
DeviceGateway on Docker SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 

ARTICLE 1 -- GRANT OF LICENSE 

1. TAKEBISHI hereby grants to CUSTOMER the license to use the SOFTWARE on one specific computer per one serial number, based upon the usage of 

the SOFTWARE. 

2. CUSTOMER agrees to use the SOFTWARE himself and not to allow a third party to use the SOFTWARE by sub-licensing or by any other method. 

ARTICLE 2 -- RESTRICTIONS 

Except as expressly provided in the accompanying documentation, CUSTOMER shall not lend, transfer the rights of, analyze, or modify the SOFTWAR

E, nor may CUSTOMER attempt to lend, transfer rights of, analyze, or modify the SOFTWARE. CUSTOMER must take all possible measures so that the 

SOFTWARE is not lost or stolen, or so that a third party will not analyze the SOFTWARE.    

ARTICLE 3 -- INSPECTION AND REPLACEMENT 

1. CUSTOMER shall inspect the SOFTWARE immediately upon receipt for any physical damages. 

2. If CUSTOMER detects any physical damages within 1 month from the purchase, such as read error of the media, CUSTOMER may notify the distribu

tor from which the SOFTWARE was purchased and demand a replacement.  

ARTICLE 4 -- LIMITATION OF LIABILITY 

1. TAKEBISHI shall not be responsible for any damages (including but not limited to loss of profits, business interruption, loss of business information a

nd all other financial damages) caused by the use or the inability to use the SOFTWARE, which results from other products used in combination with t

he SOFTWARE (including but not limited to the OS, software, and hardware products).  

2. TAKEBISHI does not warrant that the quality and function of the SOFTWARE will meet CUSTOMER’S requirements. TAKEBISHI does not, except a

s expressly provided in this agreement, assume responsibility for any defects or quality responsibility. CUSTOMER is responsible for the installation 

of the SOFTWARE.  The same applies to the use of the SOFTWARE and the outcome thereof. 

ARTICLE 5 -- UPGRADE 

When the SOFTWARE is upgraded, CUSTOMER may receive the upgraded SOFTWARE by paying the price determined separately by TAKEBISHI to 

TAKEBISHI.  CUSTOMER may then uninstall the old SOFTWARE (at which point CUSTOMER loses the license of the old SOFTWARE) and may use th

e upgraded SOFTWARE. 

ARTICLE 6 -- CONFIDENTIALITY 

CUSTOMER shall not disclose any information obtained from the SOFTWARE or in relation to this AGREEMENT to a third party and will not allow a 

third party to reuse the information, regardless of whether this AGREEMENT is still in effect or has expired.  

ARTICLE 7 -- TERMINATION 

1. TAKEBISHI may terminate this AGREEMENT without notice, effective immediately, if CUSTOMER fails to comply with any of the terms and conditi

ons of this AGREEMENT.  

2. CUSTOMER may terminate this AGREEMENT if  CUSTOMER destroys the Software. The termination of this AGREEMENT does not however, affect 

TAKEBISHI’s rights.  

ARTICLE 8 -- COPYRIGHT AND LICENSE 

The license of this SOFTWARE (Including duplicates) shall belong to CUSTOMER, copyright shall belong to TAKEBISHI.  

ARTICLE 9 -- EXPORT CONTROL 

CUSTOMER agrees to comply strictly with all applicable laws and regulations including but not limited to export control laws and regulation.  CUSTO

MER shall not, without TAKEBISHI's prior written consent and any applicable governmental approval, carry out or export the SOFTWARE, directly or in

directly, to any country other than the country where Customer initially obtained the SOFTWARE. 

ARTICLE 10 -- GOVERNING LAW AND JURISDICTION 

If any doubt arises in relation to items not defined in this AGREEMENT or any articles in this AGREEMENT, both parties shall discuss it with sincerit

y and arrive at a mutual decision.  If a need for legal action arises in association with this AGREEMENT from either party, both parties shall agree to sub

mit exclusively to Kyoto District Court in Japan as the jurisdiction of the court.  This AGREEMENT and all legal issues that are incidental to this AGREE

MENT shall be governed by and construed under the Constitution of Japan. 

In the event of any disputes under this AGREEMENT, the AGREEMENT will be interpreted solely by reference to the Japanese AGREEMENT. 

IMPORTANT  

THANK YOU FOR PURCHASING OUR PRODUCT. THIS PRODUCT IS PROVIDED ONLY UPON YOUR  AGREEMENT TO THIS 

AGREEMENT.  PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 

(HEREINAFTER REFERRED TO AS “AGREEMENT”).  IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PLEASE 

RETURN THE UNUSED THIS PRODUCT TO THE DISTRIBUTOR OR TO THE SALES OFFICE. INSTALLING, ACCESSING, OR 

USING IN WHOLE OR IN PART OF THIS SOFTWARE, OR AGREE TO LICENSE DISPLAYED AT USER REGISTRATION INDI-

CATES YOUR ACCEPTANCE OF ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. 

PLEASE FILL OUT AND REGISTER THE USER AT OUR WEBSITE(https://www.faweb.net/).  YOU WILL NOT BE ELIGIBLE FOR 

TECHNICAL SUPPORT AND PRODUCT UPGRADE INFORMATION IF YOU DO NOT COMPLETE THE REGISTRATION PROCESS.  

This AGREEMENT is concluded between you (hereinafter referred to as “CUSTOMER”) and TAKEBISHI CORPORATION (hereinafter referred to as 

“TAKEBISHI”) with the following stipulations: TAKEBISHI grants CUSTOMER a license to use the product developed by TAKEBISHI (includes programs, 

manuals, related documents, serial numbers, ticket IDs, and license codes. hereinafter referred to as “SOFTWARE”) under the terms and conditions herein. 

Some of SOFTWARE include sub-licensing that Unified Automation GmbH and/or  WIBU-SYSTEMS AG.  (hereinafter referred to as "RIGHT HOLDER") 

grant TAKEBISHI. And the license shall belong to each RIGHT HOLDER. The SOFTWARE includes Open Source Software (hereinafter referred to as 

“OSS”) Licenses. The OSS Licenses shall prevail over this License Agreement with respect to the OSS. 

TAKEBISHI CORPORATION 



DeviceGateway on Docker ソフトウェア使用権許諾契約書 

第一条  使用許諾 

1. 乙は甲に対し、本契約の規定に従い、本ソフトウェアを、本ソフトウェアとしての用法に従って、シリアル番号 1つにつき、特定の１台

のコンピューター上で使用することを許諾します。 

2. 甲は、甲自ら本ソフトウェアを使用するものとし、再使用権の許諾その他の方法で第三者に本ソフトウェアを使用させることはできませ

ん。 

第二条  貸与・譲渡・解析・改変禁止 

甲は、付随マニュアルに規定してある場合を除いて本ソフトウェアを貸与・譲渡・解析・改変することはできず、あるいはその貸与・譲

渡・解析・改変を試みることはできません。甲は、本ソフトウェアを紛失、または盗難にあわないように、かつ第三者により解析されない

ようにその保管につき最善の措置を講じなければなりません。    

第三条  検査、交換 

1. 甲は、本ソフトウェア受領後直ちにその物理的障害の有無について検査を行うものとします。 

2. 甲が本ソフトウェアの読み取りエラー等物理的な障害を発見したときは、購入後１か月以内に限り、甲がソフトウェアを入手された取扱

店に申し出て、本ソフトウェアの交換を要求することができます。 

第四条  責任の範囲 

1. 本ソフトウェアと組み合わせて動作する他製品（OS、ソフトウェアおよびハードウェアを含むが、これらに限定されない）に起因する使

用または、使用不能から生じるいかなる他の損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失または、その他の金銭的損害を含むが、

これらに限定されない）に関して、乙は一切の責任を負いません。 

2. 本ソフトウェアの品質及び機能が、甲の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示的に記載された以外、一切

本ソフトウェアについて瑕疵担保負担責任および品質責任を負いません。本ソフトウェアの導入は甲の責任で行っていただき、本ソフト

ウェアの使用及びその結果についても同様です。 

第五条  バージョンアップ版の提供 

乙により本ソフトウェアのバージョンアップがなされた場合には、乙が別途定める対価を甲が支払うことにより、甲に交付された本ソフ

トウェアと交換にバージョンアップ版の本ソフトウェアの交付を受け、旧ソフトウェアをアンインストール（この時点で甲は旧ソフトウェ

アに対する使用権を失います）することにより、バージョンアップされた本ソフトウェアを使用することができます。 

第六条  秘密保持 

甲は、本契約期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、本ソフトウェアから知得した情報その他本契約に関連して乙から入手した

情報についてその秘密を厳守するものとし、第三者に一切の開示、漏洩または利用させることはできません。  

第七条  契約の解除 

1. 甲が本契約の規定のいずれかに違反した場合、何らの通知を要さずして乙は直ちに本契約を解除できます。  

2. 甲が本ソフトウェアを破棄した場合、本契約は終了するものとします。但し、乙の権利には影響を及ぼさないものとします。  

第八条  権利の帰属 

本ソフトウェア（複製物含め）の使用権は甲に、著作権は乙に帰属します。  

第九条  輸出規制 

本ソフトウェアを輸出または再輸出する場合、甲は米国輸出法令及び日本国の定める外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法令に従うも

のとします。なお、事前に乙から許可がない限り、本ソフトウェアを日本国外へ輸出あるいは再輸出してはならないものとします。 

第十条  準拠法及び合意管轄裁判所 

本契約に定めない事柄、または本契約条項について疑義の生じた場合は、甲乙誠意を以て協議の上決定するものとします。万一、甲及び

乙は、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。 
本契約及びこれに付随するすべての法律問題については、日本国法を準拠法として解釈されるものとします。 

お客様へのお願い  

このたびは、弊社ソフトウェア製品をご購入いただき有難うございます。本製品は、お客様が本契約にご同意いただいた場合のみ、提供致

します。本ソフトウェア使用権許諾契約書（以下「本契約書」といいます）を充分にお読みください。本契約書に同意いただけない場合は、

未使用の本製品を取扱い代理店あるいは販売店に返却ください。本製品の全部または一部を、インストール、アクセス、使用された場合、も

しくは本製品のユーザー登録時にホームページ上に表示される使用許諾に同意するなど、電子的な方法で同意を表明された場合には、その時

点でお客様は本契約書の全条項に同意されたものとします。 

お客様は直ちにユーザー登録用WEBページ(https://www.faweb.net/)でユーザー登録願います。なお無登録のお客様は、一切の技術サポート

及びバージョン更新情報を受けられなくなりますのでご注意ください。 

お客様（以下「甲」といいます）と株式会社たけびし（以下「乙」といいます）は、ここに本契約を締結し、本契約の条項に基づき、乙は

甲に対し乙が作成した本製品（ソフトウェア・プログラム及びその記憶媒体、マニュアル等の関連文書、シリアル番号、チケットID、ライセ

ンスコードを含む。以下「本ソフトウェア」といいます）の使用を許諾するものとします。  

なお、本ソフトウェアには、Unified Automation GmbH、WIBU-SYSTEMS AG（以下「権利者」といいます）が権利を有し、乙が権利者からの

許諾のもとに甲に対し再使用許諾している製品が含まれている場合があります。また、本ソフトウェアにはオープンソースソフトウェア（以

下｢OSS｣といいます）が含まれています。OSSには、該当するOSSライセンスの使用許諾条件が本契約に優先して適用されます。 

株式会社たけびし 


