StarBoard Software 使用許諾契約書
本ソフトウェア製品のご使用方法について下記のソフトウェア使用許諾契約書を設けさ
せていただいております。ご使用の前に本契約の各条項をよくお読みください。ご同意い
ただけない場合は、本ソフトウェアをご使用することはできません。
（契約の趣旨）
第１条 この契約は、株式会社日立ソリューションズ（以下「乙」といいます）とお客様
（以下「甲」といいます）に対するプログラムプロダクトの使用許諾について定めたもの
です。
（目的）
第２条 乙は甲に対し次条に定めるプログラムプロダクトの使用を許諾するものとします。
（プログラムプロダクト）
第３条 この契約においてプログラムプロダクトとは機械で読み取りうる形で乙から提供
されるプログラム（StarBoard Software）及び関連資料をいいます。
（使用条件）
第４条 甲はプログラムプロダクトを複数のシステムで使用することができます。
２．甲はプログラムプロダクトを第三者に対し、
有償であると無償であるとを問わず譲渡、
使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。また、甲はプログラムプロ
ダクトの内容を第三者に開示してはならないものとします。ただし、乙の文書による事前
の同意を得た場合はこの限りでは有りません。
３．甲はプログラムプロダクトの全体又は一部を改変し、又は他のプログラムと結合して
はならないものとします。
（複製及び保全）
第５条 甲はプログラムプロダクト
（関連資料は除く）を自由に複製することができます。
２．甲はプログラムプロダクトの一部を個別に使用する目的で複製することはできません。
３．甲はプログラムプロダクトの全部又は一部を逆アセンブル又は逆コンパイルすること
はできません。
４．前３項にもかかわらず関連資料を複製することはできません。
（輸出管理）
第６条 この契約は、日本国内における使用を約定するものであり、甲が本ソフトウェア

の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品との組み合わせ、若しくは他の製品の一部と
して、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、乙の文書による事前の同
意を得るものとします。
(ａ)輸出するとき
(ｂ)海外へ持ち出すとき
(ｃ)非居住者へ提供するとき
２．甲が乙の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをするソフトウェアのうち「外国為
替及び外国貿易管理法」に定める「特定技術」に該当するものについては、甲は、日本国
の輸出関連法規に従い必要な手続きをとるものとします。なお、米国輸出管理法など外国
の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合も同様です。
（担保責任）
第７条 乙は、プログラムプロダクトの使用およびその結果生じたいかなる直接的損害ま
たは間接的損害(業務の中断、営業上の利益損失、営業情報損失による被害等)について、
甲に生じた損失に対し、何ら賠償の責を負いません。
２．乙は、プログラムプロダクトの選択導入は、甲の責任で行って頂くものとし、品質、
性能若しくは機能に関する問題については、乙は一切の責任を負いません。
（不当転売防止措置）
第８条 甲が直接又は間接に本プログラムプロダクトの輸出等をする場合、甲は日本国の
輸出関連法規に従い必要な措置を講じるものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸
出関連法規の適用を受け、所定の措置が必要となる場合も同様です。
（契約の解除）
第９条 甲が本契約に違反した場合、乙は直ちに本契約を解除できるものとします。この
場合又は本契約を終了させた場合、甲は個々のファイルを含む本プログラムプロダクト全
てを、１０日以内に廃棄するものとします。
（管轄裁判所）
第１０条

この契約に関する一切の紛争については、乙は本社所在地を管轄する地方裁判

所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
（協議事項）
第１１条

この契約の履行について疑義を生じた場合及びこの契約に定めない事項につい

ては、甲及び乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
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ファイル名に「̲GSP」が付いているファイル名は、GSP 社の使用許諾物です。
GSP 社の使用許諾は以下の通りです。
Important Notice:
BY INSTALLING THIS SOFTWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT SET FORTH ON THIS PAGE. INSTALLING THIS SOFTWARE
INDICATED YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO THE
TERMS, PROMPTLY RETURN THE FULL PRODUCT FOR A REFUND.
1. Copyright
(c) Copyright 1998 Global Software Publishing Ltd, Sherston Software Limited, David
Cornforth and Karl Harper (Content) All rights reserved. No part of this software
and/or documentation may be reproduced, duplicated or distributed in any form without
prior written permission from GSP Ltd. whose registered address is 31 St Neots Road,
Eaton Ford, St Neots, Huntingdon PE19 3BA. The Manual and CD are yours to keep, the
Software on the CD remains the property of GSP Ltd.
2. License Grant
To use the program on a single machine. You may make a single back‑up copy in support
of your use of the software. You may not rent, lend or lease this software. You may
however transfer the software to another party permanently, if that party agrees to
the terms and conditions of this agreement. You may not retain copies of the software
and it must be removed from your hard disk. At this point your license is automatically
terminated.
3. Termination
The license is effective until terminated. You may terminate the license at any time
by destroying the proprietary material. The licence will also terminate if you breach
any of the terms of the licence. You agree upon such termination to destroy the program
together with all copies in any form.

4. Limited Warranty
If the manual or CD are defective in materials or workmanship, assuming normal use,
for a period of 90 days from the date of purchase the may be refunded to GSP who will
replace them free of charge. Please send details of your purchase and a receipt for
a replacement. This does not affect your statutory rights. Should you damage your
CD or manual, they can be replaced at any time for a small fee: please contact GSP
Customer Services for further details.
5. Reverse Engineering
You may not alter, modify or adapt the software or accompanying materials. In addition
you may not translate, disassemble or reverse engineer the software.
6. Limitation of Responsibility
The program is sold "AS IS", and specifically disclaims all other warranties,
expressed or implied. You assume the entire risk as to the selection, results and
performance of the program. In no event shall GSP be liable for any damages whatsoever
(including damages for loss of data, loss of business, goodwill or any other
consequential losses of any nature) arising out of the use or inability to use the
Proprietary Material.
7. Trademarks
GSP is a trademark of Global Software Publishing Limited. All other manufacturers'
trademarks are acknowledged.
8. Use of Content
The contents of the Product may be used as illustrative or decorative material that
is included as part of a total graphic design for print or multimedia communications,
produced for you, your employer, or a client. The Product contents cannot be used
for resale or distribution as art for reproduction or as any form of stock design.
This Software has been designed for a wide variety of functions and users. GSP is
not in a position to predetermine what you will try to do with it. Therefore, the
sole liability of GSP in respect of the Software is as set in section 9 and all
warranties and conditions (whether expressed or implied by statute or otherwise)
relating to the merchantability or fitness for purpose of the Software are expressly
excluded.

9. Liability
GSP warrants that the Software will carry out the functions described on the packaging.
No further warranty is given, GSP's maximum liability, under any circumstances, is
limited to the purchase price of the Software. Some jurisdictions do not allow the
exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages or the
excluding or limiting implied warranties. As a result, the above limitations and/or
exclusions may not apply to you. Furthermore, some jurisdictions have statutory
consumer provisions which may supersede this section.
10. Laws
This License Agreement shall be governed by the laws of England and Wales.

