
GrabCAD® ソフトウェアご利用規約 

これらの規約 (以下「本契約」とする) は、お客様と STRATASYS, INC.(以下「Stratasys」とする) 間で締結す

る法的に拘束力のある契約を構成します。事業体を代表して本契約を締結する場合、お客様は事業体を本契約に

拘束する権利、権限および能力があることを表明します。いかなる場合も、本契約において「お客様」に言及す

る場合は、お客様またはそのような事業体 (場合によって) を意味します。 

 

[同意する] ボタンをクリックし、管理者アカウント (以下に定義) を作成し、本ソフトウェア (以下に定義) 

の一部にアクセスまたは使用することによって、お客様はこれらの条件に同意し、次をすべて読み理解したこと

を表明し、次に拘束されることに同意するものとします (かかる日付を「発効日」とする)。 

(a) 本契約、ならびに 

(b) 本契約に明示的に参照によって組み込まれ、本契約の一部となっているその他の補足条件およびポリ

シー。 

 

お客様が本契約の条件に同意しない場合、お客様は [同意する] をクリックして、管理者アカウントを作成して

はならず、本ソフトウェアのいかなる部分にもアクセスするか使用しないものとします。 

 

本契約の言語は、本契約により明示的に英語に合意します。翻訳文は、お客様に便利に読んでいただけるよう提

供されているのみで、管理するものではありません。本契約を締結することによって、お客様はお客様に適用さ

れる法律を取消不能かつ無条件に放棄するものとします。この場合、本契約をお客様の言語に対応するようにロー

カライズするか、(非電子的な) オリジナルの署名または非電子的な記録の送達もしくは保持が求められます。 

 

Stratasys およびお客様 (以下、総称して「両当事者」、それぞれ「当事者」とする) は、以下に該当する場合

は、お客様が [同意する] ボタンをクリックしたにも関わらず、本契約の条件は適用されず、Stratasys もお客

様も拘束しないことを確認します。 

(a) Stratasys (または Stratasys 子会社) およびお客様が、本ソフトウェアを使用するための個別の非電

子的なライセンス契約 (以下「非電子契約」とする) を締結する、または 

(b) お客様が、本ソフトウェアを使用するためのサブライセンス契約を本ソフトウェアの Stratasys 認定

販売代理店または再販業者と締結し、当該契約が本契約に優先することを記載している (またはその他

有効な記載を行っている)。 

 

1.定義および解釈 

本契約には、大文字の用語が含まれますが、その一部は本節で定義され、一部はその他定義されています。本契

約の節および款の見出しは読むために便宜上提供されており、解釈するために使用または依拠しないでください。 

 

「認定ユーザー」は、本契約に従って本ソフトウェアを使用するために登録を行うお客様の従業員または個別の

下請け業者を意味します。 

 

「ドキュメント」は、本ソフトウェアに関連し、本ソフトウェアに付随するか、Stratasys によってその他提供

されるマニュアル、仕様書、同様のドキュメント (当サイトで提供されるものなど) を意味します。ドキュメン

トは随時変更されることがあります。 



 

「機能」は、本ソフトウェアのモジュール、ツール、機能を意味します。 

 

「知的財産」は、あらゆる形式およびメディアに組み込まれ、保護可能性または登録の可否に関係なく、すべて

の発明、発見、改良、新しい使用法、著作物、技術情報、データ、技術、ノウハウ、ショウハウ、意匠、製図、

ユーティリティ モデル、地勢図、半導体マスク ワーク、仕様書、公式、手法、テクニック、プロセス、データ

ベース、コンピュータ ソフトウェア、プログラム (オブジェクト コード、ソース コード、間接的側面)、アル

ゴリズム、アーキテクチャ、記録、ドキュメント、その他同様の知的財産権を意味します。 

 

「知的財産権」は、特許、著作権および同様の作成者の権利、マスク ワークの権利、トレードシークレットおよ

び同様の機密保持権、意匠権、工業所有権、商標、商号、トレードドレスおよび同様のブランド権、ならびに以

下を制限なく含め、知的財産に関するすべての権利、権原、所有権を意味します。(a) 上記の権利のすべての適

用、登録、更新、延長、継続、部分継続、分割または再発行、および (b) 上記の権利に関するすべての営業

権。 

 

「法律」とは、連邦、州、外国、地域もしくは現地の司法管轄における法令、規制、条例または規則を意味し

ます。 

 

「注文書」は、管理者アカウントおよび/またはユーザー アカウント (それぞれ以下に定義) の作成処理中にお

客様が送信するオンライン ウェブ フォームを意味します。 

 

「プリンタ」とは、お客様がオブジェクトを3D印刷するために本ソフトウェアで識別する Stratasys または St

ratasys 認定のデバイスを意味します。 

 

「プライバシー設定」とは、Stratasys とデータおよび情報を共有するために、本ソフトウェアで提供され、お

客様が選択したオプションを意味します。 

 

「デモライセンス」とは、見本市やデジタルメディアでの公開デモンストレーション、デモンストレーション部

品やベンチマーク部品の印刷を含みますが、これらに限定されない、ソフトウェアまたはプリンタのライセンス/

販売を促進する目的のみの、ソフトウェア使用ライセンスです。 

 

「ランタイムライセンス」とは、GrabCAD SDK開発者ライセンスで開発されたソフトウェア アプリケーションを

利用して、ライセンスが付与されているStratasysプリンタまたはGrabCADプリント プラットフォームに統合さ

れたコードに接続およびコードを実行するための、サブスクリプション ベースのライセンスです。 

 

「ソフトウェア」とは、お客様が (a) サイトを介した、ホストされたWebベースのサービスベース、または 

(b) ダウンロードおよびインストールのどちらを利用できるかにかかわらず、無料および有料の両方のサブスク

リプション プランでライセンスが付与されたソフトウェアを含む、GrabCADソフトウェア プラットフォーム、G

rabCADソフトウェア アプリケーション、およびGrabCADソフトウェアとサードパーティソフトウェア間のインタ

ーフェイスです。疑義を防ぐため、以下を記載します。(A) GrabCAD Print、GrabCAD Shop、GrabCAD Workbenc



h、GrabCAD Software Development Kit (SDK) は、それぞれ本ソフトウェアの一部です。(B) 本ソフトウェアの

参照には、その文字でない側面（基礎をなす考え方、アルゴリズム、構造、シーケンス、編成、インターフェース

など）も含まれます。 

「Stratasys 子会社」は、Stratasys に関して、Stratasys が支配または共同支配しているか、支配を受けてい

る個人、組織または事業体を意味します。この定義の目的において、別の個人、組織または事業体の「支配」と

は、かかる個人、組織もしくは事業体の活動、管理またはポリシーを監督または監督を行わせる権限を、投票権

付証券の所有、契約その他によって、直接または間接に所有していることを意味します。上記に制限を設けるこ

となく、個人、組織または事業体が (a) 他の組織または事業体の議決権付株式その他の所有権の 50% 超を所有

しているか、(b) 直接または間接に他の組織または事業体の運営組織 50% 超のメンバーの任命権を有している

場合に、「支配」が存在するとみなされます。 

 

「更新」は、本ソフトウェアのアップグレード、アップデート (フィックスまたはパッチなど)、またはその他

の変更、機能強化もしくはカスタマイズを意味します。 

 

2.変更 

Stratasys は、変更後の契約を https://grabcad.com/ (以下「当サイト」とする) に掲載することによって、

本契約をいつでも変更する権利を留保します。このような変更は、掲載されてから 10 日後に有効となり、お客

様がこの日付以降に継続して管理者アカウントまたは本ソフトウェアのいずれかの部分を使用した場合は、お客

様が変更後の契約に拘束されることに同意したものとみなされます。 

 

3.アカウント 

本ソフトウェアにアクセスして使用するためには、お客様は注文書を送信して管理者アカウントを登録し、認定

ユーザーは管理者アカウントでユーザー アカウントをそれぞれ登録する必要があります (以下、それぞれ「管

理者アカウント」および「ユーザー アカウント」とする)。お客様は、自らおよび認定ユーザーに代わって、登

録プロセス中に送信されたすべての情報が完全かつ正確であり、今後も完全かつ正確であることを表明および保

証します。Stratasys とお客様の間で、管理者アカウントおよびユーザー アカウント資格情報ならびに管理者

アカウントおよびユーザー アカウントで発生するすべての活動に関する機密性および安全性を保持する義務お

よび責任はお客様のみが負うものとします。お客様は、管理者アカウントもしくはユーザー アカウントの不正

アクセスもしくは使用または安全性のその他違反があった場合に Stratasys に書面ですぐに通知するものとし

ます。Stratasys は管理者アカウントまたはユーザー アカウントの登録プロセス中に受け取った個人情報を 

https://grabcad.com/privacy_policy (以下、「プライバシー ポリシー」とする) で入手できる最新のプラ

イバシー ポリシーに従って、処理します。お客様は、認定ユーザーにユーザー アカウントの作成を許可する前

に、当該認定ユーザーに本契約およびその規定を説明する必要があります。上記の文章に制限を設けずに、お客

様は各認定ユーザーが本契約の制限および義務に従うようにさせ、各認定ユーザーの作為および不作為の責任を

主に負うものとします。 

 

4.ライセンス 

本契約の諸条件および本ソフトウェアの使用に関してお客様が締結した追加の合法契約に従い、Stratasysは、

期間中（以下に定義）、お客様の権限を持つユーザーが、オブジェクトコード形式でのみ、お客様の利益とその

ビジネスのための使用のみを目的として、本ソフトウェアにアクセス（および本ソフトウェアの分散コンポーネ

https://grabcad.com/
https://grabcad.com/privacy_policy


ントは、ダウンロードしてインストール）することを許可するため、お客様に限定的、非独占的、譲渡不可能、

移転不可能かつサブライセンス不可能なライセンスを付与します（「ライセンス」）。 

 

疑義を避けるために、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのコピーはライセンスされているものにすぎず、本

ソフトウェアまたは当該コピーの権原はお客様には一切譲渡されません。本契約に基づくライセンスを除き、黙

示ライセンス、禁反言、特許の消耗、法律の運用、その他によって、お客様には本ソフトウェアの他の権利は許

可されません。お客様は認定ユーザーの作為および無作為の責任を主に負うことになります。 

 

5.ライセンスの制限 

お客様は、以下のいずれも行わないものとし、(認定ユーザーにも) 行わせないものとします。(a) 本ソフトウ

ェアを複写または複製する、(b) 本ソフトウェアを販売、譲渡、リース、貸出し、レント、発行、サブライセン

ス、提供、その他第三者に配布もしくは公開して実施、表示もしくは通信する、またはその他本ソフトウェアを

タイムシェアリング、アウトソーシングもしくはサービス機関環境で使用する、(c) 本ソフトウェアのソース コ

ードまたは本ソフトウェアの間接的側面を変更、改変、編纂、変換、逆コンパイル、逆アセンブル、リバース 

エンジニア、解読、その他発見しようとする、(d) 本ソフトウェアに表示されているか含まれる著作権、商標、

その他専有所有権表示の全部もしくは一部を削除、改変または隠す、(e) 本ソフトウェアの使用を制限または監

視する機能など、本ソフトウェアのセキュリティ関連または技術機能またはプロトコルを迂回、無効にし、干渉

する、(f) 本ソフトウェアの派生物を作成、または本ソフトウェアを使用して本サービスと同じ (もしくは実質

的に同様な) サービスもしくは製品を作成する、(g) 社内性能テストもしくはベンチマーキングの結果および関

連調査を最初に Stratasys に送信して、テストもしくは調査の前提条件、手法、その他パラメータに関して St

ratasys の書面の承認を得ずに、その結果を公開する、(h) 本ソフトウェアに損害を与えるか混乱させる目的 

(もしくはその可能性がある) ロボット、マルウェア、トロイの木馬、スパイウェアまたは同様の悪意のあるア

イテムを公開または送信する、および/または (i) 本ソフトウェアを使用して、第三者の知的財産権、著作者人

格権、プライバシーその他人的権利、または法律を侵害、悪用または違反する。 

 

上記の制限はライセンスの制限であり、本ライセンスの条件としてお客様が完全に遵守する必要があります。疑

義を避けるために、本節で「ソフトウェア」に言及している場合、(A) 本ソフトウェアの全部または一部、およ

び (B) ドキュメントを意味するものとします。 

 

有料サブスクリプション ソフトウェア製品のデモライセンスの下で本ソフトウェアにアクセスする場合、サー

ビス ビューローまたは同様の基準で有料部品を印刷するためにソフトウェアを使用することを含め、直接現金

化のための商用利用は禁止されています。 

 

本ソフトウェアが、プレリリース/ベータ版、「実験」として指定されている場合、またはオープンマテリアルラ

イセンス（「OML」）の下でアクセスされている場合、追加の条件または特別な条件が適用される可能性があり、

そのような条件が与えられた場合、本書と不一致なまたは矛盾する範囲で、このライセンス条件に優先します。 

制限付きアクセス確認。ユーザーは、以下を確認します。(a) 本ソフトウェアには、特定のコンピューター、ユ

ーザー、または印刷可能な消耗品への使用を制限すること、またはユーザーが本ソフトウェアの使用権限を失っ

た日以降の本ソフトウェアの使用を禁止することを可能にし、またそれを目的とした、ライセンスキーまたはそ

の他のプログラミング ルーチンが含まれている場合があります。(b) 本ソフトウェアには、特定の組み込みア



クセス制限プログラミングルーチンまたはモジュールが含まれていることがあり、これらは、このライセンスで

付与されるアクセス権および使用権から明示的に除外されており、また、Stratasysまたはその認定再販業者か

らライセンスキーまたはパスワードが提供されることで付与された権利によってのみ取得およびアクティブ化で

きます。(c) Stratasysの同意および許可なしに、ユーザーがそのようなルーチンまたはモジュールに不正にア

クセスまたは使用した場合、このライセンスの重大な違反になります。 

 

お客様は本ソフトウェアに Stratasys の機密および専有情報 (および Stratasys または Stratasys 子会社のト

レード シークレットを構成する) 機密および専有情報が含まれることを理解し、お客様は本節 (ライセンスの制

限) の違反またはその示唆を行うことによって、Stratasys が金銭的損害だけでない修復不能な危害または損害

を負うことになるため、Stratasys が本節の規定を強制するために差止命令および特定履行、その他衡平法上の

救済を求める場合、Stratasys は保証金を差し入れ、修復不能な損害の可能性を証明する必要はないことに同意

します。 

 

本ソフトウェアを他のソフトウェア製品と相互運用するための情報および/または資料を受け取るお客様に適用

される法律によってお客様に与えられる権利の範囲において、お客様は Stratasys に (詳細な書面において) 

そのような情報および/または資料へのアクセスをリクエストし、Stratasys はそのようなリクエストを受け付

け、Stratasys は (単独の判断で) そのようなアクセスおよび使用に対して追加条件を課すことができます。 

 

6.有料購読 

有料サブスクリプションのソフトウェア製品およびアプリケーションの場合、本書で付与されるライセンスは、

該当するライセンス料金の全額支払いの対象になります。購読プランの価格変更またはその他の変更は、本契約

の条件および本ソフトウェアの利用に関してお客様と締結した有効な追加的契約に従って行われます。 

 

お客様は、以下を確認します。Stratasysは、いつでも、30日前に通知することにより（サイトにメッセージを

投稿することで通知になります）、現在または一度無料で提供されたソフトウェアの請求を開始し、本ソフトウェ

アまたは本ソフトウェアの特定のモジュールまたは機能に引き続きアクセスして使用するために、管理者アカウ

ントで期間ベースのサブスクリプションライセンスを購入することをお客様に求めます。 

 

Stratasys は販売店および代理店とともに、購読料を定期的に変更する権利を留保します。 

 

7.顧客データと保管 

お客様は、本ソフトウェアを使用してアップロード、保存、その他の方法で処理するすべてのファイル、デザイ

ン、モデル、画像、データセット、または同様の個人を特定できないデータまたは情報の所有権を維持し、その

維持およびバックアップに対して単独で責任を負います（「ユーザー生成コンテンツ」）。Stratasys は、お客

様のユーザー生成コンテンツをお客様の秘密情報とみなし、その秘密性を保護するために合理的な注意を払い、

顧客データ ライセンス（以下に記載）に従ってのみアクセスし使用します。 

 

「顧客データ」とは、ユーザー生成コンテンツ、本ソフトウェアおよびプリンタの使用データを意味します。そ

れらは、お客様のプライバシー設定のみに基づいて収集・使用されるものであり、また、プライバシー ポリシー

に基づいて Stratasys によって保存、使用、削除される個人データが含まれることがあります。お客様は本契



約によって Stratasys および世界のすべての Stratasys 子会社に、お客様に本ソフトウェアへのアクセスおよ

び使用を可能とさせるため、本ソフトウェアを維持するため、お客様が機能を利用できるようにするため、本契

約に基づく義務を履行するため、バグの修正、システムの診断、エラーおよびパフォーマンスの監視、製品の提

供、カスタマーサポート、アップデートを提供するため、ならびに本ソフトウェアおよび本プリンタを改良する

ために、顧客データの複写、複製、変更、改変、適合、変換、その派生物を作成もしくは顧客データを使用する

非独占的なロイヤリティー無償のサブライセンス可能で (サブライセンシーの複数のティアによって)、取り消

し不能な永久ライセンスを与えます (以下「顧客データ ライセンス」とする)。 

 

お客様は本契約によって、以下を表明および保証します。(a) ユーザー生成コンテンツが、第三者の知的財産

権、著作者人格権、プライバシーその他人的権利、または法律を侵害、悪用または違反しない、ならびに (b) 

お客様が、本契約の期間中および終了後に、顧客データ ライセンスを許可するために必要なすべてのライセン

ス、コンテンツ、許可および承認を保有し、保持する。顧客データのライセンスは本契約終了後も存続するもの

とする。 

 

8.フィードバック 

お客様は、本ソフトウェアまたはドキュメントに関して Stratasys にフィードバック、アイデアまたは提案 

(以下、総称して「フィードバック」とする) を行う義務はありません。上記に関わらず、お客様がフィードバ

ックを提供する範囲において、お客様は Stratasys および世界のすべての Stratasys 子会社に、フィードバッ

クを、いかなるメディア形式においても、いかなるメディア チャンネルにおいても、いかなる目的において

も、使用、複写、複製、配布、変更、改変、適合、編纂、変換、その派生物を作成し、公開、実行および通信

し、その他商業目的に利用するための、非独占的なロイヤリティー無償の全額払い込みの取り消し不能なサブラ

イセンス可能で (サブライセンシーの複数のティアによって)、譲渡および移転可能な永久ライセンスを与えま

す (以下「フィードバック ライセンス」とする)。お客様は本契約によって、以下を表明および保証します。

(a) フィードバックが第三者の知的財産権、著作者人格権、プライバシーその他人的権利、または法律を侵害、

悪用または違反しない、ならびに (b) お客様が、本契約の期間中および終了後に、フィードバック ライセンス

を許可するために必要なすべてのライセンス、コンテンツ、許可および承認を保有し、保持する。フィードバッ

ク ライセンスは本契約終了後も存続するものとする。フィードバックはお客様の機密情報とはみなされない(ま

たは、そのように扱われません)。 

 

9.サードパーティのソフトウェアとサイト 

本ソフトウェアには、オープンソースまたはパススルーの商用ライセンスまたは通知（それぞれ「サードパー

ティソフトウェア」および「サードパーティソフトウェアの諸条件および通知」）の対象となるサードパーティ

ソフトウェアコンポーネントおよびサードパーティソフトウェアとの認定インターフェイスが含まれる場合があ

ります。Stratasys はドキュメントでこのような第三者ソフトウェアおよび第三者ソフトウェアの条件および通

知のリスト (またはその他索引) を提供する場合があり、お客様が Stratasys に送信する第三者ソフトウェア

の条件および通知に基づきお客様の権利を行使するすべての正当な書面のリクエストに応じます。お客様は、本

ソフトウェアを使用する場合に第三者ソフトウェアの条件および通知も適用され、本契約と第三者ソフトウェア

の条件および通知に不一致がある場合は、後者が優先されるものとします。本ソフトウェアに関して本契約で 

Stratasys が行う表明、保証、条件、補償またはその他の確約がある場合は、当該第三者ソフトウェアの作成

者、ライセンサー、またはサプライヤーもしくは貢献者ではなく Stratasys が行います。本契約のこれと異な



る上記の文章その他の条項にかかわらず、Stratasys は第三者ソフトウェアに関して、表明、補償または条件付

けは行わず、弁護または補償も一切行いません。 

 

本ソフトウェアにより、Stratasysが所有または運営していないサードパーティWebサイト（「サードパーティサ

イト」）にアクセスできる場合があります。サードパーティソフトウェア、商品、サービス、またはそのような

サイトから利用できる情報を含む、サードパーティサイトへのユーザーアクセスおよび使用は、各サードパーテ

ィサイトの利用規約（ある場合）に支配されます。 

 

Stratasysは、GrabCAD SDKを利用してGrabCADソフトウェアプラットフォームまたはStratasysプリンターとアク

ティブにインターフェイスするサードパーティソフトウェアを使用するための、ランタイムライセンスを要求し

ます。お客様は、該当する現在のランタイムライセンスの下でのみ、そのようなソフトウェアにアクセスまたは

使用することを確認し、同意するものとします。 

 

10.機能 

Stratasys は、お客様に通知することなく、いかなる理由によっても、いつでも機能を削除、変更および/また

は追加する権利を留保します。一部の機能は、いかなる場合にも Stratasys が判断する地域、数量、期間その

他の条件によって限定、停止または制限されている可能性があります。さらに、お客様が本契約の条項に違反し

たと Stratasys が判断した場合、Stratasys はお客様を特定機能からブロックする権利を留保します。アップ

デートにより提供される新しい機能または変更された機能が個別または追加されたライセンス条件に付随するこ

とがあります。この場合、このような条件は本契約の代わりまたは追加として適用されます (そのようなライセ

ンス条件に規定)。 

 

11.更新 

Stratasys は随時更新を提供することがありますが、その義務は負いません。このような更新は Stratasys の

その時点で最新のポリシーに従って提供されます。これにはお客様に通知することなく自動的に導入することが

含まれます。場合によっては、お客様は更新を手動でインストールする必要があります。本契約で「ソフトウェ

ア」に言及する場合、その更新も含まれ、本契約が更新に適用されます。ただし、新しい機能または変更された

機能が個別または追加されたライセンス条件に付随する場合は除きます。この場合、このような条件は本契約の

代わりまたは追加として適用されます (そのようなライセンス条件に規定)。 

 

12.監査 

本契約期間中および終了後 2 年間は、Stratasys (またはその指定代理店) はお客様に合理的な書面においてお

客様の通常の業務時間内に通知を行うことで、お客様が本契約に基づく義務に従っていることを確認するために

お客様による本ソフトウェアの使用を監査する権利を有します。Stratasys は暦年に 2 回まで監査を実施でき

ます。お客様は Stratasys およびいる場合はその代理人に合理的に協力し、監査で特定される非遵守を解決す

るものとします。監査によって本契約の重大な違反および/または第 4 節 (ライセンス) または第 5 節 (ライ

センスの制限) に基づく違反が見つかった場合、お客様は Stratasys に監査の費用および経費を補填するもの

とします。 

 

13.契約期間 



本契約は発効日に開始され、いずれかの当事者が本契約に従って契約を解除する (以下「契約期間」とする) ま

で完全に有効に存続します。 

 

 

 

14.契約解除 

第 13 節 (契約期間) にかかわらず、 

14.1.お客様による契約終了お客様は、次を行うことによって本契約を終了できます。(a) 管理者アカウントをキ

ャンセル、および/または (b) 10 日の書面による事前通知を Stratasys に support@grabcad.com 宛に行う。

お客様が本契約の規定に同意されないまたは本ソフトウェアに満足されない場合、お客様の唯一の救済は本款に

従って本契約を終了することです。 

 

14.2.Stratasys による契約終了Stratasys は次の権利を留保します。(a) お客様が本契約の違反を行った場合

で違反が是正可能なものであり、Stratasys による通知から 5 営業日以内に違反を是正しなかった場合、本契

約をただちに終了するか、お客様による本ソフトウェア (またはその一部) へのアクセスおよび購読を変更、停

止または中止し、および/または (b) 本ソフトウェアの無料購読の場合、お客様に 10 日間の事前通知を行うこ

とによって便宜上いつでも本契約を終了する。本款に基づいて Stratasys が行う通知は電子メールおよび/また

は管理者アカウントによって行うものとし、通信されたらすぐに行われたとみなされる。 

 

15.契約終了の結果、存続 

本契約の終了後に、(a) ライセンスが自動的に終了し、管理者アカウントおよびすべてのユーザー アカウント

が閉鎖され、(b) お客様はただちに本ソフトウェアおよびドキュメントへのアクセスならびに使用を中止し、

(c) お客様は (Stratasys が書面で別段の指示をしない限り) 迅速にお客様のシステムまたはデバイスにインス

トールされている本ソフトウェアのすべてのコピーをアンインストールして完全に削除し、Stratasys に書面で

指示されたとおりに、Stratasys の専有のその他情報または資料を返却、完全に削除、または破棄するものとし

ます。それ以降、お客様は本節の義務に従ったことを Stratasys に書面で証明するものとします。本契約の終

了後に、Stratasys はお客様に特定の顧客データのダウンロードまたは移行を行う機会を提供することがありま

す (が、義務はありません)。 

 

本契約が終了した場合でも、終了の発行日時点でいずれかの当事者に発生する権利または責任には影響を与えな

いものとします。終了後も存続すると記載されている本契約の規定は、第 12 節 (監査) および第 15 節 (契約

終了の結果、存続) から第 21 節 (総則) までと同様に存続するものとします。 

 

16.所有権 

お客様は本ソフトウェアおよびドキュメントが、知的財産に適用される法律、条約、および協定によって保護さ

れているか、その可能性があることを本契約で確認します。本契約で明示的に許可されていない権利は、本契約

によって Stratasys とそのライセンサーおよびサプライヤーが留保します。Stratasys および/またはそのライ

センサーおよびサプライヤーは本ソフトウェアおよびドキュメントの知的財産権の独占的な所有者です。 

 

17.保証の否認 



STRATASYS が提供する本ソフトウェア、ドキュメントおよび他のアイテムは、お客様に「現状のまま」および

「提供されているまま」不具合も含め、明示、黙示または法定かけかかわらず、商品性、特定目的適合性、サー

ビス品質、非侵害、隠れた欠陥、またはその他履行もしくは取引または商習慣の過程で発生するものに関して、

黙示保証を制限なく含め、いかなる表明、保証または条件もなしに提供されます。これらのすべてを STRATASYS 

およびそのライセンサーおよびサプライヤーは本契約において否認します。 

さらに STRATASYS もそのライセンサーまたはサプライヤーのいずれも、次を表明、保証または条件付けしませ

ん。 

(A) 本ソフトウェア、ドキュメント、およびその他上記のアイテムのコンテンツ、有効性、有益性、信頼

性、可用性、適時性、正確性、または完全性に関して、または  

(B) 本ソフトウェア、ドキュメント、またはその他上記のアイテムをお客様が使用する場合にお客様の要件

または期待を満たす、または中断され、安全でエラーがないこと。 

 

一部の差止命令では、特定の黙示保証または条件の否認を認めておらず、お客様に適用される範囲で、Stratasy

s が当該保証および条件の期間を発効日から 90 日以内に制限します。 

 

お客様は本節 (保証の否認) がお客様と STRATASYS 間の取引の基本であることを確認し同意します。 

 

18.補償 

Stratasys、Stratasys 子会社、および/または上記の事業体の取締役、役員、従業員、代理店、代表者、顧客、

サプライヤー、またはライセンサー (それぞれ「免責適用者」とする) に対して第三者が要求、請求、訴訟、お

よび/または手続きを行い、お客様 (明確にするために認定ユーザーを含む) が 

(a) 本ソフトウェア (またはその一部) の使用、 

(b) 本契約の規定の違反、および/または 

(c) お客様に適用される法律の違反、 

 

(上記のそれぞれを「請求」とする) を行ったことによって発生した場合、Stratasys (の単独の判断で) 書面に

よるリクエストがあった場合に、お客様は当該請求の弁護および和解のすべてを管理することに同意しますが、

(A) Stratasys はその後いつでも当該請求の弁護および/または和解の全部または一部の管理を引き継ぐ権利を

留保し、(B) お客様は請求の和解を行わず、Stratasys の書面による事前の明示的な同意なしに、その責任を認

めないものとします。 

 

さらに、お客様が請求の弁護および/または和解に参加したかどうか (またはその範囲) にかかわらず、お客様

は以下について免責適用者を補填し免責することに同意します。(i) 当該請求の弁護で免責適用者が負担した費

用および経費 (合理的な弁護士費用を制限なく含め)、および (ii) 当該請求で免責適用者が獲得または課され

た裁定の金額、その他請求の和解で支払われた金額 (損害、損失、責任、罰金を制限なく含め)。 

 

19.責任の制限 

19.1.いかなる場合も、STRATASYS または STRATASYS の子会社は本契約に基づくか、その他関連する次の責任を

負わないものとします。 

(A) 派生的、間接的、特別、付随的または懲罰的損害、 



(B) 利益逸失、事業の損失、収入の損失、または予想された節約、 

(C) データ、評判、または営業権の損失または損害、および/または 

(D) 代替製品またはサービスを調達する費用。 

 

19.2.本契約に基づくか、その他本契約に関連する STRATASYS およびすべての STRATASYS 子会社の責任の合計

額は 10 米ドルを超えないものとします。 

 

19.3.次の場合に、記の除外および制限が適用されます。(A) STRATASYS または STRATASYS の子会社が損失の可

能性、損害または費用の可能性を知らされているか、認識すべき場合であっても、(B) 本契約の救済が基本的な

目的に対応しない場合、および (C) 責任の理論または根拠 (契約違反、不法行為、過失および無過失責任を制

限なく含め) に関係なく適用されます。 

 

19.4.一部の差止命令では、付随的もしくは派生的損害またはその他損害の除外または制限は許可せず、お客様

に適用され鵜範囲において、これらの除外または制限は適用されないものとします。 

 

19.5.お客様は本節 (責任の制限) がお客様と STRATASYS 間の取引の基本であることを確認し同意します。 

 

20.準拠法および司法管轄 

本契約は、法の抵触ルールまたは原則にかかわらず、米国ミネソタ州の法律に従って解釈されるものとします。

国際物品売買契約に関する 国連条約は本契約には適用されず、本契約で否認されます。本契約に基づくか、そ

の他本契約に関連する請求、紛争または論争に対して、本契約はニューヨーク州ニューヨークに所在する裁判所

の専属的管轄権と裁判地に服し、お客様は本契約によって取消不能で無条件に、当該裁判所の対人管轄権に服

し、当該管轄権および裁判所の司法管轄権、不当な裁判地、不都合法廷地に関する抗弁を放棄します。さらに、

お客様は次を行うものとします。 

(a) 請求、紛争またはその他論争を解決または提訴する手続きは、単に個別に (および集団訴訟または集

団ベースの訴訟ではなく) 行われ、お客様は当該手続きを自らのためだけに開始することができま

す。 

(b) 本契約において当該請求、紛争、または論争を裁判所に提起する権利を取消不能かつ無条件に破棄し

ます。 

(c) 弁護士または代理人に持ち込まれた請求、紛争、もしくは論争、または別の個人の管理者アカウント

またはユーザー アカウントに関係する統合的な請求、紛争、もしくは論争に参加しないことに同意し

ます。 

 

本契約の別段の規定にかかわらず、Stratasys は世界で正当な管轄権を有する裁判所において、差止請求権、特

定履行、および/またはその他エクイティ上の救済を求めることができます。 

 

21.総則 

21.1.完全な合意。本契約は、本契約の主題に関する両当事者の完全な合意を示し、本契約の主題に関する両当

事者による口頭または書面による従前の了解および声明に優先し、これらに代わるものです。 

 



21.2.譲渡。Stratasys は本契約 (または本契約におけるその権利および義務) をお客様の同意を受けず、予告

なしに譲渡することができます。本契約はお客様の個人的なもので、お客様は本契約 (および本契約に基づく義

務または権利) を Stratasys が正式に署名した事前の書面による明示的な同意なしに譲渡しないものとしま

す。禁止されている譲渡は無効とします。 

 

21.3.契約条項の分離。正当な管轄権を有する裁判所によって本契約の規定が無効、違法または強制不能である

と裁定された場合、(a) 本契約の残りの規定は効力が存続し、(b) 影響を受ける規定は当該司法管轄 (および当

該無効、違法または強制不能の範囲および期間のみ) においてのみ無効lとなり、当該規定の元の法的な意図お

よび経済的な影響に最も似ている有効、合法、および強制可能な規定で (当該司法管轄に関して) 置き換えられ

るものとします。 

 

21.4.救済。本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約に基づき当事者に与えられるまたは留保される権利

または救済は、本契約、コモンロー上または衡平法上のその他の権利または救済を除くことを意図または解釈さ

れるものとしますが、その他の権利または救済に累積されるものとします。 

 

21.5.放棄。本契約のいずれの当事者も本契約に基づく権利もしくは救済の不履行または履行遅延があった場合

でも、当該権利または救済の放棄とはみなされず、当該権利もしくは救済を一度または部分的に行使したことに

よって、当該権利もしくは救済の他の行使もしくは今後の行使またはその他の権利もしくは救済の行使を妨げる

ものではありません。本契約に基づく放棄は、書面によって (お客様の放棄の場合、電子メールが認められ、St

ratasys の場合は、Stratasys が正式に署名した書面にて行う) 行う必要があり、それが適用される具体的な事

例のみ有効とします。 

 

21.6.関係。両当事者の関係は独立した受託会社の関係のみです。本契約によって、両当事者間に雇用、信託、

ジョイント ベンチャー、代理契約その他の関係が発生するとは一切みなされません。 

 

21.7.データ プライバシー。お客様は、本ソフトウェアに関連して Stratasys が処理する個人データの正確性

および合法性に関する適用されるすべてのデータ保護およびプライバシー保護法を遵守するものとし、Stratasy

s がそれらの法令に基づく義務に違反をしないためまたはさせないための合理的な努力をするものとします。お

客様は、本契約を締結する前にプライバシー ポリシーを確認し理解するものとします。 

 

21.8.通知。お客様は Stratasys がお客様に電子メール、管理者アカウント経由、通常の郵便、および/または

本ソフトウェアでの掲載によって、通知を送信することに同意します。本契約に別段の規定があるかお客様に適

用される法律によって求められる場合を除き、お客様は Stratasys 宛の通知をsupport@grabcad.com まで送信

することに同意します。 

 

21.9.第三受益者の禁止。本契約に別に明文の規定がない限り (Stratasys 子会社および免責適用者など)、本契

約に第三受益者はありません。お客様は、Stratasys との契約において、一部の Stratasys のサプライヤーお

よび/またはライセンサーが本ソフトウェアのユーザーに対して特定の権利の行使および使用制限を行う権利を

有すること、ならびに当該権利および制限をお客様に直接強制する権利を有することを確認し、これに同意する

ものとします。 



 

21.10.米国政府の権利。本ソフトウェアは、DFAR 第 227.7202 項および FAR 第 12.212 項による「商業的コン

ピュータ ソフトウェア」であり、ドキュメントは「商業的コンピュータ ソフトウェア ドキュメント」です。

お客様が米国政府の機関、部門、職員、その他組織体の場合、お客様による本ソフトウェアおよび/またはドキ

ュメントへのアクセスおよび使用には本契約の条件のみが適用されます。 

 

21.11.法令遵守。法令遵守。お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメントをお客様に適用されるすべての法律

を遵守して使用することに同意します。上記の文章の一般性に制限を設けることなく、お客様は輸出管理法に違

反してソフトウェアまたはドキュメントを使用またはその他輸出もしくは再輸出することはできません。「輸出

管理法」は、お客様に適用されるすべての輸出法および再輸出法ならびに米国商務省の輸出管理規制 (EAR)、米

国財務省外国資産管理局の、米国国務省の武器国際取引に関する規則 (ITAR) を意味します。 

 

21.12.不可抗力。Stratasys は、(a) 天災、(b) 戦争、暴動または動乱、(c) 政府の行動または指令、ストライ

キ、作業の停止、または機器もしく施設の不足、および/または (d) Stratasys の合理的な管理が及ばないその

他同様の原因によって、本契約に基づく義務の不履行またはサービス提供ができない場合に責任は負いません。

疑義を避けるため、本ソフトウェアのホスティングに関連する問題は Stratasys の合理的な管理範囲内ではな

いとみなされます。 

 

最終更新日:2022 年 3 月 31 日 

 


