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1. ライセンスの許諾．

2.

サポートプログラムの発注．

フォントワークス株式会社（以下「当社」という）は、本契約の期間中に

本契約においては、個人の1PC1ライセンスとみなします。 当社は、申

限り、本契約に定める条件にしたがって、本サポートプログラムを享受で

込者が契約された単位ごとにIDを発行します。

きる非独占的権利を申込者（日本国内に限ります）に許諾いたします。

当社もしくは当社から権限を付与された正規販売会社に対して本サ

申込者は、本サポートプログラムに基づき、当社がその時点で一般ユー

ポートプログラムの申込書を提出することにより、申込者は、本サポートプ

ザーに対して販売しているおよび／または本サポートプログラムで提供

ログラムの申込を行うものとします。

している当社および当社が許諾を受けLETSで提供している画面表示

申込者が適切に記入した申込書を当社が受領し次第、当社は、
その審

用フォント（以下「LETSフォント」という）およびユーティリティソフトウェ

査を行い、当社が適当と認めた場合には、本契約にしたがい申込者が

ア（LETSフォントと合わせて以下「フォント等」という）を、当社がフォン

本サポートプログラムを享受するためのライセンスキーを申込者（申込

ト等の動作を確認しているハードウェア構成、
システム要項等の条件を

者が申込時に指定したメールアドレス）宛てに発行します。

満たした申込者の選んだ Power Mac、Intel Mac、Windows PC、
または

販売会社は、申込者が発注したサポートプログラムに関する当社発行

同等なPC（以下「適格 PC」という）にインストールし、使用することが

の請求書を受領し、
かかる販売会社が当該サポートプログラムにつき申

できます。 これらフォント等は、本サポートプログラムのサービスの一つと

込者に請求を行います。

して契約期間中、申込者に貸与されるものです。 但し、本サポートプロ

申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、サポートプロ

グラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込

グラムに関して請求されたすべての金額を、申込者担当販売会社に対

者は、本サポートプログラムを受ける適格 PCの台数分の有効なライセン

して支払うものとします。

スを取得していなければならず、適格 PC 以外のPCにおいて、
フォント等

申込者が本契約の期間満了後直ちに当社と新たなLETSサポートプロ

をインストールし、使用することはできません。 フォント等をインストール

グラム契約を締結する場合には、当社は、申込者の新規契約に基づく

した適格 PCをファイルサーバー機能、
ファイル共有機能等を使って、

新規サポートプログラムに関して申込者担当販売会社へサポートプロ

フォント等のファイルを他のPCへ公開、共有させることはできません。 ま

グラム価格を提示し、申込者は、申込者担当販売会社に対してこれを

た、申込者が契約した適格 PC 以外に、
フォント等のファイルをコピー、配

支払うものとします。

布することはできません。
ファイルサーバーとして機能しているPC（サーバー用 PC）は、本サポー
トプログラムの対象とはなりません。 したがって、サーバー用 PCには、
フォント等をインストールすることはできません。 申込者が本サポートプ

3.

期間および終了．

ログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるの
は、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込
者は、
フォント等を、
コンピュータより直ちに削除するものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社ま
たは当社が許諾を受けた会社に帰属していることを認め、本契約で提
供されるLETSインストールキットセットの変更、
リバースエンジニアリング、
ディスアセンブル、
デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わ
ないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用（有償・無償を問わない）させる目的で、
フォ
ント等ファイル自体、
またはLETSフォントから取り出したアウトラインデー
タ等のデータを、
そのまま、
または改変等を加えて、
インターネット、LANそ
の他のネットワークを通じて送信し、
または頒布することはできないものと
します。
申込者は、個人の教育目的（非営利目的）に限ってフォント等を使用す
ることができます。
申込者は、
ロゴタイプにLETSフォントを使用することができるものとしま
すが、当該使用により当社または当社が許諾を受けた会社が当該フォ
ントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。 申込
者が、本契約で提供されるフォントを使用して、固有ハードウェアのシス
テムフォント、固有のアプリケーション用フォント、
ゲーム表示用フォント、
デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした
製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社と
LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。

本契約は、申込者に当社がライセンスキーの発行通知をした日から4 年
間効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、期間満了ま
で継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者
は通知義務を遵守し、
かつ申込者が削除および除去したフォント等の
数を当社に通知しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、当社は、催告等の手続を要すること
なく直ちに本契約を解除することができるものとします。 これらの事由に
よる解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了し
た場合には、申込者は、本契約に基づいてインストールおよび使用を許
諾されていたフォント等を、
コンピュータより直ちに削除するものとし、当社
の要求がある場合には、
かかる削除の事実を当社に証明するものとしま
す。
第 3 条、4 条、5 条、6 条および 7 条は、本契約の終了または満了後も存続
します。
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遵守事項．
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無効化手段．

申込者は、有効なライセンス数および適格 PCへのフォント等のインス

当社は、本契約に基づき当社が提供する本サポートプログラムで提供さ

トール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。

れたフォント等に、
プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、
これ

当社は、本契約の有効期間中およびその終了後 2 年を経過するまで、

により、時限装置により、
ひとたび本契約が満了した場合または終了され

本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社

た場合には、当社が、本サポートプログラムで提供されたフォント等を無

または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有する

効化することができる権利（インストール時に当該 PCのMACアドレス

ものとします。 但し、
かかる検査は、申込者の業務を不合理に妨げない

等の情報を利用する権利を含みます）を有するものとします。

方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等は
この限りではないものとします。
万一、法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与され
たフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申
込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、
（a）申込者が当社と本契約を締結していること、
（b）本契約

6.

限定的保証および保証の否認．

の期間中のみ本サポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可
されていること、
（c）本サポートプログラムによって提供されるフォント等
をインストールし、
または使用する権利は、適格 PCの台数ごとに許諾さ
れており、適格 PC 以外のPCでは、
これらのフォント等をインストールし、
または使用することはできないこと、
（d）申込者が本契約を更新しない
場合、本契約に基づき使用許諾された本サポートプログラムで提供され
たフォント等は、本契約が満了となる時、
または本契約が終了される時に
すべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、
その
他本サポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を遵守しなけ
ればならないものとします。
申込者は、申込者がアクセスまたは使用する本サポートプログラムで提
供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止
させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
万一、
フォントの不正使用が発見された場合、
１フォントにつき当社フォン
トパッケージ製品の希望小売価格に、LETSで提供しているフォント数と
不正使用されていたPC 等の台数を乗算とし、他の損害等を含めた金
額を損害金として請求するものとします。
申込者は、転居等登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ
連絡するものとします。

当社または当社が許諾を受けた会社は、
フォントは自らに帰属することを
保証し、当該フォントが適格 PC 上で動作することを保証します。 但し、
申込者が適格 PCに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした
場合については、保証の限りではありません。
適格 PCでフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対
処するものとします。 あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、
オペ
レーションシステムの仕様変更によりフォントが動作しない場合は、対処
予定計画を申込者に通知し対処するものとします。 これらの保証にも
かかわらず、
フォントが適格 PCで動作しない場合、当社は申込者に本
サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。 また、
フォントが第三者の権利を侵害し申込者によるフォントの使用が不可能
となった場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った
金額を申込者に返還します。 但し、返還する金額は、支払い済み金額
のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合
は、当社が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及
ぼしません。 またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者が
直接かつ通常の損害（営業損害は除く）が生じた場合は、
これを補償
します。
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通則．

LETS 見積書兼申込書、住所情報、申込付属書、販売会社情報、LETS
サポートライセンス契約書からなる本契約は、本契約の主題に関し申込
者と当社との間の完全なる合意を構成し、
かかる主題に関するすべての、
以前および同時の意思表示を無効にします。 本契約に関連するすべ
ての変更は、両当事者の正式印が付された書面によることなくしては拘
束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、
第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。 当社は、
申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社
の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、
当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、
本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続け
るものとします。 無効または強制不能性が本契約の規定または一部が
不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人（場合
によって）は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を
有効とすべく、
これを変更することができるものとします。 本契約の準拠
法は日本法とします。 本契約に関する裁判については、福岡地方裁判
所を専属的な管轄裁判所とします。
申込者は、
サポートライセンス契約者の同意画面のチェックボックスをク
リックすることにより、申込者が入力した情報が正確であることを表明し、
この契約条項を読了し、
これを了承し、
またこれらの条項に拘束されるこ
とに合意したことになります。

フォントワークスの名称及びロゴはフォントワークス株式会社の商標です。
この説明文に書かれている社名及び製品名等は、
それぞれの所有者の登録商標、
もしくは商標です。
この文章を許可なく転載することを禁じます。
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