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RISO GOCCOPRO QS1836 ソフトウェア 
エンドユーザー使用許諾契約書 

 
 

重要事項：①「パッケージもしくはテープを開封する前に」、②「「同意」、「はい」もしくは同意を意味する表示を電子

的にクリックまたはタップする前に」、または③「本ソフトウェアが物理的記録媒体やその他の装置に記録されて提供さ

れた場合には、その媒体や装置をご使用になる前に」この RISO GOCCOPRO QS1836 ソフトウェア（以下、「本ソフトウ

ェア」と称します）エンドユーザー使用許諾契約（以下、「本契約」と称します）を必ずお読みください。①「パッケー

ジもしくはテープを開封すること」、②「「同意」、「はい」もしくは同意を意味する表示を電子的にクリックまたはタップ

すること」、または③「本ソフトウェアが記録された媒体や装置をご使用になること」によって、お客様（個人または法

人を問いません。以下同様とします）は、本契約をお読みになって理解され、本契約や本契約で参照するいかなる種類の

契約の条項にも拘束されることに同意されたものとみなされます。 
 
もしお客様が本契約や本契約で参照する契約のすべての条項にご同意いただけない場合は、直ちに本ソフトウェア（本ソ

フトウェアが物理的記録媒体やその他の装置に記録されて提供された場合には、その媒体や装置を含みます）を、入手（有

償で購入された場合を含みます。以下同様とします）された販売店または理想科学工業株式会社（理想科学工業株式会社

の子会社を含みます。以下、子会社を併せて「当社」と称します）にお返しください。 
 
本契約は、お客様と当社および本ソフトウェアの製作に携わった他社（以下、「サプライヤー」と称します）との法律的

な契約を構成します。当社は、サプライヤーから本ソフトウェアを使用する目的において必要な範囲で当社に付与された

使用許諾権等に基づき本ソフトウェアの使用をお客様に許諾します。 
 
本ソフトウェアには、コンピュータプログラムとそれに関連する全てのコード、技術、ソフトウェアツール、形式、デザイ

ン、概念、方法およびアイデア、そしてもし提供されているならばそれらに関連するドキュメンテーションが含まれます。 
 
 

使用許諾 
本ソフトウェアは使用許諾しており、販売してはおりません。本契約や本契約で参照する契約のすべての条項によって拘

束されることをお客様が同意することによって、お客様は本ソフトウェアを使用するための非独占的かつ譲渡不能な権利

を付与されます。 
 

使用制限 
お客様は、本契約に明示されている以外に本ソフトウェアの使用、複製、改変、展示、譲渡行為を行うことは出来ません。

お客様は、本ソフトウェアの正常かつ意図された使用において、バックアップまたはインストールの目的に限り、本ソフ

トウェアを複製することができます。お客様は、本ソフトウェアの使用を第三者に再許諾し、本件使用許諾を第三者に譲

渡または移転し、本ソフトウェアまたはその一部の複製を第三者に譲渡、賃貸、貸与または配布してはなりません。お客

様によるそのような行為は、無効であり、かつ本契約への違反となります。また、それらの行為は、お客様が拘束されて

いる他の契約に対する違反となるかもしれません。当社の事前の書面による承諾なしに、本ソフトウェアを修正または翻

訳してはなりません。また、適用法によってその様な制限が排除されない限り、本ソフトウェアを、リバースエンジニア

リング、逆アセンブル、逆コンパイルし、またはその他の方法でそのソースコードを再現することを試みてはなりません。 
 

著作権 
お客様は本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権を有さず、また取得しないことに同意します。本ソフトウェアが物

理的記録媒体またはその他の装置に記録されて提供された場合でも、お客様は物理的記録媒体またはその他の装置のみを

所有し、当社またはサプライヤーが本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権を有します。お客様は本ソフトウェアの

無断の複製または使用を防止するため、 善の努力をすることに同意します。当社およびサプライヤーは、お客様に明示

的に付与していない全ての権利を留保します。 
 

保証の除外 
当社は、本ソフトウェアがお客様の目的に適合することまたは本ソフトウェアに瑕疵がないことについては、明示的、黙

示的または法定のいかなる保証（その商品性および特定の目的への適合性の黙示的な保証を含みますがこれらに限定され

ません）も付与せず、現状のままで本ソフトウェアを提供するものとします。 
 
裁判管轄によっては黙示的な保証の除外が認められないため、本除外規定がお客様に適用されない場合があります。 
 

譲渡 
上記「使用制限」の規定にかかわらず、お客様が譲受人（以下、「譲受人」と称します）に、本ソフトウェアが記録され

て提供された物理的記録媒体またはその他の装置がある場合にはそれを譲渡し、かつ譲受人が本契約および本契約で参照

する契約のすべての条件に拘束されることに同意した場合に限り、お客様は本契約を譲受人に譲渡することができます。 
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終了の条件 
本使用許諾は終了するまで有効です。本使用許諾は、お客様が本契約の条項を遵守しなかった場合、上記「譲渡」の規定

に従い譲受人に譲渡した場合、直ちに終了するものとします。お客様は、本使用許諾の終了後、本ソフトウェアの全ての

複製を破棄するものとし、以後本ソフトウェアを使用しないことに同意します。 
 

製品サポート 
本ソフトウェアの製品サポートについては、お客様が本ソフトウェアを入手された販売店または当社にご連絡ください。 
 

輸出規制 
お客様は、適用される輸出関連法規または輸出関連規制に違反して、本ソフトウェアを輸出してはなりません。 
 

責任の限度 
適用法によって 大限認められる限り、いかなる場合も、当社は、本契約から生じる全ての損害（付随的損害、派生的損

害、特別損害、懲罰的損害賠償、代替品もしくは代替サービスの調達費用に係る損失、使用損失、データ消失による損失、

利益の損失、事業の中断による損失を含みこれらに限定されません）に対し、その原因を問わず、またかかる損害が生じ

る可能性について通知されていたか否かを問わず、責任を負わないものとします。上記の責任の限度および除外は、請求

の形態にかかわらず、契約、厳格責任、不法行為（過失行為を含みます）、その他のいかなる法的または衡平法上の責任

理論に基づくかを問わず、適用されます。 
 
お客様は、本契約の合意された条項がお客様と当社およびそのサプライヤーとのリスク配分を構成し、リスク配分が存在

しなければ、当社はお客様が入手された形態（有償で購入された場合には、その価格を含みます）では本ソフトウェアの

使用を許諾できなかったものであることを理解し、合意します。 
 
裁判管轄によっては付随的または派生的な損害賠償に対する除外または制限が認められていないため、上記の制限または

除外規定がお客様に適用されない場合があります。 
 

一般条項 
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。本契約における当事者間の権利と責任は国連国際物品売

買条約を準拠法とはしないものとします。本契約は、当事者間の完全合意を形成し、本契約以前に発生しているすべての

口頭または文書による本ソフトウェアに関する取り決めに優先するものとします。本契約の条項は各々独立したものであ

り、１つもしくはそれ以上の条項の無効は、本契約のその他の条項の効力に何ら影響を与えるものではありません。 

 
 

東京都港区新橋 2-20-15 新橋駅前ビル 1 号館 03-5537-1585 
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RISO GOCCOPRO QS1836 SOFTWARE 
END USER LICENSE AGREEMENT 

 
 
IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT FOR THE RISO GOCCOPRO QS1836 SOFTWARE 
(the Software) (the Agreement) PRIOR TO (1) OPENING THE SEALED PACKAGE OR BREAKING THE SEAL, (2) CLICKING 
OR TAPPING THE ACCEPT, YES OR OTHER ICON ONLINE INDICATING ACCEPTANCE, OR (3) IF THE SOFTWARE 
PROVIDED TO THE END-USER IS INSTALLED OR RECORDED IN PHYSICAL MEDIA OR OTHER DEVICE, PRIOR TO 
USING SUCH MEDIA OR DEVICE. BY (1) OPENING THE SEALED PACKAGE OR BREAKING THE SEAL, (2) CLICKING 
OR TAPPING THE ACCEPT, YES OR OTHER ICON ONLINE INDICATING ACCEPTANCE, OR (3) USING THE MEDIA OR 
THE DEVICE IN WHICH THE SOFTWARE IS INSTALLED OR RECORDED, THE END-USER (WHICH MAY BE AN 
INDIVIDUAL OR AN ENTITY) (the End-User) WILL BE DEEMED TO HAVE READ AND UNDERSTOOD THIS 
AGREEMENT AND TO HAVE AGREED TO BE BOUND BY ANY AND ALL TERMS AND CONDITIONS IN THIS 
AGREEMENT AND ANY OTHER AGREEMENT REFERRED HEREIN. 
 
If the End-User does not agree to all terms and conditions in this Agreement and other agreements referred to herein, please 
immediately return the Software (if the Software provided to the End-User is installed or recorded in physical media or other device, 
including such physical media or device) to the dealer or RISO KAGAKU CORPORATION (including the subsidiaries of RISO 
KAGAKU CORPORATION) (hereinafter, RISO KAGAKU CORPORATION and its subsidiaries shall be collectively referred to as 
RISO GROUP) where the End-User has procured the Software (including purchase thereof; the same shall apply hereinafter).  
 
This Agreement constitutes a legally binding agreement between the End-User and RISO GROUP, and any third-party suppliers (the 
Suppliers) which are involved in the production of the Software. RISO GROUP will authorize the use of the Software by End-User in 
accordance with the licenses and other rights granted by Suppliers to RISO GROUP to the extent necessary to use the Software.  
 
The Software includes the computer programs, together with all codes, techniques, software tools, format, design, concepts, methods 
and ideas associated therewith and all documentation related thereto, if any.  
 
 
LICENSE.  
The Software is licensed and not sold. Upon End-User's acceptance to be bound by the terms and conditions of this Agreement and 
any other agreements referred to herein, the End-User will be granted a nonexclusive, nontransferable right to use the Software.  
 
LIMITATION ON USE.  
The End-User may not use, copy, modify, display or transfer the Software except as otherwise specified in this Agreement. The 
End-User may make a copy of the Software only for backup or installation purpose in support of the normal and intended use of the 
Software.The End-User may not sublicense the Software to a third party, transfer or assign the license to a third party, or transfer, 
lease, rent or distribute copies of the Software or any portion thereof to a third party. Any such actions shall become void and shall 
constitute breach of this Agreement. Such actions may also constitute breach of other agreements to which the End-User is bound. 
The End-User shall not modify or translate the Software without the prior written consent of RISO GROUP. Unless otherwise 
provided in any applicable law, the End-User shall be prohibited from reverse engineering, disassembling or decompiling the 
Software or otherwise attempting to recreate its source code. 
 
COPYRIGHT.  
The End-User agrees that the End-User does neither own nor acquire the copyright or any other intellectual property right to the 
Software. Even if the Software provided to the End-User is installed or recorded in physical media or other device, the End-User 
shall have ownership to only the physical media or device and RISO GROUP or the Suppliers shall have the copyright or any other 
intellectual property right to the Software. The End-User agrees to use its best efforts to protect the Software from unauthorized 
duplication or use. RISO GROUP and the Suppliers reserve all rights not expressly granted to the End-User under this Agreement. 
 
DISCLAIMER OF WARRANTIES.  
RISO GROUP does not warrant that the Software will meet the End-User’s requirements or is free from defects. RISO GROUP 
provides the End-User with the Software AS IS without additional representations or warranties of any kind, either express, implied 
or statutory, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. RISO GROUP 
shall not provide any implied warranties. 
 
The above provision on DISCLAIMER OF WARRANTIES may not apply to End-User in certain jurisdictions which do not allow 
the exclusion of implied warranties. 
 
ASSIGNMENT.  
Notwithstanding the LIMITATION ON USE provided above, the End-User may assign this Agreement to an assignee (the Assignee) 
only if (i) the End-User transfers the physical media or other device in which the Software is installed or recorded to the Assignee in 
case the Software is installed or recorded in physical media or other device and (ii) the Assignee agrees to be bound by all of the 
terms and conditions of this Agreement and any other agreement referred to herein. 
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TERMINATION.  
The license is effective until its termination. The license shall be immediately terminated if the End-User fails to comply with the 
terms and conditions of this Agreement, or assigns the Agreement to the Assignee in accordance with the ASSIGNMENT provided 
above. The End-User agrees to destroy all copies of the Software and to cease the use of Software after termination of the license. 
 
PRODUCT SUPPORT.  
For any product support for the Software, please contact the dealer or RISO GROUP from whom the End-User has procured the 
Software. 
 
EXPORT CONTROL.  
The End-User shall not export the Software in violation of any applicable laws or regulations relating to export. 
 
LIMITED LIABILITY.  
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, IN NO EVENT SHALL RISO GROUP BE LIABLE FOR 
ANY DAMAGES OR LOSSES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR 
PUNITIVE DAMAGES, ANY COSTS FOR PROCURING SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, ANY LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, OR ANY LOSS ARISING FROM INTERRUPTION OF BUSINESS) FOR ANY REASON WHATSOEVER AND 
REGARDLESS OF WHETHER RISO GROUP HAS BEEN NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE 
FOREGOING LIMITATIONS AND EXCLUSIONS OF LIABILITY SHALL APPLY REGARDLESS OF FORM OF CLAIM, 
WHETHER BASED ON CONTRACT, STRICT LIABILITY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL 
OR EQUITABLE THEORY OF LIABILITY. 
 
THE END-USER UNDERSTANDS AND ACKNOWLEDGES THAT CERTAIN TERMS AND CONDITIONS IN THIS 
AGREEMENT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE LIMITED WARRANTY, WARRANTY DISCLAIMERS AND 
LIMITATIONS AND EXCLUSIONS OF LIABILITY, CONSTITUTE AN AGREED ALLOCATION OF RISK BETWEEN THE 
END-USER AND RISO GROUP AND/OR ITS SUPPLIERS AND THAT, WITHOUT SUCH RISK ALLOCATION, RISO GROUP 
WOULD NOT HAVE BEEN ABLE TO LICENSE THE SOFTWARE TO THE END-USER UNDER THE TERMS AND 
CONDITIONS (INCLUDING THE PRICE IF THE END-USER HAS PURCHASED THE LICENSE) UNDER WHICH THE 
END-USER HAS PROCURED THE LICENSE. 
 
The above provision on limited warranty may not apply to End-User in certain jurisdictions which do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages. 
 
GENERAL PROVISIONS.  
This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Japan. The rights and obligations of the parties 
under this Agreement shall not be governed by the U.N. Convention on Contracts for the International Sales of Goods. This 
Agreement constitutes the entire agreement between the parties with regard to the subject matter hereof, and supersedes any and all 
prior and contemporaneous oral or written statements or agreements relating to the Software. The provisions of this Agreement are 
separate and independent covenants, and the invalidity or unenforceability of one or more of these provisions or covenants shall not 
affect the validity or enforceability of the remaining provisions or of the other covenants of this Agreement. 
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RISO GOCCOPRO QS1836 SOFTWARE 
终端用户许可协议 

 
 
重要事项：在（1）打开密封包装或拆开封条、（2）在线点击或按“同意”、“是”或其它表示同意的图标之前，或者（3）如

果已安装了提供给终端用户的软件，或将软件记录在物理媒体或其它设备上，在使用这样的媒体或设备之前，请阅读 RISO 
GOCCOPRO QS1836 SOFTWARE（下称“软件”）的终端用户许可协议（“本协议”）。（1）打开密封包装或拆开封条，（2）
在线点击或按“同意”、“是”或其它表示同意的图标，或者（3）使用安装或记录有软件的媒体或设备，则表示终端用户（可

能是个人或实体）（“终端用户”）已经阅读和理解本协议并接受本协议以及本协议所提及的任何其他协议的条款和条件的约

束。 
 
如果终端用户不同意本协议以及本协议所提及的其他协议的所有条款和条件，请立即将软件（如果已安装了提供给终端用户

的软件，或将软件记录在物理媒体或其它设备上，则包括这些物理媒体或设备）返还至经销商或  RISO KAGAKU 
CORPORATION（包括 RISO KAGAKU CORPORATION 的子公司）（下文，RISO KAGAKU CORPORATION 及其子公司将

被统称为“RISO GROUP”）终端用户获得软件之处（包括对其的购买；下文同样适用）。 
 
本协议构成了终端用户与 RISO GROUP、任何涉及本软件制造的第三方供应商（“供应商”）之间具有法律约束力的协议。

RISO GROUP 将根据供应商授予 RISO GROUP 的许可和其它权利，在使用本软件所需的范围内，授予终端用户使用许可。 
 
本软件包括计算机程序、连同所有代码、技术、软件工具、格式、设计、概念、方法、与此相关的想法以及所有相关文档。 
 
 

许可。 
软件仅为许可使用，并非出售。如果终端用户同意接受本协议以及本协议所提及的任何其他协议的条款和条件的约束，终端

用户将被准许享有非独家的和不可转让的权利以使用本软件。 
 

使用限制。 
除非在本协议中另有规定，终端用户不得使用、复制、修改、显示或转让本软件。终端用户仅可出于备份或安装目的将本软

件备份一份，以供本软件的正常和预期使用。终端用户不得将软件再许可给第三方，将许可让与或转让给第三方，或将软件

的拷贝或其任何部分转让、租借、租赁或分发给第三方。这种行为是无效的，并构成了对本协议的违反。这类行为还可能会

构成对约束终端用户的其它协议的违反。没有 RISO GROUP 的事先书面许可，终端用户不得对本软件进行修改或翻译。除

非任何适用法律中另有说明，终端用户不得对本软件进行反向工程、反汇编或反编译或试图重写其源程序。 
 

版权。 
终端用户承认不拥有软件的版权且同意不会要求本软件的版权或任何其它知识产权。即使已安装了提供给终端用户的软件，

或将软件记录在物理媒体或其它设备上，终端用户只拥有该物理媒体或设备的所有权，本软件的版权或任何其它知识产权归

RISO GROUP 或供应商所拥有。终端用户同意 大程度上地保护本软件不被未经许可的复制或使用。RISO GROUP 和供应

商保留所有未明确授予终端用户的权利。 
 

免责声明。 
RISO GROUP 不担保本软件满足终端用户的要求或者没有缺陷。RISO GROUP 向终端用户“按原样”提供本软件，不附加

任何形式的，无论是明示的、暗示的或法定的陈述或担保，包括但不限于针对特定用途的适销性和适用性的暗示担保。RISO 
GROUP 不提供任何暗示担保。 
 
上述免责声明的条款，在某些不允许排除默示担保的司法管辖区内可能并不适用于终端用户。 
 

转让。 
虽然上文“使用限制”已有说明，只有在下述情况下终端用户才可以将本协议转让给受让方（“受让方”）：（i）如果已经安

装有本软件或已将本软件记录在物理媒体或其它设备上，终端用户将安装或记录有本软件的物理媒体或其它设备转让给受让

方，且（ii）受让方同意受本协议和本协议所提及的任何其他协议的条款和条件的约束。 
 

终止。 
本许可在终止前一直有效。如果终端用户没能遵守本协议的条款和条件，或根据上文“转让”所述内容将本协议转让给受让

方，则本许可立即终止。终端用户同意在本许可终止后销毁本软件所有的拷贝并停止使用本软件。 
 

产品支持。 
为获得对软件的产品支持，请联系购买本软件的经销商或 RISO GROUP。 
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出口管制。 
终端用户不得违反任何有关出口的适用法律或法规出口本软件。 
 

有限责任。 
在所适用的法律完全许可的前提下，在任何情况下，RISO GROUP 将不对因何种原因产生的损害或损失（包括但不限于，

意外、间接、特殊或惩罚性的损害、任何获得替代物品或服务的费用、任何使用中、数据和利益的损失，或者任何商业中断

的损失）以及不管 RISO GROUP 是否已被告知可能产生这些损害承担责任。不管主张方式、不管是否基于合同、严格赔偿

责任、侵权（包括疏忽），或任何其他法律或责任的平衡法理论，前述对责任的限制和排除将会一概适用。 
 
终端用户理解并同意，本协议中的特定条款和条件（包括但不限于有限保证、保证免除、限制和排除责任）构成终端用户与

RISO GROUP 和/或其供应商之间的对风险分担的一致表述，如果没有这种风险分担，RISO GROUP 将不能按照终端用户获

得该许可的条款和条件（如果终端用户购买了本许可，则包括该价格）对软件进行许可。 
 
某些法律辖区内不允许排除或限制意外或间接损失，因此，上述有关有限保证的条款可能对终端用户不适用。 
 

一般性条款。 
本协议应由日本法律进行管辖并依其解释。本协议中双方所享有的权利和承担的义务不受《联合国国际货物买卖合同公约》

的管辖。本协议构成协议双方对本协议项下所述主旨的完整协议，并将取代任何及全部之前和同时就本软件而达成的全部口

头或书面的陈述和协议。本协议的条款是可分的和独立的契约，一个或多个条款或协议的无效或不可执行将不影响本协议项

下其他条款或协议的效力或可执行力。 

 


