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本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) の条項は、貴社と Microsoft Corporation（または貴社の居住地によっては

その関連会社）との契約を構成します。以下の条項を注意してお読みください。本契約書は、上記のソフトウェアおよびソ

フトウェアが記録された媒体 (以下総称して「本ソフトウェア」といいます) に適用されます。また、本契約書は、以下の

関連するマイクロソフト製品に、別途固有の使用許諾契約書が付属していない場合には、これらの製品にも適用されるもの

とします。 

• 更新プログラム 

• 追加物 

• インターネットベースのサービス 

• サポート サービス 

なお、これらの製品に別途固有の使用許諾契約書が付属している場合には、当該使用許諾契約書が適用されるものとします。 

本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを使用使用使用使用することによりすることによりすることによりすることにより、、、、貴社貴社貴社貴社はははは本契約書本契約書本契約書本契約書にににに同意同意同意同意されたものとしますされたものとしますされたものとしますされたものとします。。。。本契約書本契約書本契約書本契約書にににに同意同意同意同意されないされないされないされない場合場合場合場合、、、、本本本本ソフソフソフソフ

トウェアトウェアトウェアトウェアをををを使用使用使用使用することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、未使用未使用未使用未使用のののの本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを購入店購入店購入店購入店へごへごへごへご返品返品返品返品されることによりされることによりされることによりされることにより、、、、おおおお支払支払支払支払いいただいいいただいいいただいいいただい

たたたた金額金額金額金額のののの払戻払戻払戻払戻しをしをしをしを受受受受けられるけられるけられるけられる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。  購入店から払戻しを受けられない場合、マイクロソフトまたは最寄りのマイク

ロソフトの関連会社までご連絡ください。連絡先については、www.microsoft.com/worldwide をご参照ください。日本国内

では、03-5454-8000 までご連絡いただくか、または www.microsoft.com/japan/ をご参照ください。 

おおおお客様客様客様客様がががが本契約本契約本契約本契約にににに同同同同意意意意されるされるされるされる場合場合場合場合、、、、おおおお客様客様客様客様がががが取得取得取得取得したしたしたした各各各各ライセンスライセンスライセンスライセンスにににに対対対対しししし以下以下以下以下がががが許諾許諾許諾許諾されますされますされますされます。。。。 

1. 総則総則総則総則 

a. 本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア 本ソフトウェアには、開発ツール、ソフトウェア プログラム、およびドキュメントが含まれます。 

b. ライセンスライセンスライセンスライセンスのののの形態形態形態形態 本ソフトウェアはユーザー毎に使用許諾されます。 

2. インストールインストールインストールインストールおよびおよびおよびおよび使用使用使用使用にににに関関関関するするするする権利権利権利権利 

a. 一般条項一般条項一般条項一般条項 1 人のユーザーが、お客様のプログラムの設計、開発、テストおよびデモンストレーションを行うために、

本ソフトウェアの複製をインストールして使用することができます。テストには、製品としての使用以前に本サー

バー上へコンテンツをローディングする等、製品環境でのステージングは含まれないものとします。 

b. 対象対象対象対象となるとなるとなるとなるマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト製製製製プログラムプログラムプログラムプログラム 本使用許諾契約の条項は、本ソフトウェアに含まれるすべてのマイクロソフト

製プログラムに適用されます。これらのプログラムのいずれかに付属する使用許諾契約の条項によって、本使用許諾

契約の条項との間に明白な不一致がないその他の権利がお客様に付与される場合、お客様はそれらの権利も有しま

す。 

3. 追加追加追加追加ののののライセンスライセンスライセンスライセンス条件条件条件条件およびおよびおよびおよび追加追加追加追加のののの使用権使用権使用権使用権 

a. ユーザーユーザーユーザーユーザーによるによるによるによるテストテストテストテスト お客様のエンドユーザーは、お客様のプログラムの受入試験を行うために本ソフトウェアに

アクセスすることができます。 

b. デモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーション お客様の内部ネットワークにアクセスできるあらゆる者は、本ソフトウェア上でお客様のプ

ログラムをデモンストレーションする目的のために、本ソフトウェアの複製をインストールして使用することがで

きます。これらの複製は、他のいかなる目的にも使用することはできません。 

c. 再頒布可能再頒布可能再頒布可能再頒布可能コードコードコードコード 本ソフトウェアには、お客様が開発されたプログラムに含めて再頒布可能な再頒布可能コードが

含まれています。ただし、以下の条件に従うものとします。 

i. 使用使用使用使用およびおよびおよびおよび再頒布再頒布再頒布再頒布のののの権利権利権利権利 以下以下以下以下にににに記載記載記載記載するするするするコードコードコードコードおよびおよびおよびおよびテキストテキストテキストテキスト ファイルファイルファイルファイルをををを「「「「再頒布可能再頒布可能再頒布可能再頒布可能コードコードコードコード」」」」とととと定義定義定義定義しましましましま

すすすす。。。。 

• サンプル コード お客様は、「sample」のマークが付いたコードのソース コードおよびオブジェクト コー

ドを改変、コピーおよび頒布することができます。 

•  第三者による再頒布 お客様は、お客様のプログラムの頒布者に対して、かかるプログラムの一部として再

頒布可能コードのコピーおよび頒布を許可することができます。 

ii. 再頒布再頒布再頒布再頒布のののの条件条件条件条件 おおおお客様客様客様客様はははは、、、、おおおお客様客様客様客様がががが頒布頒布頒布頒布するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる再頒布可能再頒布可能再頒布可能再頒布可能コードコードコードコードにつきにつきにつきにつき、、、、以下以下以下以下にににに従従従従わなければなりませんわなければなりませんわなければなりませんわなければなりません。。。。 



•  お客様のプログラムにおいて再頒布可能コードに重要な新しい機能を追加すること 

•  お客様のアプリケーションのエンド ユーザーとの間において、本契約と同等以上に再頒布可能コードを保

護する条項を含む使用許諾契約を締結すること 

•  お客様のアプリケーションにお客様名義の有効な著作権表示を行うこと 

•  お客様のプログラムの頒布または使用に関するクレームについて、マイクロソフトを免責、保護、補償す

ること (弁護士費用についての免責、保護、補償も含む) 

iii. 再頒布再頒布再頒布再頒布のののの制限制限制限制限 次次次次のののの行為行為行為行為はははは一切禁止一切禁止一切禁止一切禁止されていますされていますされていますされています。。。。 

•  再頒布可能コードにおける著作権、商標または特許の表示を改変すること 

•  お客様のプログラムの名称の一部にマイクロソフトの商標を使用したり、お客様の製品がマイクロソフト

から由来したり、マイクロソフトが推奨するように見せかけること 

•  Windows プラットフォーム以外のプラット フォームで実行するプログラムにおいて再頒布可能コードを再

頒布すること 

•  再頒布可能コードを悪質、詐欺的または違法なプログラムに組み込むこと 

•  除外ライセンスのいずれかの条項が適用されることとなるような方法で再頒布可能コードのソース コード

を改変または再頒布すること。「除外ライセンス」とは、使用、改変または再頒布の条件として以下の条

件を満たすことを要求するライセンスです。 

• コードをソース コード形式で公表または頒布すること 

• 他者が改変を行う権利を有すること 

4. インターネットベースインターネットベースインターネットベースインターネットベースののののサービスサービスサービスサービス マイクロソフトは、本ソフトウェアについてインターネットベースのサービスを提供

します。マイクロソフトはいつでもこのサービスを変更または中止できるものとします。 

5. ベンチマークベンチマークベンチマークベンチマーク テストテストテストテスト お客様は、マイクロソフトの事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアのベンチマーク テ

ストの結果を第三者に開示することはできません。ただし、この制限は Microsoft .NET Framework (以下を参照) には適

用されません。 

6. Microsoft .NET Framework ののののベンチマークベンチマークベンチマークベンチマーク テストテストテストテスト 本ソフトウェアには、Windows オペレーティング システム

の .NET Framework コンポーネント (以下「.NET コンポーネント」といいます) が含まれています。お客様は、.NET コ

ンポーネントの内部ベンチマーク テストを実施することができます。お客様は、以下の条件に従うことを条件に、.NET 

コンポーネントのベンチマーク テストの結果を開示することができます。(1) お客様が開示する内容には、ベンチマー

ク テスト方法の完全かつ正確な詳細説明、テスト スクリプト/ケース、適用した同調パラメータ、テストしたハードウ

ェアおよびソフトウェア プラットフォーム、テストの実行に使用された第三者のテスト ツールの名前とバージョン、

お客様によって、またはお客様のために開発され、.NET コンポーネントと競合製品の両方に使用されたテスト用ベンチ

マーク スイート/ハーネスの完全なソースコードなど、追試に必要な情報がすべて含まれている必要があります。(2) お

客様が開示する内容には、ベンチマーク テストの実施日、.NET コンポーネントを含むテスト対象マイクロソフト ソフ

トウェアのバージョン情報も含まれている必要があります。(3) お客様のベンチマーク テストは、ソフトウェア付属の

文書やマイクロソフトのサポート Web サイトに記載されたあらゆるパフォーマンス調整およびベスト プラクティスの

ガイダンス、ならびに .NET コンポーネントおよび関連するマイクロソフト オペレーティング システムについて利用可

能な最新のアップデート、パッチ、修正を使用して実施されるものとします。(4) お客様のベンチマーク テスト結果の

公開すべてが必要な開示情報すべてを含む公のサイトで行われることが明らかである限り、上記の情報の開示を Web 

サイトなどの公にアクセス可能な場で行えば十分です。(5) 本条項のどの部分も、お客様がベンチマーク テストを行わ

なければならないその他の権利を放棄するものとはみなされません。前項の義務は、.NET コンポーネントのカスタマイ

ズされたベンチマーク テスト結果の開示には適用されません。この場合、このような開示は、各顧客の要求に関連して

極秘で行われます。これらの顧客のアプリケーションは特別な方法でテストされ、その結果は特定の顧客に対してのみ

開示されるものとします。マイクロソフトと別段の合意があっても、お客様がかかるベンチマーク テスト結果を公表し

た場合、マイクロソフトは、上述の条件と同じ条件に従うことを条件に、.NET コンポーネントと競合するお客様のソフ

トウェアについてマイクロソフトが実施したベンチマーク テストの結果を公表する権利を有します。 

7. ライセンスライセンスライセンスライセンスのののの適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 本ソフトウェアは許諾されるものであり、販売されるものではありません。本契約書は、お客様

に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。マイクロソフトはその他の権利をすべて留保します。適用さ

れる法令により本契約書上明示的に許諾された内容を超える権利が付与される場合を除き、お客様は本契約書で明示的

に許可された方法でのみ本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、本ソフトウェアに組み込まれた使用方

法を制限する技術的制限に従うものとします。詳細については、www.microsoft.com/licensing/userights をご参照くだ

さい。次の行為は一切禁止されています。 



• 本ソフトウェアの技術的な制限を回避する方法で利用すること 

• 本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すること 

• 本契約書で規定された以上の数の本ソフトウェアの複製を作成すること 

• 第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること 

• 本ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること 

• 本ソフトウェアを商用ホスティング サービスで使用すること 

8. バックアップバックアップバックアップバックアップのののの複製複製複製複製 お客様は、本ソフトウェアのバックアップの複製を 1 つ作成することができます。お客様は、本

ソフトウェアを再インストールするためにのみ複製を使用することができます。 

9. ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント お客様のコンピュータまたは内部ネットワークに正規にアクセスできる方は、内部的な参照目的に限り、

ドキュメントを複製して使用することができます。 

10. ACADEMIC EDITION 本ソフトウェアに「アカデミック パック」、「Academic Edition」または「AE」と明記されて

いる場合、お客様は「アカデミック パック使用対象者」として指定されている方でなければなりません。お客様がアカ

デミック パック使用対象者かどうかについては、www.microsoft.com/education をご覧になるか、または最寄りのマイ
クロソフトの関連会社までお問い合わせください。 

11. 第三者第三者第三者第三者へのへのへのへの譲渡譲渡譲渡譲渡 本ソフトウェアの最初のユーザーは、本ソフトウェアおよび本契約を直接第三者に譲渡することができ

ます。本ソフトウェアを譲渡する前に、本ソフトウェアの譲受人は本契約書が譲渡および本ソフトウェアの使用に適用

されることに同意しなければなりません。最初のユーザーは、デバイスと分離して譲渡する場合、譲渡する前に本ソフ

トウェアをデバイスからアンインストールする必要があります。最初のユーザーは、本ソフトウェアの複製を一切保持

することができません。 

12. 輸出規制輸出規制輸出規制輸出規制 本ソフトウェアはアメリカ合衆国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本ソフトウ

ェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンドユーザーおよびエンドユーザーによる使用に関す

る制限を含みます) を遵守することに同意されたものとします。詳細については www.microsoft.com/exporting をご参

照ください。 

13. サポートサポートサポートサポート サービスサービスサービスサービス マイクロソフトは、本ソフトウェアに対し www.support.microsoft.com/common/international.aspx 

で説明されるサポート サービスを提供します。 

14. 完全完全完全完全なななな合意合意合意合意 本契約書 (下記の品質保証規定を含みます)、その補足条項、および追加物、更新プログラム、インターネッ

トベース サービス、ならびにサポート サービスに関する条件は、本ソフトウェアおよびサポート サービスについての

お客様とマイクロソフトとの間の完全なる合意です。 

15. 準拠法準拠法準拠法準拠法  

a. 日本日本日本日本 お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本契約は日本法に準拠するものとします。 

b. 米国米国米国米国 お客様が本ソフトウェアをアメリカ合衆国内で入手された場合、抵触法に関わらず、本契約の解釈および契約

違反への主張は、アメリカ合衆国ワシントン州法に準拠するものとします。消費者保護法、公正取引法、および違

法行為を含みますがこれに限定されない他の主張については、お客様が所在する地域の法律に準拠します。 

c. 日本及日本及日本及日本及びびびび米国以外米国以外米国以外米国以外 お客様が本ソフトウェアを日本国及びアメリカ合衆国以外の国で入手された場合、本契約は適用

される地域法に準拠するものとします。 

16. 法的効力法的効力法的効力法的効力 本契約書は、特定の法的な権利を規定したものです。お客様は、地域や国によっては、その他の権利を有する

場合があります。また、お客様が本ソフトウェアを取得された第三者に関する権利を有する場合もあります。本契約書

は、お客様の地域または国の法律が当該法律に基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものと

します。 

17. 責任責任責任責任のののの制限制限制限制限およびおよびおよびおよび除外除外除外除外 マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトおよびそのおよびそのおよびそのおよびその供給者供給者供給者供給者のののの責任責任責任責任はははは、、、、おおおお客様客様客様客様がががが本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアについてについてについてについて実際実際実際実際にににに支払支払支払支払ったったったった

金額金額金額金額をををを上限上限上限上限とするとするとするとする直接損害直接損害直接損害直接損害にににに限定限定限定限定されますされますされますされます。。。。そのそのそのその他他他他のののの損害損害損害損害 (派生的損害派生的損害派生的損害派生的損害、、、、逸失利益逸失利益逸失利益逸失利益、、、、特別損害特別損害特別損害特別損害、、、、間接損害間接損害間接損害間接損害、、、、またはまたはまたはまたは付随付随付随付随

的損害的損害的損害的損害をををを含含含含みますがこれらにみますがこれらにみますがこれらにみますがこれらに限定限定限定限定されませんされませんされませんされません) にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、一切責任一切責任一切責任一切責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。 

この制限は、以下に適用されるものとします。 

• 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) または第三者の

プログラムに関連した事項 

• 契約違反、保証違反、無過失責任、または不法行為 (適用法で許可されている範囲において) 

また、以下の場合においても、制限が適用されるものとします。 



• 本ソフトウェアの修理、交換、または払戻しを行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 

• マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合 

一部の地域では付随的、派生的損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記の制限事項が適用されない場合が

あります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記

の制限事項が適用されない場合があります。  



************************************************************************************** 

品質保証規定品質保証規定品質保証規定品質保証規定 

A. 限定保証限定保証限定保証限定保証 お客様が説明書に従うことを条件に、本ソフトウェアは、本ソフトウェアに含まれた、または同梱されたマイ

クロソフトのの資料に実質的に従って動作します。 

B. 保証期間保証期間保証期間保証期間、、、、保証保証保証保証のののの対象対象対象対象、、、、黙示黙示黙示黙示のののの保証保証保証保証のののの期間期間期間期間 品質保証規定品質保証規定品質保証規定品質保証規定はははは、、、、最初最初最初最初ののののユーザーユーザーユーザーユーザーがががが本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを取得後取得後取得後取得後 1 年間有効年間有効年間有効年間有効でででで

すすすす。。。。1 年年年年のののの有効期間内有効期間内有効期間内有効期間内にににに追加物追加物追加物追加物、、、、更新更新更新更新プログラムプログラムプログラムプログラム、、、、またはまたはまたはまたは交換交換交換交換ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを入手入手入手入手されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、それらはそれらはそれらはそれらは有効期間有効期間有効期間有効期間のののの残残残残

存期間中存期間中存期間中存期間中、、、、またはまたはまたはまたは入手後入手後入手後入手後 30 日間日間日間日間のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか遅遅遅遅くくくく到来到来到来到来するするするする日日日日までまでまでまで保証保証保証保証されますされますされますされます。。。。最初のユーザーが本ソフトウェアを譲渡

した場合、残りの有効期間は本ソフトウェアの譲受人に適用されます。 

法律上許容法律上許容法律上許容法律上許容されるされるされるされる最大限最大限最大限最大限においてにおいてにおいてにおいて、、、、適用法適用法適用法適用法によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様にににに与与与与えられるえられるえられるえられる黙示黙示黙示黙示のののの保証保証保証保証またはまたはまたはまたは条件条件条件条件はははは、、、、品質保証規定品質保証規定品質保証規定品質保証規定でででで定義定義定義定義ささささ

れたれたれたれた有効期間有効期間有効期間有効期間にににに限定限定限定限定されるものとしますされるものとしますされるものとしますされるものとします。。。。一部の地域では黙示の保証の期間の制限を認めないため、上記の制限事項が

適用されない場合があります。また、一部の国では黙示の保証または条件の有効期間の設定を認めないため、上記の制

限事項が適用されない場合があります。 

C. 免責免責免責免責 マイクロソフトは、お客様の行為 (または不履行)、もしくは第三者の行為による、またはその他のマイクロソフト

が制御不能な事項を原因とした問題については一切責任を負いません。 

D. 保証違反保証違反保証違反保証違反にににに対対対対するするするする救済救済救済救済 マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトはははは、、、、無償無償無償無償でででで本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを修理修理修理修理またはまたはまたはまたは交換交換交換交換しますしますしますします。。。。本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの修理修理修理修理まままま

たはたはたはたは交換交換交換交換がががが不可能不可能不可能不可能なななな場合場合場合場合、、、、おおおお客様客様客様客様のののの領収書領収書領収書領収書にににに記載記載記載記載されたされたされたされた本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの代金代金代金代金をををを返金返金返金返金しますしますしますします。。。。マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトはははは、、、、無償無償無償無償

でででで追加物追加物追加物追加物、、、、更新更新更新更新プログラムプログラムプログラムプログラムおよびおよびおよびおよび交換交換交換交換ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを修理修理修理修理またはまたはまたはまたは交換交換交換交換しますしますしますします。。。。これらのこれらのこれらのこれらの修理修理修理修理またはまたはまたはまたは交換交換交換交換がががが不可能不可能不可能不可能なななな場合場合場合場合、、、、

おおおお客様客様客様客様がががが追加物追加物追加物追加物、、、、更新更新更新更新プログラムプログラムプログラムプログラムおよびおよびおよびおよび交換交換交換交換ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアにににに対対対対しておしておしておしてお支払支払支払支払いになられたいになられたいになられたいになられた代金代金代金代金をををを返金返金返金返金しますしますしますします。。。。返金返金返金返金をををを受受受受けけけけ

るにはるにはるにはるには、、、、本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアををををアンインストールアンインストールアンインストールアンインストールしししし、、、、領収書領収書領収書領収書とととと共共共共ににににマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトにににに返品返品返品返品するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。これらがこれらがこれらがこれらが、、、、

保証違反保証違反保証違反保証違反にににに対対対対するおするおするおするお客様客様客様客様のののの唯一唯一唯一唯一のののの救済手段救済手段救済手段救済手段となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

E. 変更変更変更変更できないできないできないできない消費者権利消費者権利消費者権利消費者権利 本契約書本契約書本契約書本契約書がががが変更変更変更変更できないおできないおできないおできないお客様客様客様客様のののの地域地域地域地域のののの法令法令法令法令によるによるによるによる追加追加追加追加のののの消費者消費者消費者消費者のののの権利権利権利権利がががが存在存在存在存在するするするする場合場合場合場合があがあがあがあ

りますりますりますります。。。。 

F. 保証保証保証保証にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ 領収書などのご購入の証明が必要になります。 

1. 米国米国米国米国およびおよびおよびおよびカナダカナダカナダカナダ 米国またはカナダで入手された本ソフトウェアに関する保証サービスもしくは返金に関して不明

な点がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。 

• (800) MICROSOFT 

• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 

• www.microsoft.com/info/nareturns.htm。 

2. ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ、、、、中東中東中東中東、、、、およびおよびおよびおよびアフリカアフリカアフリカアフリカ 本ソフトウェアをヨーロッパ、中東、またはアフリカで入手された場合、

Microsoft Ireland Operations Limited がこの品質保証規定を履行します。保証サービスをお求めの場合、下記の連絡

先までご連絡ください。 

• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, 

Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland 

• 貴社の地域のマイクロソフト子会社 (www.microsoft.com/worldwide)。 

3. 米国米国米国米国、、、、カナダカナダカナダカナダ、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ、、、、中東中東中東中東、、、、およびおよびおよびおよびアフリカアフリカアフリカアフリカ以外以外以外以外のののの地域地域地域地域購入店から払戻しを受けられない場合、マイクロソ

フトまたは最寄りのマイクロソフトの関連会社までご連絡ください。連絡先については、 

www.microsoft.com/worldwide をご参照ください。日本国内では、03-5454-8000 までご連絡いただくか、または 

www.microsoft.com/japan/ をご参照ください。 

G. 無保証無保証無保証無保証 本本本本ソソソソフトウェアフトウェアフトウェアフトウェアのののの品質保証規定品質保証規定品質保証規定品質保証規定はははは、、、、おおおお客様客様客様客様ががががマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトからからからから直接受直接受直接受直接受けられるけられるけられるけられる唯一唯一唯一唯一のののの直接的保証直接的保証直接的保証直接的保証となりますとなりますとなりますとなります。。。。

他他他他のののの明示的明示的明示的明示的なななな保証保証保証保証はははは規定規定規定規定しませんしませんしませんしません。。。。法律上許容法律上許容法律上許容法律上許容されるされるされるされる最大限最大限最大限最大限においてにおいてにおいてにおいて、、、、商品性商品性商品性商品性、、、、特定目的特定目的特定目的特定目的にににに対対対対するするするする適合性適合性適合性適合性、、、、非侵害性非侵害性非侵害性非侵害性にににに

関関関関するするするする黙示黙示黙示黙示のののの保証保証保証保証についてはについてはについてはについては一切責任一切責任一切責任一切責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。適用法により黙示の保証が確保されている場合、本条に関わらず、

お客様に与えられる救済手段は、法律上許容される最大限において、上記「保証違反に対する救済」の条項で規定され

た救済手段に限定されるものとします。 

H. 保証規定違反保証規定違反保証規定違反保証規定違反にににに関関関関するするするする責任責任責任責任のののの制限制限制限制限およびおよびおよびおよび除外除外除外除外 上記上記上記上記のののの「「「「無保証無保証無保証無保証」」」」のののの規定規定規定規定はははは、、、、品質保証規定品質保証規定品質保証規定品質保証規定のののの違反違反違反違反にもにもにもにも適用適用適用適用されるものとされるものとされるものとされるものと

しますしますしますします。。。。 

このこのこのこの保証規定保証規定保証規定保証規定はははは、、、、おおおお客様客様客様客様のののの法的法的法的法的なななな権利権利権利権利をををを定定定定めたものですめたものですめたものですめたものです。。。。またまたまたまた、、、、地域地域地域地域やややや国国国国によってによってによってによって異異異異なるなるなるなる追加追加追加追加のののの権利権利権利権利がががが存在存在存在存在するするするする場合場合場合場合もありもありもありもあり

ますますますます。。。。  


