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ダウンロード前に必ずお読み下さい

ソフトウェア使用契約書

この度は，弊社ソフトウェア製品をお求め戴きましてありがとうございます。本ソフトウェア製品をご使用になられる前に
次の「ソフトウェア使用契約書」（以下「本契約書」といいます）をお読みいただき，本契約書にご同意いただいた場合の
み，本ソフトウェア製品を提供させていただきます。また，本ソフトウェア製品をダウンロードされることにより，本契約書の全
規定にお客様が同意されたものとみなします。本契約書にご同意いただけない場合はダウンロードしないよう願います。

第１条（使用権）
弊社は本契約により，使用者に対しオブジェクトコード形式の本
件ソフトウェアの譲渡不能かつ非独占的な使用権を許諾します。
弊社は使用者に対して，本件ソフトウェアを複数台のコンピュー

タ上で使用する権利を非独占的に許諾します。

第２条（ソフトウェアの複製）
使用者は，前条により認められたインストールの場合を除き，本件

ソフトウェアの全部または一部を複製してはならないものとします。

第３条（責任の範囲）
（１）本件ソフトウェアと組み合わせて動作する他製品（ＯＳ，常駐ソ
フトウェア製品，コンピュータおよびその周辺機器を含むがこれ
らに限定されない）に起因する使用または，使用不能から生じ
るいかなる損害（事業利益の損失，事業の中断，事業情報の
損失または，その他の金銭的損害を含むがこれらに限定され
ない）に関して弊社は一切の保証をいたしません。

（２）本件ソフトウェアの品質および機能が使用者の使用目的に適
合することを保証するものではなく，また本契約に明示的に記
載された以外，一切本件ソフトウェアについて瑕疵担保責任
および品質責任を負いません。
本件ソフトウェアの導入は使用者の責任で行っていただく
ものとし，本件ソフトウェアの使用およびその結果についても
同様です。

（３）いかなる場合においてもこの契約の条項に基づく弊社の責任
は，本件ソフトウェアについて使用者が実際に弊社の代理店
または販売店に対して支払った対価の金額を上限とします。

第４条（本件ソフトウェアの仕様変更）
弊社は本件ソフトウェアの仕様を，予告なく変更することがあります。
本件ソフトウェアを使用者が改変することは，弊社の事前の文
書による許可がない限り許容しません。
また弊社は使用者によって改変されたソフトウェアに関しては，
一切の責任を負いません。

第５条（著作権）
本件ソフトウェアの著作権は，弊社に帰属します。但し，本件ソフ

トウェアが記録されている記録媒体の所有権は弊社には帰属し
ません。

第６条（制限事項）
（１）リバースエンジニアリング，逆コンパイル，逆アセンブル

使用者は本件ソフトウェアをリバースエンジニアリング，逆コン
パイル，または逆アセンブルしてはならないものとします。

（２）レンタル
使用者は本件ソフトウェアを貸与，レンタルまたはリースしては
ならないものとします。

（３）構成部分の分離
本件ソフトウェアは1つの製品として使用許諾されています。そ
の構成部分を分離して複数のコンピュータで使用してはならな
いものとします。

第７条（契約期間等）
本契約は日本法に準拠するものとし，使用者が本契約に従い
本件ソフトウェアの使用を開始したときから，下記（１）により効力が
なくなるまで有効に存続するものとします。
（１）弊社は，使用者が本契約に違反した場合，催告を要せず直ち

に本契約により許諾した使用権を終了させることができます。
なお，本契約が終了した場合でも，本契約第３条の規定はなお
有効に存続するものとします。

第８条（輸出管理の取り扱い）
使用者は，本件ソフトウェアの使用に際して「外国為替及び外
国貿易法」及びその関連法令（以下総称して「法令等」といいま
す。）を遵守するものとします。本件ソフトウェアを日本国外へ持ち
出し，又は日本国内で非居住者に開示もしくは提供する場合は，法
令等並びに関連する諸外国の法令に基づく安全保障輸出管理
審査を行い，本件ソフトウェアが規制される貨物又は技術に該当
するときは，法令等及び関連する諸外国の法令に基づく許可を受
けるものとし，国内にて開示等を行なう場合には合理的な不正輸
出防止策を取るものとします。

本契約書は，使用者に対し本ソフトウェア製品に適用されます。
本件ソフトウェアは，その記録媒体の種類にかかわらず，弊社が本件ソフトウェアとして使用者に提供するソフトウェア，その
複製物および関連する文書を意味します。

TO USERS

PLEASE READ BEFORE DOWNLOADING THE PACKAGE
THANK YOU FOR PURCHASING THIS SOFTWARE PRODUCT DEVELOPED BY MITSUBISHI 
ELECTRIC CORPORATION ("MITSUBISHI"). PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THIS END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") BEFORE YOU 
DOWNLOAD THE PACKAGE CONTAINING THE SOFTWARE PRODUCT AND ITS DOCUMENTATION. 
DOWNLOADING THE PACKAGE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF ALL THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IN THE EVENT THAT YOU DO NOT AGREE WITH ANY OF THE 
TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT DOWNLOAD THE PACKAGE.

The terms and conditions of this AGREEMENT shall apply to the use of the software product ("SOFTWARE") by 
you ("CUSTOMER").  The term "SOFTWARE" shall include (1) any software program on any media, (2) its copies, 
and (3) any and all documents in connection with the SOFTWARE.

Article 1 - GRANT OF LICENSE
MITSUBISHI hereby grants to CUSTOMER a 
non-exclusive and non-transferable license to use the 
SOFTWARE in the form of the object code.
MITSUBISHI hereby grants to CUSTOMER a 
non-exclusive license to use the SOFTWARE on 
multiple computers.

Article 2 - REPRODUCTION OF SOFTWARE
CUSTOMER shall not reproduce the SOFTWARE in 
whole or in part excluding the case of the installation 
granted in the above Article 1.

Article 3 - LIMITTED WARRANTY
(1) MITSUBISHI SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY 

DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, 
LOSS OF BUSINESS INFORMATION, AND 
OTHER PECUNIARY DAMAGES), CAUSED BY 
THE USE OF OTHER PRODUCTS THAT 
OPERATE IN COOPERATION WITH THE 
SOFTWARE (INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO OPERATING SYSTEMS, RESIDENT 
SOFTWARE PRODUCTS, COMPUTER, AND THE 
PERIPHERAL EQUIPMENT) OR BY 
UNAVAILABILITY OF THESE PRODUCTS.

(2) MITSUBISHI does not warrant that the quality and 
functions of the SOFTWARE will meet 
CUSTOMER's requirements and is not liable for 
any defects and quality of the SOFTWARE except 
as expressly provided in the AGREEMENT.

     CUSTOMER shall be liable for the installation of 
the SOFTWARE and also for the result of using the 
SOFTWARE.

(3) In any circumstances, the responsibility of 
MITSUBISHI under this AGREEMENT does not 
exceed the total amount of cost that the 
CUSTOMER actually paid to MITSUBISHI sales 
office or distributor for the use of the SOFTWARE.

Article 4 - CHANGE OF SPECIFICATION
MITSUBISHI may change the specifications of the 
SOFTWARE without prior notification.
MITSUBISHI does not allow CUSTOMER to modify the 
SOFTWARE without prior documented permission.
MITSUBISHI assumes no responsibility for the SOFTWARE 
modified by CUSTOMER under any circumstances.

Article 5 - COPYRIGHT
All copyrights of the SOFTWARE shall be owned by 
MITSUBISHI. However, the ownership of recording 
media, on which the SOFTWARE is recorded, does not 
owned by MITSUBISHI.

Article 6 - RESTRICTIONS
(1) Reverse engineering, decompilation, or 

disassemblement  
CUSTOMER shall not reverse engineer, decompile 
or disassemble the SOFTWARE.

(2) Rental
CUSTOMER shall not lease or rent the SOFTWARE.

(3) Separation of the component parts
CUSTOMER is allowed to use the SOFTWARE as a 
single product. CUSTOMER is not allowed to 
separate the component parts from the SOFTWARE 
and use them on multiple computers.

Article 7 - TERM AND TERMINATION
This AGREEMENT shall be governed in all respects by 
the laws of Japan. After starting to use the SOFTWARE 
according to this AGREEMENT, this AGREEMENT 
shall continue in effect indefinitely unless terminated by 
the occurrence of (1) below.
(1) MITSUBISHI may terminate this AGREEMENT 

immediately without prior notice if CUSTOMER 
fails to comply with any of the terms and conditions 
of this AGREEMENT.

Even if the AGREEMENT is terminated, Article 3 of 
this AGREEMENT shall continue in effect indefinitely.

Article 8 - EXPORT CONTROL
CUSTOMER agrees to comply strictly with all 
applicable laws and regulations including but not 
limited to export control laws and regulations. 
CUSTOMER shall not, without MITSUBISHI's prior 
written consent and any applicable governmental 
approval, transfer or export the SOFTWARE, directly or 
indirectly, to any country other than the country where 
CUSTOMER initially obtained the SOFTWARE.
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