
 

ライセンス契約 

Affinity Software のライセンス情報 

 

 

Microsoft Windows にインストールする場合のライセンス 

 

これは、次の当事者間の法的拘束力のあるソフトウェア ライセンス契約 (「ライセンス」) です。 

 

1.Serif (Europe) Limited of Unit 12 Wilford Industrial Estate, Nottingham NG11 7EP ( 「Serif」、「we」または

「us」 )。 

   当社はイングランドとウェールズで登録された会社で、会社番号は 02117968 です。 

2. あなたは、以下に定義されているセリフ ソフトウェアのユーザーです。 

 

このライセンスをよくお読みください。 

このライセンスの条件に同意しない場合は、Serif ソフトウェアをインストールまたは使用しないでください。 

Serif ソフトウェアを使用することにより、このライセンスに拘束されることに同意したことになります。 

 

Serif Software とは、ダウンロード、ディスク、フラッシュ ドライブ、またはその他のメディアやフォーマット

を通じて、このライセンスと共に提供されるソフトウェアを意味し、ソフトウェア、コード、インターフェイス、

またはコンテンツを含み、当社または第三者が所有するかどうかにかかわらず、ソフトウェアを意味します。 

 

コンテンツとは、コンテンツ、テキスト、ドキュメント、フォント、グラフィック、画像、ビデオ、映像、オー

ディオ、メディア ファイル、データ、テンプレート、クリップアート、写真、名前、画像、商標、リンク、また

は類似のものを意味します。 

 

 

あなたの権利と許可された使用 

 

1. Serif ソフトウェアを最初に使用してから、このライセンスが終了するまで、このライセンスで明示的に規定

されているように、Serif ソフトウェアを使用するライセンスが与えられます。 

2. Serif ソフトウェアの権利は販売されません。あなたの権利は、このライセンスの条件内で Serif ソフトウェ

アを使用することだけです。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は Serif に留保されます。 

3. お客様に付与されるライセンスは限定的であり、譲渡不可かつ非独占的です。法律によって除外できない権

利の範囲を除き、お客様は以下を許可されます。 

(i) あなたが個人である場合、個人的な使用のために、あなたが個人的に所有または管理する Microsoft 

Windows を実行している各コンピューター (「Windows コンピューター」) に Serif ソフトウェアの 

1 つのコピーを直接ダウンロード、インストール、使用、および実行する. 商用利用は許可されていま

すが、お客様が所有または管理している Windows コンピューターの他のユーザーによる使用ではなく、

お客様による使用のみが許可されています。たとえば、あなたの Windows コンピュータを使用するあ



なたの家族の他のメンバーは、Serif ソフトウェアを個人的に使用することができますが、あなた以外の

誰かが Serif ソフトウェアを商業的に使用する必要がある場合、他のユーザーは別の購入を行う必要が

あります。 

(ii) あなたが営利企業である場合、以下のいずれかで使用するために Serif ソフトウェアの 1 つのコピー

をダウンロード、インストール、使用、および実行すること、 (a) 使用する Windows コンピュータの

それぞれで特定の 1 人の個人(b) お客様が所有または管理する単一の共有 Windows コンピュータ上

の複数の個人によるもの。たとえば、1 人の従業員がデスクトップとラップトップの両方の Windows 

コンピューターで Serif ソフトウェアを使用する場合や、複数の従業員が共有リソースとして使用され

る 1 台の Windows コンピューターで Serif ソフトウェアを連続して使用する場合があります。 

(iii) あなたが教育機関である場合、以下のいずれかで使用するために Serif ソフトウェアの 1 つのコピー

をダウンロード、インストール、使用、および実行するには、(b) お客様が所有または管理する単一の

共有 Windows コンピュータ上の複数の個人による使用。たとえば、1 人の学生が学生のデスクトップ 

Windows コンピュータとラップトップ Windows コンピュータの両方で Serif ソフトウェアを使用す

る場合や、複数の学生がリソース センターまたは図書館にある単一の Windows コンピュータで Serif 

ソフトウェアを連続して使用する場合があります。 

 

4. このライセンスで明示的に許可されている範囲を除きます。 

(a) ネットワークまたは複数のコンピューターで同時に使用できるその他の手段を介して、Serif ソフトウ

ェアを実行すること、または実行することを許可することはできません。 

(b) あなたには、Serif Software をレンタル、貸与、リース、販売、提供、譲渡または配布、譲渡、再配布、

またはサブライセンスする権利はありません。 

 

5. Serif ソフトウェアは、特定のオープン ソース マテリアルを使用している可能性があります。このようなオ

ープン ソース マテリアルに関連するライセンスは、Serif ソフトウェアに含まれる Licences.rtf ファイル

で確認できます。 

6. Serif ソフトウェアは、特定のサード パーティ ソフトウェアおよびその他の著作権で保護された素材を使

用している可能性があります。このソフトウェアまたはマテリアルに関連するサード パーティのライセンス

の条件が、Serif ソフトウェアに付属する電子ドキュメントに記載されている場合、これらの条件に従う必要

があります。 

7. MS Store を通じて  Serif ソフトウェアを入手した場合、標準アプリケーション  ライセンス条項 

( https://www.microsoft.com/en-aq/store/standard-アプリケーション ライセンス条項)。 

    これらの条件と本ライセンスとの間に矛盾がある場合、本ライセンスが優先されるものとします。 

8. Serif ソフトウェアは、国際著作権法および特許法によって保護されています。Serif ソフトウェアのすべて

の権原および著作権を含む知的財産権は、Serif またはそのライセンサーが所有します。 

9. 著作権所有者の許可なく、著作権物を複製、複製、翻案、出版、発行、通信、展示、送信、配布するなど、

第三者の著作権を侵害する可能性のある方法でセリフ ソフトウェアを使用してはなりません。 . Serif ソフ

トウェアの使用が第三者の権利を侵害していないことを確認するのは、ユーザーの責任です。この点に関し

て、必要な法的助言を受ける必要があります。 

10. Serif ソフトウェアを使用してコンテンツを表示またはアクセスする場合、コンテンツが第三者によって所

有されている可能性があり、著作権および/またはその他の知的財産権によって保護されている可能性があ

り、使用条件の対象となる可能性があることを認めます。このライセンスに明示的に記載されている場合を

除き、お客様にはそのようなコンテンツを使用する権利が付与されておらず、コンテンツが引き続きお客様



に提供されることを表明するものではありません。Serif は第三者のコンテンツに対して責任を負わず、Serif 

が提供するコンテンツへのアクセスは便宜上のみ提供されており、そのようなアクセスの提供は Serif によ

る承認を意味するものではありません。 

11. Serif ソフトウェアは、異なるバージョンで提供されるか、またはさらに特定のライセンス条項に従う場合が

あります。たとえば、セリフ ソフトウェアは次のように提供されます。 

a.) 試用版、ロック版、デモンストレーション版、またはその他の限定使用版 (「試用版」) として。  

b.) 学生、教師、OEM/バンドル購入バージョン、またはステータスまたは使用目的に応じたその他の

バージョン (「お客様固有のバージョン」) として。 

c.) ボリューム ライセンスまたはメンテナンス ライセンスの一部として、または Serif が提供する他

のサービスの使用の一部として (「ボリューム ライセンス」)。 

すべての試用版、顧客固有のバージョン、ボリューム ライセンス、またはその他の特定の取り決めに基づいて提

供されるソフトウェアの場合、このライセンスは引き続き適用されますが、ウェブサイトに定められた条件を含

む、かかる Serif ソフトウェアが提供される条件に従うものとします。 Serif ソフトウェアのダウンロード元、

Serif ソフトウェアのパッケージ、または Serif と合意したその他の方法。トライアル ソフトウェアの場合、こ

のライセンスは、トライアルまたはデモンストレーションの一部として指定された期間の後に終了します。顧客

固有のソフトウェアの場合、このライセンスは、購入時に規定のステータス要件を満たしている場合にのみ有効

になります。 

 

12. ただし、Serif ソフトウェアの通常の許可された使用に必要な範囲、法律によってそのような権利を除外でき

ない場合、または Serif ソフトウェアに含まれている可能性のあるオープンソース コンポーネントの使用

を管理するライセンス条件によって許可される必要がある場合を除きます。セリフソフト。 

a.) お客様には、コピー、翻案、修正、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ソ

ース コードの導出の試行、派生物の作成、解読、変更、配布、または作成する権利はありません (ま

た、第三者に許可してはなりません)。全体または一部の Serif ソフトウェアのあらゆる側面に対す

るエラー修正。 

b.) お客様は、Serif ソフトウェアのコピー、または Serif ソフトウェアに関連するアルゴリズムやコー

ド、その他の素材のコピーに対する権利を有しません。 

 

13. Serif ソフトウェアのアップデート、アップグレード、または新しいバージョンが提供された場合、新しいラ

イセンス条件がそのようなアップデート、アップグレード、または新しいバージョンに付随しない限り、こ

のライセンスの条件がそのようなアップデート、アップグレード、または新しいバージョンの使用に適用さ

れるものとします。この場合、新しいライセンス条件は、Serif ソフトウェアの更新、アップグレード、また

は新しいバージョンのすべての使用に適用されます。このライセンスのいかなる条項も、更新、アップグレ

ード、または新しいバージョンを提供することを Serif に要求するものではありません。 

14. Serif ソフトウェアをダウンロード、インストール、および使用する際には、ダウンロードした場所に固有の

法律および規制を含む、すべての法律および規制を遵守するものとします。Serif ソフトウェアを使用して、

違法な素材またはそのような素材へのリンクを公開または送信したり、第三者の権利 (知的財産権を含む) 

を侵害したりしてはなりません。 

15. Serif (またはそのライセンサー) は、現在利用可能な Serif ソフトウェアへのアクセスをいつでも予告なし

に、またユーザーに責任を負うことなく、一時停止、削除、変更、または無効化 (または制限を課す) するこ

とができます。 

 



データ使用の同意 

 

16. Serif とその関連会社は、Serif Software に関連して提供される製品サポートやその他のサービスの一部とし

て提供された情報を、製品を改善するため、またはカスタマイズされたサービスや技術を提供するためだけ

に使用できることに同意するものとします。個人を特定できる形式でこの情報を開示しないでください。 

 

終了 

 

17. このライセンスは、お客様がその条件に重大な違反をした場合、自動的に終了します。 

18. 終了時には、セリフ ソフトウェアのすべての使用を停止し、所有しているすべてのコピーを削除する必要が

あります。 

19. 明示的または暗示的に、本ライセンスの終了時または終了後に発効または継続することが意図されている本

ライセンスの条項は、完全な効力を維持するものとします。 

 

保証と責任の制限 

 

20. 本ライセンスのいかなる条項も、以下に対するいずれかの当事者の責任を排除または制限するものではあり

ません。 

    a.) 過失による死亡または人身傷害。 

    b.) 詐欺。 

    c.) 適用法の下で除外または制限できないその他の責任。 

    ライセンスのすべての条件は、これを条件として発効するものとします。 

 

21. 消費者など、営利企業の外部で個人の立場で Serif ソフトウェアを購入する個人の権利を保護するために、

地域の法律が適用される場合があります。このライセンスのいかなる条項も、そのような保護を除外または

削減するように機能するものではありません。これに該当すると思われる場合は、消費者相談機関にご相談

ください。 

22. Serif ソフトウェアは、「現状有姿」および「利用可能な状態」で提供され、すべての欠陥および欠陥があり、

Serif またはそのライセンサーによるいかなる保証もありません。 

23. Serif ソフトウェアが必要な目的を実行し、使用される環境で適切に機能することを確認するのは、ユーザー

の責任です。それらの使用はあなたの単独の責任であり、あなたは修理、修正、またはサービスの費用に対

して責任があります。Serif ソフトウェアのインストールが、サードパーティのソフトウェアまたはサードパ

ーティのサービスのユーザビリティに影響を与える可能性があることを認めます。 

24. 制限なく、Serif またはそのライセンサーは、次のような表明または保証を行わないことに注意してください。 

    a.) Serif ソフトウェアがお客様の要件を満たします。 

    b.) Serif ソフトウェアで提供される情報またはデータは、正確で、誤りがなく、包括的であること。また 

    c.) Serif ソフトウェアの動作は中断されず、エラーも発生しません。 

    d.) 当社からダウンロードできるコンテンツには、ウイルスやその他の汚染や破壊的な機能が含まれていま

せん。 

    e.) あなたは Serif ソフトウェアを干渉なく使用できます。 

    f.) Serif ソフトウェアが引き続き利用可能、維持、サポートされること、または欠陥が修正されること。 

    g.) Serif ソフトウェアは、サードパーティのソフトウェア、サードパーティのサービス、サードパーティの



外部サービス、または Serif の外部サービスと互換性があります。 

    h.) Serif ソフトウェアまたは Serif 外部サービスまたは第三者の外部サービスは、任意の言語または任意の

場所から利用可能またはアクセス可能であり、任意の場所での使用に適しています。 

 

25. 適用法の下で可能な限り、制定法、慣習法、またはその他によるかどうかにかかわらず、当事者間で効力を

有する、または本ライセンスまたは付随する契約に黙示または組み込まれる可能性のあるすべての条件、保

証、またはその他の条件は除外されます。満足のいく品質、目的への適合性、または合理的な技術と注意の

使用に関する黙示の条件、保証、またはその他の条件。 

26. Serif とそのライセンサーは、分散型サービス拒否攻撃、ウイルス、またはサイト、コンピューター機器、コ

ンピューター プログラム、データ、またはその他の専有素材に感染する可能性のあるその他の技術的に有害

な素材によって引き起こされた損失または損害について、お客様の責任を負わないものとします。 Serif ソ

フトウェアの使用。 

27. Serif とそのライセンサーは、あなた (またはあなたの下で、またはあなたを通じて主張する人) が被る可

能性のある損失または損害について、それらが直接または間接的に被ったか、即時または結果的であるかに

かかわらず、また同じことが契約、不法行為 (過失を含む)、またはその他の方法で、次のいずれかのカテ

ゴリに該当する場合。                                                 

(i)Serif がそのような特別な損害が発生する可能性がある状況を認識していたにもかかわらず、特別な損

害。 (ii)利益の損失(iii) 予想される貯蓄の損失。(iv) ビジネス機会の損失。(v) のれんの喪失。(vi) デー

タの損失または破損。 

28. Serif の全責任は、契約、不法行為 (過失を含む)、またはその他に関係なく、また本ライセンスまたは付随

契約に関連しているかどうかにかかわらず、Serif ソフトウェアの使用に対してお客様が当社に支払うべき

総額を決して超えないものとします。 

29. お客様は、本ライセンスを締結するにあたり、本ライセンスに明示的に記載されている以外のいかなる種類

または人物の表明 (書面または口頭を問わず) に依拠しなかったこと、または (何らかの表明に依拠した場

合は、書面か口頭かを問わず、このライセンスに明示的に規定されていない場合)、そのような表明に関して

お客様は何の救済も受けず、(いずれの場合も) Serif は、このライセンスの明示的な条項に従う以外の責任を

負わないものとします。 

 

政府機関のエンド ユーザー 

 

30. Serif Software および関連ドキュメントは、48 CFR §2.101 で定義されている「商用アイテム」であり、48 

CFR §12.212 または 48 で使用されている「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ 

ソフトウェア ドキュメント」で構成されています。 CFR §227.7202、該当する場合。該当する場合、48 CFR 

§12.212 または 48 CFR §227.7202-1 から 227.7202-4 と一致して、商用コンピュータ ソフトウェアおよ

び商用コンピュータ ソフトウェア ドキュメントは、米国政府のエンド ユーザーに (a) 商用アイテムとし

てのみ、および (b)ここに記載されている条件に従って、他のすべてのエンド ユーザーに付与される権利の

み。米国の著作権法に基づいて未公開の権利を留保します。 

 

その他 

 

31. 本ライセンスおよび本ライセンスに従って付与されるライセンスは、お客様個人のものであり、明示的に許

可されている場合を除き、本ライセンスに基づく利益または利益または義務を譲渡してはなりません。 



32. Serif のライセンサーおよび認定ディストリビューターを除き、このライセンスの当事者ではない人物は、

1999 年契約 (第三者の権利) 法またはその他の条件に基づいて、このライセンスの条項を強制する権利を有

しません。本ライセンスの変更 (本ライセンスに基づく責任の放棄または妥協を含む) または終了には、第

三者の同意は必要ありません。 

33. 保証の免責事項、損害の制限と除外、お客様が補償する権利、および紛争解決は、Serif のライセンサー、サ

プライヤー、ベンダー、認定ディストリビューター、再販業者に適用され、これらはすべて明示的な第三者

受益者と見なされるものとします。 

34. 裁判所または管轄当局が、本ライセンスの条項 (または条項の一部) が無効、違法、または執行不能である

と判断した場合、その条項または条項の一部は、必要な範囲で削除されたと見なされ、有効性とこのライセ

ンスの他の規定の執行可能性は影響を受けないものとします。 

35. 明示的に記載されている場合を除き、本ライセンスのいかなる変更も、当事者 (またはその権限を与えられ

た代理人) によって書面で署名されない限り、有効ではありません。 

36. 当事者が、本ライセンスまたは法律に基づいて提供される権利または救済の行使を怠るまたは遅らせること

は、そのまたはその他の権利または救済の放棄を構成するものではなく、そのまたはその他の権利または救

済のさらなる行使を排除または制限するものでもありません. 

37.このライセンス (ライセンスで言及されている文書を含む) には、本件の主題に関する当事者間の完全な合意

が含まれており、その主題に関する当事者間の以前のすべての合意、取り決め、および理解に優先します。 

37. a) セリフとあなたへの言及には、許可された後継者と譲受人が含まれます。b) 法定条項への言及には、修

正または再制定された法定条項が含まれます。c) 1 つの性別への言及には、他の性別への言及が含まれます。

d) 「含む」または「含む」への言及は、その後に「制限なく」という言葉が挿入されているものとみなされ

ます。e) 単数形の単語には複数形が含まれ、複数形の単語には単数形が含まれます。f) 個人には、自然人、

法人または非法人組織 (別個の法人格を持っているかどうかにかかわらず)、およびその個人の個人的な代表

者、後継者、または許可された譲受人が含まれます。 

38. 本ライセンスおよび関連する紛争は、英国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、英国の裁判

所の専属管轄権に従うものとします。このライセンスの翻訳版が提供されている場合、現地の法律で禁止さ

れていない範囲で、矛盾が生じた場合は英語版のコンテンツが優先されるものとします。 

39. MPEG-2 通知. Serif ソフトウェアに MPEG-2 機能が含まれる限り、次の規定が適用されます。パッケージ 

メディアのビデオ情報をエンコードするための MPEG-2 標準に準拠する方法で、消費者の個人的な使用以

外で本製品を使用することは、明示的に禁止されています。 MPEG-2 特許ポートフォリオの該当する特許

に基づくライセンス。このライセンスは、MPEG LA, LLC, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 

80206 から入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



macOS にインストールする場合のライセンス 

 

これは、次の当事者間の法的拘束力のあるソフトウェア ライセンス契約 (「ライセンス」) です。 

 

1. Serif (Europe) Limited of Unit 12 Wilford Industrial Estate, Nottingham NG11 7EP ( 「Serif」、「we」または

「us」 )。当社はイングランドとウェールズで登録された会社で、会社番号は 02117968 です。と 

2. あなたは、以下に定義されているセリフ ソフトウェアのユーザーです。 

 

このライセンスをよくお読みください 

このライセンスの条件に同意しない場合は、Serif ソフトウェアをインストールまたは使用しないでください。 

 

Serif ソフトウェアを使用することにより、このライセンスに拘束されることに同意したことになります。 

 

Serif Software とは、ダウンロード、ディスク、フラッシュ ドライブ、またはその他のメディアやフォーマット

を通じて、このライセンスと共に提供されるソフトウェアを意味し、ソフトウェア、コード、インターフェイス、

またはコンテンツを含み、当社または第三者が所有するかどうかにかかわらず、ソフトウェアを意味します。 

 

コンテンツとは、コンテンツ、テキスト、ドキュメント、フォント、グラフィック、画像、ビデオ、映像、オー

ディオ、メディア ファイル、データ、テンプレート、クリップアート、写真、名前、画像、商標、リンク、また

は類似のものを意味します。 

 

 

あなたの権利と許可された使用 

 

1. Serif ソフトウェアを最初に使用してから、このライセンスが終了するまで、このライセンスで明示的に規定

されているように、Serif ソフトウェアを使用するライセンスが与えられます。 

2. Serif ソフトウェアの権利は販売されません。あなたの権利は、このライセンスの条件内で Serif ソフトウェ

アを使用することだけです。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は Serif に留保されます。 

3. お客様に付与されるライセンスは限定的であり、譲渡不可かつ非独占的です。法律によって除外できない権

利の範囲を除き、お客様は以下を許可されます。 

(i) あなたが個人である場合、個人的な使用のためにダウンロード、インストール、使用、および実行する

ために、あなたが個人的に所有または管理する macOS を実行している各コンピューター (「Mac コ

ンピューター」) に Serif ソフトウェアの 1 つのコピーを直接。商用利用は許可されていますが、お客

様のみが使用でき、お客様が所有または管理する Mac コンピュータの他のユーザーは使用できません。

たとえば、あなたの Mac コンピュータを使用する家族の他のメンバーは Serif ソフトウェアを個人的

に使用することができますが、あなた以外の誰かが Serif ソフトウェアを商業的に使用する必要がある

場合、他のユーザーは別の購入を行う必要があります。 

    (ii) あなたが営利企業である場合、次のいずれかの使用のために Serif ソフトウェアの 1 つのコピーをダ

ウンロード、インストール、使用、および実行すること: (a) 使用する各 Mac コンピュータで特定の 1 

人の個人(b) お客様が所有または管理する 1 台の共有 Mac コンピュータ上の複数の個人によるもの。

たとえば、1 人の従業員がデスクトップとラップトップの両方の Mac コンピュータで Serif ソフトウ

ェアを使用する場合や、共有リソースとして使用される 1 台の Mac コンピュータで複数の従業員が 



Serif ソフトウェアを連続して使用する場合があります。 

    (iii) あなたが教育機関である場合、以下のいずれかで使用するために Serif ソフトウェアの 1 つのコピー

をダウンロード、インストール、使用、および実行するには: (b) お客様が所有または管理する単一の共

有 Mac コンピュータで複数の個人が使用する。たとえば、1 人の学生が学生のデスクトップ Mac コ

ンピュータとラップトップ Mac コンピュータの両方で Serif ソフトウェアを使用したり、リソース 

センターまたは図書館にある 1 台の Mac コンピュータで複数の学生が Serif ソフトウェアを連続し

て使用したりできます。 

 

4. このライセンスで明示的に許可されている範囲を除きます。 

(a) ネットワークまたは複数のコンピューターで同時に使用できるその他の手段を介して、Serif ソフトウ

ェアを実行すること、または実行することを許可することはできません。 

(b) あなたには、Serif Software をレンタル、貸与、リース、販売、提供、譲渡または配布、譲渡、再配布、

またはサブライセンスする権利はありません。 

 

5. Serif ソフトウェアは、特定のオープン ソース マテリアルを使用している可能性があります。このようなオ

ープン ソース マテリアルに関連するライセンスは、Serif ソフトウェアに含まれる Licences.rtf ファイル

で確認できます。 

6. Serif ソフトウェアは、特定のサード パーティ ソフトウェアおよびその他の著作権で保護された素材を使

用している可能性があります。このソフトウェアまたはマテリアルに関連するサード パーティのライセンス

の条件が、Serif ソフトウェアに付属する電子ドキュメントに記載されている場合、これらの条件に従う必要

があります。 

7. Apple App Store を通じて  Serif ソフトウェアを入手した場合、Apple App Store 利用規約  ( https : 

//www.Apple.com/legal/itunes/ww/ )。 

   これらの条件と本ライセンスとの間に矛盾がある場合、本ライセンスが優先されるものとします。 

8. Serif ソフトウェアは、国際著作権法および特許法によって保護されています。Serif ソフトウェアのすべて

の権原および著作権を含む知的財産権は、Serif またはそのライセンサーが所有します。 

9. 著作権所有者の許可なく、著作権物を複製、複製、翻案、出版、発行、通信、展示、送信、配布するなど、

第三者の著作権を侵害する可能性のある方法でセリフ ソフトウェアを使用してはなりません。 . Serif ソフ

トウェアの使用が第三者の権利を侵害していないことを確認するのは、ユーザーの責任です。この点に関し

て、必要な法的助言を受ける必要があります。 

10. Serif ソフトウェアを使用してコンテンツを表示またはアクセスする場合、コンテンツが第三者によって所

有されている可能性があり、著作権および/またはその他の知的財産権によって保護されている可能性があ

り、使用条件の対象となる可能性があることを認めます。このライセンスに明示的に記載されている場合を

除き、お客様にはそのようなコンテンツを使用する権利が付与されておらず、コンテンツが引き続きお客様

に提供されることを表明するものではありません。Serif は第三者のコンテンツに対して責任を負わず、Serif 

が提供するコンテンツへのアクセスは便宜上のみ提供されており、そのようなアクセスの提供は Serif によ

る承認を意味するものではありません。 

11. Serif ソフトウェアは、異なるバージョンで提供されるか、またはさらに特定のライセンス条項に従う場合が

あります。たとえば、セリフ ソフトウェアは次のように提供されます。 

a.) 試用版、ロック版、デモンストレーション版、またはその他の限定使用版 (「試用版」) として。 

b.) 学生、教師、OEM/バンドル購入バージョン、またはステータスまたは使用目的に応じたその他の

バージョン (「お客様固有のバージョン」) として。 



c.) ボリューム ライセンスまたはメンテナンス ライセンスの一部として、または Serif が提供する他

のサービスの使用の一部として (「ボリューム ライセンス」)。 

すべての試用版、顧客固有のバージョン、ボリューム ライセンス、またはその他の特定の取り決めに基づいて提

供されるソフトウェアの場合、このライセンスは引き続き適用されますが、ウェブサイトに定められた条件を含

む、かかる Serif ソフトウェアが提供される条件に従うものとします。 Serif ソフトウェアのダウンロード元、

Serif ソフトウェアのパッケージ、または Serif と合意したその他の方法。トライアル ソフトウェアの場合、こ

のライセンスは、トライアルまたはデモンストレーションの一部として指定された期間の後に終了します。顧客

固有のソフトウェアの場合、このライセンスは、購入時に規定のステータス要件を満たしている場合にのみ有効

になります。 

 

12. ただし、Serif ソフトウェアの通常の許可された使用に必要な範囲、法律によってそのような権利を除外でき

ない場合、または Serif ソフトウェアに含まれている可能性のあるオープンソース コンポーネントの使用

を管理するライセンス条件によって許可される必要がある場合を除きます。セリフソフト: 

a.) お客様には、コピー、翻案、修正、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ソ

ース コードの導出の試行、派生物の作成、解読、変更、配布、または作成する権利はありません (ま

た、第三者に許可してはなりません)。全体または一部の Serif ソフトウェアのあらゆる側面に対す

るエラー修正。 

b.) お客様は、Serif ソフトウェアのコピー、または Serif ソフトウェアに関連するアルゴリズムやコー

ド、その他の素材のコピーに対する権利を有しません。 

 

13. Serif ソフトウェアのアップデート、アップグレード、または新しいバージョンが提供された場合、新しいラ

イセンス条件がそのようなアップデート、アップグレード、または新しいバージョンに付随しない限り、こ

のライセンスの条件がそのようなアップデート、アップグレード、または新しいバージョンの使用に適用さ

れるものとします。この場合、新しいライセンス条件は、Serif ソフトウェアの更新、アップグレード、また

は新しいバージョンのすべての使用に適用されます。このライセンスのいかなる条項も、更新、アップグレ

ード、または新しいバージョンを提供することを Serif に要求するものではありません。 

14. Serif ソフトウェアをダウンロード、インストール、および使用する際には、ダウンロードした場所に固有の

法律および規制を含む、すべての法律および規制を遵守するものとします。Serif ソフトウェアを使用して、

違法な素材またはそのような素材へのリンクを公開または送信したり、第三者の権利 (知的財産権を含む) 

を侵害したりしてはなりません。 

15. Serif (またはそのライセンサー) は、現在利用可能な Serif ソフトウェアへのアクセスをいつでも予告なし

に、またユーザーに責任を負うことなく、一時停止、削除、変更、または無効化 (または制限を課す) するこ

とができます。 

 

データ使用の同意 

 

16. Serif とその関連会社は、Serif Software に関連して提供される製品サポートやその他のサービスの一部とし

て提供された情報を、製品を改善するため、またはカスタマイズされたサービスや技術を提供するためだけ

に使用できることに同意するものとします。個人を特定できる形式でこの情報を開示しないでください。 

 

 

 



終了 

 

17. このライセンスは、お客様がその条件に重大な違反をした場合、自動的に終了します。 

18. 終了時には、セリフ ソフトウェアのすべての使用を停止し、所有しているすべてのコピーを削除する必要が

あります。 

19. 明示的または暗示的に、本ライセンスの終了時または終了後に発効または継続することが意図されている本

ライセンスの条項は、完全な効力を維持するものとします。 

 

保証と責任の制限 

 

20. 本ライセンスのいかなる条項も、以下に対するいずれかの当事者の責任を排除または制限するものではあり

ません。 

    a.) 過失による死亡または人身傷害。 

    b.) 詐欺。 

    c.) 適用法の下で除外または制限できないその他の責任。 

    ライセンスのすべての条件は、これを条件として発効するものとします。 

 

21. 消費者など、営利企業の外部で個人の立場で Serif ソフトウェアを購入する個人の権利を保護するために、

地域の法律が適用される場合があります。このライセンスのいかなる条項も、そのような保護を除外または

削減するように機能するものではありません。これに該当すると思われる場合は、消費者相談機関にご相談

ください。 

22. Serif ソフトウェアは、「現状有姿」および「利用可能な状態」で提供され、すべての欠陥および欠陥があり、

Serif またはそのライセンサーによるいかなる保証もありません。 

23. Serif ソフトウェアが必要な目的を実行し、使用される環境で適切に機能することを確認するのは、ユーザー

の責任です。それらの使用はあなたの単独の責任であり、あなたは修理、修正、またはサービスの費用に対

して責任があります。 Serif ソフトウェアのインストールが、サードパーティのソフトウェアまたはサード

パーティのサービスのユーザビリティに影響を与える可能性があることを認めます。 

24. 制限なく、Serif またはそのライセンサーは、次のような表明または保証を行わないことに注意してください。 

    a.) Serif ソフトウェアがお客様の要件を満たします。 

    b.) Serif ソフトウェアで提供される情報またはデータは、正確で、誤りがなく、包括的であること。また 

    c.) Serif ソフトウェアの動作は中断されず、エラーも発生しません。 

    d.) 当社からダウンロードできるコンテンツには、ウイルスやその他の汚染や破壊的な機能が含まれていま

せん。 

    e.) あなたは Serif ソフトウェアを干渉なく使用できます。 

    f.) Serif ソフトウェアが引き続き利用可能、維持、サポートされること、または欠陥が修正されること。 

    g.) Serif ソフトウェアは、サードパーティのソフトウェア、サードパーティのサービス、サードパーティの

外部サービス、または Serif の外部サービスと互換性があります。 

    h.) Serif ソフトウェアまたは Serif 外部サービスまたは第三者の外部サービスは、任意の言語または任意の

場所から利用可能またはアクセス可能であり、任意の場所での使用に適しています。 

 

25. 適用法の下で可能な限り、制定法、慣習法、またはその他によるかどうかにかかわらず、当事者間で効力を

有する、または本ライセンスまたは付随する契約に黙示または組み込まれる可能性のあるすべての条件、保



証、またはその他の条件は除外されます。満足のいく品質、目的への適合性、または合理的な技術と注意の

使用に関する黙示の条件、保証、またはその他の条件。 

26. Serif とそのライセンサーは、分散型サービス拒否攻撃、ウイルス、またはサイト、コンピューター機器、コ

ンピューター プログラム、データ、またはその他の専有素材に感染する可能性のあるその他の技術的に有害

な素材によって引き起こされた損失または損害について、お客様の責任を負わないものとします。 Serif ソ

フトウェアの使用。 

27. Serif とそのライセンサーは、あなた (またはあなたの下で、またはあなたを通じて主張する人) が被る可能

性のある損失または損害について、それらが直接または間接的に被ったか、即時または結果的であるかにか

かわらず、また同じことが契約、不法行為 (過失を含む)、またはその他の方法で、次のいずれかのカテゴリ

に該当する場合。 i) Serif がそのような特別な損害が発生する可能性がある状況を認識していたにもかかわ

らず、特別な損害。ii) 利益の損失。iii) 予想される貯蓄の損失。iv) ビジネス機会の損失。v) のれんの喪失。

vi) データの損失または破損。 

28. Serif の全責任は、契約、不法行為 (過失を含む)、またはその他に関係なく、また本ライセンスまたは付随

契約に関連しているかどうかにかかわらず、Serif ソフトウェアの使用に対してお客様が当社に支払うべき

総額を決して超えないものとします。 

29. お客様は、本ライセンスを締結するにあたり、本ライセンスに明示的に記載されている以外のいかなる種類

または人物の表明 (書面または口頭を問わず) に依拠しなかったこと、または (何らかの表明に依拠した場

合は、書面か口頭かを問わず、このライセンスに明示的に規定されていない場合)、そのような表明に関して

お客様は何の救済も受けず、(いずれの場合も) Serif は、このライセンスの明示的な条項に従う以外の責任を

負わないものとします。 

 

政府機関のエンド ユーザー 

 

30. Serif Software および関連ドキュメントは、48 CFR §2.101 で定義されている「商用アイテム」であり、48 

CFR §12.212 または 48 で使用されている「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ 

ソフトウェア ドキュメント」で構成されています。 CFR §227.7202、該当する場合。該当する場合、48 CFR 

§12.212 または 48 CFR §227.7202-1 から 227.7202-4 と一致して、商用コンピュータ ソフトウェアおよ

び商用コンピュータ ソフトウェア ドキュメントは、米国政府のエンド ユーザーに (a) 商用アイテムとし

てのみ、および (b)ここに記載されている条件に従って、他のすべてのエンド ユーザーに付与される権利の

み。米国の著作権法に基づいて未公開の権利を留保します。 

 

その他 

 

31. 本ライセンスおよび本ライセンスに従って付与されるライセンスは、お客様個人のものであり、明示的に許

可されている場合を除き、本ライセンスに基づく利益または利益または義務を譲渡してはなりません。 

32. Serif のライセンサーおよび認定ディストリビューターを除き、このライセンスの当事者ではない人物は、

1999 年契約 (第三者の権利) 法またはその他の条件に基づいて、このライセンスの条項を強制する権利を有

しません。本ライセンスの変更 (本ライセンスに基づく責任の放棄または妥協を含む) または終了には、第

三者の同意は必要ありません。 

33. 保証の免責事項、損害の制限と除外、お客様が補償する権利、および紛争解決は、Serif のライセンサー、サ

プライヤー、ベンダー、認定ディストリビューター、再販業者に適用され、これらはすべて明示的な第三者

受益者と見なされるものとします。 



34. 裁判所または管轄当局が、本ライセンスの条項 (または条項の一部) が無効、違法、または執行不能である

と判断した場合、その条項または条項の一部は、必要な範囲で削除されたと見なされ、有効性とこのライセ

ンスの他の規定の執行可能性は影響を受けないものとします。 

35. 明示的に記載されている場合を除き、本ライセンスのいかなる変更も、当事者 (またはその権限を与えられ

た代理人) によって書面で署名されない限り、有効ではありません。 

36. 当事者が、本ライセンスまたは法律に基づいて提供される権利または救済の行使を怠るまたは遅らせること

は、そのまたはその他の権利または救済の放棄を構成するものではなく、そのまたはその他の権利または救

済のさらなる行使を排除または制限するものでもありません. 

37. このライセンス (ライセンスで言及されている文書を含む) には、本件の主題に関する当事者間の完全な合

意が含まれており、その主題に関する当事者間の以前のすべての合意、取り決め、および理解に優先します。 

38. 38.a) セリフとあなたへの言及には、許可された後継者と譲受人が含まれます。b) 法定条項への言及には、

修正または再制定された法定条項が含まれます。c) 1 つの性別への言及には、他の性別への言及が含まれま

す。d) 「含む」または「含む」への言及は、その後に「制限なく」という言葉が挿入されているものとみな

されます。e) 単数形の単語には複数形が含まれ、複数形の単語には単数形が含まれます。f) 個人には、自然

人、法人または非法人組織 (別個の法人格を持っているかどうかにかかわらず)、およびその個人の個人的な

代表者、後継者、または許可された譲受人が含まれます。 

39. 本ライセンスおよび関連する紛争は、英国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、英国の裁判

所の専属管轄権に従うものとします。このライセンスの翻訳版が提供されている場合、現地の法律で禁止さ

れていない範囲で、矛盾が生じた場合は英語版のコンテンツが優先されるものとします。 

40. MPEG-2 通知. Serif ソフトウェアに MPEG-2 機能が含まれる限り、次の規定が適用されます。パッケージ 

メディアのビデオ情報をエンコードするための MPEG-2 標準に準拠する方法で、消費者の個人的な使用以

外で本製品を使用することは、明示的に禁止されています。 MPEG-2 特許ポートフォリオの該当する特許

に基づくライセンス。このライセンスは、MPEG LA, LLC, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 

80206 から入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iPadOS にインストールした場合のライセンス 

 

これは、次の当事者間の法的拘束力のあるソフトウェア ライセンス契約 (「ライセンス」) です。 

 

1. Serif (Europe) Limited of Unit 12 Wilford Industrial Estate, Nottingham NG11 7EP ( 「Serif」、「we」

または「us」 )。当社はイングランドとウェールズで登録された会社で、会社番号は 02117968 で

す。 

2. あなたは、以下に定義されているセリフ ソフトウェアのユーザーです。 

 

このライセンスをよくお読みください。 

このライセンスの条件に同意しない場合は、Serif ソフトウェアをインストールまたは使用しないでください。 

 

Serif ソフトウェアを使用することにより、このライセンスに拘束されることに同意したことになります。 

Serif Software とは、ダウンロード、ディスク、フラッシュ ドライブ、またはその他のメディアやフォーマット

を通じて、このライセンスと共に提供されるソフトウェアを意味し、ソフトウェア、コード、インターフェイス、

またはコンテンツを含み、当社または第三者が所有するかどうかにかかわらず、ソフトウェアを意味します。 

 

コンテンツ、テキスト、ドキュメント、フォント、グラフィックス、画像、ビデオ、映像、音声、メディア ファ

イル、データ、テンプレート、クリップアート、写真、名前、画像、商標、リンク、または類似のコンテンツ。 

 

 

あなたの権利と許可された使用 

 

1. Serif ソフトウェアを最初に使用してから、このライセンスが終了するまで、このライセンスで明示的に規定

されているように、Serif ソフトウェアを使用するライセンスが与えられます。 

2. Serif ソフトウェアの権利は販売されません。あなたの権利は、このライセンスの条件内で Serif ソフトウェ

アを使用することだけです。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は Serif に留保されます。 

3. お客様に付与されるライセンスは限定的であり、譲渡不可かつ非独占的です。法律によって除外できない権

利の範囲を除き、お客様は以下を許可されます。 

(i) あなたが個人である場合、個人的な使用のためにダウンロード、インストール、使用、および実行する

には、あなたが個人的に所有または管理する iPadOS を実行している各 iPad (「iPad デバイス」) に 

Serif ソフトウェアの 1 つのコピーを直接インストールします。商用利用は許可されていますが、お客

様が所有または管理する iPad デバイスの他のユーザーによる使用ではなく、お客様による使用のみが

許可されています。たとえば、あなたの iPad デバイスを使用するあなたの家族の他のメンバーは Serif 

ソフトウェアを個人的に使用することができますが、あなた以外の誰かが Serif ソフトウェアを商業的

に使用する必要がある場合、他のユーザーは別の購入を行う必要があります。 

    (ii) あなたが営利企業である場合、次のいずれかの使用のために Serif ソフトウェアの 1 つのコピーをダ

ウンロード、インストール、使用、および実行すること。(a) 使用する iPad デバイスのそれぞれで特

定の 1 人の個人お客様が所有または管理する、または (b) お客様が所有または管理する単一の共有 

iPad デバイス上の複数の個人による。 

    (iii) 教育機関の場合、次のいずれかで使用するために Serif ソフトウェアの 1 つのコピーをダウンロード、

インストール、使用、および実行するには、 (a) 使用する iPad デバイスごとに 1 人の個人によって



(b) お客様が所有または管理する単一の共有 iPad デバイス上の複数の個人による。 

 

4. このライセンスで明示的に許可されている範囲を除きます。 

(a) ネットワークまたは複数のデバイスで同時に使用できるその他の手段を介して Serif ソフトウェアを

実行すること、または実行を許可することはできません。 

(b) あなたには、Serif Software をレンタル、貸与、リース、販売、提供、譲渡または配布、譲渡、再配布、

またはサブライセンスする権利はありません。 

5. Serif ソフトウェアは、特定のオープン ソース マテリアルを使用している可能性があります。このようなオ

ープン ソース マテリアルに関連するライセンスは、Serif ソフトウェアに含まれる Licences.rtf ファイル

で確認できます。 

6. Serif ソフトウェアは、特定のサード パーティ ソフトウェアおよびその他の著作権で保護された素材を使

用している可能性があります。このソフトウェアまたはマテリアルに関連するサード パーティのライセンス

条件が、Serif ソフトウェアに付属する電子ドキュメントに記載されている場合、これらの条件に従う必要が

あります。 

7. Apple App Store を通じて  Serif ソフトウェアを入手した場合、Apple App Store 利用規約  ( https : 

//www.Apple.com/legal/itunes/ww/ )。 

  これらの条件と本ライセンスとの間に矛盾がある場合、本ライセンスが優先されるものとします。 

8. Serif ソフトウェアは、国際著作権法および特許法によって保護されています。Serif ソフトウェアのすべて

の権原および著作権を含む知的財産権は、Serif またはそのライセンサーが所有します。 

9. 著作権所有者の許可なく、著作権物を複製、複製、翻案、出版、発行、通信、展示、送信、配布するなど、

第三者の著作権を侵害する可能性のある方法でセリフ ソフトウェアを使用してはなりません。 . Serif ソフ

トウェアの使用が第三者の権利を侵害していないことを確認するのは、ユーザーの責任です。この点に関し

て、必要な法的助言を受ける必要があります。 

10. Serif ソフトウェアを使用してコンテンツを表示またはアクセスする場合、コンテンツが第三者によって所

有されている可能性があり、著作権および/またはその他の知的財産権によって保護されている可能性があ

り、使用条件の対象となる可能性があることを認めます。このライセンスに明示的に記載されている場合を

除き、お客様にはそのようなコンテンツを使用する権利が付与されておらず、コンテンツが引き続きお客様

に提供されることを表明するものではありません。Serif は第三者のコンテンツに対して責任を負わず、Serif 

が提供するコンテンツへのアクセスは便宜上のみ提供されており、そのようなアクセスの提供は Serif によ

る承認を意味するものではありません。 

11. Serif ソフトウェアは、異なるバージョンで提供されるか、またはさらに特定のライセンス条件に従って提供

される場合があります。たとえば、セリフ ソフトウェアは次のように提供されます。 

a.) 試用版、ロック版、デモンストレーション版、またはその他の限定使用版 (「試用版」) として。 

b.) 学生、教師、OEM/バンドル購入バージョン、またはステータスまたは使用目的に応じたその他の

バージョン (「お客様固有のバージョン」) として。 

c.) ボリューム ライセンスまたはメンテナンス ライセンスの一部として、または Serif が提供する他

のサービスの使用の一部として (「ボリューム ライセンス」)。 

すべての試用版、顧客固有のバージョン、ボリューム ライセンス、またはその他の特定の取り決めに基づいて提

供されるソフトウェアの場合、このライセンスは引き続き適用されますが、ウェブサイトに定められた条件を含

む、かかる Serif ソフトウェアが提供される条件に従うものとします。 Serif ソフトウェアのダウンロード元、

Serif ソフトウェアのパッケージ、または Serif と合意したその他の方法。トライアル ソフトウェアの場合、こ

のライセンスは、トライアルまたはデモンストレーションの一部として指定された期間の後に終了します。顧客



固有のソフトウェアの場合、このライセンスは、購入時に規定のステータス要件を満たしている場合にのみ有効

になります。 

 

12. ただし、Serif ソフトウェアの通常の許可された使用に必要な範囲、法律によってそのような権利を除外でき

ない場合、または Serif ソフトウェアに含まれている可能性のあるオープンソース コンポーネントの使用

を管理するライセンス条件によって許可される必要がある場合を除きます。セリフソフト。 

a.) お客様には、コピー、翻案、修正、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ソ

ース コードの導出の試行、派生物の作成、解読、変更、配布、または作成する権利はありません (ま

た、第三者に許可してはなりません)。全体または一部の Serif ソフトウェアのあらゆる側面に対す

るエラー修正。 

b.) お客様は、Serif ソフトウェアのコピー、または Serif ソフトウェアに関連するアルゴリズムやコー

ド、その他の素材のコピーに対する権利を有しません。 

 

13. Serif ソフトウェアの更新、アップグレード、または新しいバージョンが提供された場合、新しいライセンス

条項がそのような更新、アップグレード、または新しいバージョンに付随しない限り、このライセンスの条

件がそのような更新、アップグレード、または新しいバージョンの使用に適用されるものとします。この場

合、新しいライセンス条項は、Serif ソフトウェアの更新、アップグレード、または新しいバージョンのすべ

ての使用に適用されます。このライセンスのいかなる条項も、更新、アップグレード、または新しいバージ

ョンを提供することを Serif に要求するものではありません。 

14. Serif ソフトウェアをダウンロード、インストール、および使用する際には、ダウンロードした場所に固有の

法律および規制を含む、すべての法律および規制を遵守するものとします。Serif ソフトウェアを使用して、

違法または好ましくない資料またはそのような資料へのリンクを公開または送信したり、第三者の権利 (知

的財産権を含む) を侵害したりしてはなりません。 

15. Serif (またはそのライセンサー) は、現在利用可能な Serif ソフトウェアへのアクセスをいつでも予告なし

に、またユーザーに責任を負うことなく、一時停止、削除、変更、または無効化 (または制限を課す) するこ

とができます。 

 

データ使用の同意 

 

16. Serif とその関連会社は、Serif Software に関連して提供される製品サポートやその他のサービスの一部とし

て提供された情報を、製品を改善するため、またはカスタマイズされたサービスや技術を提供するためだけ

に使用できることに同意するものとします。個人を特定できる形式でこの情報を開示しないでください。 

 

終了 

 

17. このライセンスは、お客様がその条件に重大な違反をした場合、自動的に終了します。 

18. 終了時には、セリフ ソフトウェアのすべての使用を停止し、所有しているすべてのコピーを削除する必要が

あります。 

19. 明示的または暗示的に、本ライセンスの終了時または終了後に発効または継続することが意図されている本

ライセンスの条項は、完全な効力を維持するものとします。 

 

 



保証と責任の制限 

 

20. 本ライセンスのいかなる条項も、以下に対するいずれかの当事者の責任を排除または制限するものではあり

ません。 

    a.) 過失による死亡または人身傷害。 

    b.) 詐欺。 

    c.) 適用法の下で除外または制限できないその他の責任。 

    ライセンスのすべての条件は、これを条件として発効するものとします。 

     

21. 消費者など、営利企業の外部で個人の立場で Serif ソフトウェアを購入する個人の権利を保護するために、

地域の法律が適用される場合があります。このライセンスのいかなる条項も、そのような保護を除外または

削減するように機能するものではありません。これに該当すると思われる場合は、消費者相談機関にご相談

ください。 

22. Serif ソフトウェアは、「現状有姿」および「利用可能な状態」で提供され、すべての欠陥および欠陥があり、

Serif またはそのライセンサーによるいかなる保証もありません。 

23. Serif ソフトウェアが必要な目的を実行し、使用される環境で適切に機能することを確認するのは、ユーザー

の責任です。それらの使用はあなたの単独の責任であり、あなたは修理、修正、またはサービスの費用に対

して責任があります. Serif ソフトウェアのインストールが、サードパーティのソフトウェアまたはサードパ

ーティのサービスのユーザビリティに影響を与える可能性があることを認めます。 

24. 制限なく、Serif またはそのライセンサーは、次のような表明または保証を行わないことに注意してください。 

    a.) Serif ソフトウェアがお客様の要件を満たします。 

    b.) Serif ソフトウェアで提供される情報またはデータは、正確で、誤りがなく、包括的であること。また 

    c.) Serif ソフトウェアの動作は中断されず、エラーも発生しません。 

    d.) 当社からダウンロードできるコンテンツには、ウイルスやその他の汚染や破壊的な機能が含まれていま

せん。 

    e.) あなたは Serif ソフトウェアを干渉なく使用できます。 

    f.) Serif ソフトウェアが引き続き利用可能、維持、サポートされること、または欠陥が修正されること。 

    g.) Serif ソフトウェアは、サードパーティのソフトウェア、サードパーティのサービス、サードパーティの

外部サービス、または Serif の外部サービスと互換性があります。 

    h.) Serif ソフトウェアまたは Serif 外部サービスまたは第三者の外部サービスは、任意の言語または任意の

場所から利用可能またはアクセス可能であり、任意の場所での使用に適しています。 

 

25. 適用法の下で可能な限り、制定法、慣習法、またはその他によるかどうかにかかわらず、当事者間で効力を

有する、または本ライセンスまたは付随する契約に黙示または組み込まれる可能性のあるすべての条件、保

証、またはその他の条件は除外されます。満足のいく品質、目的への適合性、または合理的な技術と注意の

使用に関する黙示の条件、保証、またはその他の条件。 

26. Serif とそのライセンサーは、分散型サービス拒否攻撃、ウイルス、またはサイト、コンピューター機器、コ

ンピューター プログラム、データ、またはその他の専有素材に感染する可能性のあるその他の技術的に有害

な素材によって引き起こされた損失または損害について、お客様の責任を負わないものとします。 Serif ソ

フトウェアの使用。 

27. Serif とそのライセンサーは、あなた (またはあなたの下で、またはあなたを通じて主張する人) が被る可能

性のある損失または損害について、それらが直接または間接的に被ったか、即時または結果的であるかにか



かわらず、また同じことが契約、不法行為 (過失を含む)、またはその他の方法で、次のいずれかのカテゴリ

に該当する場合。i) Serif がそのような特別な損害が発生する可能性がある状況を認識していたにもかかわら

ず、特別な損害。ii) 利益の損失。iii) 予想される貯蓄の損失。iv) ビジネス機会の損失。v) のれんの喪失。

vi) データの損失または破損。 

28. Serif の全責任は、契約、不法行為 (過失を含む)、またはその他に関係なく、また本ライセンスまたは付随

契約に関連しているかどうかにかかわらず、Serif ソフトウェアの使用に対してお客様が当社に支払うべき

総額を決して超えないものとします。 

29. お客様は、本ライセンスを締結するにあたり、本ライセンスに明示的に記載されている以外のいかなる種類

または人物の表明 (書面または口頭を問わず) に依拠しなかったこと、または (何らかの表明に依拠した場

合は、書面か口頭かを問わず、このライセンスに明示的に規定されていない場合)、そのような表明に関して

お客様は何の救済も受けず、(いずれの場合も) Serif は、このライセンスの明示的な条項に従う以外の責任を

負わないものとします。 

 

政府機関のエンド ユーザー 

 

30. Serif Software および関連ドキュメントは、48 CFR §2.101 で定義されている「商用アイテム」であり、48 

CFR §12.212 または 48 で使用されている「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ 

ソフトウェア ドキュメント」で構成されています。 CFR §227.7202、該当する場合。該当する場合、48 CFR 

§12.212 または 48 CFR §227.7202-1 から 227.7202-4 と一致して、商用コンピュータ ソフトウェアおよ

び商用コンピュータ ソフトウェア ドキュメントは、米国政府のエンド ユーザーに (a) 商用アイテムとし

てのみ、および (b)ここに記載されている条件に従って、他のすべてのエンド ユーザーに付与される権利の

み。米国の著作権法に基づいて未公開の権利を留保します。 

 

その他 

 

31. 本ライセンスおよび本ライセンスに従って付与されるライセンスは、お客様個人のものであり、明示的に許

可されている場合を除き、本ライセンスに基づく利益または利益または義務を譲渡してはなりません。 

32. Serif のライセンサーおよび認定ディストリビューターを除き、このライセンスの当事者ではない人物は、

1999 年契約 (第三者の権利) 法またはその他の条件に基づいて、このライセンスの条項を強制する権利を有

しません。本ライセンスの変更 (本ライセンスに基づく責任の放棄または妥協を含む) または終了には、第

三者の同意は必要ありません。 

33. 保証の免責事項、損害の制限と除外、お客様が補償する権利、および紛争解決は、Serif のライセンサー、サ

プライヤー、ベンダー、認定ディストリビューター、再販業者に適用され、これらはすべて明示的な第三者

受益者と見なされるものとします。 

34. 裁判所または管轄当局が、本ライセンスの条項 (または条項の一部) が無効、違法、または執行不能である

と判断した場合、その条項または条項の一部は、必要な範囲で削除されたと見なされ、有効性とこのライセ

ンスの他の規定の執行可能性は影響を受けないものとします。 

35. 明示的に記載されている場合を除き、本ライセンスのいかなる変更も、当事者 (またはその権限を与えられ

た代理人) によって書面で署名されない限り、有効ではありません。 

36. 当事者が、本ライセンスまたは法律に基づいて提供される権利または救済の行使を怠るまたは遅らせること

は、そのまたはその他の権利または救済の放棄を構成するものではなく、そのまたはその他の権利または救

済のさらなる行使を排除または制限するものでもありません。 



37. このライセンス (ライセンスで言及されている文書を含む) には、本件の主題に関する当事者間の完全な合

意が含まれており、その主題に関する当事者間の以前のすべての合意、取り決め、および理解に優先します。 

38. a) セリフとあなたへの言及には、許可された後継者と譲受人が含まれます。b) 法定条項への言及には、修

正または再制定された法定条項が含まれます。c) 1 つの性別への言及には、他の性別への言及が含まれます。

d) 「含む」または「含む」への言及は、その後に「制限なく」という言葉が挿入されているものとみなされ

ます。e) 単数形の単語には複数形が含まれ、複数形の単語には単数形が含まれます。f) 個人には、自然人、

法人または非法人組織 (別個の法人格を持っているかどうかにかかわらず)、およびその個人の個人的な代表

者、後継者、または許可された譲受人が含まれます。 

39. 本ライセンスおよび関連する紛争は、英国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、英国の裁判

所の専属管轄権に従うものとします。このライセンスの翻訳版が提供されている場合、現地の法律で禁止さ

れていない範囲で、矛盾が生じた場合は英語版のコンテンツが優先されるものとします。 

40. MPEG-2 通知. Serif ソフトウェアに MPEG-2 機能が含まれる限り、次の規定が適用されます。パッケージ 

メディアのビデオ情報をエンコードするための MPEG-2 標準に準拠する方法で、消費者の個人的な使用以

外で本製品を使用することは、明示的に禁止されています。 MPEG-2 特許ポートフォリオの該当する特許

に基づくライセンス。このライセンスは、MPEG LA, LLC, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 

80206 から入手できます。 

 

サードパーティのライセンス条項を参照してください。 

 

最終更新日: 2022 年 11 月 9 日 


