
サポートソフト（MEXE02）のためのソフトウェア使用許諾契約書 
 
本ソフトウェアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読みください。本ソフトウェア

のユーザー(以下「ユーザー」と言います。) は、本ソフトウェアを使用可能な状態にされた（ダ

ウンロード、インストールその他の行為を含むがこれに限定されない）時点で、下記使用条件

に同意したものとみなし、オリエンタルモーター株式会社 (以下、「オリエンタルモーター」と

言います。) との間で契約が成立したものとさせていただきます。 

1. 本ソフトウェアに関する所有権、著作権等の知的財産権及びその他の権利は、その内容に

よりオリエンタルモーターまたはオリエンタルモーターに対する実施許諾者に帰属します。 

2. オリエンタルモーターは、ユーザーに対し、本ソフトウェアに対応するオリエンタルモー

ター製品を利用する目的でのみ本ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。 

3. ユーザーは、第三者に対し、本ソフトウェアを複製、頒布、貸与、譲渡し、又はその他の

方法により使用させることはできません。また、ユーザーは、不特定多数の者によるアク

セスが可能な電子掲示板やウェブ・サイトなどにアップロードまたは掲示することはでき

ません。 

4. ユーザーは、本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリン

グ、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。 

5. ユーザーは、本ソフトウェアを使用するにあたり、外国為替および外国貿易管理法その他

の日本国の輸出関連法規を遵守するものとします。また、ユーザーは、本ソフトウェア製

品を日本政府又は米国政府による輸出管理規制の対象国へ輸出することはできません。 

6. オリエンタルモーターおよびオリエンタルモーターに対する実施許諾者は、本ソフトウェ

アがユーザーの特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または本

ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしま

せん。 

7. オリエンタルモーターおよびオリエンタルモーターに対する実施許諾者は、本ソフトウェ

アの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等（ハードウェア

又は他のソフトウェアの破損、事業利益の喪失、事業の中断、事業情報の喪失などにかか

る損害を含みますが、これらに限定されません）について、いかなる場合においても一切

の責任を負いません。 

8. オリエンタルモーターおよびオリエンタルモーターに対する実施許諾者は、本ソフトウェ

アについて第三者からなされるいかなる権利主張に対しても一切責任を負わないものとし

ます。 

9. オリエンタルモーターは、改良のため、本ソフトウェアの内容を予告なく変更することが

あります。そのため、常に最新版をお使いいただくようお願いいたします。 

10. ユーザーが、本契約に違反した場合には、本契約は直ちに終了するものとします。本契約

の終了後、ユーザーは、本ソフトウェアを使用することはできません。 

11. 本契約は日本語と英語で締結されるものとしますが、相互に矛盾するときは、日本語版を

正本とします。 

12. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

13. 本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

といたします。 



License Agreement for Support software (MEXE02) 
 Please read the following terms and conditions carefully before using Support software 
(MEXE02) ("Software"). The user of the Software ("User") shall be deemed to agree to those 
terms and conditions when the User makes the Software available for the use (including, but 
not limited to, download, installation and any similar action), and this license agreement shall 
be deemed to be entered into between ORIENTAL MOTOR CO., LTD. ("ORIENTAL 
MOTOR") and the User. 
1.  The ownership right, copyright and other intellectual property right, and all other rights 

with regard to the Software shall belong to either ORIENTAL MOTOR or its licensor, 
depending on the nature of each specific right. 

2. ORIENTAL MOTOR shall grant to the User a non-exclusive right to use the Software 
only for the purpose of using an ORIENTAL MOTOR product or products supported by 
the Software. 

3. The User may not reproduce, distribute, lend or transfer the Software to any third party or 
otherwise allow any third party to use the Software in any form or by any means.  
Furthermore, the User may not upload the Software to an electric bulletin board or 
website which is accessible by public. 

4. The User may not modify, alter, reverse-engineer, decompile, disassemble or otherwise 
manipulate all or part of the Software 

5. The User shall observe the Foreign Exchange and Foreign Trade Law and other 
applicable laws and regulations related to export and import in Japan in using the 
Software.  The User shall not export the Software to any country which is subject to the 
export control regulations by the government of Japan or USA. 

6. Neither ORIENTAL MOTOR nor its licensor shall make any warranty as to whether the 
Software is appropriate or useful in serving a specific purpose of the User, whether the 
Software is free from defects, or any other condition relating to the Software. 

7. Neither ORIENTAL MOTOR nor its licensor shall be held liable whatsoever for any loss 
or damage arising directly or indirectly in association with, or in relation to, a use of the 
Software, including, but not limited to, loss or damage arising from damage or corruption 
of hardware or software, loss of benefit, disruption of business, loss of any data. 

8. Neither ORIENTAL MOTOR nor its licensor shall be held liable whatsoever for any 
claim or demand made by a third party regarding the Software. 

9. ORIENTAL MOTOR shall reserve the right to change the specifications of the Software 
without prior notice for the purpose of improvement. Always use the latest version. 

10. This Agreement shall be terminated immediately upon the User's violation of this 
Agreement. The User may not use the Software once this Agreement is terminated. 

11. This Agreement shall be executed in both Japanese and English language, and in the 
event of any conflicting terms, the Japanese version shall prevail. 

12. This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the Laws of 
Japan.   

13. If any dispute arises out of this Agreement, the Tokyo District Court shall have exclusive 
jurisdiction to settle such dispute for the first instance. 
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