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ACCUSONUS 使用許諾契約書

注意：

使用許諾契約（以下、「本契約」）は、ACCUSONUS INC, USA 製品（製品を構成する全てのソフトウェア、プログラム、サウンド、関連するメディア、
印刷物、オンライン上または電子的に提供されるドキュメントを含みます）（以下、総称して「本製品」）に対して、オリジナル・エンド・ユーザーであ
るお客様個人、または会社／団体（以下、「お客様」）と ACCUSONUS INC, USA（以下「ACCUSONUS」）との間に締結される法的な契約であり、
お客様は本製品をインストールし、使用することで以下の条項に同意したものとみなされます。本ソフトウェアは第三者のソフトウェアやコンポーネ
ントとして再配布される場合がありますが（以下、「第三者ソフトウェア」）、第三者ソフトウェアを使用する場合においても、本契約の条項が適用され、
また本製品のリファレンスは、第三者のソフトウェアにも含まれることとします。

使用条件

ACCUSONUS との別途書面による同意がない限り、本製品の使用には以下の条件が適用されます。

ライセンス

ACCUSONUS は下記条項に従って、お客様に対し最大 3 台までのハードウェアユニット（コンピュータまたは USB スティック）で本製品を同時に
使用できる権利を許諾します。「使用」とは、本契約の条項に基づき意図したとおり本製品の保管、ロード、インストール、実行、または表示するこ
とを意味します。ネットワークまたはマルチユーザー環境での本製品の使用は許諾されておりませんが、ACCUSONUS へ追加ライセンス料を支払
うことにより可能になります。その場合 ACCUSONUS の販売サポートへお問い合わせください。http://accusonus.com/contact

制限

お客様は以下の行為が禁止されています。（i）本契約に合致する目的である場合を除き、本製品をコピーすること（ii）本製品を第三者に譲渡すること（iii）
本製品、またはその一部でも、改変、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、リバースエンジニアリング、またはソースコードを抽出すること（iv）米国、
および適用のある国の輸出管理法規に違反して本製品を輸出すること（v）本製品の本来あるべき使用目的以外で本製品を使用すること（vi）本製品、
またはその著作権、商標、特許またはその他の知的財産権または所有権に関する通知（そのコピーを含む）を削除、改ざん、または隠蔽すること。

所有権

本製品、およびその知的財産権（著作権を含むがこれに限定されない）は、ACCUSONUS または ACCUSONUS の第三者サプライヤーが所有し、
国内法および国際法によって保護されています。お客様は本製品を購入することにより、本製品を「使用」するライセンスが本契約に従い許諾されま
すが、本製品の所有権を購入したということにはなりませんのでご注意ください。

アップデート

ACCUSONUS は随時、独自の自由裁量により、アップグレード、バグ修正、パッチやその他のエラー修正、新機能の追加など（総称して「アップデー
ト」）をお客様へ提供することがあります。 アップデートでは特定の機能をすべて修正、または削除をすることもあります。 アップデートはあくまで
も ACCUSONUS の自由裁量で行うものとし、アップデートを随時お客様に提供しなくてはいけないという義務は負わないものとします。

免責

お客様は、お客様による本製品の使用または誤用によって生じる、あらゆる要求、法的責任、損害、損失 、罰金、費用、経費および料金 （合理的な
弁護士費用を含みます） に関して、ACCUSONUS、およびその役員、取締役、従業員、代理人、関連会社、後継者、第三者のライセンサー、サプ
ライヤーおよび譲受人に対し、補償、防御及び免責を行うことに同意するものとします。

ライセンスの譲渡 

お客様が本製品のライセンスを第三者に譲渡した場合、その地点でお客様に許諾されているライセンスは自動的に終了されるものとします。本製品
のレンタルは許可されていません。ライセンスの譲渡時には、本製品のオリジナルデータ、コピー、一部でも電子的に保存されたコピー、及び関連す
るドキュメントを譲受人に完全に譲渡する必要があります。譲受人は、ライセンスの譲渡の条件として本契約に同意するものとします。

第三者マテリアル

本製品は、第三者が提供する広告やウェブサイト、またはサービス（以下、総称して「第三者マテリアル」）へリンクする URL を表示させる場合があります。
お客様は、ACCUSONUS がこの第三者マテリアルについて一切の責任を負わないことを認め、同意するものとします。第三者マテリアル、および
URL は、お客様の便宜のためにのみ提供されており、お客様が第三者マテリアルを使用する際は、第三者の利用規約および条件に従って、お客様
の責任の上で使用するものとします。

保証の放棄

上記に明記されている事柄を除き、本製品は「現状有姿」のままで提供され、いかなる保証も行われません。ACCUSONUS は、特定の目的のため
の市場性および適合性、または第三者への非侵害の暗黙の保証を含め、明示黙示の如何を問わず全ての保証を放棄します。ACCUSONUS は本製品、
および第三者マテリアルの以下を含むがそれを限りとせず、その正確性、適時性、精密性、機能性、信頼性、及び非侵害性を一切保証していません。
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責任の制限

ACCUSONUS、およびその役員、取締役、従業員、代理人、関連会社、後継者、第三者のライセンサー、サプライヤーは、本製品の使用もしくは
使用不能に起因する、特殊、必然的、偶発的、間接的、及び懲罰的な損失（製品の交換、信頼や適切な対応を含むあらゆる義務の不履行、データ
の損失、利益の損失、事業中断を含みますが、それを限りとしません）について、契約の記述または不法行為（過失を含む）のあるなしを問わず、原
因や理屈がなんであれ、たとえ ACCUSONUS がそのような損害の可能性を示唆されていたとしても、一切の責任を負いません。本契約において
ACCUSUONU が負う、お客様への唯一の救済措置はお客様が実際に支払われた本製品の購入代金を超えないものとし、且つ救済措置がなされる
のはクレームが生じてから 6 カ月以内とする。本条項においての制限と除外は準拠法が許容する最大限の範囲において適用されますが、管轄地によ
り、直接的、間接的、または刑罰的な損害に対する責任を制限、除外することは禁止されています。従って、本条項はお客様に適用されない場合が
あります。

契約の終了

本契約がお客様によって遵守されていないと判断した場合、ACCUSONUS は通知をもって本契約を直ちに終了させる権利を有しています。本契約
が解除された時点で、お客様は、本製品と全てのコピー、適用、およびマージ部分をいかなる種類のものであれ破棄する必要があります。

輸出要件

適用される法規に違反して、本製品、コピー、または適用を輸出または再輸出することはできません。

個人情報収集／保管の承認

お客様が本製品をダウンロード、インストール、または使用する際、ACCUSONUS はお客様の個人情報、および本製品の使用に関する情報を、プ
ライバシーポリシー http://accusonus.com/content/privacy-policy に従い、収集、保管することを了承しているものとします。本製品をダウン
ロード、インストール、または使用する際、ACCUSONUS に情報を提供することにより、ACCUSONUS がプライバシーポリシーに従いお客様の
情報に関して行ったすべての措置に同意するものとします。

一般規定

本契約に基づく訴訟、または請求は米国マサチューセッツ州連邦法に準拠することとし、お客様は米国ボストンにある裁判所の独占的管轄権に同意
するものとします。 ACCUSONUS から承認された代表者が署名した書面以外、他の契約において ACCUSONUS は何の義務も負いません。本契
約は、ACCUSONUS のプライバシーポリシーとともに、お客様と ACCUSONUS との完全な合意を構成することとします。裁判所、行政機関、ま
たは管轄権を有する当局が、本契約の条項またはその一部が違法、無効または執行不能であると判明した場合、その条項は必要な範囲で本契約か
ら切り離され、残りの契約は完全に効力を有するものとします。 ACCUSONUS が本契約に基づく権利を行使または執行しなかった場合、明示的
に書面で同意しない限り、かかる権利は放棄とはみなされません。

Copyright (c) ACCUSONUS  INC.

All rights Reserved.

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（以下「当社」）は、本製品の契約原文（以下「契約原文」）を日本語に翻訳したものである本契約について、翻訳の
完全性を保証するものではありません。もし本契約と契約原文に相違があったときには、契約原文を優先するものとします。また、その様な相違によって損害
が生じたとしても、当社は保障いたしません。契約原文および本契約は、変更することがあります。その場合当社は、本契約の最新版を当社 WEB サイトにて
公表するものとします。本契約に関してご質問がある場合、当社 (Fax:011-222-0707 / Email: mpsales@crypton.co.jp) までお問い合わせください。
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ACCUSONUS INC, USA Software License Agreement

ATTENTION:

USE OF THE SOFTWARE AND ASSOCIATED DOCUMENTATION ( "SOFTWARE") THAT YOU HAVE LICENSED FROM 
ACCUSONUS INC, USA ("ACCUSONUS") IS SUBJECT TO THE ACCUSONUS  LICENSE TERMS SET FORTH BELOW 
("AGREEMENT"). USING THE ACCUSONUS SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS.  THE SOFTWARE 
MAY BE DISTRIBUED WITH SOFTWARE OR COMPONENTS FORM THIRD PARTIES ("THIRD PARTY SOFTWARE"). USE OF 
THIRD PARTY SOFTWARE IS ALSO SUBJECT TO THE TERMS OF THIS EULA, AND REFERENCES TO SOFTWARE SHALL 
INCLUDE THIRD PARTY SOFTWARE.

SOFTWARE LICENSE TERMS

The following terms govern your use of the enclosed Software unless you have a separate written agreement with ACCUSONUS 
.

License Grant

ACCUSONUS  grants you a license to use the Software on up to three (3) hardware units (computers or USB sticks) 
simultaneously pursuant to the terms of this Agreement. "You" means the company, entity or individual licensing the Software.  
"Use" means storing, loading, installing, executing or displaying the software as intended pursuant to the terms of this 
Agreement. The Software is not supplied for use on a network or multi-user system. In such cases, additional licenses must be 
requested from ACCUSONUS. Additional licenses can be purchased at discount rates. Please contact the  sales support at 
http://accusonus.com/contact

Restrictions

You may not (i) copy the Software, except for purposes consistent with this Agreement; (ii) transfer the Software to a third 
party; (iii) modify, decompile, disassemble, decrypt, reverse engineer or otherwise attempt to derive the source code of the 
Software; (iv) export the Software in contravention of applicable U.S. and foreign export laws and regulations; (v) use the 
Software other than in connection with operation of the Software; (vi) remove, delete, alter or obscure any trademarks or any 
copyright, trademark, patent or other intellectual property or proprietary rights notices from the Software, including any copy 
thereof.

Ownership

The Software, and all intellectual property rights therein, including without limitation copyrights, is owned by ACCUSONUS or 
its third party suppliers and is protected by domestic and international laws. Your license confers no title or ownership in the 
software and should not be construed as a sale of any right in the software, but it authorizes you to work with the software as a 
user provided you adhere to the terms of this Agreement.

Updates

ACCUSONUS may from time to time in its sole discretion develop and provide Software updates, which may include upgrades, 
bug fixes, patches and other error corrections and/or new features (collectively "Updates"). Updates may also modify or delete 
in their entirety certain features and functionality. You agree that ACCUSONUS  has no obligation to provide any Updates or to 
continue to provide or enable any particular features or functionality. 

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless ACCUSONUS  and its officers, directors, employees, agents, affiliates, 
successors, third party licensors, suppliers and assigns from and against any and all losses, damages, liabilities, deficiencies, 
claims, actions, judgments, settlements, interest, awards, penalties, fines, costs, or expenses of whatever kind, including 
attorneys' fees, arising from or relating to your use or misuse of the Software or your breach of this Agreement.

Transfer

Your license will automatically terminate upon any transfer of the Software. Software rental is not allowed. Upon transfer, you 
must deliver the original and all complete, partial or electronically stored copies of the Software and related documentation to 
the transferee. The transferee must accept this Agreement as a condition to the transfer.
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Third Party Materials

The Software may display or provide links to third-party websites or services, including through third-party advertising ("Third 
Party Materials"). You acknowledge and agree that ACCUSONUS  is not responsible for Third Party Materials. The Third Party 
Materials and links thereto are provided solely as a convenience to you and you access and use them at entirely at your own 
risk and subject to such third parties' terms and conditions.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE  IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY 
OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. ACCUSONUS  DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE 
RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE OR THIRD PARTY MATERIALS, INLCUDING THEIR CORRECTNESS, TIMELINESS, 
ACCURACY, FUNCTIONALITY, RELIABILITY, NONINFRINGEMENT OR OTHERWISE.

LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT SHALL ACCUSONUS, ITS SUPPLIERS OR LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
(INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, 
BUSINESS INTERRUPTION, DAMAGED EQUIPMENT, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY 
TO USE THE SOFTWARE OR THIRD PARTY MATERIALS, EVEN IF ACCUSONUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL ACCUSONUS'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES, AND 
CAUSES OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE EXCEED THE AMOUNT 
PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE DURING THE PRECEEDING SIX MONTHS FROM THE DATE OF THE CLAIM. SOME STATES 
DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY 
NOT APPLY TO YOU.

Termination

ACCUSONUS may terminate your license upon notice for failure to comply with this Agreement. Upon termination, you must 
immediately destroy the Software together with all copies, adaptations and merged portions in any form.

Export Requirements

You may not export or re-export the Software or any copy or adaptation in violation of any applicable laws or regulations.

Collection of your Information

You acknowledge that when you download, install or use the Software, ACCUSONUS may collect information about you and 
your use of the Software. All information we collect through or in connection with this Software is subject to our Privacy Policy 
http://accusonus.com/content/privacy-policy. By downloading, installing, using the Software or providing your information to 
ACCUSONUS , you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Policy.

General Provisions

Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of the Commonwealth of Massachusetts, USA, You agree 
consent to the exclusive jurisdiction of the courts located in Boston, USA.  ACCUSONUS  is not obligated under any other 
agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of ACCUSONUS. This Agreement, along 
with the ACCUSONUS  Privacy Policy, constitute the entire Agreement between you and ACCUSONUS. If any provision or 
portion thereof of this Agreement is found by any court, tribunal or administrative body or authority of competent jurisdiction 
to be illegal, invalid or unenforceable then that provision will, to the extent required, be severed from this Agreement and the 
remaining Agreement will remain in full force and effect. Failure of  ACCUSONUS  to exercise or enforce any of its rights under 
this Agreement will not act as a waiver of such rights unless  expressly agreed to in writing.

Copyright (c) ACCUSONUS  INC.

All rights Reserved.


