MICROSOFT® ハードウェア製品用ソフトウェアのライセンス契約書

重要 - 以下のソフトウェア ライセンス契約書 (以下「本契約書」といいます) に記載されている権利および制限を注意してお読みください。本契約書は、以下の 3 部構成となっています。1) ソフトウェア ライセンス契約書、2) ソフトウェア ライセンスおよびハードウェア デバイスに関する一般条項、ならびに 3) ソフトウェアおよびハードウェア デバイスに関する品質保証規定。

本契約書は、お客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません。本契約書では総称して「お客様」といいます) と Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本契約書では、該当するマイクロソフト製マウス、ノートブック アクセサリー、ゲーム コントローラー、キーボード、Web カメラ、ヘッドセット製品、もしくは Fingerprint Reader (指紋認証装置) を「本ハードウェア デバイス」と呼びます。「本ソフトウェア」とは、該当する本ハードウェア デバイスと共に使用するためにマイクロソフトが提供するソフトウェアを意味します。本ソフトウェアには媒体 (複製を含みます)、印刷物 (マニュアルなどの文書)、オンライン文書または電子文書、およびマイクロソフトがかかる本ソフトウェアのために提供する正規のアップグレードもしくは追加が含まれます。本契約書は、本ソフトウェアが真正なマイクロソフト製の本ソフトウェアの場合のみ、お客様に権利を許諾するものとします。

以下に説明するように、お客様は、本ソフトウェアをインストールすることにより、特定の標準コンピューター情報をインターネットを経由して送信すること、およびお客様のコンピューターに更新プログラムを自動的にダウンロードおよびインストールすることに同意されたものとします。

本契約書の参照と保管。お客様が本ソフトウェアを正規の Web サイトからダウンロード、または本ハードウェア デバイスと共に受け取った場合、お客様が本契約書を承諾しない限り、本ソフトウェアをワークステーション コンピューターにインストールすることができません。本契約書を承諾されない場合の返品規定については下記を参照してください。お客様は、本契約書の内容を印刷するか、または本ソフトウェアに含まれるユーザーズ ガイドの法務情報セクションに記載された本契約書のコピーを参照することができます。注 : 印刷された本契約書もしくはお客様の依頼により送付された本契約書の条項は、本ソフトウェアの画面に表示される本契約書の条項よりも優先されます。

お客様の合意。[同意する] をクリックまたはチェック、本ハードウェア デバイスの使用、または本ソフトウェアをインストール、複製、もしくは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。[同意する] のボタンを押すと、お客様が本契約書のすべての条項に同意されたことを意味します。同意されない場合は、本ハードウェア デバイスおよび本ソフトウェアを購入店へご返品になって、お支払いいただいた金額の全額払戻しを受けてください。返品を受けられない場合、日本のマイクロソフトの子会社までご連絡いただくか、または下記まで文書にてご連絡ください。
Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
または、Microsoft の Web サイト (http://www.microsoft.com) を参照してください。

第 1 部 : ソフトウェア ライセンス条項

本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する国際条約、ならびにその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。

本ソフトウェア用一般ライセンス条項。本契約書はお客様に以下の権利を許諾します。

本ソフトウェアのインストールおよび使用。本契約書に明示的に規定されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェアのコピー 1 部を該当する本ハードウェア デバイスとともに使用する特定の 1 台のワークステーション、ターミナル (端末)、またはその他のデジタル電子デバイス (以下総称して「本ワークステーション コンピューター」といいます) にインストールして使用、アクセス、実行、またはその他のやりとりをする (以下「実行する」といいます) ことができます。

同時使用の禁止。本ソフトウェアを異なるコンピューターにインストールしたり、異なるコンピューターからアクセスしたり、異なるコンピューターで表示、実行、共有したり同時に使用することはできません。

収録されているマイクロソフトのプログラム。本ソフトウェアには、マイクロソフトの他のプログラムが含まれており、これらのプログラムのライセンス条項が適用されます。

オペレーティング システムのアップグレード。本ソフトウェアには、本ソフトウェアが正しく作動するために必要なオペレーティング システム コンポーネント ソフトウェアのアップグレードが含まれている場合があります。かかるオペレーティング システム ソフトウェアのアップグレードは、オペレーティング システム ソフトウェア ライセンス契約書またかかるアップグレードと共に提供される別途の使用許諾契約書の条項および条件の下でお客様に許諾され、本契約書は適用されないものとします。

複数の本ハードウェア デバイス。複数の本ハードウェア デバイスを 1 つのパッケージで購入された場合、パッケージで購入された本ハードウェア デバイス 1 つにつき本ソフトウェアのコピー 1 部を作成し、各コピーを本契約書に指定された方法で使用することができます。

リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限。お客様は、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はできません。ただし、これらの行為が準拠法で明示的に許可されている場合はその限りではありません。

レンタル。お客様は、本ソフトウェアをレンタルまたはリースすることはできません。

本ソフトウェアと本ハードウェアの分離の制限。本契約書では、本ソフトウェアは、1 つの統合された製品として本ハードウェア デバイスと共に許諾されています。本ソフトウェアは、本ハードウェア デバイスと共にのみ使用することができます。他のデバイスと共に使用することができません。本ソフトウェアは、本ハードウェア デバイスと分離して移管することができません。

ソフトウェアの譲渡。お客様は、本契約書に基づくお客様のすべての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしその場合、お客様は本ソフトウェアの複製物 (オリジナルの媒体を含みます) を保有することはできず、本ソフトウェアの一切 (全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、アップグレード、本契約書、およびあてはまる場合には Certificate of Authenticity を含みます) および付属の本ハードウェア デバイスを譲渡し、かつ譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。本ソフトウェアがアップグレードである場合、譲渡は本ソフトウェアの以前のバージョンも全て含んだものでなければなりません。

Not For Resale。本ソフトウェアに「Not for Resale」または「NFR」と明記されている場合、本契約書の他の条項に関わらず、本ソフトウェアを再販売またはその他のいかなる方法でも譲渡することはできません。

自動アップデート。お客様は、本ソフトウェアが、お客様が使用している本ソフトウェアおよびそのコンポーネントのバージョンを自動的かつ定期的にチェックして、本ソフトウェアおよび、またはそのコンポーネントのアップグレードまたは追加が本ワークステーション コンピューター、本ハードウェア デバイス、本ソフトウェア、もしくは本ソフトウェアと共に動作するすべてのコンピューターまたはデバイスに自動的にダウンロードされ、インストールされるようにする場合があることを認め、同意するものとします。この機能は、(a) インターネットを経由してマイクロソフトまたはサービス プロバイダのコンピューター システムに接続し、(b) インターネット プロトコルを使用して、インターネット プロトコル アドレス、オペレーティング システムの種類、ブラウザー、ご使用の本ソフトウェアおよびそのコンポーネントの名称およびバージョン、本ソフトウェアおよびそのコンポーネントがインストールされているデバイスの言語コードなど、標準コンピューター情報を適切なシステムに送信し、(c) 本ソフトウェアまたはそのコンポーネントの旧バージョンの現在の更新プログラムおよび追加を自動的にダウンロードしてインストールするか、またはダウンロードしてインストールするように要求するメッセージを表示します。お客様は、お客様のコンピューター情報をマイクロソフトが収集すること、更新プログラムおよび追加が自動的にダウンロードされてインストールされることに同意されたものとします。お客様によるかかるアップグレードまたは追加を含む本ソフトウェアおよび関連する本ハードウェア デバイスの使用は、本契約書に拘束されるものとします。ただし、アップグレードまたは追加と共に提供されるマイクロソフトの契約書により追加または修正される場合があります。接続が行われる際、個別に通知されない場合もあります。お客様は、これらの機能を解除することや、これらの機能を使用しないこともできます。これらの機能の詳細については、http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646 を参照してください。これらの機能を使用することで、お客様はマイクロソフトがこれらの情報を収集することをご了承されたものとします。マイクロソフトがこれらの情報を利用してお客様を特定したり、お客様にご連絡を差し上げたりすることはありません。

本契約書の解除。お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約書に基づくお客様の権利を解除することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアの複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。

商標。本契約書は、お客様にマイクロソフトまたはその供給者の商標またはサービスマークに関連した権利を許諾するものではありません。

サポート サービス。マイクロソフトは、本ソフトウェアまたは本ハードウェア デバイスに関するサポート サービス (以下「本サポート サービス」といいます) をお客様に提供する場合があります。本サポート サービスについては、ユーザー マニュアル、オンライン ドキュメント、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。本サポート サービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェア コードは、本ソフトウェアの一部とみなされ、本契約書の条項が適用されます。ただし、品質保証規定は本サポート サービスならびに追加のソフトウェア コードに適用されないものとします。本サポート サービスの一部としてお客様からマイクロソフトに提供される技術情報に関して、マイクロソフトは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。

権利の留保。マイクロソフトは、本契約書においてお客様に明示的に許諾されていない権利をすべて留保します。

著作権。本ソフトウェア (本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、それらに限定されません)、付属のマニュアルなどの文書、および本ソフトウェアの複製物についての権原および知的財産権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するものです。本ソフトウェアには含まれていないが本ソフトウェアを使ってアクセスされるコンテンツについての権原および知的財産権は、各コンテンツ所有者の財産であり、著作権法ならびにその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されている場合があります。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本ソフトウェアを使ってアクセスされるオンライン サービスの使用は、そのようなサービスに関連した使用条項に準拠する場合があります。本ソフトウェアのドキュメントが電子形式でのみ提供されている場合、お客様はそのようなドキュメントのコピーを 1 部印刷することができます。お客様は、本ハードウェア デバイスおよび本ソフトウェアに付属の非電子的な同梱品を複製することはできません。本契約書で特に許諾されていない権利はすべてマイクロソフトおよびその供給者によって留保されます。

輸出規制。お客様は、本契約書に基づいて許諾されている本ソフトウェアが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ることを認めるものとします。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 (アメリカ合衆国の輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国、日本国およびその他の政府機関によるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用、および輸出対象国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 http://www.microsoft.com/japan/exporting/ をご参照ください。

記憶装置／ネットワークの使用。お客様は、ネットワークサーバーのような記憶装置に、本ソフトウェアのコピー 1 部を蓄積またはインストールすることができます。その場合、お客様は、本ソフトウェアを内部ネットワークの他の本コンピューター上で実行するためだけに、かかる記憶装置上のコピーを使用しなければなりません。ただし、記憶装置から本ソフトウェアを実行する他の本コンピューター 1 台につき、専用のライセンスを 1 つ取得しなければなりません。また、かかる各本コンピューターでは、本ソフトウェアと共に該当する本ハードウェア デバイスを使用しなければなりません。

バックアップ コピー。お客様は、本契約書に従って本ソフトウェアのコピー 1 部をインストールした後で、本ソフトウェアが提供されたオリジナルの媒体を、バックアップまたは保存の目的でのみ保管することができます。また、本コンピューター上で本ソフトウェアを使用するために本ソフトウェアのオリジナルの媒体が必要な場合、本ソフトウェアをバックアップまたは保存する目的でのみ、本ソフトウェアのコピー 1 部を作成することができます。本ソフトウェアの不正コピーを作成することは違法です。また、一定のコピー プロテクションの技術を回避する機能を有する装置またはプログラムを使用して、本ソフトウェアで使用されているコピー プロテクションの技術を回避して、本ソフトウェアを複製することも違法です。更に、コピー プロテクションの技術を回避するかかる装置またはプログラムを使用して本ソフトウェアを複製することは、私的目的の複製であっても、著作権法上禁止されており、本ソフトウェアがかかる装置またはプログラムを使用して複製されたという事実を知っている場合には、その複製物を複製することも違法となります。

バックアップ ユーティリティ。本ソフトウェアにマイクロソフト バックアップ ユーティリティが含まれている場合、お客様はこのユーティリティを使用して、バックアップ用の複製物を 1 部に限り作成することができます。バックアップ用の複製物が 1 部作成されると、バックアップ ユーティリティは永続的に操作不可能となります。本契約書に明示的に規定されている場合を除き、お客様は本ソフトウェアおよび本ソフトウェア付属のマニュアルなどの文書の複製物を作成することはできません。

言語バージョンの選択。マイクロソフトは、お客様が本契約書に基づいて使用を許諾される 1 つまたは複数のマイクロソフトの本ソフトウェアについて、言語バージョンの選択をお客様に提供する場合があります。本ソフトウェアが複数の言語バージョンで提供されている場合、お客様には本コンピューター上で一度に複数の言語バージョンのうちの 1 つだけを使用することが許諾されます。本ソフトウェアの本コンピューターへのセットアップ過程で、お客様は言語バージョンを選択することができます。

第 2 部 : 一般条項

以下の条項は、本ソフトウェアならびに本ハードウェア デバイスに適用されます。

免責

品質保証規定に設けられている明示的な保証を除き、法律上許容される最大限において、お客様は本ソフトウェア、本ハードウェア デバイス、およびいかなる本サポート サービスが (1) 何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供され、使用、機能、もしくは精度から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければならないことに同意されるものとします。また、(2) マイクロソフトおよびその供給者、関連会社、ならびに代理店は、商品性、特定目的もしくは特定システムに対する適合性、取引慣行、職人的努力の存在、過失の不存在に関する黙示の保証、およびいかなる送信性、可用性、精度、機能性またはウィルス、有害なコードの不存在に関するいかなる黙示の保証も一切いたしません。また、本ソフトウェア、本ハードウェア デバイス、もしくは本サポート サービスに関する権原、平穏享有または権利侵害の不存在の保証についても同様です。

付随的、派生的、またはその他の損害に関する免責。マイクロソフトおよびその供給者、子会社、および代理店は、法律上許容される最大限において、以下の損害について一切責任を負いません。

(i) 派生的損害または付随的損害

(ii) 逸失利益、事業の中断、情報、プライバシーまたは機密性の喪失、本ハードウェア デバイスもしくは本ソフトウェアの全体的もしくは部分的使用不能、人身傷害、またはいかなる義務の不履行 (信義則、合理的な注意義務、または職人的努力を含みますがこれに限定されません) に関連した損害

(iii) 本ソフトウェア、本ハードウェア デバイス、または本サポート サービスに関係した一切の間接損害、特別損害、または懲罰的損害。たとえ、マイクロソフト、およびその供給者、子会社、または代理店がかかる損失または損害の可能性について知らされていた場合や、落ち度、不法行為 (過失を含む)、無過失責任、不実表示の場合でも同様です。

責任および救済手段の制限。品質保証規定の違反に関するお客様の唯一の救済手段は品質保証規定に記載されています。マイクロソフト、その供給者、関連会社、または代理店によるその他の本契約書の違反について、本契約書の第 1 部および第 2 部に関する、または本ソフトウェア、本ハードウェア デバイス、または本サポート サービスに関するかかる契約違反に対するお客様の唯一の救済手段はマイクロソフトの選択で、次のいずれかに限定されます。(1) 本ソフトウェア、本ハードウェア デバイス、または本サポート サービスの部分的もしくは全体的な交換または修補 (マイクロソフト製以外の製品への交換を含みますがこれに限定されません)、(2) かかる本ソフトウェア、本ハードウェア デバイス、または本サポート サービスについてお客様の実際の購入額の返金 (返金額は合理的な信頼に基づくお客様の損害額を超えないものとします)、または (3) 本サポート サービスについては、かかるサービスの契約で規定されているより重量でないその他の救済手段または制限。お客様は、本契約書の損害に関する免責、救済の除外および制限は、たとえいかなる救済方法がその実質的目的を達成しない場合においても適用されることをご了承されるものとします。これらの制限は、準拠法による除外または制限の対象とならない責任には適用されません。

準拠法。本契約書は、日本国法に準拠するものとします。

ご質問。本契約書について質問がある場合、または何らかの理由でマイクロソフトに連絡をとる必要がある場合は、本ハードウェア デバイスに含まれているアドレス情報に従ってお客様の地域のマイクロソフト子会社にお問い合わせいただくか、マイクロソフトの Web サイト http://www.microsoft.com をご覧ください。


第 3 部 : 品質保証規定

A : 品質保証

1. 明示的品質保証。この品質保証規定の条項および条件に準拠し、他の明示的保証 (存在する場合) の代わりに、マイクロソフトは、領収書に記載されたお客様の購入日から i) 本ソフトウェアの場合はその後 90 日間において、および ii) 該当する本ハードウェア デバイスの場合は下記に示す期間中 (以下総称して「保証期間」といいます)、通常の使用およびサービスの下で、本ソフトウェアおよび本ハードウェア デバイスは付属するマイクロソフトのパッケージおよびマニュアルに従って実質的に動作することを保証します。保証期間後に発見された欠陥については一切の保証または条件が存在しません。

保証期間

Xbox 360 Accessories for Windows : 90 日間
Microsoft LifeChat LX-2000、Microsoft LifeChat LX-1000 : 1 年間
LifeCam VX-500、LifeCam VX-700、LifeCam VX-800、Microsoft Optical Mouse 200、Microsoft Wired Keyboard 200、Comfort Optical Mouse 3000、Compact Optical Mouse 500、Wheel Mouse Optical : 2 年間
IntelliMouse® Optical、Wireless IntelliMouse Explorer、IntelliMouse Explorer for Bluetooth、Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader、IntelliMouse Explorer : 5 年間
Microsoft Fingerprint Reader、Microsoft Presenter 3000、Microsoft LifeChat LX-3000、Microsoft LifeChat ZX-6000、Microsoft Notebook Cooling Shuttle、Microsoft Notebook Cooling Base : 3 年間
他のすべての Microsoft Web カメラ製品 (Microsoft Xbox Live Vision Camera を含まない) : 3 年間
他のすべての Microsoft キーボードとマウスのデスクトップ製品 : 3 年間
他のすべての Microsoft キーボード デバイス : 3 年間
他のすべての Microsoft マウス デバイス : 3 年間

本品質保証規定は、本ハードウェア デバイスまたは本ソフトウェアの外観的、または美観上の要素に関しては一切含まれません。また、本ハードウェア デバイスまたは本ソフトウェアの外観的、または美観上の要素に関しては保証が一切ありません。上記の明示的保証がお客様に対する唯一の明示的保証規定であり、その他の文書またはパッケージに記載された、その他の明示的、暗示的保証または条件 (存在する場合、除外不能な暗示的保証を除きます) の代わりにお客様に提供されるものとします。マイクロソフト、その代理店、子会社、または供給者、およびその従業員、代理人が提供したいかなる情報またはコメント (口頭もしくは書面によらず) は、品質保証や条件を確立および、この品質保証規定を一切拡張しないものとします。ソフトウェア ライセンス契約書第 2 部の「準拠法」の条項は、この品質保証規定にも適用され、これにより品質保証規定の一部となるものとします。

2. 暗示的保証期間の制限。一部の地域法では、お客様が消費者の場合、暗示的な保証または条件が確保されている場合があります。かかる暗示的な保証または条件は保証期間に制限されるものとします。一部の地域では付随的、暗示的な保証または条件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。

B. 唯一の救済手段。該当法および以下に従い、保証期間中に限り、お客様が領収書またはその他の購入を証明する記録を含め、購入店 (購入店が返品を拒否した場合はマイクロソフト) へ本ソフトウェアおよび本ハードウェア デバイスを返品された場合に限り、マイクロソフトの選択により、品質保証規定および暗示の保証の違反に対するお客様の唯一の救済手段として、以下のいずれかを行います。

不良本ソフトウェアまたは不良本ハードウェアの全体または一部の修補または交換、または

お客様が本ソフトウェアもしくは本ハードウェア デバイスにおいて実際に支払った金額から常識的な減価償却費を差し引いた金額を上限とし、お客様が合理的な信頼をしたことにより現実に被った損害額を支払います。

上の救済手段は以下の規定に拘束されます。

修補または交換された本ソフトウェアもしくは本ハードウェア デバイスは新品、修復品、または使用可能中古品であり、元の本ハードウェア デバイス (または本ソフトウェア) と機能および性能的に相当する品であり、第三者製品も含まれる場合があります。

本品質保証規定に基づいて行われた本ソフトウェアまたは本ハードウェア デバイスの交換後の製品の保証に関しては、交換前の保証期間の残存期間の満了日、または交換後の製品の引き渡し後 30 日の満了日のいずれか遅く到来する日までとします。新たな品質保証規定付の本ソフトウェアのアップグレードが送付された場合、その新たな品質保証規定の条項はアップグレード後の本ソフトウェアのみに適用され、元の本ハードウェア デバイスには適用されません。

お客様の地域法に定められている場合を除き、保証サービスに関する送料 (梱包費を含みます) はお客様がお支払いするものとします。また、

マイクロソフトは、この品質保証規定により提供するその他のサービスに関する保証を一切いたしません。かつ、かかるサービスに関する職人的努力もしくは過失の不在の義務を一切いたしません。

C. その他の損害に関する免責。マイクロソフトおよびその供給者、子会社、および代理店は、法律上許容される最大限において、以下の損害について一切責任を負いません。

(i) 派生的損害または付随的損害

(ii) 逸失利益、事業の中断、事業情報またはプライバシー、機密性の喪失、本ハードウェア デバイスもしくは本ソフトウェアの全体的もしくは部分的使用不能、人身傷害、またはいかなる義務の不履行 (信義則、合理的な注意義務、または職人的努力を含みますがこれに限定されません) を性質とする損害または損失

(iii) 本ソフトウェア、または本ハードウェア デバイスに関係した一切の間接的、特別、または懲罰的損害。たとえ、マイクロソフト、およびその供給者、子会社、または代理店がかかる損失または損害の可能性について知らされていた場合や不履行、不法行為 (過失を含む)、無過失責任、不実表示の場合でも同様です。

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。

D. 品質保証規定の免責。本ソフトウェアまたは本ハードウェア デバイスに関して、以下が有効な場合、この品質保証規定は適用されず、マイクロソフトはこの品質保証規定での義務を一切負いません。

- 本ソフトウェアまたは本ハードウェア デバイスがレンタルまたはリースを含む商業目的または本ソフトウェア ライセンスの範囲中を超越した方法で使用された場合。

- 改造または改ざんされた場合。

- 天災、電圧サージ、不正使用、乱用、不注意、事故、消耗、不手際、またはその他の本ハードウェアまたは本ソフトウェアの欠陥に関係ない原因によって損傷を受けた場合。

- プログラム、データ、ウィルス、ファイルにより、または配達や送信中に損傷を受けた場合。

- 付属する文書もしくは取り扱い説明書に従わずに使用された場合。

- マイクロソフト認定の修理センター以外で修補、改造、または改ざんされ、無許可の修理センターによる欠陥または損傷が発生した場合。

この品質保証規定は、権原、平穏享有または権利侵害の不存在についての保証または条件について一切保証をいたしません。

E. 登録。本ソフトウェアおよび本ハードウェア デバイスの登録をしなくても、本品質保証規定は有効となります。

F. 保証の適用者。法律上最大限認められる限度で、本品質保証規定は、本ソフトウェアの最初の許諾ユーザーまたは本ハードウェア デバイスの購入者であるお客様本人に対するもので、第三者には適用されません。本品質保証規定は、法律で要求されている場合を除き、ソフトウェア ライセンス契約書で許諾されている譲渡の譲受人を含めたその他のいかなる者にも適用されるものではありません。

G. その他の情報。本品質保証規定の保証人はマイクロソフトです。本品質保証規定の実行に関する指示については、以下の連絡先までご連絡ください。

〒 151-8583 東京都渋谷区代々木 2-2-1 小田急サザンタワー
マイクロソフト株式会社
Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
または http://www.microsoft.com の Web サイト

また、以下に従う必要があります。

1. お客様が本品質保証規定の適用者であり、お客様の救済要求が保証期間内であることを証明する正規の日付入り領収書、または伝票等 (コピー可) を提出するものとします。

2. お客様の本ハードウェア デバイスまたは本ソフトウェアの全体または一部の返品が必要と判断された場合、発送とその他に関するマイクロソフトの指示に従うものとします。品質保証を受けるには、元の梱包品もしくは同程度の梱包材に梱包し、マイクロソフトが指定する場所にお届けまたは発送する必要があります。お客様の地域法に定められている場合を除き、保証サービスに関する送料 (梱包費を含みます) はお客様がお支払いするものとします。

3. 品物をマイクロソフトに発送する前、お客様が機密と判断されるファイルまたはデータを削除または除外します。

上の手順に従わない場合、遅延または追加費用が発生、もしくは保証が無効になる場合があります。

本品質保証規定は、お客様に対して特定の法律上の権利を与えます。また、地域によって異なる追加の権利が存在する場合もあります。本品質保証規定のいかなる条項が法律により禁止されている場合、かかる条項は無効とみなされますが、責任の分担が実質的に変化する場合を除き、本品質保証規定の他の条項は効力を維持するものとします。


