
 

（参考訳） 

以下の内容は参考和訳であり、本ページ下部にある原文（英文）と内容に差異がある場合は、

英文が優先されます。 

 

最後更新日: 2018/5/25 

はじめに 

本サービス契約(以下「契約」という)は、お客様(以下「お客様」という)と Keepy Inc.およ

びその関連会社(以下「Keepy」、または「当社」という)との間の法的な合意を定めたもので

す。本契約は、コンピュータ、携帯機器、または他のテクノロジーを通じてアクセスされる

か否かを問わず、Keepyのアプリケーション(以下「本アプリケーション」という)ならびに

その機能およびコンテンツ(以下「本サービス」と総称する)へのアクセスおよび使用に適用

されます。 

  

本サービスを使用することにより、お客様は本契約に含まれる条項に拘束されることに同

意します。本サービスの「ユーザー」には、お子様の学校で作成した作品、芸術および記念

品(以下「クリエイティブマテリアル」という)を投稿する親または他者(以下「加入者」とい

う)ならびに特定のお子様またはお子様のクリエイティブマテリアルやそれに付随するビデ

オおよび音声のコメント(以下それぞれを「Keepy」と呼ぶ)のファンになるよう招待される

個人(以下「ファン」という)が含まれますが、「ユーザー」はこれらに限定されません。 

当社は、当社の単独の判断で、お客様に対する通知の有無にかかわらず、本契約を修正する

ことができます。本契約の冒頭にある「最新版」の日付は、最新の修正がいつ行われたかを

示しています。本契約が変更された後も本サービスの利用および使用を継続することによ

り、お客様は当該変更に同意するものとします。Keepyは、通知の有無を問わず、随時、本

サービス(またはその一部)を変更または中止し、一時的にまたは永久に中止する権利を留保

します。 

 

1. 概要 

Keepy では、それぞれのお子様たちのクリエイティブマテリアル用に安全で使いやすく、

私的なギャラリーを作ることができます。また、当該 Keepyのファンとして、当該 Keepy

にアクセスし、保存し、検索できるようにする機能も含まれています。本アプリケーション

は、お客様が第三者サービス(額縁や特製ギフトのメーカー等)にアクセスして、お客様のお

子様の Keepy を新しくかつ魅力的な方法で提示することを現在または将来的に可能にしま

す。加入者又はその指名する者のみが、Keepy にお子様のクリエイティブマテリアルを掲

示することができます。 

 



2. プライバシーとコミュニケーション 

本サービスの使用は、本契約に組み込まれ、その一部を構成する当社のプライバシーポリシ

ーの条件に従います。当社のプライバシーポリシーを十分にご確認ください。 

  

お客様は、随時プッシュ通知または電子メールによりプロモーションを受信します。プッシ

ュ通知は、モバイル機器で無効にすることで停止できます。また、privacy@keepy.meへの

解除要求を送信するか、受信した電子メールの購読解除手順に従うことで、プロモーション

電子メールを停止することができます。本サービスに関連する電子メールの送信を解除す

ることはできません。 

 

3. 登録 

お客様は、本サービスの機能を利用するために、当該機能が無償または有償で提供されてい

るか否かにかかわらず、アカウントを作成する必要があります。お客様は、お客様のパスワ

ードおよびアカウントの秘密保持およびお客様のアカウントを通じて発生するいかなる活

動に対しても責任を負い、お客様はお客様のアカウント、ファン、ユーザー名、アカウント

権を販売、譲渡、ライセンス付与、配布しないことに同意します。自分用以外のアカウント

を作成することはできません。お客様は、お客様が Keepy に提供するすべての情報が、真

実、正確、最新かつ完全であることを表明し、お客様は、その真実性および正確性を維持す

るために、お客様の情報を必要に応じて更新することに同意します。 

Keepy は、専ら自己の裁量で、ユーザー名またはアカウントの登録を拒否する権利、また

は、それらを取り消す権利を留保します。お客様は、お客様のパスワードもしくはアカウン

トの不正使用または他のセキュリティ違反について、直ちに Keepy に通知することに同意

するものとします。 

 

4. ユーザーコンテンツ 

本サービスは、Keepy に関連するクリエイティブマテリアル・メッセージ、音声メッセー

ジ、映像メッセージ、テキストメッセージ、および本アプリケーションで許可された他のコ

ンテンツ(「ユーザーコンテンツ」と総称する)を掲載する機会を提供します。お客様は、お

客様が、お客様のお子様のクリエイティブマテリアルのファンに招待した個人が、お客様の

本サービスに関するユーザーコンテンツおよび活動を閲覧し共有することができること、

ならびに Keepyコミュニティを通じてお客様が共有するクリエイティブマテリアルを誰で

も閲覧することができることを承認し、これに同意します。 

お客様は、すべてのユーザーコンテンツに対してお客様が単独で責任を負うことを理解す

るものとします。本サービスは、当該ユーザーコンテンツを共有するための安全な場所であ

るように設計されていますが、Keepy は、他のユーザーが共有するユーザーコンテンツを

悪用しないことを保証することはできません。秘密にしたいユーザーコンテンツがある場



合、または他者に使用されたくない場合は、本サービスに掲示しないでください。いかなる

場合においても、Keepyは、ユーザーコンテンツの誤りもしくは遺漏、または本サービスを

通じて投函、電子メールもしくはその他送信されたユーザーコンテンツの使用の結果とし

て発生したあらゆる種類の紛失もしくは損害を含むがこれらに限定されないいかなるユー

ザーコンテンツにも一切責任を負いません。 

ユーザーコンテンツを本サービスに掲示することにより、お客様は、ここに、当該ユーザー

コンテンツ(全体または一部)を世界中で使用、複製、修正、改作、発行、翻訳、他の著作物

との組み合わせ、派生物の作成、配布、実行、編集および展示する、ロイヤリティなしの、

全額支払い済みの、永久的な、取消不能の、非独占的かつ完全にサブライセンス可能な権利

およびライセンスを Keepy に許諾します。前記の許諾には、お客様のユーザーコンテンツ

における著作権および他の知的財産権が含まれますが、これらに限定されません。お客様は、

本サービス上または本ユーザーコンテンツを通じてお客様によって投稿されたユーザーコ

ンテンツをお客様が所有していること、またはその他前記のライセンスを許諾する権利を

有すること、ならびにお客様のユーザーコンテンツを本サービス上または本ユーザーコン

テンツを通じて投稿することが、個人のプライバシー権、公開権、著作権、契約上の権利ま

たはその他の権利を侵害しないことを表明し保証するものとします。 

Keepyを削除すると、当該 Keepyに関連するすべての文章、音声、映像の内容、解説も削

除されますのでご注意ください。 

 

5. ユーザーの行動 

お客様は、本サービスを合法的な目的にのみ使用すること、および本サービスのお客様の使

用、通信に対して責任を負うことに同意するものとします。 

お客様は、以下の目的でサービスを使用しないことに同意するものとします。 (a) 違法、

有害、脅迫、虐待、嫌がらせ、中傷、下品、低俗、わいせつ、ポルノ、名誉棄損、他人のプ

ライバシーに対する侵害、憎悪、人種差別的、民族差別的、その他の違法もしくは不快なユ

ーザーコンテンツの提出 (b) 何らかの形で未成年者に害を及ぼす (c) 個人もしくは団体の

なりすまし、または個人もしくは団体とお客様の関係性の虚偽の表明を行う (f)他者の知的

財産権を侵害する、または適用される地方、州、国内、もしくは国際法に違反するユーザー

コンテンツを提出する(g)広告、販促資料、またはあらゆる形態の勧誘を送信する(h) コンピ

ュータソフトウェアまたはハードウェアもしくは電気通信機器の機能を破棄、模倣、破棄ま

たは制限する目的で開発されたソフトウェア・ウィルス、またはその他のコンピュータ・コ

ード、ファイル、もしくはプログラムを含むあらゆる資料を送信する (i)本サービスまたは

他のユーザーによる本サービスの使用および享受の妨害または遮る行為(m)サービスに関

連する、または関連付いているアクセス制御、著作権保護、またはライセンス制御システム

を回避する試み。さらにお客様は、本サービスへのアクセスのために Keepy が提供する本

アプリケーションまたは他のインターフェースを除き、いかなる手段によっても本サービ



スにアクセスしないことに同意するものとします。 

 

6. Keepyの慣行 

Keepy は、ユーザーコンテンツの確認、編集、承認または管理を行わない。Keepy は、不

適切な提出または実施に関するサービスの監視につき一切責任を負わないが、その権利を

留保するものとします。Keepyは、何時であれ、通知なしにまた理由の如何を問わず、本ユ

ーザーコンテンツを除去する権利を留保するものとします。 

サービスから除去したユーザーコンテンツは、当社が保管し続ける場合もあれば、保管しな

い場合もあります。Keepyは、ユーザーコンテンツを保存し、将来お客様に提供する義務を

負いません。お客様は、ユーザーコンテンツのバックアップまたは保管の目的で本サービス

に依存しないことに同意するものとします。Keepyは、本サービスの変更、中断もしくは中

止、またはユーザーコンテンツの紛失について、お客様に対して責任を負いません。お客様

は、また、インターネットにはセキュリティ上のリスクを伴うこと、およびユーザーコンテ

ンツまたは他の情報が安全でない可能性があることを了承するものとします。保守、修理等

の為、サービスが利用できない場合があります。 

Keepyに提出された本サービスに関するコメント、提案、または意見(「フィードバック」

と総称する)は、機密に取り扱われず、Keepyの財産となるものとする。Keepyは、制限な

く本フィードバックに関するすべての権利を独占的に所有し、お客様に対して何ら義務を

負うことなく、本フィードバックを使用、複製、開示および頒布する権利を有します。 

 

7. 知的財産 

お客様は、文書、製品、サイトデザイン、テキスト、グラフィックス、ロゴ、画像およびア

イコンを含む本サービスを通じて表示されるすべてのコンテンツ、ならびにそれらの配置

(「Keepyマテリアル」と総称する)が、Keepyまたはそのライセンサーの独占的財産であり、

米国および外国の法律および国際条約に基づく著作権およびその他の知的財産権の対象と

なり、それらによって保護されることを了承します。本契約において明確に許諾されていな

い Keepy マテリアルに対するすべての権利は、留保されます。本契約または本サービスに

より明確に承認されている場合を除き、お客様は、Keepy または各著作権所有者の事前の

書面による承認なしに、いかなる形式または手段によっても、Keepyマテリアルのコピー、

複製、配布、再公表、ダウンロード、実行、表示、掲載、送信、利用、派生物の作成、また

はその他の使用を行うことはできません。 

  

本サービスに含まれるかまたは記載される商標、サービスマーク、商号、トレードドレスお

よびロゴ(KEEPYなどを含む)は、Keepyまたはそのライセンサーの独占的財産です。 

 

8. 免責条項 



お客様の本サービスの使用に対する責任はお客様が単独で負うものです。本契約に含まれ

るサービスおよびマテリアルは、「現状有姿」および「現状のまま」で提供されます。本契

約に別段の明示の規定がある場合を除き、Keepy およびその関連会社ならびにそれぞれの

所有者、役員、取締役、従業員ならびに他の代表者ならびに Keepy のベンダーおよび業務

パートナー(「Keepyおよびその関連当事者」と総称する)は、明示かまたは黙示かを問わず、

本サービスの利用可能性、確実性または品質を含め、あらゆる種類のすべての保証を明示的

に否認するものとします。Keepy およびその関連当事者は、本サービスを通じて受領した

すべての本情報のエラー、不履行またはミスにつき一切責任を負わず、また一切責任を負う

義務もないものとします。さらに、Keepyおよびその関連当事者は、商品性、特定目的への

適合性、または不侵害に関する黙示の保証を行いません。さらに、Keepyおよびその関連当

事者は、本サービスの使用が中断されないことまたはエラーがないことを保証しません。 

 

9. 責任の制限 

Keepyおよびその関連当事者は、いかなる状況においても、直接的、間接的、特例的、付随

的または派生的損害(利益の喪失、使用の喪失またはデータの喪失に対する損害を含む)を含

め、契約違反、保証違反、不法行為(過失を含む)、本製品責任またはその他に基づくかを問

わず、また例え Keepy およびその関連当事者が当該損害の可能性につき通知されていた場

合にも、いかなる損害にも一切責任を負うことはありません。上記にかかわらず、理由の如

何を問わず、Keepy および関連当事者の唯一かつ最大限の責任ならびにいかなる原因また

は申し立てに対するお客様の唯一かつ排他的な救済は、サービスに対してお客様が支払っ

た金額を上限とします。お客様は、Keepy に対してお客様が最初に請求を主張するより前

にサービスに対する金額を支払っていない場合、Keepy との紛争に対するお客様の唯一か

つ排他的な解決方法は、お客様が自身でサービスの利用を停止し、お客様のアカウントを解

約することのみであることを承認し、これに同意するものとします。 

一部の法域では、一定の保証の否認または一定の種類の損害に対する責任の制限もしくは

免除を認めていない場合があります。したがって、上記の免責事項および制限事項の一部が

お客様に適用されない場合があります。当該法域において、除外および責任は、法律で認め

られる最大限の範囲に限定されます。 

 

10. 補償 

お客様は、サービスにおけるお客様の使用もしくは行為、お客様もしくはその他の者による

お客様のアカウントに関連する活動、お客様が本サービスに提出、投稿または送信するユー

ザーコンテンツ、お客様による本契約の違反、お客様による他者の権利の侵害もしくは違反、

またはお客様の本サービスへのアクセスの終了に起因または関連する、合理的な弁護士費

用を含む、すべての申し立て、要求、訴訟原因、損失、出費、損害および費用につき、Keepy

およびその関連当事者を補償し、弁護し、免責することに同意するものとします。 



 

11. フィルタリング 

改正された合衆国法律集第 47 編 第 230(d)項に基づいて、未成年者に有害な内容へのアク

セスを制限する上でお客様を支援することができるペアレンタルコントロール(コンピュー

タハードウェア、ソフトウェアまたはフィルタリングサービスなど)が市販されていること

をお客様に通知いたします。現在提供されているペアレンタルコントロールに関する情報

は、http://www.staysafe.orgで閲覧することが出来ます。 

 

12. 準拠法、紛争解決 

本契約は、抵触法の原則を適用することなく、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解

釈され、執行されるものとします。 

  

お客様は、本契約、本サービスまたはプライバシーポリシーに関連するすべての紛争は、い

かなる形態の集団訴訟にも訴えることなく、米国仲裁協会のその時点で最新の仲裁規則に

準拠する一人の仲裁人によるニューヨーク市における秘密仲裁により、個別に解決される

ことに同意します。仲裁裁定は、両当事者にとって最終的かつ確定的なものであり、その判

決は、管轄権を有する法廷、州または連邦の最高裁判所に登録することができます。ただし、

仲裁裁定の執行、取消またはその他変更の措置を開始する当事者は、適用される裁判所規則

により要求されない限り、当該申し立てにおいて秘密情報を含まないものとし、また要求さ

れる場合、当該秘密情報の開示を防止するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとし

ます。これには、初回の申し立てを機密に行う許可を請求することまたは当該情報を省略し

た申し立ての提出が含まれますが、これらに限定されないものとします。仲裁の当事者は、

当該仲裁手続きの手続き費を均等に負担します。お客様は、本契約に関する仲裁手続きを、

申し立ての発生後 1 年以内に開始することに同意します。お客様は、この日付の後に手続

を開始することは禁止されることに同意するものとします。 

 

13. 雑則 

本契約のいずれかの条項が違法、無効または何らかの理由で強制不可と見なされる場合、当

該条項は、本契約から分離可能と見なされ、また残余の条項の有効性および強制可能性には

一切影響を及ぼさないものとします。この契約において、「含む」には、「これに限定されな

い」が続くものとします。 

  

本契約は、プライバシーポリシーおよび本書に組み込まれる他のポリシーを含め、本契約の

主題に関する Keepyと本サービスの各ユーザー間の完全かつ唯一の契約を構成し、書面ま

たは口頭による本契約の主題に関するすべての従前のまたは同時期の合意、表明、保証およ

び了解事項に取って代わるものとします。 



  

Keepy およびその関連当事者が、本契約のいずれかの条件の厳格な遵守を主張しなかった

としても、それは、当該条件の放棄となる訳ではなく、また、当該条件または本契約のその

他の条件の厳格な遵守を主張する当該当事者のその後の権利の放棄または制限とはみなさ

れないものとします。 

 

14. 著作権ポリシー 

当社は、他者の知的財産権を尊重し、ユーザーにも同様のことを求めます。お客様の専有著

作物が著作権侵害となる方法でコピーされたとお客様が考える場合、Keepy の著作権代理

人に以下の情報を送付してください。(a)著作権の所有者の代理人として行動する権限を与

えられた人物の手書きの署名、(b)侵害されたと主張する著作権のある作品の詳細、(c)侵害

していると主張する素材がサービス上にある場合の詳細、(d)お客様の住所、電話番号、電

子メールアドレス、(e)お客様が問題の使用が著作権の所有者、その代理人、または法律によ

って許可されていないという誠実な信念を持っていることを述べたお客様の声明、および

(f)偽証した場合偽証罪に基づいて罰せられるという条件で、お客様の通知の上記情報が正

確であり、お客様が著作権の所有者であるか、または著作権の所有者の代理として行動する

権限を有していることを述べたお客様の声明。 

著作権代理人: 

Copyright Agent 

1081 Tanland Dr. #A 

Palo Alto, CA 94303 

電子メール:copyrightagent@keepy.me 

 

15. 連絡先  

本契約または本サービスに関して、ご意見、ご質問、苦情がございましたら、また、本契約

に違反していることをご報告される場合は、help@keepy.meまたは Keepy Inc.までお問い

合わせください。 

 

Keepy Inc. 

1081 Tanland Dr. #A 

Palo Alto, CA 94303 

  

当社は、当社の能力の限りあらゆる問題にできるだけ早く対処いたします。 

 

 

 



（原文） 

 

Last updated: May 25th, 2018 

Introduction 

This Terms of Service Agreement (“Agreement”) is a legal agreement between you (“you” 

or “your”) and Keepy Inc. and its affiliates (“Keepy”, “we”, or “us”). This Agreement 

governs your access and use of Keepy’s applications (“Applications”) and their features 

and contents, whether accessed via computer, mobile device or other technology 

(collectively, the “Services”). 

  

By using the Services, you agree to be bound by the terms and conditions contained in 

this Agreement. “Users” of the Services include but are not limited to parents or others 

(“Subscribers”) who post their children’s schoolwork, art and mementos (“Creative 

Materials”) and those individuals (“Fans”) who are invited to become fans of a particular 

child’s or children’s Creative Materials, along with attached video and audio commentary 

(each, a “Keepy”). 

We may, in our sole discretion, modify this Agreement with or without notice to you. The 

“Last Updated” date at the top of this Agreement will indicate when the latest 

modifications were made. By continuing to access and use the Services after this 

Agreement has been modified, you are agreeing to such modifications. Keepy reserves 

the right at any time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Services 

(or any part thereof) with or without notice. 

1. Overview 

Keepy allows you to create a safe, easy-to-use, private gallery of each of your children’s 

Creative Materials, and it includes functionality that allows you to invite others to access, 

store and retrieve that Keepy as Fans of that Keepy. The Application may now, or will in 

the future, allow you to access third party services (framing or customized gift makers, 

etc.) to present your kids’ Keepy in new and exciting ways. Only Subscribers or someone 

they designate may post their children’s Creative Materials in a Keepy. 

2. Privacy and Communications 

Use of the Services is subject to the terms of our Privacy Policy, which is hereby 

incorporated into and made part of this Agreement. Please carefully review our Privacy 

Policy. 

  

You may receive promotional communications by push notification and/or email from 

time to time. You can stop push notifications by disabling them on your mobile device, 



and you can stop promotional emails by sending your opt-out request to 

privacy@keepy.me or by following the unsubscribe instructions in an email you receive. 

You may not opt out of service-related emails. 

3. Registration 

You are required to establish an account in order to take advantage of the features of the 

Services, whether or not those features are made available for free or for a charge. You 

are responsible for maintaining the confidentiality of your password and account and for 

any activity that occurs through your account, and you agree you will not sell, transfer, 

license or assign your account, Fans, username, or any account rights. You may not 

create an account for anyone other than yourself. You represent that all information you 

provide to Keepy will be true, accurate, current and complete, and you agree to update 

your information as necessary to maintain its truth and accuracy. 

Keepy reserves the right to refuse registration of, or cancel, a username or account in its 

sole discretion. You agree to immediately notify Keepy of any unauthorized use of your 

password or account or any other breach of security. 

4. User Content 

The Services provide you the opportunity to post the Creative Materials and audio, video 

and text messages pertaining to a Keepy, as well as other content as permitted by the 

Applications (collectively, “User Content”). You acknowledge and agree that any 

individual who you invite to be a Fan of your children’s Creative Materials will be able 

to view and share your User Content and activities on the Services, and that anyone can 

view Creative Materials you share through the Keepy Community. 

You understand that all User Content is your sole responsibility. Though the Services 

are designed to be a safe place to share such User Content, Keepy cannot guarantee that 

other Users will not misuse the User Content that you share. If you have any User 

Content that you would like to keep confidential or do not want others to use, do not post 

it to the Services. Under no circumstances will Keepy be liable in any way for any User 

Content, including, but not limited to, any errors or omissions in any User Content, or 

for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any User Content 

posted, emailed or otherwise transmitted via the Services. 

By posting any User Content at the Services, you hereby grant Keepy a royalty-free, fully 

paid up, perpetual, irrevocable, non-exclusive and fully sublicensable right and license 

to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, combine with other works, create 

derivative works from, distribute, perform, edit and display such User Content (in whole 

or part) worldwide. The foregoing grant includes, without limitation, any copyrights and 

other intellectual property rights in and to your User Content. You represent and 



warrant that you own the User Content posted by you on or through the Services or 

otherwise have the right to grant the foregoing license, and that the posting of your User 

Content on or through the Services does not violate the privacy rights, publicity rights, 

copyrights, contract rights or any other rights of any person. 

Please note that by deleting a Keepy, you will also delete all of the written, audio and 

video content and commentary associated with that Keepy. 

5. User Conduct 

You agree to use the Services only for lawful purposes, and that you are responsible for 

your use of and communications on the Services. 

You agree that you will not use the Services to: (a) submit any User Content that is 

unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, 

pornographic, libelous, invasive of another’s privacy, hateful, or racially, ethnically or 

otherwise unlawful or objectionable; (b) harm minors in any way; (c) impersonate any 

person or entity or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person 

or entity; (f) submit any User Content that infringes others’ intellectual property rights 

or otherwise violates any applicable local, state, national or international law; (g) 

transmit any advertising, promotional materials, or any form of solicitation; (h) transmit 

any material that contains software viruses or any other computer code, files or 

programs designed to interrupt, emulate, destroy or limit the functionality of any 

computer software or hardware or telecommunications equipment; (i) interfere with or 

disrupt the Services or any other User’s use and enjoyment of the Services; (m) attempt 

to circumvent any access control, copyright protection or license-enforcement 

mechanisms associated with or related to the Services. You further agree that you will 

not access the Services by any means except through the Applications or other interface 

provided by Keepy for access to the Services. 

6. Keepy’s Practices 

Keepy does not review, edit, endorse or control User Content. Keepy assumes no 

responsibility for monitoring the Services for inappropriate submissions or conduct but 

reserves the right to do so. Keepy reserves the right to remove any User Content at any 

time, without notice and for any reason. 

User Content removed from the Services may or may not continue to be stored by us. 

Keepy has no obligation to store User Content or make it available to you in the future. 

You agree that you will not rely on the Services for the purposes of User Content backup 

or storage. Keepy will not be liable to you for any modification, suspension, or 

discontinuation of the Services, or the loss of any User Content. You also acknowledge 

that the Internet may be subject to breaches of security and that User Content or other 



information may not be secure. There will be occasions when the Services are not 

available such as for maintenance or repairs. 

Any comments, suggestions, or feedback relating to the Services (collectively “Feedback”) 

submitted to Keepy will not be treated as confidential and shall become the property of 

Keepy. Without limitation, Keepy will have exclusive ownership of all rights to the 

Feedback and will be entitled to use, reproduce, disclose, and distribute the Feedback 

without any obligation to you. 

7. Intellectual Property 

You acknowledge that all content appearing though the Services, including documents, 

products, site design, text, graphics, logos, images and icons, as well as the arrangement 

thereof (collectively, “Keepy Materials”), are the sole property of Keepy or its licensors, 

and are subject to and protected by copyright and other intellectual property rights 

under United States and foreign laws and international conventions. All rights to Keepy 

Materials not expressly granted in this Agreement are reserved. Except as expressly 

authorized by this Agreement or on the Services, you may not copy, reproduce, distribute, 

republish, download, perform, display, post, transmit, exploit, create derivative works or 

otherwise use any of the Keepy Materials in any form or by any means, without the prior 

written authorization of Keepy or the respective copyright owner. 

  

The trademarks, service marks, trade names, trade dress and logos contained or 

described on the Services (including, without limitation, KEEPY) are the sole property 

of Keepy or its licensors. 

8. Disclaimer 

YOUR USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICES AND THE 

MATERIALS CONTAINED HEREIN ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS 

AVAILABLE” BASIS. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED IN THIS 

AGREEMENT, KEEPY AND ITS AFFILIATED COMPANIES AND THEIR 

RESPECTIVE OWNERS, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES AND OTHER 

REPRESENTATIVES AND KEEPY’S VENDORS AND BUSINESS PARTNERS 

(COLLECTIVELY, “KEEPY AND ITS AFFILIATED PARTIES”) EXPRESSLY 

DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING THE AVAILABILITY, RELIABILITY, OR QUALITY OF THE SERVICES. 

KEEPY AND ITS AFFILIATED PARTIES ARE NOT AND SHALL NOT BE 

RESPONSIBLE FOR ANY ERROR, FAULT OR MISTAKE OF ANY AND ALL 

INFORMATION RECEIVED THROUGH THE SERVICES. MOREOVER, KEEPY AND 

ITS AFFILIATED PARTIES MAKE NO IMPLIED WARRANTIES OF 



MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-

INFRINGEMENT. MOREOVER, KEEPY AND ITS AFFILITATED PARTIES DO NOT 

WARRANT THAT THE USE OF THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR 

ERROR-FREE. 

9. Limitation of Liability 

KEEPY AND ITS AFFILIATED PARTIES SHALL NOT UNDER ANY 

CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING 

ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, OR 

LOSS OF DATA), WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF 

WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR 

OTHERWISE, EVEN IF KEEPY OR ITS AFFILIATED PARTIES HAVE BEEN 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING THE 

FOREGOING, THE SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY OF KEEPY AND 

AFFILIATED PARTIES FOR ANY REASON, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE 

REMEDY FOR ANY CAUSE OR CLAIM WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO 

THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SERVICES. YOU ACKNOWLEDGE AND 

AGREE THAT IF YOU HAVE NOT PAID KEEPY ANY AMOUNTS FOR THE 

SERVICES PRIOR TO THE DATE ON WHICH YOU FIRST ASSERT ANY CLAIM, 

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE WITH KEEPY IS TO 

STOP USING THE SERVICES AND CANCEL YOUR ACCOUNT. 

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE DISCLAIMER OF CERTAIN 

WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR CERTAIN 

TYPES OF DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE DISCLAIMERS AND 

LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH JURISDICTIONS, THE 

EXCLUSIONS AND LIABILITY ARE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT 

PERMITTED BY LAW. 

10. Indemnification 

You agree to indemnify, defend and hold harmless Keepy and its Affiliated Parties 

against all claims, demands, causes of action, losses, expenses, damages and costs, 

including any reasonable attorneys’ fees, resulting or arising from or relating to your use 

of or conduct on the Services, any activity related to your account by you or any other 

person, any User Content that you submit to, post on or transmit through the Services, 

your breach of this Agreement, your infringement or violation of any rights of another, 

or termination of your access to the Services. 

11. Filtering 



Pursuant to 47 U.S.C. Section 230 (d) as amended, we hereby notify you that parental 

control protections (such as computer hardware, software, or filtering services) are 

commercially available that may assist you in limiting access to material that is harmful 

to minors. Information identifying current providers of such protection is available at 

http://www.staysafe.org. 

12. Applicable Law; Dispute Resolution 

This Agreement shall be governed by, construed and enforced in accordance with, the 

laws of the State of New York, without regard to conflict of law principles. 

  

You agree that any disputes relating to this Agreement, the Services, or the Privacy 

Policy, shall be resolved individually, without resort to any form of class action, 

exclusively by confidential arbitration in New York City before a single arbitrator 

pursuant to the then-current arbitration rules of the American Arbitration Association. 

Any award rendered shall be final and conclusive upon the parties and a judgment 

thereon may be entered in the highest court of any forum, state or federal, having 

jurisdiction, provided, however, that the party that commences an action to enforce, 

vacate or otherwise modify an arbitration award shall not include any confidential 

information in such filing unless required to do so by applicable court rules and, if so 

required, shall take all reasonable actions to prevent the disclosure of such confidential 

information, including but not limited to moving for permission to make its initial filing 

under seal or filing a redacted version of its filing that omits such information. The 

parties to the arbitration will share equally the administrative costs of such arbitration 

proceedings. You agree to commence any arbitration proceeding with respect to this 

Agreement within one year after the claim arises. You agree that a proceeding 

commenced after this date is barred. 

13. Miscellaneous 

If any provision of this Agreement shall be deemed unlawful, void, or for any reason 

unenforceable, then that provision will be deemed severable from this Agreement and 

the validity and enforceability of any remaining provisions shall not be affected. When 

used in this Agreement, the term “including” shall be deemed to be followed by the words 

“without limitation.” 

  

This Agreement, including the Privacy Policy and other policies incorporated herein, 

constitutes the entire and only Agreement between Keepy and each User of the Services 

with respect to the subject matter of this Agreement and supersedes any and all prior or 

contemporaneous Agreements, representations, warranties and understandings, written 



or oral, with respect to the subject matter of this Agreement. 

  

The failure of Keepy and its Affiliated Parties to insist upon strict adherence to any term 

of this Agreement shall not constitute a waiver of such term and shall not be considered 

a waiver or limit that party’s right thereafter to insist upon strict adherence to that term 

or any other term of this Agreement. 

14. Copyright Policy 

We respect the intellectual property rights of others and require that Users do the same. 

If you believe that your proprietary work has been copied in a way that constitutes 

copyright infringement, please forward the following information to Keepy’s Copyright 

Agent: (a) a physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of 

the copyright; (b) a description of the copyrighted work that you claim has been infringed; 

(c) a description of where the material that you claim is infringing is located on the 

Services; (d) your address, telephone number, and email address; (e) a statement by you 

that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright 

owner, its agent, or the law; and (f) a statement by you, made under penalty of perjury, 

that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright 

owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf. 

Copyright Agent: 

Copyright Agent 

1081 Tanland Dr. #A 

Palo Alto, CA 94303 

E-mail: copyrightagent@keepy.me 

15. Contact Information 

If you have any comments, questions, or complaints regarding this Agreement or the 

Services, or wish to report any violation of this Agreement, please contact us at 

help@keepy.me or 

  

Keepy Inc. 

1081 Tanland Dr. #A 

Palo Alto, CA 94303 

  

We will address any issue to the best of our abilities as soon as possible. 

 

 

 


