.com/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use)

メール配信登録 (https://jp.surveymonkey.com/user/email-opt-in/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use)

•

アクセシビリティ (https://help.surveymonkey.com/ja/create/accessibility/) •

Cookieに関するお知らせ (https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/cookies/)

オンライン投票 (https://jp.surveymonkey.com/mp/online-polls/) •

Facebookアンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/facebook/) •

アンケートテンプレート (https://jp.surveymonkey.com/mp/survey-templates/) •

スケジュール投票 (https://jp.surveymonkey.com/mp/online-schedule-poll/) •

GoogleフォームとSurveyMonkey

(https://jp.surveymonkey.com/mp/surveymonkey-better-than-google-forms/)

•

従業員満⾜度アンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/employee-

satisfaction-surveys/)

•

無料アンケートテンプレート (https://jp.surveymonkey.com/mp/free-survey-

templates/)

•

モバイルアンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/mobile-surveys/) •

カスタマーサービスの改善⽅法 (https://jp.surveymonkey.com/mp/6-keys-

improving-teams-customer-service-skills/)

•

A/Bテスト有意性カルキュレータ (https://jp.surveymonkey.com/mp/ab-testing-

significance-calculator/)

•

NPSカルキュレータ (https://jp.surveymonkey.com/mp/nps-calculator/) •

アンケートテンプレート (https://jp.surveymonkey.com/mp/sample-survey-

questionnaire-templates/)

•

イベントアンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/post-event-survey-

questions/)
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標本サイズカルキュレータ (https://jp.surveymonkey.com/mp/sample-size-

calculator/)

•

良いアンケートの書き⽅ (https://jp.surveymonkey.com/mp/writing-survey-

questions/)

•

リッカート尺度 (https://jp.surveymonkey.com/mp/likert-scale/) •

アンケート分析 (https://jp.surveymonkey.com/mp/how-to-analyze-survey-data/) •

360度多⾯評価 (https://jp.surveymonkey.com/mp/360-employee-feedback-survey-

example/)

•

教育アンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/education-surveys/) •

アンケートの質問 (https://jp.surveymonkey.com/mp/survey-question-types/) •

NPSの計算 (https://jp.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score-calculation/) •

顧客満⾜度（CS調査）アンケートの質問
(https://jp.surveymonkey.com/mp/customer-satisfaction-survey-questions/)

•

「そう思う/思わない」質問 (https://jp.surveymonkey.com/mp/2-tips-for-writing-

agree-disagree-survey-questions/)

•

アンケートの作成 (https://jp.surveymonkey.com/mp/how-to-create-surveys/)

オンラインクイズ (https://jp.surveymonkey.com/mp/quiz/) •

定性調査と定量調査 (https://jp.surveymonkey.com/mp/quantitative-vs-qualitative-

research/)

•

顧客アンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/customer-satisfaction-surveys/) •

市場調査アンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/market-research-surveys/) •

NPSアンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score/) •

アンケートデザインのベストプラクティス
(https://jp.surveymonkey.com/mp/survey-guidelines/)

•

許容誤差カルキュレータ (https://jp.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-

calculator/)

•

アンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/online-questionnaires/) •
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SurveyMonkeyはmomentive.ai (https://www.momentive.ai/en/?

utm_source=surveymonkeyfooter)がお届けします。現代のビジネスス
ピードに合わせて構築されたAI主導の洞察と体験管理ソリューシ
ョンが、次の時代を形作ります。
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デモグラフィック質問 (https://jp.surveymonkey.com/mp/gathering-demographic-

information-from-surveys/)

•

トレーニングアンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/training-survey/) •

オフラインアンケート (https://jp.surveymonkey.com/mp/offline-surveys/) •

360度評価テンプレート (https://jp.surveymonkey.com/templates/360-degree-

employee-evaluation-survey-template/)
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