
 

 

 

iGrafx ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ ソソソソ エエエエエエエエエエエエエエエエ エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ契契契契契契契契 

 

重重： こここ、ラララララ許許ででで、販販でこででででで。こここラここ こここここ ラララララ契契 

(以以「 本契契」 とととでと こ、お客客 「 顧客」 ととととでと と)  ( )  iGrafx, LLC 

とこ間に締締さこさ法法な契契でと。 iGrafx, LLC 

こ、本契契が付付とさ本ソソソソソソに関とさ使使とお客客こ義義を規規しでと。本本本を使使とさ前に本契契本

を慎重にお読みみ みさと。ラララソこイ、ココこ、そこ他こ方法で本ソソソソソソを使使とさと、お客客が本契契

本を読でみ上で、そこ契契契契ににで拘拘を受け、契契契契に従うことに同同ししとことみなさこでと。  

 
1. 定定定定定定定定。こここ使使さささささ使用ににささに、付付付付 こ定定ししし。 "A"  

 

2 ララララララララララララララララララララ購購購購購購購購。本本本付に含しさささままさ内内も、お客客へ本ソソソソソソ ラララララしラに保保ララララララ販販しさラすす申し出としさとまさささことにととしとと。お客客が、本ソソソソソソ ラララララしラに保保ララララララ まか購購しラ場場に、適使さささ本ソ iGrafx ソソソソソ価価ラ に支支さ、本ソソソソソソ iGrafx  ラララララしラに保保ララララララ再販再再まか購購しラ場場に、適使さささ再販価価ラ再販再再に支支うもすとししし。   

 

3. ララララララララララララララララララララ。。。。  

 

3.1 ララララララララララララララララララララララララ規規規規定定定定。こさかす規定に、お客客が しラに再販再再まか購購しさ本ソソソソソソ iGrafx  ラララララしラに保保ラララララに適使さささもすとししし。お客客がこさかす規定ラ受け購さ、こさかす規定ラ継継しさ遵保しさことラ条条としさ、 i

Grafx に本ソソソソソソ ラララララしラに保保ララララララお客客に付付ししし。注付付しラに他す付書まなに追追す規定や矛矛しさ規定が記さささささ場場ことでさも、本本本付す規定が優優ししし。こすこうま追追す規定や矛矛しさ規定に、しすさ本本本付にこでさ明明明に拒拒ささ、 iGrafx に拘拘ささまさもすとししし。お客客に、お客客が提明しラこすこうま追追す規定や矛矛しさ規定ににささ iGrafx が具具明に反反しまさ場場ことでさも、 ががす規定ラ受け購さラことラ明しもすこにまさこと、しラiGrafx  iGrafx が本本本付す規定す放放おこお修修ラ受け購さラことラ明しもすこにまさことに同同ししし。    

 

3.2 価価価価価価価価。。。。 iGrafx に、本ソソソソソソ価価おこお保保価価ラ適適適適しさ権権ラ明明明に留保し、お客客が支支う各購購価価に、購購購す現現す価価に従でさ計計さささもすとししし。    

 

4. ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ ララララララララララララララララララララ 。本本本付す規定に基づづ、お客客がこさかす規定ラ継継しさ遵保しさことラ条条としさ、 iGrafx に非非非明まに譲譲譲譲す以以す権権ラお客客に付付ししし。  

i) お客客が購購しラ本ソソソソソソ ラララララにこでさ許譲さささ数す本ソソソソソソすソソソラ、ラララララ証明付す規定に従でさラララソソてし使使しさこと。ラたし、許譲ささラソソソすラララソソておこお使使に、許譲ささラ特定す 人すのラののソのソが、単単す主ラさソラソたソたおこお単単す 1  2 台台すソラソたソた ラララソララソラソたソたまな 上こすと実現しさことがこづしし。しラ、本ソソソソソソに、主ラさソラソたソたと (  )  2 台台すソラソたソたこ同購に使使しさことにこづしとと。許譲ささラのラののソのソに、主ラさソラソたソたしラに 2 台台すソラソたソたすさのさまに存存しさ本ソソソソソソに、任同す他すソラソたソたしラにののララまかリリソソこソリララしさ使使しさこともこづしし。ラたしこさに、本ソソソソソソが、こさか任同す他すソラソたソたしラにののララ上に価格ささささまさ場場に限としし。  

 

ii) 本ソソソソソソ ララララララ、許譲ささラのラののソのソ間こ譲譲しさこと。こさに 日間に 度たけ現うことがこづしし。  90  1  

 

 iii) お客客が購購しラ本ソソソソソソ ラララララにこでさ許譲さささ本ソソソソソソす各ソソソラココソソしさことラ台明としさ、ラララララ証明付す規定に従でさ本ソソソソソソすのラリソララ ソソソラ 部部部しさこと。  1  

 

 ここに具具明に許譲ささささまさしすさす権権に、 が明明明に留保ししし。iGrafx  

 

5. 所所所所所所所所所所所所。お客客に付付ささラ制限付づす本ソソソソソソ ララララララ除づ、本ソソソソソソしラにのソたソラソソソソ ラに関しさ権権、所所権、おこお他すさままさ財財権もお客客にに譲譲ささしとと。  

 

6. ササササササササササササソソソソ。。。。  



 

 

 

 

6.1. 標標標標標標標標ササササササササササササソソソソ。本本本付す規定に基づづ、お客客がこさかす規定ラ継継しさ遵保しさことラ条条としさ、本ソソソソソソ ララララララ購購しさことこ、、 標標ココソソ」 ラ受けさ権権ラお客客に付付ささしし。、 標標ココソソ」 に、 iGrafx す非独す判判に基づささ、 にこでさ適適定定ささしし。本本本付す日付まか、お客客に が規定しさ標標ココソソにこと、iGrafx  iGrafx (i) ソラソたソたにこさ ベソラすラてソベてラ（ 知知ベソラすベソておこおがす他すのララララ ベソて） へす無無すソリララ、おこお Web   (ii) 保証保間内す電電ソソてにこさソリメメて ココソソラ権使しさことがこづしし。こうしラココソソに、本ソソソソソソす最最のソバソ ラに関しさすと権使こづしし。 iGrafx に、ココソソ要要に反対しさラす妥妥ま努努ラ現さししが、しすさす問問しラに要要が解解こづさでけこにととしとと。 iGrafx に、本ソソソソソソが適適ま操部条条以こ使使ささ、指定すのソのソソソ ソラソシ、構部部構、おこおソソソソソソ のオオソソオ ラオ   ソラソシと共に使使さささ場場にすと、本ソソソソソソラココソソしさことに同同ししし。  iGrafx に、お客客に通知しさことます 、標標ココソソ コソサララさままさ購時こも適適適適しさ権権ラ留保ししし。  

 

7. 保保保保保保保保。。。。  

 

7.1. 保保保保保保保保ララララララララララララララララララララ。 が本ソソソソソソす保保ララララララ提提しラ場場iGrafx 、本ソソソソソソ ラララララす購購購時しラに各保保保間す終終購時こ、お客客に保保ララララララ必要に応じさ購購しさことがこづしし。本本本付す規定に基づづ、お客客がこさかす規定ラ継継しさ遵保しさことラ条条としさ、 iGrafx に保保保間保に保保ラ提提し、お客客にこさラ受けさ権権ラ付付さささもすとししし。保保にに、ラリソソ ラ ～ 7.2  7.7 に明明さささささソララオオソのおこおラオさソシ ソリメメて ココソソが含しさしし。保保に、保保ララララララ購購しラ本ソソソソソソ   ラララララに反しさすと権使しさことがこづしし。 iGrafx に、さままさ本ソソソソソソに反しさも、さにこも最しさ保保ラララララす販販ラ停停しさ権権ラ所ししし。  

   

7.2. 保保保保保保保保保保保保保保保保。保保ラララララに、保保保間す最終日に終終しさもすとししし。  

 

7.3. ソソソソアアアア アアアアアアアアアアアアササササアアアア。保保ララララララ購購しラ本ソソソソソソ ラララララに反しさすと、お客客にに以以す権権が付付ささしし。  

 i）  ソララオオソのラ受け取さこと。  

 ii）  妥当ソララオオソのすソソソララララソソてしさ、本ソソソソソソす前すリ リソラすソソソと置づ換えさこと。  

  

 

7.4. 制制制制制制制制。ソララオオソのこに、 iGrafx にお客客に反し、本本本付に明明さささささ以以す追追す規定や代代す規定に同同しさことラ要すさことがこづしし。 iGrafx が妥当ソララオオソのに関しさ追追すラララララ規定ラ提明しまさ場場に、本ソソソソソソに適使さささラララララ規定が妥当ソララオオソのに反しさ適使さささもすとししし。本本本付すさままさ内内も、任同す iGrafx 製構すソララオオソのが開開さささこと、しラにソララオオソのが開開ささラ場場に妥当ソララオオソのがさに市販さささまににささ保証しラに暗明しさもすこにととしとと。  

 

7.5. アアアアアアアアププププソソソソププププテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテササササササササササササソソソソ  。保保保間保、お客客にラオさソシソリメメてココソソラ受けさ権権ラ付付ささしし。お客客に、電電ソソてしラに   

iGrafx ココソソ ラララに電電しさことにこでさ、ココソソ ララソのラソラ登登しさ権権ラ保保ししし。  iGrafx に、妥妥ま保間内に電電ソソてしラに電電こ応応ししし。 iGrafx に、妥妥ま商再明努努に基づささ要要に応応ししし。お客客に、出努出出おこおがす他すのソたす単一ラ iGrafx に提提しさ必要がととしし。こさかす出努出出やのソたに、お客客がのラソラ検出しラ際す状状に書類しラ操部状状ラ再現しさラすに iGrafx こ必要とまとしし。ソリメメてココソソに、 が指定しさ特定す国おこお言用こすと権使こづしし。北北こすソリメメてココソソす購間に、午前 iGrafx   

8 購まか午午 購（太太太標標購） こ、 す休日に除づしし。ヨソヨラヨこすソリメメて ココソソす購間に、午前 購まか午午 5 iGrafx   9  5 購（保中ヨソヨラヨ標標購） こ、 す休日に除づしし。がす他す地地に、 しラにiGrafx iGrafx  iGrafx にこでさ許譲ささラ各地地すヨソソパソにこでさ、ココソソさささ場場がととしし。ソリメメて ココソソににささに、 www.igrafx.com こ詳しす 説明しささしし。こす情情に、 す非独す判判に基づささ適適適適ささしし。iGrafx   

 

7.6 前前前前ララララのののの のののの ササササララララ。保保に、本ソソソソソソす最最すソバのソ リ リソラ オベて、おこお本ソソソソソソす前すソバのソ リ リソラ    オベてに反しさ権使こづしし。しラ、さままさソバのソ リ リソラも、最最 年間にココソソさささもすとししし。しすさすリ リソラに、  1 iGrafx にこでさ明明明に認定ささラのソのソソソおこおのオオソソオ ラオ ソラソシ上こ実現さささもすとししし。   

 

7.7. 連連連連連連連連連連連連。お客客に、 がソリメメて ココソソラ提提しさラすに、 と連連ラ直直取さことがこづさ個人ラiGrafx  iGrafx  5 人しこ指定しさことに同同ししし。お客客に、 へ付書こ通知しさことにこと、連連優としさ指定しラこさかす個人ラ適適しさことがこづしし。iGrafx  

 

8. 更更更更更更更更 

 



 

 

 

8.1 更更更更更更更更。。。。 .  iGrafx に、非独す判判に基づささ、1 に以上すのオ修修、ヨラパにこさ機機機機、置換のソバソ ラ、しラに本ソソソソソソに反しさがす他す修修 総総 ( しさ、 適最」 とささしし) ラ開開し、追追追使ましこお客客に権使こづさこうにしさ場場がととしし。妥当適最こに、 iGrafx にお客客に反し、本本本付に明明さささささ以以す追追す規定や代代す規定に同同しさことラ要すさことがこづしし。 iGrafx が妥当す適最に関しさ追追すラララララ規定ラ提明しまさ場場に、本ソソソソソソに適使さささラララララ規定が妥当す適最に反しさ適使さささもすとししし。本本本付すさままさ内内も、任同す iGrafx 製構す適最が部部さささこと、しラに適最が部部ささラ場場に妥当適最がさに市販さささまラ保証しラに暗明しさもすこにととしとと。  

 

 

8.2. 必必必必必必必必更更更更更更更更。本ソソソソソソに含しささ脅脅とまさ欠欠や実際すラソたリソオ上す欠欠に反対しさラすす適最、コソの ヨソソオソす知明財財権ラ侵侵しさ譲機可すとさ技技ラ置づ換えさラすす適最、しラに iGrafx にとでさ重要とまさ同客ま問問時ラ解解しさラすす適最（ 妥当適最ラ、以以、必必適最」 とささしし） ラ iGrafx がお客客に提提しさ場場、お客客に、必必適最こ適最ささささまさ本ソソソソソソす使使ラ、速やまに、 iGrafx が妥当必必適最ラお客客に提提しさまか 日以内に必の保停しさことに同同ししし。お客客がこすラリソソ ラ 30  8.2 こ指定さささささ保間内に従うことがこづまさ場場、 にお客客す本ソソソソソソiGrafx  ララララララ終終しさことがこづしし。しラ、必要に応じさ、保保ラララララす効努ラお客客に通知午直ちに終終しさことがこづしし。  

 

 

 

9. おおおお客客客客客客客客ララララ定定定定義義義義、、、、制制制制制制制制、、、、おおおおおおおおおおおお責責責責責責責責 

 

9.1. 保保保保保保保保。お客客に、適適ま手手ラ講じさ、本ソソソソソソおこおのソたソラソソソソ ララ譲修まソソソしラに使使まか保保しさことに同同ししし。お客客に、本ソソソソソソラ逆ソララアて、逆ソラヨラて、しラにリのソラのラバメソリラオしまさもすとししし。他すラヨオラシと相相相使しさラすに必要とまさ情情す取取ラ台明としさ、本ソソソソソソラ逆ソララアてしラ逆ソラヨラてしさラすす法明権権ラお客客が保保しさささ場場、こうしラ必要ま情情ラ提提しさラすす付書にこさ要要ラ が受け取でさまか iGrafx  60 日以内に応応しまさ場場ラ除づ、お客客に妥当権権ラ現使こづまさことに同同ししし。  

 

9.2 制制制制制制制制。本本本付こ明明明に許譲さささささ場場ラ除づ、お客客に、本ソソソソソソす構部部構ラ、オラたて、リソラ、販販、たラシソソソ、コアラララララ、配配、再販販、譲譲、ソソソ、複製、展明、逆ソラヨラて、リのソラのラバメソリラオ、逆ソララアて、適適、構分こづまさもすとししし。以以に規定しさ状状こに、以以に明し追追す制限が適使さささもすとししし。しラ、こさかす制限と本本本付す任同す規定が競場しさ場場に、以以す規定が優優ささしし。  

 

9.2.1 評評評評価価価価評評評評ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ。 iGrafx にこでさ本ソソソソソソが評価評ソソソソソソとしさ指定さささささ場場、お客客にこさ本ソソソソソソす使使に評価すとに制限ささ、生財明ま本本相使に使使しさことにこづしとと。本ソソソソソソに反しさお客客すラララララす権権に、本ソソソソソソ内こ指定さささささ保間す最終日に終終しさもすとししし。評価保間が終終しさと、お客客が本ソソソソソソす修規評ラ購購しまさ限と、評価評ソソソソソソラ使使しさラすすお客客すラララララに終終ししし。、お客客に、独自終終ソリテヨバソ、購限時置、しラに本ソソソソソソす使使ラ制限しさことラ同意しさ評価評ソソソソソソに組と込しさラがす他す仕組とに反しさ、回回ラ試とまさことに同同ししし。こすこうま回回ラ試とラ場場にに、お客客す本本契反とまとしし。  

 

9.2.2 iGrafx Process Central おおおおおおおおおおおお Enterprise Central。本ソソソソソソが しラに iGrafx Process Central  Enterprise Central 

(以以、 本コソのソソソソソソソ」 とささしし」 ことさ場場に、お客客に、単単すコソのソ 以以、本コソのソ」 とささしし 上に )  ( )  iGrafx Process 

Central しラに すリコバソリラ部部しさことがこづしし。 Enterprise Central 本コソのソ ソソソソソソに、本コソのソ ソソソソソソが実現さささ本コソのソすラヨララコソソす数に基づささラララララささしし。本コソのソソソソソソソラララララにに にすソソ   4  ラララララが含しさしし。追追すソソラララララに、 条すソソララララララヨラリにしさ販販ささしし。お 2 客客に、次すラララララ のラソソ ラす 

1 にラ使使しさ、必要ま数すソソララララララ解定し、購購こづしし。  

 

(i) お客客に、本コソのソ上こ本コソのソ ソソソソソソラ実現しさ物物明まソソす数に基づささララララララ購購こづしし。   

 

(ii) お客客に、本コソのソ ソソソソソソラ実現しさ本コソのソ内にとさ仮仮のオオソソオ ラオ ソラソシに基づささララララララ購購こづしし。お客客がこすのラソソ ララ選選しさ場場、お客客が本コソのソ ソソソソソソラ実現しさ仮仮のオオソソオ ラオ ソラソシシとに、仮仮のオオソソオ ラオ ソラソシ内す仮仮ソソす数に単一しさ数すラララララが必要にまとしし。しラ、こうしラ仮仮ソソが単購明にこも複数すのソのソソソ ラオラのにスラ ソラオさささ場場、お客客にこす仮仮ソソにスラ ソラオさささ追追のソのソソソ ラオラのシとにラララララが必要こし。   

 お客客が本コソのソすソソシとに所効まララララララ取取しさささ場場、 しラに iGrafx Process Central  Enterprise Central リコバソリにソリララこづさ、許譲ささラのラののソのソす数に制限にととしとと。  



 

 

 

 お客客に、 しラに すリララソラソ、 、 、おこおiGrafx Process Central  Enterprise Central Server Administrator Mail Central  Web 

Central ソラコソコラソラなす内部時置上にもラララソソてしさことがこづしし。  

 

 

9.2.3 制制制制制制制制制制制制制制制制エエエエエエエエエエエエ エエエエエエエエ ララララ。本ソソソソソソが制限使使ののオソソ ラ まな す場場、 (Process Central Small Business Edition ) Process Central と  

Enterprise Central に関しさ す規定に追え、 9.2.2 Process Central リコバソリしラに Enterprise Central リコバソリにソリララこづさ許譲ささラのラののソのソす数に、ラララララ証明付に記記ささラ許譲ささラのラののソのソす数に制限ささしし。   

 

9.2.4 iGrafx SAP ゲゲゲゲササササソソソソソソソソソソソソ ララララ。。。。 iGrafx SAP ゲソソソソラ ソソソソソソとララたソソソララこ直継さささ  SAP Solution Manager すラララたララシとに、 ゲソソソソラすソソソソソソ ラララララが に必要にまとしし。iGrafx SAP   1  

 

9.2.5 iGrafx Enterprise Central Server Administrator。本ソソソソソソが iGrafx Enterprise Central Server Administrator ことさ場場、お客客に本ソソソソソソラ必要ま数すソラソたソた ソラソシ上にラララ ソソてし使使しさことがこづしし。  

 

9.2.6 iGrafx Viewer。本ソソソソソソが ことさ場場、お客客に、 iGrafx Viewer iGrafx Viewer こココソソささささまさ方法こソでラてラ部部しラに保存しさラすに、本ソソソソソソに反しさ修修、機機機機、しラにがす他す適適ラ現うことにこづしとと。お客客に、本ソソソソソソラ必要ま数すソラソたソた  ソラソシ上にラララソソてし使使しさことがこづしし。  

 

9.2.7 iGrafx キキキキキキキキララララキキキキララララ ララララララララララララララララララララおおおおおおおおおおおおソソソソテテテテエエエエププププ アアアア テテテテ ララララララララララララララララララララ  。。。。本ソソソソソソがソのラヨラ ラララララしラにソメのさ ラ リ  ラララララとしさ指定さささささ場場、本ソソソソソソす使使に研研おこお教教ラ台明としラ認定ささラ学技機関す学生おこお教教に制限ささしし。こすラララララす保間に、ラララララ証明付にこでさ指定さささささ特定す保間（ 年まな） に制限ささしし。ソのラヨラ1  ラララララこに、認譲ラ受けラ学技機関す教教しラに学生ことさで、何人こも教教おこお研研ラ台明としさ本ソソソソソソラ使使しさことがこづしし。ソのラヨラ ラララララおこおソメのさ ラ リ ラララララこに、ソリメメてココソソおこお保保に権使こづしとと。    

 

9.2.8 保保保保制制制制期期期期ききききララララララララララララララララララララ。。。。   本ソソソソソソが保限付づラララララとしさラララララ許譲さささささ場場、本ソソソソソソ（ おこお場場にこでさに、保保） に反しさお客客すラララララに、ラララララ証明付にこでさ指定さささささ保間す終終購時こ終終ししし。    

 

9.2.9 ソソソソアアアア アアアアアアアアアアアアササササアアアア ララララララララララララララララララララ 。。。。本ソソソソソソがソララオオソの ラララララことさ場場、本ソソソソソソにソララオオソのしさ本ソソソソソソラ置換しさもすことと、がさに追追さささもすこにととしとと。  

 

9.2.10 Microsoft SQL Server ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ。。。。   本ソソソソソソが （ しラに以以すのソバソ ラ） す Microsoft SQL Server 2012  Standard Edition ララたラシ制限使使ソソソソソソことさ場場、www.igrafx.com/licensing/sql に明さささささ追追す規定が適使ささしし。お客客に、 iGrafx が、お客客が購購しラ ソソソソソソ ラララララす数、おこおお客客す名前や住所ラ、 す SQL Server  Microsoft 要要に応じさ Microsoft に開明こづさことに同同ししし。    

 

9.3 監監監監監監監監所所所所。お客客に、本本本付に従でさ本ソソソソソソラ使使し、ララララララ遵保しさささことラ証明しさラす、適適ま記登ラ保保しさもすとししし。 i

Grafx す付書にこさ要要がとでラ場場、お客客に、権限すとさ役教しラにお客客す代物人にこでさ署名ささラ、お客客す現存す本ソソソソソソす使使ラ証明しさ付書ラ、妥当要要す日まか 日以内に に提提しさもすとししし。本本本付す保間保、 に、年度シとに 7  iGrafx iGrafx  1 度、しラに本本本付すラララララ提付しラに情報に関しさ規定にお客客が従でささまさと信じさ物理が にとさ場場にがさことも頻頻に、 iGrafx iGrafx 独かす追使費費こ、48 購間前しこに付書ラもでさ通知しさことにこと、お客客す本ソソソソソソす使使ラ監監しさことがこづしし。お客客が本ソソソソソソす使使ラ実際ことも少ます 情報しささラことが監監にこでさ明かまにまでラ場場、お客客に、実際す使使ラココソソしさすに十構ま数すララララララ iGrafx しラに再販再再まか直ちに購購しさもすとししし。お客客が本ソソソソソソす使使ラ 5% ことも少ます 情報しささラ場場、お客客に、監監にままでラ妥妥ま追使も支支うもすとししし。  

 

9.4 支支支支支支支支いいいい。お客客に、 す適適ましすさす請要付に反しさ、請要付す日付まか 日以内に支支うもすとししし。iGrafx  30 iGrafx に反しさ任同す購時こ開生しラ未支さ金金がとさ場場に、お客客にがす総金に反しさ権利ラ、（ ） 本本本付に定すさ支支保限まか実際に支支さが現でさiさ日しこラ反対としさ月シとに 、しラに（ ）法法こ許譲さささささ最最す分場、すさのさま最さ方す分場こ に支支うもすとししし。 1.5% ii  iGrafx    

 

9.5

 法法法法法法法法法法法法保保保保。。。。お客客に、本本本におけさ本ソソソソソソすラララララ提付おこお使使ににささ、（ ） 適使i さささ輸出法輸おこお輸出規制（ ソソリメ場合国合合すしすさす機関に関連しさもす） 、（ ）北国米以米米現米米停法、ii おこお（ ） 現購時iii こ適使さささがす他す法輸、規制、他す法明必要条条ラ遵保しさもすとししし。特に、許譲ささラしすさすのラののソのソに、本ソソソソソソす使使しラにまソラヨソのにこでさ、こさかすのラののソの



 

 

 

ソが次す状状ことさことラ証明ししし。（ ）i  お客客が、ソたソの、ラララ、ララリ、リサソ、北北北、ラソまラ、ソリソ、ラてサソ、ソソアメラたラすたリのラ支配地地もしす に北国が輸出ラ禁停しさささがす他す国す国国、国国保所再もしす に居住再こにます 、しラ、妥当国もしす にがす合合す支配以にまさこと。（ ）第（ ）項ii i に記記ささラ国、しラにがす国国、国国保所再もしす に居住再に反しさ、直直しラに間直に本ソソソソソソラまソラヨソの、輸出しラに再輸出しまさこと。（ ）北国iii財財財す特特指定国国、特特指定ソヨリ ラソしラに特特指定特特特販人リラソに記記ささささまさこと、おこお、北国商財財す拒拒拒輸拒に記記ささささまさこと。（ ）第（ ）項すリラソに記記ささラ再に反しさ直直しラに間直に本ソソソソソソラまソラヨソの、輸出しラに再輸出しまさこと。iv iii （ v）北国法こ禁停ささラ台明（核核核、機学核核しラに生物核核生す大大大大核核す開開、設計、製製しラに生財ラ含むがこさかに限かまさ） すラすに本ソソソソソソラ使使しまさこと、しラに、がすこうま台明すラすす本ソソソソソソす使使ラ許譲しまさこと。  

 

9.6 税税税税税税税税。  iGrafx にこでさ請要さささラララララ無金にに、物構物、使使物、付追価付物、おこおがす他す物金まな、物金に単適含しさささしとと。しラ、お客客にこさ 

iGrafx へすしすさす支支さに、こさかす物金がしすさ支支でさラ午す状状ことさ必要がとと、こさかす物金に伴う減金ラ現うことにこづしとと。販上物おこお付追価付物ラ含むしすさす種書す物金に反しさ責財にお客客が費うもすとししし。  

 

9.7 保保保保守守守守定定定定義義義義。、機特情情」 とに、形形ラ問での、 、 す再財業自、おこお iGrafx iGrafx  iGrafx すソソソソソソとのソたソラソソソソ ラに関連しさ、しすさす情情、ソソソソソソ、ラヨララおこお資無ラ同意ししし。お客客に、しすさす機特情情ラ以部に漏かさまさこうに扱さ、お客客す権権ラ現使しさ場場しラに本本本付に基づささ定財ラ履現しさ場場ラ除づ、妥当機特情情ラ使使しまさもすとししし。しラ、お客客に、知さ必要すまささままさ第第再しラにお客客す従再教に反しさも妥当機特情情ラ開明しまさもすとししし。本本付受契契妥契再す過過に起起との、単一に知かささおと権使譲機ま情情しラに公知すもすことさ情情に、機特情情としさ見まささまさもすとししし。   

 

9.8 高高高高いいいいのののの ララララテテテテいいいい伴伴伴伴わわわわわわわわいいいい制制制制制制制制。。。。   本ソソソソソソにソソてソ  ソオララソこにととしとと。本ソソソソソソす設計しラに同意に、任同す種書す本ソソソソソソす過米や障侵にこでさ、人拒ラ過でラと、人具に重重ラ費でとラと、物物明しラに環環明に大づま損侵ラもラかしこうま状状こ使使しさことラ台明としささしとと（最さリラリラ伴う使使） 。お客客に、最さリラリラ伴う使使ラ台明としさ、しラにこうしラ使使に関連しラ状状こ本ソソソソソソラ使使しさことにこづしとと。最さリラリラ伴う使使に、堅す 禁停ささささしし。ラとえで、最さリラリラ伴う使使にに次す状状が考えかさしし。航航機しラに人が移自しさラすすがす他す手手、核関連しラに機学関連連設、おこお連連連構連特構機連構法に基づす  Class III す連医機核。ラたし次す場場に除づしし。（ ）i Class III す連医機核におけさ本ソソソソソソす使使が、北国こす販販ラ台明としさ、北連構連特構米にこでさ厳特に審監ささ承認さささささ場場、（ ）連医機ii核が北国以こす販販ラ台明としさささが、技技おこお標知機が北国内こ承認さささささもすと同単ことさ場場。  

 

 

10. 契契契契契契契契ララララ保保保保保保保保おおおおおおおおおおおお終終終終終終終終。。。。  

 

10.1.

 保保保保保保保保。本本本付に、ラララララ証明付に規定ささラ開注日に所効にまと、（ ） 本本本付a す規定にこさ本本本付す終終購時、しラに（ ）b お客客が所所しラに保物しさささ本ソソソソソソすしすさすソソソラお客客が大放しラ購時すさのさま早さ方しこ継継ししし。    

 

10.2 契契契契契契契契ララララ終終終終終終終終。 iGrafx に、お客客が本本本に契反しさささ場場、お客客に通知午直ちに本本本ラ終終しさ権権ラ保保ししし。契反にこでさ本本が終終しラ場場、許譲ささラ各のラののソのソに反しさ本ソソソソソソラ使使しさラすに付付ささラ権権も終終しさもすとししし。しラ、 iGrafx まか要要がとでラ購時こ、お客客に、直ちに、お客客独かす追使費費こ、しすさす形形すさままさ iGrafx 機特情情おこお本ソソソソソソも返返しラに廃放しさもすとししし。こうしラ機特情情おこお本ソソソソソソにに、しすさす要本、ソソソ、抜抜、お客客す従再教が所所しラに保物しさささ情情まなが含しさししが、こさかに限定さささもすこにととしとと。 iGrafx す判判おこお要要に基づささ、お客客に、こすラリソソ ララ遵保しラことラ明し付書にこさ証明ラ、お客客す上上上上再ラ通じさ提提しさもすとししし。ラたし、 がこうしラ要要ラ現でままでラまかとさでさ、本本本す過効しラに終終午も、お客客しラに許譲ささラのラののソのソがiGrafx  iGrafx す機特情情しラに本ソソソソソソラ引づ継づ使使こづさでけこにます 、しラ、本本本付に規定ささラお客客とささに許譲ささラのラののソのソす権権が延延さささでけこもととしとと。 iGrafx おこおお客客が使使に関しさ付書にこさラララララ本本に署名しラ場場ラ除づ、お客客に、今午す使使ラ停す、許譲ささラ本ソソソソソソす各のラののソのソに反しさ使使す停停ラ要要しさことに明明に同同ししし。  

 

11. 制制制制制制制制期期期期きききき保保保保保保保保 責責責責責責責責ララララ制制制制制制制制 / 。    

 

11.1 iGrafx に、本ソソソソソソがのソたソラソソソソ ラおこお iGrafx が開現しラ本ソソソソソソす仕客に従でさ十構に機機しさことラ、 iGrafx しラに再販再再が本ソソソソソソラ出出しさまか  30 日間保証ししし（ 保証保間） 。こす制限付づ保証にお客客に反しさすと所効ことさとともに、お客客す唯単す救救救ことと、制限付づ保証す契反に反しさ す唯単す責任こし。 iGrafx 保証保間保、お客客が保証請要ラ適適に現でラ場場、 iGrafx に妥妥ま商再明努努と非独す判判に基づささ、妥妥ま保間内に本ソソソソソソす修修しラに交換ラ現さしし。こうしラ修修しラに交換が場物明にに実現



 

 

 

譲譲機ことさと  iGrafx が判判しラ場場、お客客がこす制限付づ保証に適場しまさ本ソソソソソソに反しさ支支でララララララ無金ラ支さ戻ししし。保証交換使に iGrafx が提提しラしすさす交換ソソソソソソに、保証保間が終終しさしこ保証ささしし。こここ説明しラ制限付づ保証に、本ソソソソソソす障侵す原起が、偶開明ま契事、譲修使使、誤使、異異ま使使、しラに こ取と込しさラもすこにまさソラてラやまソシことさ場場に無効にまとしし。 iGrafx    

 ラリソソ ラ 11.1 こ明明さささささ場場ラ除づ、本ソソソソソソにお客客に反しさ、 現状所現」 ベソラこラララララ提付ささしし。保保に、 現状所現」 ベソラこ提提ささしし。お客客が iGrafx しラに再販再再まか受け取でラ、本ソソソソソソに関しさソのオ ソしラにのソたソラソソソソ ラに譲具場がとさ場場、お客客に購購しラ日まか  30 日以内にがさかラ iGrafx に返返しさことがこづしし。こさか譲具場すとさソのオ ソしラにのソたソラソソソソ ラに、無無こ交換ささしし。お客客が同意しさささ出出ラ取さラすす本ソソソソソソす選選、ラララソソて、使使、おこお本ソソソソソソす出出に関しさしすさす責任に、お客客が費うもすとししし。上記す保証に、 iG

rafx が提提しさ唯単す保証ことと、明明しラに黙明、付書しラに口口にままでかの、法法、法法す相使、取引過取、取引取現生にこと開生しさがす他すしすさす保証（市販可、非侵侵、満満ま構品、適価可、市販譲機ま構品、おこお特定使特へす適場可に関しさ黙明す保証ラ含としし。こさかしすさす黙明す保証に明明に除以ささしし） に代でさもすこし。  

 さままさ場場こも、 iGrafx しラにがすララララコソに、お客客に反しさ、付付明、間直明、懲懲明、特特しラに派生明損侵、とささに権使機利、のソたしラに権利す喪過す出出生じラ単適す損侵、本本本に起起しラに関連しさ単適す損侵、 、本ソソソソソソ、保保、保存保具、のソたソラソソソソ ラしラに他すiGrafx  iGrafx が提提しさ資無す使使とささに可機に起起しラに関連しさ単適す損侵ににづ、ままさ現米が本本しラに譲法現米（過過も含しささががさに限かまさ） に基づささささま、妥当損侵す譲機可ににづ iGrafx が連連ラ受けささラまなうま、とささにがすこうま損侵が予予譲機ことでラまなうまに関でかの、単適責任ラ費さしとと。  

 さままさ場場こも、 す全責任iGrafx が、お客客が しラに再販再再に反しさ直直す iGrafx  3 メ月以内に支支でラ本ソソソソソソに関連しさ追使す場計ラ超えさことにととしとと。  

 本ソソソソソソ価価に、本本本付に前前す制限が含しささことラ条条としさ設定ささささしし。  

 

12. ソソソソアアアアのののの テテテテ合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合ララララ所所所所権権権権。本ソソソソソソ、関連しさしすさすソラソたソた ソソソソソソ ココソソ   のソたソラソソソソ ラ、こさかに理由しさ技技のソたに、、商使ソラソたソた ソソソソソソ」 おこお、商使項台」 ことと、完全に  iGrafx す国間す追使にこでさ開開ささししラ。北国合合にこさとかにさ使使、複製、リ リソラ、修修、開明、譲譲に、本本本付す条条に従でさ制限ささしし。特に、本ソソソソソソが国米総財 に提提さささ場場、当妥しさ国米総財連連国国規制 (DoD)  (DFAR) DFAR 252.227-7015 (のソた しラに)  

DFAR 227.7202 (ソソソソソソ 、しラにこと単一明に、 、 、しラに) 48 CFR 2.101 48 CFR 12.211  48 CFR 12.212 にこでさ、本ソソソソソソに関しさ す権権と制限に規定ささ、 DoD DoD に本本本付こ許譲ささラ本ソソソソソソす権権すとラ取取ししし。本ソソソソソソが、DoD 以以す北国合合組米しラに機関に提提さささ場場、本ソソソソソソ、関連しさしすさすソラソたソた ソソソソソソ ココソソ   のソたソラソソソソ ラ、こさかに理由しさ技技のソたに、当妥しさ連連国国規制 (FAR) FAR 52.227-14 おこおこと単一明に しラに FAR 12.211  

FAR 12.212 す制限付づ権権 ソソソソソソに関しさ と限度付づ権権 のソたとのソたソラソソソソ ラに関しさ ( )  ( ) としさ、本本本付に基づささ提提さささと見まささしし。上記ラ制限しさことます 、 iGrafx に本ソソソソソソラ修修しさしすさす権権ラ明明明に保保し、北国合合に iGrafx とす特特す付書にこさ同同ます 、本ソソソソソソラ修修しさ権権に取取しまさもすとししし。しラ、がす他す北国合合機関や組米す規定が本ソソソソソソに適使さささ場場こも、こうしラ規定にここに記記ささラ権権や権利と矛矛がます 、同同定ことさもすとししし。本ソソソソソソす製製再に、 iGrafx

, LLC., 7585 SW Mohawk Street, Tualatin, Oregon, 97062 こし。  

  

13. そそそそララララ他他他他 

 

13.1 拘拘拘拘拘拘拘拘拘拘拘拘 / 譲譲譲譲譲譲譲譲。本本本付に、両妥契再すがさのさす代物人、承継人、おこお譲受人に反しさ拘拘努ラ所ししし。ラたし、お客客に、本本本付、本ソソソソソソす使使、本本本付に基づす お客客す権権と定財ラ、 す付書にこさ契前す同同ます譲譲しまさもすとししし。iGrafx iGrafx に、任同す本ソソソソソソに反しさ す権権す購購再に、本本本付ラ譲譲しさ権権ラ所しさもすとししし。 iGrafx  

 

13.2. 救救救救救救救救。本本本付す内内にこと、国際国部権法に基づす救救ラ含す、法法上しラに衡太法上 iGrafx が所しさ救救救置が放放しラに制限さささことに単適ととしとと。  

 

13.3

 追追追追追追追追追追追追追追追追.本本本付すさのさます規定が実連譲機と判判ささラ場場こも、本本本付す残とす規定に所効ことと効努ラ維保しさもすとししし。本本本



 

 

 

付に明さささささ権権おこお救救救置ラ妥契再が履現しままでラと、履現が遅さラとしラ場場こも、権権ラ放放しラもすとに見まささしとと。本本本付す修修しラに放放に、両妥契再にこさ付書こす同同がまさ場場に、拘拘努ラ所しまさもすとししし。火火、洪洪、ソヨ現米、地地、合合す救置、合合す拒輸、合合す規制、提供再再す譲履現、電電障侵、ラソララソ、しラにがす他す状状まな、譲履現す妥契再す支配が及での、しラ譲履現す妥契再す過過にこかまさ原起にこでさ履現が譲譲機と見まさささ場場、譲履現ににささに責任が免除ささしし。しすさす通知に、妥契再す最最責任再最とし、受契付す返返ラ指定しラ付留書書しラに配国証明付づ書書こ返付しさま、受契す署名署場ラ付し商使すリソリの コソサラこ返付しさま、直直手譲し必要がととしし。  

 

13.4. 存存存存存存存存。ラリソソ ラ 、 、 、 、 、 、おこお す規定に、本本本す終終しラに保限満 1 2 5 9 11 12  13 終午も存継しさもすとししし。  

 

13.5 仲仲仲仲仲仲仲仲追追追追追追追追 / 標標標標準準準準法法法法追追追追追追追追.本本本まか開生しラ、しラに本本本に関連しさ妥契再間すしすさす争争、論争、申し立さが、双方す場同にこでさ解解こづまさ場場に、北国仲仲仲利（ 以以、 」AAA としさ） す規規に従でさ、 人1 す仲仲人が現う仲仲にこさ解定に従うもとすししし。仲仲こに、AAA す商契仲仲規規が適使ささしし。仲仲人にこでさまささラ仲仲判判に、最終明まもすことと、仲仲に関連しさしすさす妥契再に反しさ拘拘努ラ所しさもすとししし。こすラリソソ ラす以以こ明さささささ場場ラ除づ、妥契再に反しさ、こすラリソソ ラす規定が、連連仲判所、州立仲判所、地方仲判所こ起こささラ訴訴に反しさ完全ま抗抗、しラに本本本まか開生しラとささに本本本に関連しさ争争、論争、申し立さに関しさ現合仲判ことも前に起こささラ訴訴に反しさ完全ま抗抗とまさことが保証ささしし。仲仲人に、妥当状状以こ仲仲人が適適と見ましラ救救救（金金にこさ賠賠、特定履現、差停すにこさ救救、訴訴す追使おこお上追が含しさししがこさかに限としとと） ラ付えラと、がさかラ仲定に含すラとしさ権権ラ所しささしし。仲仲人す仲定おこお判判に、最終明まもすことと、しすさす妥契再に反しさ拘拘努ラ所ししし。しラ、仲定に関しさ判判に、修妥ま司法権ラ保に仲判所に提出さささ場場がととしし。各妥契再に、妥当状状以こに即即す救救救が修妥まもすことさと妥当妥契再が場物明に信信しさ場場にすと現使こづさ権権ラ留保ししし。こす権権に、単購明差し停す拒輸、おこお単購明、暫定明、しラに本本明ま差停すにこさ救救ラ、修妥ま司法権ラ保に仲判所まか取取しさラすすもすこし。こすこうま場場、妥当妥契再に争争ラ仲仲に付付しさ必要にととしとと。妥契再にこさ特特す同同がまさ場場、仲仲手継づに英用こ実連ささ、仲仲人が指定しさのオすラ州コソソララの内す場所こ現でささもすとししし。妥契再に、国際物構販販本本に関しさ国連条本が、本本本へす適使まか除以さささことに同同ししし。標準法に、のオすラ州す法法ラ採使しさもすとし、同法すうち法す抵抵に関しさ原規に考考しまさもすとししし。こすラリソソラに、本本本す終終しラに保限満終午も存継しさもすとししし。  

 

 

 

 

 

 

 付付付付付付付付付付付付付付付付 "A" 

 以以す定定に本本本付に適使さささもすとししし。  

 

  「「「「 許許許許許許許許ささささささささささささエエエエララララアアアアささささササササささささササササ」」」」 とに、 ） お客客がa 人ことさ場場にお客客ラ同意し、 ） お客客が企再ことさ場場に、お客客す従再教、おこお本ソソソソソソb  ラララララが分と妥さかささおと、お客客にこでさ本本本付に従でラ本ソソソソソソす使使ラ許譲さささささ、お客客す代でとに部再しさ請費再再、おこおお客客にコソサララ提提しさ過取こすと部再しさ請費再再ラ同意ししし。  

     「「「「 おおおお客客客客客客客客」」」」 とに、ラララララ証明付に指定さささささララララソソラ同意ししし。  

 「「「「 アアアアキキキキドドドドアアアアララララテテテテササササエエエエエエエエ ララララ」」」」 とに、本ソソソソソソに添付さささ付付ラ同意ししし。  

 「「「「 ララララララララララララララララララララ保保保保証証証証証証証証」」」」 とに、 iGrafx にこでさお客客に提提ささ、お客客す本ソソソソソソ ララララララ証明しさラララララ証明付ラ同意ししし。  

  「「「「 保保保保保保保保」」」」 とに、ラリソソ ラ ～ に明明さささささココソソとコソサララ同意ししし。 7.3  7.7  

 「「「「 保保保保保保保保ララララララララララララララララララララ」」」」 とに、保保保間す間、本本本付すラリソソ ラ に定定さささささ保保コソサラおこおココソソラ受けさ権権ラ同意ししし。 7  

 「「「「 保保保保保保保保保保保保保保保保」」」」 とに、保保ラララララす開開日まか開しと、通異に妥当保保ラララララす開開日まか  1 年しラに 2 年こ終終しさ保間ラ同意ししし。こす保間に、適適ま注付付こお客客が購購しラ条条にこでさ解しとしし。   

 「「「「 保保保保保保保保価価価価価価価価」」」」 とに、 しラに再販再再にこでさ公拒さささ、保保ラララララす現存す希希希販価価ラ同意ししし。適適修修ささしし。iGrafx  

 「「「「 更更更更新新新新新新新新」」」」 とに にこでさリ リソラささ、とす しこソララオオソのこにます 、 最製構」 としさ iGrafx  iGrafx 



 

 

 

が総しさ完全に最しさ本ソソソソソソ製構しラに本ソソソソソソす主要ま改改ラ同意ししし。提提しさ主要ま改改製構がソララオオソのま最製構まに関しさ問問が生じラ場場に、 が顧客単一に反しさがす主要ま改改製構ラ同客に扱う限iGrafx と、 す見解が優優しさもすとししし。iGrafx   

 「「「「 再再再再再再再再再再再再再再再再」」」」 とに、本ソソソソソソおこお保保す販販と提提ラ現うラすに、 にこでさ認すかさラ再販再再ラ同意ししし。iGrafx  

 「「「「 本本本本ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ」」」」 とに、本本本付に基づささお客客にラララララ提付さささ ソソソソソソ、ソララオオソのおこお適最ラ総総しさささしし。 iGrafx  

 「「「「 本本本本ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソララララララララララララララララララララ」」」」 とに、本ソソソソソソラ使使しさラすす、取と消し譲機こ、非非他明、おこお譲譲譲譲ま制限ささラララララララ同意ししし。  

 「「「「 本本本本ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ価価価価価価価価」」」」 とに、 iGrafx にこでさ公拒さささ、本ソソソソソソ ラララララす現存す希希希販価価ラ同意ししし。適適修修ささしし。  

 、 開開開開開開開開開開開開」 とに、（ ） 最しさ保保ラララララす場場、保保ラララララが適使さささ、反応しさ本ソソソソソソa  ラララララす購購日、（ ） 保保ラララララす適最す場場、前す保保保間す満終日ラ同意ししし。b   

 「「「「 テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ ササササササササササササソソソソ」」」」 とに、のソたソラソに記前さささささ本ソソソソソソす適適ま機機おこお推推さささ展開に関連しラ問問に反しさ応応コソサララ同意ししし。本ソソソソソソす使使おこお展開す代代方法ラココソソしさコソサラに除以ささしし。こさかに、ラヨソソラソソ パてコソサラとしさ特特購購しさことがこづしし。  

 「「「「 保保保保制制制制期期期期ききききララララララララララララララララララララ」」」」 とに、特定す保間（ 年まな） に保間が制限さささささ本ソソソソソソ ララララララ同意ししし。1    

 「「「「 更更更更更更更更」」」」 とに、ラリソソ ラ に明明さささささ同意がととしし。 8.1  

 「「「「 ソソソソアアアア アアアアアアアアアアアアササササアアアア」」」」 とに、保保保間保に にこでさリ リソラささ、とす しこ最製構こにます 、 ソララオオソの」 としさ iGrafx  iGrafx が総しさ本ソソソソソソす改改ラ同意ししし。ほととなす場場、ソララオオソのに希数時すしの右しラに左す本ソソソソソソ のソバソ ラ本番す適適にこでさ明ささしし（ ラとえで、のソバソ ラ 5.1 まか  6.0、のソバソ ラ 6.0 まか  6.1 まな） 。  
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