ALTERYX, INC. END USER LICENSE AGREEMENT – JAPANESE
BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR
INSTALLING OR USING THE LICENSED
PRODUCT(S), YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, WHICH IS BINDING AND
ENFORCEABLE LIKE ANY WRITTEN AGREEMENT
SIGNED BY YOU. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE
TERMS, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED
PRODUCT(S). IF YOU ARE USING THE LICENSED
PRODUCT(S) AS AN EMPLOYEE OR OTHER
AUTHORIZED AGENT OF A COMPANY OR OTHER
ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE
AUTHORITY TO ENTER INTO THIS AGREEMENT
AND BIND THE COMPANY OR OTHER ENTITY THAT
IS THE LICENSEE HEREUNDER.

「承諾」ボックスにチェックマークを付けるか、ライセ
ンス製品をインストールまたは使用することにより、あ
なたは、本契約の条件を受諾したものと見なされます。
本契約は、あなたが署名する書面による契約と同様に法
的拘束力および強制力を有します。以下の条件に同意し
ない場合、ライセンス製品をインストールまたは使用し
ないでください。あなたが会社または他の事業体の従業
員もしくはその他の授権された代理人としてライセンス
製品を使用する場合、あなたは、本契約を締結し、本契
約に基づくライセンシーとなる会社またはその他の事業
体を法的に拘束する権限を有することを表明したものと
見なされます。

This End User License Agreement (this “Agreement”),
including any attachments or terms incorporated by
reference, is between Alteryx, Inc. or its applicable
Affiliate as set forth in Section 14.7 below (“Alteryx”),
and You (as defined below), and governs Your use of
the Licensed Product. The use of any additional services
or websites may be subject to separate terms of use, as
provided therewith.

添付書類または参照により組み込まれる条件を含む、こ
のエンドユーザー使用許諾契約（以下「本契約」とい
う）は、以下の第14.7項に規定されるAlteryx, Inc.また
はその関連会社（以下「Alteryx」という）と、貴社（以
下で定義）の間で締結され、ライセンス製品の貴社の使
用について規定する。追加的サービスまたはウェブサイ
トの使用には、別途定める利用規約が適用される場合が
ある。

1.

1.

DEFINITIONS: As used in this Agreement:

定義：本契約で使用される場合：

1.1
“Affiliate” means any entity that, directly or
indirectly through one or more intermediaries, controls,
is controlled by, or is under common control with a party
hereto. “Control” for purposes of this definition means
direct or indirect ownership or control of more than 50%
of the voting interest in the subject entity.

1.1
「関連会社」とは、直接的または仲介人を通じ
て間接的に本契約の当事者を支配し、本契約の当事者に
支配され、もしくは本契約の当事者の共通支配の下にあ
るすべての事業体を意味する。この定義における「支
配」とは、従属事業体の議決権持分の50%超を直接的ま
たは間接的に所有または支配していることを意味する。

1.2
“Gallery” means a public cloud, multi-studio
(tenant) web platform offered by Alteryx pursuant to its
terms and conditions, which allows users to publish
analytic applications they create via the Licensed
Product.

1.2
「Gallery」とは、Alteryxがその条件に従って
提供するパブリッククラウド、マルチスタジオ（テナン
ト）型のウェブプラットフォームを意味する。ユーザー
は、Galleryを利用し、自身が作成した分析アプリケー
ションをライセンス製品経由で公開することができる。

1.3
“Law(s)” means any law, ordinance, regulation,
order, judgment or other requirement of any federal,
state, local or foreign government, or any court or
tribunal of competent jurisdiction, in each case as may
be limited by the context of its use.

1.3
「法令」とは、すべての法律、条例、規制、命
令、判決、または連邦、州、地方もしくは海外政府また
は管轄権を有する裁判所もしくは裁決機関によるその他
の要求を意味し、それぞれが使用の状況により制限され
ることがある。

1.4
"Licensed Product(s)" means the proprietary
Alteryx software in object code form made available by
Alteryx to You under this Agreement, together with the
Related Materials and Updates. Licensed Product(s) do
not include any Third-Party Tools or Third-Party Code.

1.4
「ライセンス製品」とは、本契約に基づき
Alteryxから貴社に提供されるオブジェクトコード形式の
Alteryx独自ソフトウェア（関連資料およびアップデート
を含む）を意味する。ライセンス製品は、第三者ツール
または第三者コードを含まない。

1.5
“Order Form” means an ordering document
executed by You and Alteryx, which describes the
Licensed Products and Services to be provided to You.

1.5
「注文書」とは、貴社に提供されるライセンス
製品および本件サービスについて記載された、貴社と
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Order Forms that reference this Agreement shall be
deemed a part of this Agreement. Should an Affiliate
enter into an Order Form that references this
Agreement, such Affiliate agrees to be bound by the
terms of this Agreement as if it were an original party
hereto.

Alteryxが締結する注文用文書を意味する。本契約を参照
する注文書は、本契約の一部と見なされるものとする。
関連会社が本契約を参照する注文書を締結した場合、か
かる関連会社は、あたかも本契約の元の当事者であるか
のように、本契約の条件に拘束されることに同意したも
のと見なされる。

1.6
"Related Materials" means the standard
published specifications for the Licensed Products,
including (i) functional, technical, design and
performance specifications; (ii) installation, configuration,
administration, operation and maintenance procedures
and instructions; and (iii) training guides and user
manuals.

1.6
「関連資料」とは、ライセンス製品に関して公
表されている標準的な仕様を意味し、（i）機能、技
術、設計、および性能に関する仕様、（ii）インストー
ル、構成、管理、操作、およびメンテナンス手順と指
示、（iii）トレーニングガイドおよびユーザーマニュア
ルを含む。

1.7
“Third-Party Licensors” means third parties that
have licensed to Alteryx the right to sublicense and/or
distribute certain software, data or Third-Party Tools
proprietary to such third parties. Third-Party Licensors
shall be beneficiaries of this Agreement as it relates to
their respective software, data or Third-Party Tools.

1.7
「第三者ライセンサー」とは、かかる第三者が
独自に開発した特定のソフトウェア、データ、もしくは
第三者ツールをサブライセンスおよび／または配布する
権利をAlteryxに許諾した第三者を意味する。第三者ライ
センサーは、そのそれぞれのソフトウェア、データ、第
三者ツールに関して、本契約の受益者とされる。

1.8
“You” or “Your” (and “Licensee”) means the
individual or entity that has downloaded or otherwise
procured the Licensed Product(s) for use as an end
user. However, for the purpose of any agreement arising
from an Order Form, reference to “You” shall be
construed solely as a reference to the specific customer
entity that executes the Order Form.

1.8
「貴社」または「あなた」（および「ライセン
シー」）とは、エンドユーザーとして使用するためにラ
イセンス製品をダウンロード（またはその他の方法で入
手）した個人または事業体を意味する。なお、注文書に
起因するすべての契約に関しては、「貴社」への言及
は、その注文書を締結する特定の顧客の事業体のみを指
すと解釈されるものとする。

2.

2.

LICENSES; RESTRICTIONS:

ライセンス、制限：

2.1
GRANT OF LICENSE: Alteryx grants You a
limited, non-transferable, non-sublicensable, nonassignable and non-exclusive license to install and use
the Licensed Products for which You have been issued a
License Key (as defined below) by Alteryx, but
conditioned upon use only in accordance with (i) the rights
and restrictions contained in this Agreement; (ii) any limits
or restrictions set forth on any applicable Order Form; (iii)
the Related Materials; and (iv) the number of Authorized
Users and/or permitted number of Cores (as applicable).
If Your Order Form specifically permits Your Affiliates to
use the Licensed Products, such use shall be subject to
this Agreement and You shall remain liable for all acts
and omissions of all such Affiliates.

2.1
ライセンスの付与：Alteryxは、Alteryxにより
貴社に発行されたライセンスキー（以下で定義）の対象
となるライセンス製品をインストールおよび使用する、
限定的で、移転不可、サブライセンス不可、譲渡不可
な、非独占的ライセンスを貴社に付与する。ただし、
（i）本契約に含まれる権利および制限、（ii）該当する
注文書に規定される限度および制限、（iii）関連資料、
ならびに（iv）認定ユーザーの数および／または許可さ
れるコアの数（該当する場合）に従ってのみ使用するこ
とが条件となる。貴社の注文書で貴社の関連会社がライ
センス製品を使用することを明確に許可している場合、
かかる使用は本契約に従うものとし、貴社は引き続き当
該関連会社すべてのあらゆる行為および不作為について
責任を持つものとする。

2.1.1
PURCHASED LICENSES: User-Based
Licenses and Core-Based Licenses (each as defined
below, and together, “Purchased Licenses”) shall be
used solely in furtherance of Your business purposes.

2.1.1
購入済みライセンス：ユーザー単位ライセンス
およびコア単位ライセンス（それぞれの定義は以下のと
おりであり、両者を総称して「購入済みライセンス」と
いう）は、貴社のビジネス目的を推進するためにのみ使
用されるものとする。

2.1.1.1 USER-BASED LICENSES: If, per Your Order
Form, You purchased a license for a Licensed Product

2.1.1.1 ユーザー単位ライセンス：貴社が、貴社の注文
書に従って、ライセンス製品を使用できる認定ユーザー
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that is limited to a certain number of Authorized Users
(as defined below) who may use such Licensed Product
(a “User-Based License”), each such Licensed Product
may only be used by one (1) Authorized User on one (1)
personal computer. A User-Based License may not be
shared by multiple users or used concurrently on
different computers.

（以下で定義）の数が限定されるライセンス製品のライ
センス（以下「ユーザー単位ライセンス」という）を購
入した場合、ライセンス製品は、1人の認定ユーザーが
1台のパーソナルコンピューター上でのみ使用できる。
1件のユーザー単位ライセンスを、複数のユーザーで共
有すること、または異なるコンピューター上で同時使用
することはできない。

2.1.1.2 CORE-BASED LICENSES: If, per Your Order
Form, You purchased a license for a Licensed Product
that is limited to a number of Cores made available to
each installation of such license (a “Core-Based
License”), each Licensed Product may only be installed
on one (1) server. The total number of Cores made
available to each installation of a Core-Based License
shall not exceed the permitted number of Cores
identified on Your Order Form. “Core” means an
individual physical processor within a computer’s central
processing unit (CPU) that receives and executes
commands. For a computer having a multi-processor
CPU, the number of Cores is equal to the number of
physical processors in the CPU. Each such physical
processor shall be considered a single Core for
purposes of this Agreement regardless of whether it is
being utilized with technologies such as hyper-threading
or similar technologies to make multiple logical cores or
logical CPUs visible to the operating system.

2.1.1.2 コア単位ライセンス：貴社が、貴社の注文書に
従って、ライセンス製品の各インストールに利用できる
コア数が限定されるライセンス（以下「コア単位ライセ
ンス」という）を購入した場合、各ライセンス製品を1
台のサーバーにのみインストールすることができる。コ
ア単位ライセンスの各インストールに利用できる合計コ
ア数は、注文書に明記されるコア数の上限を超えないも
のとする。「コア」とは、コマンドを受信および実行す
るコンピューターの中央処理ユニット（CPU）内の
個々の物理プロセッサーを意味する。マルチプロセッサ
ーCPUを持つコンピューターの場合、コア数は、その
CPUの物理プロセッサー数と同数になる。それぞれの
物理プロセッサーは、ハイパースレッディング技術など
のように、複数の論理コアまたは論理CPUをオペレー
ティングシステムに認識させる技術を利用しているかど
うかにかかわらず、本契約においては1台のコアと見な
される。

2.1.2
TRIAL LICENSES: If You ordered or
downloaded a Licensed Product on an unpaid, trial
basis, (a “Trial License”) You may use the Licensed
Product solely in connection with Your own trial use and
evaluation of the Licensed Product, and You shall not
resell, sublicense or otherwise publicly disclose or
disseminate any output of the Licensed Product. A Trial
License entitles You to use the Licensed Product on a
single personal computer for a fourteen (14) day trial
and evaluation period or such other period as may be
granted by Alteryx (“Trial Period”). The Trial License
automatically expires at the end of the Trial Period, at
which point, the Licensed Product shall become
inoperable. Alteryx may terminate Your Trial License at
any time with immediate effect for any reason and
without liability to Alteryx of any kind.

2.1.2
試用ライセンス：貴社がライセンス製品を無料
で試用する目的で注文またはダウンロードした場合（以
下、「試用ライセンス」という）、貴社はライセンス製
品の試用および評価に関連してのみライセンス製品を使
用することができるが、貴社は、ライセンス製品の再販
売やサブライセンスを行わず、その他の方法でこれを公
開もしくは配布しないものとする。試用ライセンスで
は、1台のパーソナルコンピューター上で14日間の試用
および評価期間、またはAlteryxにより許可された場合に
はその他の期間（以下「試用期間」という）、ライセン
ス製品を使用することができる。試用ライセンスは、試
用期間が終了すると自動的に失効し、ライセンス製品は
その時点で動作しなくなる。Alteryxは、理由の如何を問
わず、またAlteryxがいかなる種類の責任も負うことな
く、いつでも直ちに貴社の試用ライセンスを終了するこ
とができる。

2.1.3
NON-COMMERCIAL LICENSES: If You
obtained an unpaid license to any Licensed Product for
educational purposes or for a not-for-profit organization
(a “Non-Commercial License”), You may use and
access the Licensed Product solely for non-commercial
purposes for Your educational institution or not-for-profit
organization (each, an “Organization”), as applicable.
Eligibility for Non-Commercial Licenses is based on
verification by Alteryx, in its discretion, of Your
enrollment or employment, as applicable, with an
Organization. Each Non-Commercial License is for a
one (1) year term. If the Non-Commercial License is a
User-Based License, Section 2.1.1.1 shall apply. If the

2.1.3
非商用ライセンス：貴社が、教育目的で、また
は非営利団体用としてライセンス製品の無料ライセンス
（以下「非商用ライセンス」という）を入手した場合、
貴社は、教育機関または非営利団体（それぞれを「該当
団体」という）のための非商用目的でのみライセンス製
品を使用しこれにアクセスできる。非商用ライセンスを
入手する資格は、Alteryxの判断により、該当団体への貴
社の参加または雇用（該当する場合）についての確認に
基づくものとする。それぞれの非商用ライセンスの有効
期間は1年間とする。非商用ライセンスがユーザー単位
ライセンスであれば、第2.1.1.1項が適用されるものとす
る。非商用ライセンスがコア単位ライセンスであれば、
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Non-Commercial License is a Core-Based License,
Section 2.1.1.2 shall apply. Alteryx may terminate Your
Non-Commercial License at any time upon thirty (30)
days’ notice, with or without cause, and without liability
to Alteryx of any kind.

第2.1.1.2項が適用されるものとする。Alteryxは、理由
の有無を問わず、またAlteryxがいかなる種類の責任も負
うことなく、いつでも30日前の通知をもって、貴社の
非商用ライセンスを終了することができる。

2.2
AUTHORIZED USERS: You must identify to
Alteryx Your personnel who are authorized to use the
Licensed Product and for whom the applicable license
fees are paid (each an “Authorized User”) in such a
manner as required by Alteryx (e.g., via a valid email
address assigned by You to each such Authorized User).
The total count of Authorized Users must not exceed the
number of User-Based Licenses purchased pursuant to
an Order Form or otherwise granted by Alteryx in the case
of Non-Commercial Licenses and Trial Licenses. UserBased Licenses may be reassigned to other uniquely
identified individuals over time in the event personnel are
no longer employed by You or the job description of
designated personnel no longer includes usage of the
Licensed Products, but may not be reassigned so
frequently as to enable the sharing of any single UserBased License between multiple users.

2.2
認定ユーザー：貴社は、ライセンス料金が支払
われた対象者であり、ライセンス製品を使用する権限を
与えられた貴社の社員（それぞれを「認定ユーザー」と
いう）について、Alteryxが要求する方法（例：貴社が各
認定ユーザーに割り当てた有効なEメールアドレスを使
用するなど）によりAlteryxに知らせる必要がある。認定
ユーザーの合計数は、注文書に従って購入されたユーザ
ー単位ライセンスの数、または非商用ライセンスおよび
試用ライセンスの場合はAlteryxがその他の方法で付与し
た数を超えてはならない。社員が貴社に雇用されなくな
った場合、または指定された社員の職務内容がライセン
ス製品の使用を要しなくなった場合、ユーザー単位ライ
センスは、一意的に識別できる他の個人に再割当できる
が、複数のユーザー間で1つのユーザー単位ライセンス
が共有され得るほど頻繁な再割当をしてはならない。

2.3
BACKUP COPIES: You may create one (1)
backup copy for each Licensed Product You have (not
per user) as may be legally necessary, provided that (i)
it is used only for backup purposes; (ii) all Alteryx and
Third Party Licensor information including copyright
notices are maintained on such copy; and (iii)
possession of the copy is retained by You in a secure
location.

2.3
バックアップコピー：貴社は、法的な必要に応
じて、貴社が有する各ライセンス製品について（ユーザ
ーごとにではなく）バックアップコピーを1点作成する
ことができる。ただし、（i）バックアップコピーは、
バックアップの目的でのみ使用されること、（ii）著作
権表示を含むAlteryxおよび第三者ライセンサー情報はす
べてかかるコピー上にも表示すること、および（iii）コ
ピーは、貴社が安全な場所に保管することを条件とす
る。

2.4
USES NOT PERMITTED: UNLESS
OTHERWISE EXPRESSLY SET FORTH IN THIS
AGREEMENT, YOU MAY NOT: (i) copy, modify or
make derivative works of any part of the Licensed
Product or Third-Party Code, or incorporate the
Licensed Product or Third-Party Code into other
software (in each case, except to the extent permitted by
an applicable Open Source Software license);
(ii) distribute, sell, resell, rent, lease, sublease,
sublicense, timeshare, lend or otherwise disseminate
the Licensed Product, Syndicated Data, Third-Party
Code, or any copies thereof, or Your rights under this
Agreement; (iii) place the Licensed Product on the
Internet or any similar network or network service or
virtualize an User-Based License without Alteryx’s prior
written consent; (iv) make any attempt to unlock or
bypass any initialization system, or encryption
techniques utilized by the Licensed Product; (v) alter,
remove or obscure any product identification, proprietary
legend, copyright, trademark, service mark, or other
notices contained in or on the Licensed Product; (vi)
disclose any passwords, lock-codes, authorization
codes, license keys or serial numbers provided by
Alteryx (each, a “License Key”), or use any License Key
not supplied by Alteryx; (vii) decompile, disassemble,
decode, reverse engineer or in any other way attempt to

2.4
許可されない使用方法：本契約に別途明示的に
規定されていない限り、貴社は次の行為をしてはならな
い。（i）ライセンス製品または第三者コードをコピ
ー、変更すること、またはその一部の二次的著作物を作
成すること、あるいはライセンス製品または第三者コー
ドを他のソフトウェアに組み込むこと（それぞれの場合
において、該当するオープンソース・ソフトウェア・ラ
イセンスにより許可される範囲を除く）、（ii）ライセ
ンス製品、シンジケートデータ、第三者コード、または
これらのコピー、または本契約に基づく貴社の権利を配
信、販売、再販売、レンタル、リース、サブリース、サ
ブライセンス、タイムシェア、貸出すること、またはそ
の他の方法で頒布すること、（iii）Alteryxの事前の書面
による同意なく、ライセンス製品をインターネットもし
くは類似するネットワークやネットワークサービスに置
くこと、またはユーザー単位ライセンスを仮想化するこ
と、（iv）ライセンス製品が利用する、初期化システム
または暗号化技術を解除または迂回する試みをするこ
と、（v）ライセンス製品に含まれる製品ID、所有権表
示、著作権、商標、サービスマークその他の表示を変
更、削除、不明瞭化すること、（vi）Alteryxにより支給
されたパスワード、ロックコード、認証コード、ライセ
ンスキー、またはシリアル番号（それぞれを「ライセン
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derive, reconstruct, or discover a source code version of
any Licensed Product or any of its components,
including any data incorporated therein; (viii) publicly
disseminate performance information or analysis from
any source relating to the Licensed Product; (ix) use the
Licensed Product to develop a product that is
competitive with any Alteryx product offering; (x) assert,
nor will You authorize, assist or encourage any third
party to assert, against Alteryx, any of its Affiliates, or
Third Party Licensors, any patent infringement or other
intellectual property infringement claim regarding any
Licensed Product, workflow or derivative work thereof;
or (xi) disclose the terms and conditions of this
Agreement or any Order Form.

スキー」という）を開示すること、またはAlteryxが支給
していないライセンスキーを使用すること、（vii）ライ
センス製品のソースコード版またはそのコンポーネント
（組み込まれたデータを含む）をデコンパイル、逆アセ
ンブル、デコード、リバースエンジニアリングするこ
と、またはその他の方法で抽出、再構成、発見しようと
試みること、（viii）ライセンス製品に関連するソース
からのパフォーマンス情報または分析結果を公開するこ
と、（ix）Alteryx製品と競合する製品を開発するために
ライセンス製品を使用すること、（x）ライセンス製
品、そのワークフローまたは二次的著作物に関して、特
許侵害またはその他の知的財産の侵害の申立てを
Alteryx、その関連会社、または第三者ライセンサーに対
して主張すること（または第三者がこれを主張すること
を貴社が承認、援助、または奨励すること）、または
（xi）本契約または注文書の条件を開示すること。

2.5
THIRD-PARTY CODE: The Licensed Product
may contain or be provided with components from ThirdParty Licensors (“Third-Party Code”). To the extent
applicable to the provision of Licensed Products
hereunder, Third-Party Code shall be subject to the
terms and conditions of open source software licenses
as described in the “Help” section of the Licensed
Product.

2.5
第三者コード：ライセンス製品は、第三者ライ
センサーのコンポーネント（以下「第三者コード」とい
う）を含む場合、またはかかるコンポーネントとともに
提供される場合がある。本契約に基づくライセンス製品
の規定に適用される範囲で、第三者コードは、ライセン
ス製品の「ヘルプ」セクションに記載されるオープンソ
ース・ソフトウェア・ライセンスの条件に従うものとす
る。

2.6
ALTERYX SDK: The following terms apply to
Your use of the Alteryx SDK:
https://www.alteryx.com/sdkterms. “SDK” means the
Alteryx Software Development Kit made available by
Alteryx to You under this Agreement, including any
Updates, plus any previous versions of an Alteryx SDK
that You have obtained without an accompanying
license agreement (if applicable).

2.6
Alteryx SDK：貴社がAlteryxのSDKを使用する
場合、https://www.alteryx.com/sdktermsに定める条件が
適用される。「SDK」とは、本契約に基づきAlteryxが
貴社に提供するAlteryxのソフトウェア開発キットを意味
する。これには、アップデート、ならびに付属する使用
許諾契約なしに貴社が入手した以前のバージョンの
Alteryx SDKが含まれる（該当する場合）。

3.

3.

DATA AND THIRD-PARTY TOOLS:

データおよび第三者ツール：

3.1
SYNDICATED DATA: If You purchased a
license to third-party data sourced by Alteryx
(“Syndicated Data”), the following terms apply to Your
use of the Syndicated Data:
https://www.alteryx.com/syndicateddata. The definitions
of “Output Provision” and “Results” as used in this
Agreement may be found in the foregoing link.

3.1
シンジケートデータ：貴社がAlteryxが入手した
第三者データ（以下「シンジケートデータ」という）の
ライセンスを購入した場合、貴社のシンジケートデータ
の使用にはhttps://www.alteryx.com/syndicateddataに定
める条件が適用される。本契約で使用される「アウトプ
ット規定」および「結果」の定義は、前述のリンク先に
含まれる。

3.2
LICENSEE-SOURCED DATA: You may use
the Licensed Products with Your own data sets and/or
third-party data sets licensed directly by You from third
parties (“Licensee-Sourced Data”), provided that You
are compliant with the terms and conditions of Your
agreement with such third party. Alteryx shall not be
liable for any damages or claims incurred as a result of
Your use of Licensee-Sourced Data with the Licensed
Products. The Output Provision with respect to use of
Syndicated Data shall apply if output or results include
both Licensee-Sourced Data and Syndicated Data.

3.2
ライセンシーが入手したデータ：貴社はライセ
ンス製品を貴社独自のデータセットおよび／または第三
者が直接貴社にライセンスした第三者のデータセット
（以下「ライセンシー入手データ」という）とともに使
用することができる。ただし、貴社が当該第三者と貴社
との契約条件を遵守することを条件とする。Alteryxは、
貴社がライセンシー入手データをライセンス製品ととも
に使用した結果として生じるいかなる損害賠償または請
求に対しても責任を負わないものとする。シンジケート
データの使用に関するアウトプット規定は、アウトプッ
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トまたは結果がライセンシー入手データとシンジケート
データの両方を含む場合に適用されるものとする。
3.3
THIRD-PARTY TOOLS: You agree that use of
any configurable component or widget not embedded in
the Licensed Product at the time of delivery but created
by a third party or You and added to or used by You with
the Licensed Product (“Third-Party Tools”) may be
subject to applicable terms and conditions for such the
Third-Party Tools.

3.3
第三者ツール：貴社は、納品時にライセンス製
品に埋め込まれていなかったが、第三者または貴社が作
成し、ライセンス製品に追加した、または貴社がライセ
ンス製品とともに使用する、構成可能コンポーネントま
たはウィジェット（以下「第三者ツール」という）の使
用については、当該第三者ツールに適用される条件に従
うことに同意する。

4.
SUPPORT AND UPDATES: For Purchased
Licenses, Alteryx will provide to You support and
consultation in accordance with the Alteryx Support
Guidelines available at
http://community.alteryx.com/supportguidelines (the
“Support Guidelines”) and as may be further specified in
an applicable Order Form. During the term of the
applicable Order Form, Alteryx will provide revised
releases of the Licensed Products, incorporating
corrections, improvements and enhancements
(“Updates”) to You in accordance with the Support
Guidelines.

4. サポートおよびアップデート：購入済みライセンス
について、Alteryxは、
http://community.alteryx.com/supportguidelinesに掲載さ
れ、該当する注文書で追加的に指定されることのある
Alteryxのサポート指針（以下「サポート指針」という）
に従って、貴社にサポートおよびコンサルテーションを
提供する。該当する注文書の期間中、Alteryxは、サポー
ト指針に従い、修正、改良、および拡張を組み込んだラ
イセンス製品の更新リリース（「アップデート」）を貴
社に提供する。

5.
SERVICES: Alteryx will provide the number of
days or hours of training, enablement or other services
(“Services”) as may be purchased by You and set forth
in an Order Form. The parties acknowledge that the
scope of the Services consists solely of assistance with
deployment, training and guidance in use of the
Licensed Product.

5. サービス：Alteryxは、貴社が購入し、注文書に記載
される内容に従い、既定の日数または時間のトレーニン
グ、イネーブルメント、その他のサービス（以下「本件
サービス」という）を提供する。両当事者は、本件サー
ビスの範囲が、デプロイメントの支援、およびライセン
ス製品の使用に関するトレーニングとガイダンスに限定
されることを了解する。

6.
PAYMENT: For Purchased Licenses, You
agree to pay Alteryx the fees and any applicable sales
and use taxes, including VAT, GST, and service tax,
pursuant to the invoice schedule set forth in the Order
Form. A finance charge equal to the lesser of one and a
half percent (1.5%) per month or the maximum amount
allowed by applicable Law shall be assessed on all
undisputed amounts that are past due. If You fail to
remit payment for undisputed fees past due, Alteryx
may, at its option and upon notification, terminate
Services or rescind any licenses unless You remit
payment to Alteryx within ten (10) business days of
notification. Such notice shall also serve as notice of
breach under Section 8.2(i) of this Agreement. Except
as expressly set forth herein, Order Forms are noncancelable and all fees are non-refundable.

6. 支払い：購入済みライセンスについて、貴社は、注
文書に記載される請求スケジュールに従い、料金ならび
に適用される消費税と使用税（VAT、GST、サービス税
を含む）をAlteryxに支払うことに同意する。1カ月あた
り1.5%または適用法で許容される最大金額のうちいず
れか少ない金額が、支払期限を過ぎた異論のない全額に
ついて請求されるものとする。貴社が支払期限を過ぎた
異論のない料金を送金しない場合、Alteryxは、独自に判
断を下し、通知を送付することにより、通知から10営
業日以内に貴社がAlteryxに送金しない場合、本件サービ
スを終了するか、すべてのライセンスを無効にすること
ができる。かかる通知は、本契約の第8.2（i）項の違反
の通知としての役割も持つものとする。本契約に明示的
に規定されていない限り、注文書は、取消不能で、料金
はすべて払戻し不可である。

7.
DELIVERY: Alteryx will deliver the Licensed
Product, at its option, electronically or on physical
media, to the delivery location as specified in the
applicable Order Form or as otherwise agreed to by the
parties in writing. All Licensed Products shall be deemed
delivered when made available to You for download.

7. 納品：Alteryxは、その判断により、ライセンス製品
を電子的に、または物理メディアで、該当する注文書に
記載された場所に、または両当事者が書面で合意したそ
の他の場所に納品する。すべてのライセンス製品は、貴
社がダウンロードできる状態になった時点で納品された
ものと見なす。
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8.

8. 期間および終了：

TERM AND TERMINATION:

8.1
TERM: This Agreement is effective as of the
delivery or download of the Licensed Products and
expires when all licenses and Services hereunder have
expired in accordance with their own terms. The term of
Your license under this Agreement is limited as specified
in the Order Form or in the purchasing documentation if
purchased through a Reseller. Each Order Form shall
become effective when duly signed by each of the
parties and shall continue in effect through the expiration
date for the licenses granted thereunder, unless
terminated earlier by either party in accordance with this
Agreement.

8.1
契約期間：本契約は、ライセンス製品の納品ま
たはダウンロードの時点で発効し、本契約に基づくすべ
てのライセンスおよび本件サービスがその独自の条件に
従って失効したときに終了する。本契約に基づく貴社の
ライセンスの期間は、注文書の規定、またはリセラーを
通じて購入した場合は購入文書の規定により限定され
る。各注文書は、両当事者それぞれにより正式に署名さ
れたときに発効し、本契約に従っていずれかの当事者に
より早期に解約されない限り、注文書に基づき付与され
るライセンスの満了日まで有効に存続する。

8.2
TERMINATION: Alteryx or You may terminate
this Agreement upon notice to the other party if the other
party: (i) breaches any material obligation under this
Agreement and fails to cure such breach within thirty
(30) days from the date the other party receives notice
of the breach from the non-breaching party, provided
that Alteryx may terminate this Agreement and any
license(s) immediately upon any breach of Section 2.4;
(ii) ceases operation without a successor; or (iii) seeks
protection under any bankruptcy, receivership, trust
deed, creditors arrangement, composition, or
comparable proceeding, or if any such proceeding is
instituted against such party (and not dismissed within
sixty (60) days). Termination is not an exclusive remedy
and the exercise by either party of any remedy under
this Agreement will be without prejudice to any other
remedies it may have under this Agreement, by law, or
otherwise.

8.2
契約の解除：Alteryxまたは貴社は、他方当事者
が以下に該当する場合、他方当事者に通知を行うことに
より、本契約を解除することができる。（i）本契約に
基づく重要な義務に違反し、他方当事者が非違反当事者
から違反についての通知を受領した日から30日以内に
当該違反を是正できなかった場合。ただし、Alteryxは、
第2.4項の違反があったときには直ちに本契約およびす
べてのライセンスを解除できるものとする。（ii）承継
人なしに営業を停止した場合。または、（iii）破産、財
産保全管理、信託証書、債権者取り決め、債務免除（相
当手続き）に基づき保護を求めた場合、またはかかる手
続きが当該当事者に対して起こされた場合（かつ、60
日以内に棄却されない場合）。解除は唯一の救済方法で
はなく、いずれかの当事者による本契約に基づく救済の
行使は、当該当事者が本契約、コモンローその他を根拠
として有することのある他のいかなる救済にも影響を与
えないものとする。

8.3
EFFECTS OF TERMINATION: Upon expiration
or termination of this Agreement, You agree to remove
all copies of the Licensed Product(s), Third-Party Tools
and Syndicated Data from all computers and servers on
which they have been installed and to destroy all copies
of the Licensed Product(s), Third-Party Tools and
Syndicated Data in Your possession, provided that You
may retain copies of any Results. If so requested by
Alteryx, You shall certify to Alteryx in writing that such
actions have been taken.

8.3
解除の効果：本契約の満了または解除の時点
で、貴社は、ライセンス製品、第三者ツール、およびシ
ンジケートデータの全コピーをこれらがインストールさ
れた全コンピューターとサーバーから削除し、貴社が保
持しているライセンス製品、第三者ツール、およびシン
ジケートデータの全コピーを破棄することに同意する。
ただし、貴社は結果のコピーを保持することができる。
Alteryxから要求があった場合、貴社は、かかる処理が行
われたことを書面でAlteryxに証明するものとする。

9.
FEEDBACK: In the event that You provide to
Alteryx any feedback, suggestions, ideas, or
identification of problems or deficiencies and possible
remedies therefor (collectively, “Feedback”) with respect
to the Licensed Product(s) or Services or any other
existing or potential product or service of Alteryx, You
grant to Alteryx and its Affiliates a worldwide, nonexclusive, royalty-free, non-terminable license to use
such Feedback in any way, including but not limited to
incorporating it into the Licensed Product(s) or other
existing or future products or services of Alteryx, its
Affiliates, partners, and Resellers.

9. フィードバック：貴社が、ライセンス製品もしくは
本件サービス、またはAlteryxの他の既存／予定製品もし
くはサービスに関して、Alteryxにフィードバック、提
案、アイデア、問題もしくは欠陥の指摘やその改善案
（以下総称して「フィードバック」という）を提供した
場合、貴社は、Alteryxおよびその関連会社に、かかるフ
ィードバックをあらゆる形で使用できる非独占的、ロイ
ヤリティフリー、解除不可の世界的ライセンスを付与す
る。ここには、ライセンス製品またはその他のAlteryx、
その関連会社、パートナー、およびリセラーの既存／将
来の製品もしくはサービスにそれを組み込むことが含ま
れるが、これに限定されない。
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10.
OWNERSHIP: All title and intellectual property
rights in and to any product or service provided by
Alteryx to You (including but not limited to the Licensed
Products, Syndicated Data, content, application
programming interfaces, maps, directions, and any
images, photographs, video, audio, text, and “applets,” if
any) and all copies, modifications, and derivative works
thereof (including any changes which incorporate Your
Feedback) are owned or licensed by Alteryx and no
ownership rights are being conveyed to You under this
Agreement or otherwise. Nothing in this Agreement
constitutes a waiver of Alteryx’s rights under any Laws,
including but not limited to U.S. or international
intellectual property Laws. All rights not specifically
granted under this Agreement are reserved by Alteryx
and its suppliers, including the Third-Party Licensors.
The Services and any related deliverables are not a
Work-for-Hire as defined by applicable Law. You agree
to reproduce, and shall not remove or obscure, any
copyright notices and proprietary rights legends on all
authorized copies of the Licensed Products and any
Syndicated Data. Third Party Licensors specifically
retain title to all Third-Party Code, data or Third- Party
Tools owned by them. You retain all title and intellectual
property rights to any data or information owned and
provided by You when using the Licensed Product.

10. 所有権：Alteryxから貴社に提供されるすべての製品
またはサービス（ライセンス製品、シンジケートデー
タ、コンテンツ、アプリケーション・プログラミング・
インターフェイス、マップ、指示、画像、写真、動画、
音声、テキスト、および該当する場合「アプレット」を
含むがこれらに限定されない）に対するすべての権原お
よび知的財産権、ならびにその全コピー、変更点、二次
的著作物（貴社のフィードバックを組み込んだ変更を含
む）は、Alteryxにより所有またはライセンスされ、本契
約またはその他の方法に基づきいかなる所有権も貴社に
譲渡されないものとする。本契約のいかなる規定も、米
国および国際的な知的財産法を含むがこれらに限定され
ない法令に基づくAlteryxの権利放棄を構成しない。本契
約に基づき明示的に付与されていないすべての権利は、
Alteryxおよびそのサプライヤー（第三者ライセンサーを
含む）により留保される。本件サービスおよび関連する
すべての成果物は、適用法で定義される職務著作物では
ない。貴社は、ライセンス製品およびシンジケートデー
タのすべての認可コピー上の著作権表示および所有権表
示を複製すること、およびこれらを削除・不明瞭化しな
いことに同意する。第三者ライセンサーは、自身が所有
するすべての第三者コード、データ、第三者ツールに対
する権原を明示的に留保する。貴社は、ライセンス製品
を使用する際に貴社が所有し、貴社により提供されるす
べてのデータまたは情報に対するすべての権原と知的財
産権を留保する。

11.

11.

LIMITED WARRANTY:

限定的保証：

11.1
PRODUCT WARRANTY: For Purchased
Licenses, Alteryx warrants for a period of ninety (90)
days from initial delivery to You (“Warranty Period”) that
the Licensed Product will operate in substantial
conformity with the terms of the Related Materials and
will be, at the time of delivery of the Licensed Product,
free of viruses, Trojan horses, worms, spyware, or other
such code designed to maliciously impede in any
manner, the intended operation of the Licensed Product.
Alteryx's entire liability and Your exclusive remedy for
the foregoing warranties shall be, at Alteryx's sole option
and discretion, to use commercially reasonable efforts to
provide You with a replacement of the Licensed Product
or an error correction or workaround which corrects the
defect; provided, however, if Alteryx determines such
remedy to be impracticable, Alteryx may terminate the
applicable Order Form and provide a refund of the
applicable purchase price of the defective Licensed
Product. Alteryx will have no obligation with respect to a
warranty claim unless notified of such claim within the
Warranty Period. This warranty applies only to the initial
delivery of Licensed Product(s) under an Order Form
and does not renew or reset.

11.1
製品保証：購入済みライセンスについて、
Alteryxは、貴社への最初の納品から90日間（以下「保
証期間」という）、ライセンス製品が関連資料の条件に
実質的に準拠して動作し、ライセンス製品の納品時点
で、ウイルス、トロイの木馬、ワーム、スパイウェア、
またはライセンス製品の意図された機能をいかなる形で
あれ悪意をもって妨げるように設計されたその他の類似
するコードが含まれていないことを保証する。上記の保
証に関するAlteryxの全責任および貴社の唯一の救済は、
Alteryxが独自の判断および裁量により、商業的に合理的
な努力を払い、貴社にライセンス製品の交換、エラー修
正、または欠陥を修正する回避策を提供することである
ものとする。ただし、Alteryxによりかかる救済の実行が
困難であると判断された場合、Alteryxは該当する注文書
を解除し、欠陥のあるライセンス製品に適用される購入
金額について払い戻しを行うことができる。Alteryxは、
保証期間内に保証の請求がない限り、保証の請求に関し
ていかなる義務も有しない。この保証は、注文書に基づ
くライセンス製品の最初の納品についてのみ適用され、
更新またはリセットには適用されない。

11.2
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES:
Each party hereby represents and warrants that (i) if it is
a company or other entity, it is duly organized and
validly existing under the Laws of the place of its
incorporation or formation and has full corporate power

11.2
表明および保証：各当事者は、本契約により以
下を表明し保証する。（i）当該当事者が会社またはそ
の他の事業体である場合、それがその法人化または成立
した場所の法令に基づき正式に編成され有効に存続して
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and authority to enter into this Agreement and to carry
out the provisions hereof; (ii) it is duly authorized to
execute and deliver this Agreement and to perform its
obligations hereunder; (iii) this Agreement is a legal and
valid obligation binding upon it and enforceable
according to its terms; (iv) the execution, delivery, and
performance of this Agreement do not conflict with any
agreement, instrument, or understanding, oral or written,
to which it is a party or by which it may be bound, nor
violate any Laws of any court, governmental body, or
administrative or other agency having jurisdiction over it;
(v) it will comply with all applicable Laws in its
performance of this Agreement; and (vi) it shall comply
with the export Laws of the U.S. and other applicable
jurisdictions in using the Licensed Products and obtain
any permits, licenses and authorizations required for
such compliance.

おり、本契約を締結し、本契約の規定を履行する完全な
会社の権能および権限を有していること、（ii）当該当
事者が本契約を締結および交付し、本契約に基づくその
義務を履行する権限を正式に与えられていること、
（iii）本契約は、当該当事者を拘束する適法かつ有効な
義務であり、その条件に従って強制可能であること、
（iv）本契約の締結、交付、および履行が、口頭か書面
によるかにかかわらず、当該当事者が当事者となってい
る、またはそれによって当該当事者が法的に拘束される
可能性のある、他のいかなる契約、法律文書、了解事項
と矛盾せず、かつ管轄権を有する裁判所、政府組織、ま
たは行政その他の機関のいかなる法令にも違反していな
いこと、（v）当該当事者が本契約の履行において適用
されるすべての法令を遵守すること、（vi）当該当事者
が、ライセンス製品を使用する際に、米国その他の法域
の輸出関連法令を遵守し、かかる遵守に必要なすべての
許可、ライセンス、および承諾を得ること。

11.3
DISCLAIMERS: EXCEPT AS MAY
OTHERWISE BE EXPRESSLY SET FORTH HEREIN,
NEITHER ALTERYX NOR THIRD-PARTY LICENSORS
MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE
LICENSED PRODUCTS, SERVICES, GALLERY,
THIRD-PARTY CODE OR THIRD-PARTY TOOLS,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. ANY TRIAL LICENSES, NONCOMMERCIAL LICENSES AND SDKS ARE
PROVIDED ON AN “AS-IS” BASIS. ALTERYX
DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR THIRDPARTY CODE, THIRD-PARTY TOOLS AND YOUR
USE OF THE SDKS. NEITHER ALTERYX NOR THIRDPARTY LICENSORS MAKE ANY REPRESENTATIONS
OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH
RESPECT TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR
COMPLETENESS OF THE LICENSED PRODUCTS,
THIRD-PARTY CODE OR THIRD-PARTY TOOLS.
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, THE
ENTIRE RISK AS TO THE USE OF THE LICENSED
PRODUCTS, GALLERY, THIRD-PARTY CODE AND
THIRD-PARTY TOOLS IS ASSUMED BY YOU. YOU
ACKNOWLEDGE THAT IN ENTERING INTO THIS
AGREEMENT, YOU HAVE NOT RELIED ON ANY
PROMISE, WARRANTY, OR REPRESENTATION NOT
EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT.

11.3
責任の否認：本契約に別途明示的に規定されて
いない限り、Alteryxも第三者ライセンサーも、ライセン
ス製品、本件サービス、Gallery、第三者コード、また
は第三者ツールに関して、明示的か黙示的かを問わず、
権原、市場性、特定目的への適合性、および権利の非侵
害の黙示保証を含むがこれらに限定されないいかなる表
明も保証もしないものとする。試用ライセンス、非商用
ライセンス、およびSDKは、「現状のまま」提供され
る。Alteryxは、第三者コード、第三者ツール、および貴
社のSDKの使用について、一切の責任を否認する。
Alteryxも第三者ライセンサーも、ライセンス製品、第三
者コード、第三者ツールの正確性、信頼性、または完全
性に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明
も保証も行わない。本契約に明示的に規定されている場
合を除き、ライセンス製品、Gallery、第三者コード、
および第三者ツールに関するすべてのリスクは、貴社が
負うものとする。貴社は、本契約を締結する際、貴社
が、本契約に明示的に規定されていない何らかの約束、
保証、または表明に依拠しなかったことを認める。
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12.

LIMITATION OF LIABILITY:

12.

責任の制限：

12.1
IN NO EVENT SHALL YOU, ALTERYX, OR
THE THIRD-PARTY LICENSORS BE LIABLE
REGARDLESS OF THE CAUSE, FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES; LOSS OF
GOODWILL, PROFITS, BUSINESS OPPORTUNITY,
ANTICIPATED SAVINGS, OR DATA; WORK
STOPPAGE; OR COMPUTER FAILURE OR
MALFUNCTION, EVEN IF THE AFFECTED PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND WHETHER THE SAME ARISE IN
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR
OTHERWISE.

12.1
理由の如何を問わず、いかなる場合も、特別、
間接的、付随的、結果的、または懲罰的損害賠償、なら
びに信用、利益、取引機会、貯蓄予想、またはデータの
喪失、ストライキ、コンピューターの不具合もしくは誤
作動について、たとえ影響を受ける当事者がかかる損害
賠償の可能性についてあらかじめ警告を受けていたとし
ても、あるいはそれが契約、不法行為（過失を含む）、
またはその他の法理に基づいているかどうかを問わず、
貴社、Alteryx、第三者ライセンサーは、責任を負わない
ものとする。

12.2
ALTERYX’S ENTIRE LIABILITY FOR CLAIMS
OR OBLIGATIONS ARISING UNDER OR RELATED
TO THIS AGREEMENT SHALL NOT EXCEED THE
LICENSE FEES PAID AND/OR PAYABLE BY YOU IN
THE TWELVE-MONTH PERIOD PRIOR TO THE
EVENTS GIVING RISE TO THE CLAIM OR
OBLIGATION.

12.2
本契約に起因もしくは関連して生じる請求また
は義務に対するAlteryxの全責任は、義務または請求の原
因となった出来事の前の12カ月間に貴社が支払った、
および／または支払うべきライセンス料金を超えないも
のとする。

12.3
THE LIMITATIONS ON LIABILITY SET
FORTH IN SECTIONS 12.1 AND 12.2 SHALL NOT
APPLY TO THE EXTENT PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW. IF THIS AGREEMENT IS
GOVERNED BY THE LAWS OF ENGLAND AND
WALES PURSUANT TO SECTION 14.7 BELOW,
NOTHING IN THIS AGREEMENT SHALL EXCLUDE
OR LIMIT ANY PARTY’S LIABILITY FOR: (I) FRAUD
OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; OR (II)
DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY
NEGLIGENCE.

12.3
第12.1項および第12.2項に規定される責任の制
限は、適用される法令により禁止される範囲で適用され
ないものとする。本契約が下記の第14.7項に従いイング
ランドおよびウェールズ法に準拠する場合、本契約のい
かなる規定も、以下に対するいずれの当事者の責任も排
除または制限しないものとする。（i）詐欺もしくは悪
意不実表示、または（ii）過失により生じた死亡もしく
は人身傷害。

13.

13.

INDEMNIFICATION:

13.1
INDEMNIFICATION BY ALTERYX: Alteryx will
defend any action, claim, demand, or suit brought by a
third party against You, Your Affiliates and the
respective officers, directors, employees, agents,
successors, and assigns of You or Your Affiliates
(“Licensee Parties”) that is based on a claim alleging a
Licensed Product as supplied by Alteryx to You infringes
or misappropriates such third party’s U.S. issued patent,
or any trademark, trade secret right or copyright (an
“Infringement Claim”) and Alteryx will indemnify and hold
harmless the Licensee Parties for any damages and
costs (including reasonable attorneys’ fees) finally
awarded against Licensee Parties by a court of
competent jurisdiction for the Infringement Claim.
Alteryx’s indemnity obligation under this Section 13.1
shall not apply: (i) if the Licensed Product(s) is modified
by any party other than Alteryx; (ii) if the Licensed
Product(s) is customized in accordance with written
specifications provided by You; (iii) if the Licensed
Product(s) is combined with products or processes not
provided by Alteryx; (iv) to any unauthorized use of the
Licensed Product(s); (v) to any unsupported release of
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補償：

13.1
Alteryxによる補償：Alteryxは、Alteryxにより
貴社に提供されるライセンス製品が、かかる第三者の米
国で発行された特許、あるいは商標、営業秘密権、また
は著作権を侵害もしくは悪用しているとする請求（以下
「侵害請求」という）に基づき、貴社、貴社の関連会社
およびそのそれぞれの役員、取締役、従業員、代理人、
承継人、ならびに貴社もしくは貴社の関連会社の譲受人
（以下「ライセンシー関係者」という）に対して第三者
が提起する訴訟、請求、要求、または裁判を弁護し、か
つAlteryxは、侵害請求について管轄権を有する裁判所に
よりライセンシー関係者に対して最終的に課された損害
賠償および費用（合理的な弁護士費用を含む）について
ライセンシー関係者を免責し、害を与えない。本第13.1
項に基づくAlteryxの補償義務は、以下には適用されな
い。（i）Alteryx以外の者によりライセンス製品が変更
された場合、（ii）ライセンス製品が、貴社により提供
された書面の仕様書に従ってカスタマイズされた場合、
（iii）ライセンス製品がAlteryxにより提供されたもので
はない製品またはプロセスと組み合わされた場合、
（iv）ライセンス製品の不正使用があった場合、（v）
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the Licensed Product(s) or if You fail to install an Update
provided by Alteryx that could have avoided the actual
or alleged Infringement Claim; (vi) to workflows, output,
analytic applications, algorithms or other applications or
programming built or created by or on behalf of You
through or as a result of use of the Licensed Product or
any SDKs; or (vii) if You settle or make any admissions
with respect to an Infringement Claim without Alteryx’s
prior written consent. If an Infringement Claim is brought
or threatened, Alteryx may, at its sole option and
expense, use commercially reasonable efforts to either
(i) procure a license that will protect You against such
Infringement Claim without cost to You; (ii) modify or
replace all or portions of the Licensed Product as
needed to avoid infringement, such update or
replacement having substantially similar or better
capabilities; or (iii) if (i) and (ii) are not commercially
feasible, terminate this Agreement and any applicable
Order Form(s) and refund to You a pro-rata refund of the
license fees paid under such applicable Order Form(s)
for the terminated portion of the term of such Order
Form(s). The rights and remedies granted to You under
this Section 13 state Alteryx’s entire liability, and Your
exclusive remedy, with respect to any third-party claim
of intellectual property infringement.

ライセンス製品の非サポートリリースに対して、また
は、実際の、もしくは申し立てられた侵害請求を回避す
るかもしれない、Alteryxにより提供されたアップデート
をインストールしなかった場合、（vi）ライセンス製品
またはSDKの使用を通じて、またはその使用の結果とし
て、貴社またはその代理人が構築または作成したワーク
フロー、アウトプット、分析アプリケーション、アルゴ
リズム、その他のアプリケーションもしくはプログラミ
ングに対して、または（vii）貴社が、Alteryxの事前の書
面による同意なく、侵害請求に関して和解または自白を
行った場合。侵害請求が提起された場合、またはそのお
それがある場合、Alteryxはその独自の判断および費用負
担で、商業的に合理的な努力を払い、以下のいずれかを
行う。（i）かかる侵害請求に対して、貴社に費用負担
をかけずに、貴社を保護するライセンスを入手するこ
と、（ii）侵害を回避するために、必要に応じてライセ
ンス製品の全部もしくは一部を変更または交換すること
（かかるアップデートまたは交換版は、実質的に同等か
それ以上の機能を有する）、または（iii）（i）および
（ii）が商業的に実行不可能な場合、本契約および該当
するすべての注文書を解除し、該当する注文書に基づき
支払われたライセンス料金をかかる注文書の解除された
期間を按分計算した金額を貴社に払い戻す。知的財産権
の侵害についての第三者による請求に関して、本第13
条に基づき貴社に付与される権利および救済が、Alteryx
の全責任、および貴社の唯一の救済である。

13.2
INDEMNIFICATION BY YOU: You will defend
any action, claim, demand, or suit brought by a third
party against Alteryx, its Affiliates, the respective
officers, directors, employees, agents, successors, and
assigns of Alteryx or any Alteryx Affiliate (“Alteryx
Parties”) that is based on (i) Your use, alteration,
application or disclosure of the Licensed Products or
Syndicated Data in violation of this Agreement or
applicable Law; or (ii) any Licensee-Sourced Data or
any Output or Results generated by You or the use
thereof, and You will indemnify and hold harmless the
Alteryx Parties for any damages and costs (including
reasonable attorneys’ fees) finally awarded for such
claims.

13.2
貴社よる補償：貴社は、（i）本契約または適
用法に違反してライセンス製品またはシンジケートデー
タを貴社が使用、変更、適用、もしくは開示したこと、
または（ii）ライセンシー入手データまたは貴社が生成
したアウトプットもしくは結果、またはその使用を根拠
としてAlteryx、その関連会社、そのそれぞれの役員、取
締役、従業員、代理人、承継人、およびAlteryxまたは
Alteryxの関連会社の譲受人（以下「Alteryx関係者」と
いう）に対して第三者が提起する訴訟、請求、要求、ま
たは裁判を弁護し、貴社は、かかる請求について最終的
に課された損害賠償および費用（合理的な弁護士費用を
含む）についてAlteryx関係者を免責し、害を与えない。

13.3
INDEMNIFICATION PROCEDURES: In order
to seek and receive indemnification under this
Agreement, the indemnified party must: (i) give prompt
notice to the indemnifying party of the indemnifiable
event; (ii) grant authority to the indemnifying party to
defend or settle any related action or claim, provided
that the indemnifying party will not enter into any
settlement that would diminish the rights of the
indemnified party or that includes an admission of fault
or wrongdoing or the payment of money by the
indemnified party; and (iii) provide, at the indemnifying
party’s expense, information, cooperation and
assistance to the indemnifying party as may be
reasonably necessary for the indemnifying party to

13.3
補償手続：本契約に基づき補償を求め、受け取
るために、被補償当事者は以下を行う必要がある。
（i）補償当事者に、補償されるべき事由について速や
かに通知すること。（ii）関連する訴訟または請求の防
御または和解について、補償当事者に権限を付与するこ
と。ただし、補償当事者が、被補償当事者の権利を減少
するような和解に応じず、被補償当事者による過失もし
くは不正行為または金銭の支払いを認めないことを条件
とする。（iii）請求または訴訟の抗弁または和解のため
に補償当事者が合理的に必要とする情報、協力、助力を
補償当事者の費用負担で補償当事者に提供すること。被
補償当事者は、自己の費用負担で、抗弁に参加すること
ができる。
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defend or settle the claim or action. An indemnified party
may participate, at its own expense, in any defense.
14.

GENERAL:

14.

一般規定：

14.1
ENTIRE AGREEMENT; SURVIVAL: This
Agreement represents our entire understanding and
agreement regarding the Licensed Products, Syndicated
Data, Third-Party Code and Third-Party Tools, and
supersedes any prior purchase order, communication,
advertising or representation between You and Alteryx
and/or any Reseller. To the extent there is any conflict
between the terms of this Agreement and an Order
Form, the terms of the Order Form shall take
precedence. No provision of any purchase order or other
business form, including any electronic invoicing portals
and vendor registration processes, employed by you will
supersede the terms and conditions of this Agreement
(even if after the date of this Agreement or any Order
Form), and any such document shall be for
administrative purposes only and shall have no legal
effect. Any Order Form not terminated concurrently with
the termination of this Agreement shall survive until such
Order Form expires or terminates by its own terms. The
termination of this Agreement but not all issued and
outstanding Order Form(s) shall prevent any new Order
Forms from being executed by the parties. Alteryx may
make changes to this Agreement and will make a such
version available on the website where the Licensed
Product is made available, and You agree to be bound
by this Agreement, as amended. The provisions of
Sections 1, 3, 6 and 8 through 14 shall survive any
termination of this Agreement.

14.1
完全合意、存続：本契約は、ライセンス製品、
シンジケートデータ、第三者コード、第三者ツールに関
する両当事者の完全な了解事項および合意事項を示し、
貴社とAlteryx、および／またはリセラー間の事前の発注
書、通信、広告、または表明よりも優先される。本契約
の条件と注文書の条件の間で矛盾がある範囲で、注文書
の条件が優先されるものとする。貴社が採用する電子請
求ポータルおよびベンダー登録プロセスを含む、発注書
またはその他の取引書式のいかなる規定も、本契約の条
件より優先されることはなく（たとえ、本契約または注
文書の日付より後であっても）、かかる文書は、管理上
の目的のみを有し、法的な効果は有しないものとする。
本契約の終了と同時に解除されない注文書は、当該注文
書がその独自の条件により満了または終了するまで存続
するものとする。本契約の終了により（発行済みの未払
い注文書を除く）、両当事者は新しい注文書を締結でき
なくなる。Alteryxは、本契約を変更することがあり、か
かる変更後のバージョンをライセンス製品が提供される
ウェブサイト上に掲載する。貴社は、本契約が改訂され
た場合、改訂版により拘束されることに同意する。第1
条、第3条、第6条、および第8条から第14条の規定は、
本契約が解除された場合も存続するものとする。

14.2
SEVERABILITY: If any provision of this
Agreement shall be unlawful, void or for any reason
unenforceable, that provision shall be enforced only to
the extent permissible by applicable Law and otherwise
deemed severable from, and shall in no way affect the
validity or enforceability of, the remaining provisions.

14.2
可分性：本契約のいずれかの規定が、違法、無
効、または理由の如何を問わず強制不能と判断された場
合、かかる規定は、適用される法令により許可される範
囲でのみ強制されるものとし、許可されない場合、かか
る規定は分離できるものと見なされ、残りの規定の有効
性または強制可能性には一切影響を与えないものとす
る。

14.3
ANTI-CORRUPTION: You confirm You have
not received or been offered any illegal or improper
bribe, kickback, payment, gift, or thing of value from an
Alteryx employee, agent or partner in connection with
this Agreement. In case You have knowledge of any
violation of the above restriction, You will promptly notify
Alteryx.

14.3
腐敗防止：貴社は、本契約に関連して、貴社が
違法もしくは不適切な賄賂、キックバック、支払い、贈
答品、または有価物をAlteryxの従業員、代理人、パート
ナーから受領していない、または提供されていないこと
を認める。上記の制限に違反する行為を認識した場合、
貴社は速やかにAlteryxに通知するものとする。

14.4
USAGE DATA: Alteryx may automatically
collect usage data regarding Your installation,
registration and use of the Licensed Products and
Services, which may contain limited personal data, in
order to improve its products and services, provide
support and troubleshooting, ensure compliance with
our agreements and terms of use, and carry out
business operations as needed to deliver products and
services. Alteryx will not publicly disclose any usage
data that identifies You or any Authorized Users. To the

14.4
利用データ：Alteryxは、製品およびサービスの
改善、サポートおよびトラブルシューティングの提供、
契約および利用規約の確実な遵守、製品およびサービス
の提供に向けた随時の営業活動を行うため、ライセンス
製品および本件サービスの貴社によるインストール、登
録、使用に関するデータを自動的に収集する場合があ
る。なお、当該データには限定的な個人情報が含まれる
場合がある。Alteryxは、貴社または認定ユーザーを特定
できる利用データを公開しない。利用データに個人を特
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extent usage data contains individually identifying
information, Alteryx collects and uses such data in
accordance with its published privacy policy available at
https://www.alteryx.com/privacy.

定可能な情報が含まれる限りにおいて、Alteryxは、公表
している自社のプライバシーポリシー
（https://www.alteryx.com/privacy）に従い、当該データ
を収集し、利用する。

14.5
PUBLICITY: Alteryx may identify You as a
customer of Alteryx and use Your name and logo in any
of its advertising or marketing materials (including any
press release or statement) solely in connection with
such identification. You can retract the foregoing
permission by submitting a written request via email to
logo.optout@alteryx.com.

14.5
パブリシティ：Alteryxは、貴社をAlteryxの顧
客として特定し、かかる特定に関連してのみ、貴社の名
前およびロゴをその広告またはマーケティング資料（プ
レスリリースや声明を含む）で使用することができる。
貴社は、logo.optout@alteryx.comにEメールで要求を送
付することにより、前記の許可を取り消すことができ
る。

14.6
ASSIGNMENT: This Agreement will bind and
inure to the benefit of each party’s permitted successors
and assigns. You may not assign this Agreement or any
of its rights or obligations granted hereunder, including
by operation of Law, without the prior written consent of
Alteryx, which shall not be unreasonably withheld or
delayed. Any attempt to transfer or assign this
Agreement without such written consent will be null and
void. Alteryx may assign this Agreement to any Affiliate
or in connection with a merger, reorganization,
acquisition or other transfer of all or substantially all of
Alteryx’s assets or voting securities.

14.6
譲渡：本契約は、各当事者の許可された承継人
および譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じ
る。貴社は、本契約または本契約に基づき付与されるそ
の権利または義務を、法令の運用による場合を含め、
Alteryxの事前の書面による同意なく譲渡することはでき
ない。なお、この同意は不当に留保または遅延してはな
らない。書面の同意なく試みられた本契約の移転または
譲渡は、無効と見なされる。Alteryxは、関連会社に対し
て、または、合併、再編成、買収その他によるAlteryxの
資産もしくは議決権付株式のすべてまたは実質的にすべ
ての移転に関連して、本契約を譲渡することができる。

14.7
GOVERNING LAW; CONTRACTING ENTITY:
Without regard to any conflict of laws principles, this
Agreement (i) if You are located in North or South
America, the licensing entity is Alteryx, Inc., a Delaware
corporation, and this Agreement will be governed by the
Laws of the State of California, United States; or (ii) if
You are located outside of North or South America, the
licensing entity is Alteryx UK Ltd, a United Kingdom
limited company, and this Agreement will be governed
by the Laws of England and Wales. All disputes arising
out of or in relation to this Agreement shall be submitted
to the exclusive jurisdiction of the courts of (a) Orange
County in the State of California when the Laws of the
State of California apply; or (b) London when the Laws
of England and Wales apply. Nothing in this Section
14.7 shall restrict a party’s right to bring an action
(including any motion for injunctive relief) against the
other party in the jurisdiction where the other party’s
place of business is located. The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of
Goods and the Uniform Computer Information
Transactions Act, as currently enacted by any
jurisdiction or as may be codified or amended from time
to time by any jurisdiction, do not apply to this
Agreement.

14.7
準拠法、契約事業体：抵触法の原則にかかわら
ず、（i）貴社が北アメリカまたは南アメリカに所在
し、ライセンスを許諾する事業体がデラウェア法人の
Alteryx, Inc.の場合、本契約は米国カリフォルニア州法
に準拠する、または（ii）貴社が北アメリカまたは南ア
メリカ以外に所在し、ライセンスを許諾する事業体が英
国のリミテッドカンパニーのAlteryx UK Ltdの場合、本
契約はイングランドおよびウェールズ法に準拠する。本
契約に起因または関連して生じるすべての紛争は、
（a）カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォ
ルニア州オレンジ郡、（b）イングランドおよびウェー
ルズ法が適用される場合はロンドンの裁判所の専属裁判
管轄に服するものとする。本第14.7項は、一方当事者
が、他方当事者の事業所が所在する法域において、他方
当事者に訴訟（差し止めによる救済の申立てを含む）を
提起する権利を制限しないものとする。国際物品売買契
約に関する国際連合条約および統一コンピューター情報
取引法（いずれかの法域で現在成立しているもの、また
は適宜いずれかの法域で法典化もしくは改訂されるも
の）は、本契約に適用されない。

14.8
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS:
The Licensed Product is a “commercial item” as that
term is defined at FAR Subpart 2.1. For U.S.
Government customers, Alteryx provides the Licensed
Product, including any related software, technical data,

14.8
米国政府により制限される権利：ライセンス製
品は、「商業的品目」である（この用語は、連邦調達規
則サブパート2.1で定義されるとおり）。米国政府が顧
客である場合、Alteryxはライセンス製品（その関連ソフ
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and/or services, with those rights in technical data and
computer software it customarily provides to the public,
as delineated herein. In addition, DFARS 252.227-7015
shall apply to technical data acquired by DoD. Should a
U.S. Government customer require additional rights in
Licensed Products, Alteryx will consider such requests,
and upon reaching mutual agreement, any additional
rights shall be incorporated into a written addendum.
Rights are reserved under copyright Laws of the U.S.
with respect to unpublished portions of the Licensed
Products.

トウェア、技術データ、および／またはサービスを含
む）を、本契約に定めるとおり、一般顧客に提供する技
術データおよびコンピューターソフトウェアにおける権
利とともに提供する。加えて、国防総省により取得され
る技術データにはDFARS 252.227-7015が適用されるも
のとする。顧客としての米国政府がライセンス製品にお
ける追加の権利を要求する場合、Alteryxは、かかる要求
を考慮し、相互に合意した場合、追加の権利は書面化し
た付録に組み込まれるものとする。諸権利は、ライセン
ス製品の未発表部分に関して、米国著作権法に基づき留
保される。

14.9
RESELLER SALES: If You acquired the
Licensed Products through an Alteryx authorized
reseller, partner, or original equipment manufacturer of
Alteryx products (each, a “Reseller”), You acknowledge
that (i) payment and delivery terms for the Licensed
Products must be established separately and
independently between You and Reseller; (ii) this
Agreement constitutes the entire agreement between
You and Alteryx regarding the license rights for the
Licensed Products and the obligations of Alteryx as set
forth herein and is controlling; (iii) the terms and
conditions of any purchase order or any other
agreement between You and Reseller are not binding on
Alteryx; (iv) Reseller is not authorized to alter, amend or
modify the terms of this Agreement or to otherwise grant
any license or other rights or any obligations relating in
any way to the Licensed Products; and (v) Your
nonpayment of any amount due to a Reseller or any
other relevant third party relating to its licensed rights
under this Agreement shall constitute a basis for
Alteryx’s termination of this Agreement. You further
acknowledge that Alteryx makes no representation or
warranty, nor incurs an obligation with respect to, with
regard to any services or other products provided by any
Reseller, or any actions or failures to act by any
Reseller.

14.9
リセラー販売：貴社が、Alteryx認定リセラー、
パートナー、またはAlteryx製品のOEM（それぞれを
「リセラー」という）を通じてライセンス製品を入手し
た場合、貴社は、以下を了解したものとする。（i）ラ
イセンス製品の支払い・納品条件は、貴社とリセラー間
で別途個別に定められなければならない。（ii）本契約
は、ライセンス製品のライセンス権および本契約に規定
されるAlteryxの義務に関する、貴社とAlteryx間の完全
なる合意を構成する。（iii）貴社とリセラー間の発注書
またはその他の契約の条件は、Alteryxを拘束しない。
（iv）リセラーは、本契約の条件を変更、改訂、修正す
る権限、またはその他の方法でライセンスまたはライセ
ンス製品と何らかの形で関連するその他の権利や義務を
付与する権限を有しない。（v）本契約に基づきライセ
ンスされた権利に関連して、リセラーまたはその他の関
連する第三者に支払われるべき金額を貴社が支払わない
場合、Alteryxが本契約を解除する根拠となる。さらに貴
社は、Alteryxがいかなる表明も保証もせず、リセラーに
より提供されるサービスもしくはその他の製品に関し
て、またはリセラーによる行為または不作為について、
一切義務を負わないことを認める。

14.10 EXPORT COMPLIANCE: You acknowledge
that these Licensed Products are subject to the U.S.
Export Administration Regulations (the “EAR”) and that
You will comply with the EAR. You represent that You
are not named on any governmental list of persons or
entities prohibited from receiving exports. Additionally,
You agree You shall not, nor allow any third party to,
export from the U.S. or allow the re-export or re-transfer
of any part of the Licensed Product to (i) any country
subject to export control embargo or economic sanctions
implemented by any agency of the U.S. government; (ii)
any end user who has been prohibited from participating
in U.S. export transactions by any Federal agency of the
U.S. government; or (iii) any end user who You know or
have reason to know will utilize them in the design,
development or production of nuclear, chemical or
biological weapons, or rocket systems, space launch
vehicles and sounding rockets, or unmanned air vehicle
systems, without first obtaining an export license or
other approval that may be required by any

14.10 輸出に関するコンプライアンス：貴社は、これ
らのライセンス製品が米国輸出規制（EAR）に従うこ
と、および貴社がEARを遵守することを認める。貴社
は、輸出品の受領を禁じられている個人または事業体が
掲載された政府リストに名前が載っていないことを表明
する。加えて、貴社は、貴社がライセンス製品のいずれ
かの部分を米国から以下に向けて輸出しないこと（か
つ、第三者にこれを許可しないこと）、または再輸出も
しくは再移転を許可しないことに同意する。（i）米国
政府機関により実施される禁輸または経済制裁の対象
国、（ii）米国政府の連邦機関により米国の輸出取引へ
の参加を禁じられているエンドユーザー、（iii）取引に
関して管轄権を有する政府機関により要求される輸出ラ
イセンスまたはその他の許可をあらかじめ取得すること
なく、ライセンス製品を核、化学兵器もしくは生物兵
器、ロケットシステム、宇宙船、観測用ロケット、また
は無人飛行システムの設計、開発、製造に利用すること

PAGE | 14

ALTERYX | THE THRILL OF SOLVING

governmental agency having jurisdiction with respect to
the transaction.

を貴社が知っている（または知っていると考える理由が
ある）エンドユーザー。

14.11 COMPLIANCE: Upon Alteryx’s reasonable
request, You shall certify in a signed writing that Your
use of the Licensed Product is in compliance with the
terms of this Agreement.

14.11 コンプライアンス：Alteryxの合理的な要求に応
じて、貴社は、貴社によるライセンス製品の使用が本契
約の条件を遵守していることを署名入りの書面で証明す
るものとする。

14.12 NOTICES: Any notice hereunder shall be in
writing. If to Alteryx, such notice shall be sent to Alteryx,
Inc. at 3345 Michelson Drive, Suite 400, Irvine, CA
92612, USA, to the attention of “General Counsel”. If to
You, such notice or report shall be sent to the “ship to”
address You provided to Alteryx and/or a Reseller upon
placing your order. Notices shall be deemed given: (i)
upon receipt if by personal delivery; (ii) upon receipt if
sent by certified or registered mail (return receipt
requested); or (iii) one day after it is sent if by next day
delivery by a major commercial delivery service.

14.12 通知：本契約に基づくすべての通知は書面によ
るものとする。Alteryx宛ての場合、かかる通知は
Alteryx, Inc.（3345 Michelson Drive, Suite 400, Irvine,
CA 92612, USA、Attn: General Counsel）に送付する。
貴社宛ての場合、かかる通知またはレポートは、貴社が
注文を行う際にAlteryxおよび／またはリセラーに提供す
る「宛先」住所に送付する。通知は、以下の時点で付与
されたものと見なされる。（i）手渡しの場合、受領し
たとき、（ii）配達証明付きの書留郵便の場合、受領し
たとき、または（iii）大手配送業者による翌日配送便の
場合、送付の翌日。

14.13 NO WAIVER: None of the provisions of this
Agreement shall be deemed to have been waived by
any act or acquiescence on the part of either party, its
agents, or employees, but only by an instrument in
writing signed by an authorized signatory of a party.

14.13 権利の非放棄：本契約のいかなる規定も、いず
れかの当事者、その代理人、または従業員の行為または
黙諾によって権利放棄されたとは見なされないものとす
る。権利放棄は、当事者の署名権者により署名された文
書による場合にのみ有効とされる。

14.14 EQUITABLE RIGHTS: You acknowledge that
monetary damages may not be a sufficient remedy for
breaches of this Agreement and that Alteryx shall be
entitled to seek, without waiving any other rights or
remedies, injunctive or equitable relief as may be
deemed proper by a court of competent jurisdiction.

14.14 衡平法上の権利：貴社は、本契約の違反に対し
て金銭的な損害賠償では不十分な場合があることを認
め、Alteryxが、他のいかなる権利または救済を放棄する
ことなく、管轄権を有する裁判所が適切と見なした差し
止めによる救済または衡平法上の救済を求める権利があ
ることを認める。

14.15 FORCE MAJEURE: Neither party shall be
liable to the other for any delay or failure to perform any
obligation under this Agreement (except for a failure to
pay fees) if the delay or failure is due to unforeseen
events that occur after the signing of this Agreement and
which are beyond the reasonable control of the parties,
such as strikes, blockade, war, terrorism, riots, natural
disasters, in so far as such an event prevents or delays
the affected party from fulfilling its obligations and such
party is not able to prevent or remove the force majeure
at reasonable cost.

14.15 不可抗力：本契約に基づく義務の履行の遅延ま
たは不履行が、本契約の署名後に生じ、両当事者の合理
的な支配を超えた予測不能な事由（ストライキ、封鎖、
戦争、テロ行為、暴動、自然災害など）による場合、か
かる事由が、影響を受ける当事者によるその義務の履行
を妨げ、または遅延する限り、および、かかる当事者が
合理的な費用で不可抗力事由を防止または排除できない
限りにおいて、いずれの当事者も、かかる遅延または不
履行（料金の未払いを除く）について他方当事者に責任
を負わないものとする。

14.16 ATTORNEYS’ FEES: The prevailing party in
any action required to enforce this Agreement will be
entitled to recover its reasonable attorneys’ fees and
costs in connection with such action.

14.16 弁護士費用：本契約の強制を要求する訴訟の勝
訴当事者は、かかる訴訟に関連する合理的な弁護士費用
および経費を回復する権利を有する。

14.17 LANGUAGE: Regardless of any language into
which this Agreement may be translated, the official,
controlling and governing version of this Agreement
shall be exclusively the English language version.

14.17 言語：本契約がいずれの言語に翻訳されるかに
かかわらず、本契約の正式なバージョンは、排他的に英
語版とする。
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14.8
THIRD PARTY RIGHTS: Unless otherwise
expressly provided in this Agreement, a person who is
not a party to this Agreement shall not have any rights to
enforce any term of this Agreement.
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14.18 第三者の権利：本契約に別途明示的に規定され
ていない限り、本契約の当事者ではない個人は、本契約
のいかなる条項も強行する権利を有しないものとする。
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