ライセンス情報
以下に表示されている「プログラム」には、同梱される「CAD’S プログラムのご使用条件」および次の追加条件に基づいて使用権が許諾されます。
プログラム名： MICRO CADAM Helix
プログラム番号： 5617CZA
CAD SOLUTIONS 所定の稼働環境
「プログラム」の仕様および 株式会社 CAD SOLUTIONS (以下 「CAD’S」といいます) 所定の稼働環境については、「プログラム」と共に提供される文書に記載されています。また、「README」ファイルまたは
発表レター等 CAD’S により公開された情報に記載される場合もあります。 お客様は、かかる文書およびその他プログラムの内容が英語でのみ提供される場合があることを、了承するものとします。
機密情報
ライセンシーは、機密である旨の表示を含むか否かにかかわらず、または開示に先立ち「CAD’S 機密情報」として示されたか否かにかかわらず、以下のものを CAD’S 機密情報として扱うことに同意するもの
とします。 (a)「プログラム」、(b)「プログラム」の仕様、計画、傾向、戦略、ベンチマーク、性能特性、比較およびその他のアセスメントなどの「プログラム」関連資料を含め、「プログラム」に関して CAD’S がライ
センシーに提供する情報、(c) パスワードまたはその他のアクセス・コードなどを含む、ライセンシーの「プログラム」へのアクセスに関する情報、および (d)「プログラム」に関してライセンシーが CAD’S に提
供するすべてのデータ、フィードバック、提案または書面による資料（またはそのすべて）。 ライセンシーは、CAD’S 機密情報を、それが開示された目的のため、または CAD’S のために使用することができ
ます。 本使用条件の他の条項にかかわらず、ライセンシーは、CAD’S が CAD’S 機密情報を守秘義務がない一般情報として公開する前に、かかる CAD’S 機密情報 (CAD’S 機密情報に関係する規約、書
類、またはその他の書面による資料などを含みます。) を第三者との通信、公表、配布または討議を含めて、いかなる第三者へも開示しないものとします。
ライセンシーは、CAD’S 機密情報の漏洩を防ぐため、いかなる場合にも、自己の保有する機密情報に対するのと同等以上の注意と配慮を払うものとします。ただしかかる注意義務は、いかなる場合も通常有
すべき合理的な注意義務と同等以上のものとします。 CAD’S 機密情報に関するライセンシーの責任は、お客様が CAD’S 機密情報を受領した日より 2 年間継続します。 ライセンシーは、別途記名捺印済
みの書面による機密保持契約に基づくものを除き、ライセンシーまたは第三者の機密情報または専有情報とみなされる情報を CAD’S に開示しないものとします。
機密情報に関しライセンシーが CAD’S との間で取り交わした機密保持またはその他の契約にかかわらず、前述の条件が CAD’S 機密情報の取り扱いに適用されるものとします。
リファレンス・アカウント
CAD’S は、適宜、次の事項を依頼し、ライセンシーの書面による合意を要請することがあります。 (a) ライセンシーの「プログラム」および関連サービスの利用状況を、CAD’S がパンフレット、広報、広告、な
らびにその他の販売促進資料において紹介すること。 (b) ライセンシーが、CAD’S の新規お客様開拓のために他のお客様と話すこと、業界のイベントで講演すること、またはアナリストと対話すること。
サンプル資料
「プログラム」には、プログラミング手法を説明するために、サンプル・コードまたはソース形式のその他の資料が含まれていることがあります。 ライセンシーは、本ご使用条件に基づくお客様の使用権に従うこ
とを条件に、これらの資料を、社内での使用に限り複製および変更することができます。CAD’S は、明示または黙示を問わず、権原の保証、第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証および特定目的適
合性の保証を含むすべての保証責任、およびいかなるサポート義務も負うことなく、これらの資料を現存するままの状態で提供します。
料金
「CAD‘S プログラムのご使用条件」第 1 章の 4 に、以下の各号を追加します。
1.「プログラム」の料金は、一時払料金、定期払料金（以下 ALC といいます。）またはそれらの組み合わせ(たとえば、イニシャル料金および月額料金）のいずれかです。
2.一時払料金は「プログラム」の出荷日に請求されます。また、定期払料金は、「プログラム」の出荷日の翌月 1 日以降にその期間分が請求されます。お客様は「プログラム」の料金を請求書の日付から 30 日以
内にお支払いください。
ライセンス・キーの発行について
ALC の適用期間においてその期間内で有効なラインセンス・キーを発行いたします。 ライセンス・キーは、適用期間終了日一ヶ月前までにお客様から書面によりプログラムの使用権の解約をする旨を通知さ
れた場合を除き、自動更新されます。次の適用期間は現在の適用期間終了日の翌日から 1 年とし、更新される時点で有効なご使用条件が適用されます。なお、お客様が適用期間中にプログラムの使用権を
解約された場合、支払い済みの前払い料金は、返金されません。
お客様がプログラムの使用権の解約をされると次の適用期間とそれ以降の ALC の請求とライセンス・キーの発行は停止されます。
保証について
「CAD’S プログラムのご使用条件」第 1 章 8.1 を以下に置き換えます。
CAD’S は、本件プログラムを所定の稼働環境で使用する限り、その仕様に合致することを保証します。本件プログラムの仕様および所定の稼働環境については、本件プログラムと共に提供される文書
(「README」ファイルなど) または発表レター等CAD’S が公開する情報に記載があります。ライセンシーは、国または地域により強行規定がある場合を除き、かかる文書およびその他のプログラム・コンテンツ
が英語で提供される場合があることを了承するものとします。
かかる保証は、本件プログラムの変更の加えられていない部分についてのみ適用されるものとします。CAD’S は、本件プログラムの実行が中断しないこともしくはその実行に誤りがないこと、または、すべて
の本件プログラムのすべての誤りが修正されることを保証するものではありません。本件プログラムの使用結果については、ライセンシーの責任とします。
本件プログラムの適用期間中は CAD’S が提供する MCH 支援サービス（以下 MCHS といいます）の基本サービスが適用します。その他の MCHS 提供メニューについては別途 MCHS 契約が必要です。
MCHS の詳細につきましては弊社ホームページ www.cad-solutions.co.jp をご覧ください。
使用権の休止と再開について
適用期間終了日一ヶ月前までにお客様から書面により本件プログラムの使用の休止をする旨を通知された場合、次の適用期間から ALC の請求を休止します。プログラムの使用の休止中はライセンス・キーの
発行を行いません。プログラムの使用を休止した後にプログラムの使用を再開する場合、お客様が当該ライセンスのライセンス証書の提示をもって、ALC のみでの使用を再開できるものとします。
適用除外コンポーネント
本項の条項が、本使用権に適用される法により無効または適用不可能とみなされる場合、これらの条項は適用されません。下記記載のコンポーネントは「適用除外コンポーネント」です。本使用条件中または
お客様が CAD’S と締結されたその他の条件中のこれと異なる条項にかかわらず、以下の条件が適用されます。
(a) かかる「適用除外コンポーネント」の第三者サプライヤー (以下「サプイヤー」といいます。) はコンポーネントを提供しますが、いかなる保証も提供しません。かかるサプライヤーは、「適用除外コンポーネ
ント」に関して、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三者の権利の非侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の保証、名称の保証を含むすべての明示または黙示のいかなる保証責任も負わないものとし
ます。
(b) サプライヤーは、データの喪失、節約すべかりし費用および逸失利益など「適用除外コンポーネント」に関するいかなる直接的、間接的、特別、偶発的、懲罰的、あるいは結果的損害に対しても責任を負わ
ないものとします。
(c) CAD’S およびサプライヤーは、「適用除外コンポーネント」に起因または「適用除外コンポーネント」に関するいかなる請求についても、お客様を防御することなく、お客様に対していかなる賠償責任また
は補償責任も負わないものとします。
ドイツおよびオーストリアにおいては、これらの免責にかかわらず、「適用除外コンポーネント」に対する CAD’S の保証および賠償責任は、CAD’S 使用条件中のドイツおよびオーストリアに適用されるそれ
ぞれの条項にのみ従うものとします。
「適用除外コンポーネント」のソース・コード取得に関する説明書を含む「適用除外コンポーネント」に関して CAD’S がお客様に提供すべき特記事項および CAD’S の重要なお知らせは、「プログラム」に添
付される NOTICES ファイルでご覧いただけます。
「適用除外コンポーネント」のご使用については、NOTICES ファイルに含まれている使用許諾ではなく、本使用条件の条項が適用されます。本使用条件に含まれている条項は、CAD’S が提供するものであ
り、他の第三者が提供するものではありません。将来の「プログラム」の更新版もしくはフィックスパックには、追加の「適用除外コンポーネント」が含まれている場合があります。かかる追加の「適用除外コンポー
ネント」および関連する注意書きもしくはお知らせがあれば、「プログラム」の更新版もしくはフィックスパックに付属する別の NOTICES ファイルに列記されることになります。
以下は、「適用除外コンポーネント」です。
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LICENSE INFORMATION
The Programs listed below are licensed under the following terms and conditions in addition to those of the International Program License Agreement.
Program Name：MICRO CADAM Helix
Program Number： 5617CZA
Specified Operating Environment
The Program's specifications and specified operating environment information may be found in documentation accompanying the Program, if available, such as a read-me file, or other information
published by CAD SOLUIOTNS Inc. (CAD’S), such as an announcement letter. You agree that such documentation and other Program content may be supplied only in the English language.
Confidentiality
Licensee agrees to treat the following as "CAD’S Confidential Information" regardless of whether they contain restrictive markings indicating the confidential nature thereof or have been identified as CAD’S
Confidential Information prior to disclosure: (a) the Program, (b) any information provided to Licensee by CAD’S with regard to the Program including, but not limited to, Program related materials such as
specifications, plans, trends, strategies, benchmarks, performance characteristics, comparisons and other assessments of the Program, (c) any information related to Licensee's access to the Program
including, but not limited to, passwords or other access codes, and (d) all data, feedback, suggestions and/or written materials that Licensee provides to CAD’S related to the Program. Licensee is
authorized to use the CAD’S Confidential Information for the purpose for which it was disclosed or otherwise for the benefit of CAD’S. Notwithstanding any other terms of this Agreement, Licensee agrees
not to communicate, publish, disseminate or otherwise discuss with or disclose to any third party the CAD’S Confidential Information (including but not limited to articles, papers or other written materials
pertaining to the CAD’S Confidential Information) prior to CAD’S making such CAD’S Confidential Information publicly available without a non-disclosure obligation.
Licensee agrees to use the same care and discretion to avoid disclosure of the CAD’S Confidential Information as Licensee uses with Licensee's own similar information that Licensee does not wish to
disclose, but in no event will such degree of care be less than reasonable care. Licensee's obligations with respect to the CAD’S Confidential Information will continue for a period of two years from
Licensee's receipt of the CAD’S Confidential Information. Licensee agrees not to disclose to CAD’S any information that is considered confidential or proprietary to Licensee or any third party except under
a signed, separate, written confidential agreement.
Notwithstanding the existence of any confidentiality or other agreement Licensee may have with CAD’S pertaining to confidential information, the preceding paragraphs will govern the treatment of the
CAD’S Confidential Information.
Reference Account
CAD’S may from time to time seek Licensee's written agreement: (a) to allow CAD’S to refer to Licensee's use of the Program and related services in brochures, press releases, advertisements, and other
promotional materials; and (b) for Licensee to speak with potential customers, speak at industry events, and talk to analysts.
Sample Materials
The Program may contain sample code or other materials in source form which illustrate programming techniques. You may copy and modify these materials for internal use only provided such use is
consistent with the license rights under this Agreement. CAD’S provides these materials without obligation of support and "AS IS," WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF TITLE, NON-INFRINGEMENT OR INTERFERENCE AND THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Charges
The following paragraph is added to a Section 4 (Charges) in the International Program License Agreement.

1.
2.

The amount payable for a Program will be based on one or more of the following types of charges: 1) one-time and/or 2) recurring (hereinafter ALC).
One-time charges will be invoiced upon shipment of the Program. Recurring charges for a Program begin on or after the first day of the next month. Amounts are due upon receipt of invoice and
payable within 30 days of our invoice. You agree to pay accordingly.

License Key
CAD’S will issue the license key that is valid in that period in the applicable period of ALC.
Unless licensee requests the termination of license in writing one month prior to the end of a license period, CAD’S will automatically renew expiring license under the agreement terms and charges in
effect on that date. The subsequent license period will begin on the day following the end of the preceding license period. If licensee terminates license, CAD’S does not refund for the unused portion of a
license period.
If licensee terminates license, the issuance of license key and the billing of ALC for the next terms are terminated.
Limited Warranty
The following replaces Section 8.1 (Limited Warranty) in the International Program License Agreement
CAD’S warrants that the Program, when used in its specified operating environment, will conform to its specifications. The Program's specifications, and specified operating environment information,
can be found in documentation accompanying the Program (such as a read-me file) or other information published by CAD’S (such as an announcement letter). Licensee agrees that such
documentation and other Program content may be supplied only in the English language, unless otherwise required by local law without the possibility of contractual waiver or limitation.
The warranty applies only to the unmodified portion of the Program. CAD’S does not warrant uninterrupted or error-free operation of the Program, or that CAD’S will correct all Program defects.
Licensee is responsible for the results obtained from the use of the Program.
Notwithstanding any other terms of this IPLA, warranty is substituted by the base services of MICRO CADAM Helix Support Service (hereinafter MCHS) provided by CAD’S during license period.
Licensee must be contracted separately to use ｔhe other support service of MCHS this service. Consult the MCHS for further information at www.cad-solutions.co.jp.
Suspend and resume ALC
If licensee requests the suspending of ALC in writing one month prior to the end of license period, the licensee can suspend the billing of ALC from the application of the next period. License key is not
issue during the suspend term of ALC. Licensee is not able to use the program during this terms.
If Licensee wants to resume the use of the program, CAD’S grants licensee a license to use the program with starting ALC payment. Licensee is required to present the PoE upon resumption of ALC.
Excluded Components
The provisions of this paragraph do not apply to the extent they are held to be invalid or unenforceable under the law that governs this license. The components listed below are "Excluded Components."
Notwithstanding any of the terms in the Agreement or any other agreement you may have with CAD’S:
(a) the third party suppliers of such Excluded Components ("Suppliers") provide the components WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND and, such Suppliers DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS
AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF TITLE, NON-INFRINGEMENT OR INTERFERENCE AND THE IMPLIED
WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO THE EXCLUDED COMPONENTS;
(b) in no event are the Suppliers liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, punitive or consequential damages, including but not limited to lost data, lost savings, and lost profits, with
respect to the Excluded Components; and,
(c) CAD’S and the Suppliers are not liable to You, and will not defend, indemnify, or hold You harmless for any claims arising from or related to the Excluded Components.
Notwithstanding these exclusions, in Germany and Austria, CAD’S's warranty and liability for the Excluded Components is governed only by the respective terms applicable for Germany and Austria in
the CAD’S license agreements.
Notices and important information that CAD’S is required to provide to You with respect to the Excluded Components, including instructions for obtaining source code for certain Excluded Components,
may be found in the NOTICES file(s) that accompanies the Program.
Your use of the Excluded Components is governed by the terms of the Agreement and not by any terms that may be contained in the NOTICES file(s). The terms contained in the Agreement are offered
by CAD’S and not by any other party. Future Program updates or fixpacks may contain additional Excluded Components. Such additional Excluded Components, and related notices and information, if
any, will be listed in another NOTICES file that accompanies the Program update or fixpack.
The following are Excluded Components:
Windows Template Library - WTL version 8.0
zlib version 1.2.3
libpng version 1.0.8

CADS-MC-LI-Sep2016

