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契約条件
本一般取引条件は英語および日本語にて提示され、以下のサイトよりダウンロードが可能です
（www.volumegraphics.com/en/terms-conditions）。疑義が生じた場合は、英語の内容が優先します。

A.) Volume Graphics (VG)ライセンス契約
（以下「本ライセンス契約」と称します。）
1 ライセンス契約の範囲
1.1 この文書に規定された一般取引条件（以下「本取引条件」と称します。）は、ボリュームグラフィックス株式会社（名古
屋市千種区千種3-39-4）
（以下「ライセンサー」と称します。）及びその関連会社を一方当事者とし、供給されたドングル
を含むソフトウェアプログラム VGSTUDIO、VGSTUDIO MAX、VGinLINE、VGMETROLOGY、VGMETROLOGY ES
及び VGRECO（以下「本ソフトウェア」と称します。）
（ただし、追加製品、FlexNet ( 4.1 参照)、VG Vendor Daemon
は含まない。）及びその他ライセンサーのソフトウェア関連サービスに関連するライセンサー又はその関連会社の顧客（以
下「ライセンシー」と称します。）を他方当事者とする、全てのビジネス上の関係、契約、契約締結前の義務につき適用され
ます。
1.2 本取引条件は、ライセンサーより提供される、本ソフトウェアに関連する全ての将来の本ライセンス契約、及び当事者
間の更新やサービスに関連する全ての追加契約について適用されます。この場合、本取引条件については、当事者が再度
明確に合意しなくとも適用されます。
1.3 本取引条件は、ライセンサーによる全ての現在及び将来の商品及びサービスの交付に適用されます。ライセンサーは、
本取引条件と矛盾するライセンシーが使用する取引条件を拒否するものとし、ライセンサーはそれらの矛盾する取引条件
の受領に際して明示的に拒絶を示す必要はないものとします。
2 契約締結、ライセンシーによる承諾
本ソフトウェアのインストール時に「私は本ライセンス契約を読み、内容に同意します」というチェックボックスにライセン
シーがチェックを入れることにより、ライセンシーは本ライセンス契約を承諾したものとみなされます。ライセンシーが本ラ
イセンス契約の条項に不同意であり、指定されたチェックボックスにチェックをしない場合には、ライセンシーは本ソフトウ
ェアをインストールし、使用する権限を有しません。
3 本ライセンス契約の目的
3.1 本ライセンス契約の唯一の目的は、4条に基づき、本ソフトウェアの提供及び本ソフトウェアの使用を許可することで
す。ライセンシーは、自己の責任で本ソフトウェアを起動しなければなりません。ライセンサーは、本ソフトウェアに関する、
インストール、メンテナンス、又はサポートサービスを提供する何らの義務を負いません。ライセンサーの裁量により提供
されるそれらのサービスについては、個別のアップデート/サービス契約によるものとします。
3.2 本ソフトウェアの範囲、種類、及び品質については、相互に調印した本ライセンス契約又はライセンサーによる注文の
承認によってのみ決定されます。提供されるサービスの範囲についての事後の修正については、書面で合意した場合にの
み有効となります。
3.3 本ライセンス契約を締結する前に、ライセンシーは、本ソフトウェアの仕様がライセンシーの要求や条件に従ったもの
であると確認しています。ライセンシーは本ソフトウェアの基本的な機能と条件につき十分に理解しています。

3.4 ライセンシーは、本ソフトウェアのソースコードにアクセスする権利を有しません。
4 実施許諾
4.1 本ライセンス契約の締結、及び合意されたライセンス料の支払が完了した場合には、ライセンサーは、ライセンシーに
対して、以下の条件に従い、本ソフトウェアの使用につき、非独占的かつ移転不可な使用権を与えます。同権利は、下記の
本取引条件に規定されていない限り、制限されていません。( a )「ノードロックライセンス」( b )「ネットワークライセンス」
( c )「評価ライセンス」での本ソフトウェアの使用については、ライセンスの過程において、各々特別な「ライセンスキー」を
作り出すことが必要です。本ライセンス契約締結後1年以内に、ライセンシーが「ライセンスキー」にアクセスしない場合に
は、本ソフトウェアを使用する権利は失効します。ライセンシーは、定められた期間内に「ライセンスキー」をダウンロード
しなかった場合には、支払済みのライセンス料について払戻しを請求する権利を有しません。
本ソフトウェアの種類もしくはライセンス種別に関わらず、複数インスタンスは同一ユーザーによってのみ使用しなければ
なりません。いかなる本ソフトウェアの不正利用に際しても以下のペナルティが適用されます：
＞ラ
 イセンシーの全ての有効なライセンス契約は直ちに失効； ライセンサーから別途の停止通知は必要ありません；
＞ コンプライアンスに従わない契約上の違約金は各ケースで50,000ユーロ（ライセンサーの初回請求での支払い）
( a ) 「ノードロックライセンス」：「ノードロックライセンス」の購入によって、ライセンシーは、
１つのライセンス購入につい
て１つのパソコンにのみ本ソフトウェアをインストールし、利用する権利を取得します。本ソフトウェアをインストールする
と、ライセンスプロセスの一環として特別な「ライセンスキー」が作り出され、ライセンシーは、特定のパソコンで本ソフトウ
ェアを使用することが可能となります。本ライセンス契約における本取引条件の範囲内で、ライセンシーは、任意の個人に
対して、本ライセンス契約における本取引条件に従って、
「ライセンスキー」が作り出されたコンピューター上における本ソフ
トウェアの使用を許すことができます。
本ソフトウェアの種類もしくはライセンス種別に関わらず、ライセンシーは、インストールされた「ノードロックライセンス」
を、いかなるリモートタイプのコンピューター接続によっても使用することは許可されません。
（例えば：VPN)。いかなる本
ソフトウェアの不正利用に際しても以下のペナルティが適用されます：
＞ ライセンシーの全ての有効なライセンス契約は直ちに失効； ライセンサーから別途の停止通知は必要ありません；
＞ コンプライアンスに従わない契約上の違約金は各ケースで50,000ユーロ（ライセンサーの初回請求での支払い）
( b ) 「ネットワークライセンス」
（「フローティングライセンス」）は、VGSTUDIO
MAX、VGMETROLOGY、VGMETROLOGY ESで利用可能です。
「フローティングライセンス」には2種類あります：
aa) 「フローティングライセンス」：ローカルエリアネットワーク（LAN）内での異なるコンピューターでの使用を意図し、
購入されたシート数はソフトウェアの同時使用可能なインスタンス数を規定します。個別のインスタンスは、例え同じコン
ピューターで開始した場合でも１つのシートとして数えられます。複数インスタンスは同一ユーザーによって使用されなけ
ればなりません。１つのライセンスサーバーによって管理される全てのシートは同じアドオンモジュール構成でなければな
りません。ヘテロジニアスLANにおいて、VGSTUDIO MAX、VGMETROLOGY または VGMETROLOGY ESがサポー
トする全てのオペレーティングシステムで、
１つのフローティングライセンスの使用が許されます。ライセンスサーバーには
固定IPアドレスを持つ物理的コンピューターが必要です。本ソフトウェアの種類もしくはライセンス種別に関わらず、ライセ
ンシーは、インストールされた「フローティングライセンス」を、いかなるリモートタイプのコンピューター接続によっても使
用することは許可されません。
（例えば：VPN)。いかなる本ソフトウェアの不正利用に際しても以下のペナルティが適用さ
れます：
＞ラ
 イセンシーの全ての有効なライセンス契約は直ちに失効； ライセンサーから別途の停止通知は必要ありません；
＞ コンプライアンスに従わない契約上の違約金は各ケースで50,000ユーロ（ライセンサーの初回請求での支払い）
（bb) 「グローバルフローティングライセンス」: 任意のTCP/IPネットワークの一部を構成する異なるコンピューターでの
使用を意図しています。購入されたシート数により本ソフトウェアの同時使用可能な台数が規定されます。ライセンス毎の
同時インスタンス数は、ライセンシーが購入した本ソフトウェア種別もしくは追加モジュールによって異なります。
複数インスタンスは同一ユーザーによって使用されなければなりません。

「グローバルフローティングライセンス」の使用には、本ソフトウェアの購入後にライセンシーがダウンロードできるインス
トーラーパッケージの一部であるFlexera FlexNet ライセンスサーバー (以下“FlexNet”と称します。)が必要です。ライセ
ンシーは、VG Vendor Daemonをダウンロードする必要があり、 これはFlexNetとともにライセンスのインポートを可
能とします。FlexNetのダウンロードとVG Vender Daemonのインストールなしには「グローバルフローティングライセン
ス」を使用することはできません。
( c ) 「評価ライセンス」：潜在的顧客に対しては、ライセンサーは、
「評価ライセンス」
（試用ライセンス）を提供します。
「
評価ライセンス」は、事前登録されたパソコン1台上でのみ使用できる、いわゆる「ノードロックライセンス」です。別途合意
がない限り、
「評価ライセンス」は30日間有効であり、更新ができません。評価目的でインストールされた本ソフトウェア
製品は、使用許諾された「評価ライセンス」失効後は（いかなる場合でも最初の本ソフトウェア製品のインストールから3
カ月以内には）、アンインストール、及び/又は、パソコンあるいは一切のデータ機器から取り除かなくてはなりません。
「評価ライセンス」は、潜在的顧客に対して、当該製品がそのニーズを充たすかを試すための判断材料として資することを
目的とします。
「評価ライセンス」を用いて作成された一切の資料又は情報（例えば、写真、アニメーション、測定結果その
他の結果）については、その使用、伝播、あるいは公表を禁止します。
本ソフトウェアの種類もしくはライセンス種別に関わらず、ライセンシーは、インストールされた「評価ライセンス」を、いか
なるリモートタイプのコンピューター接続によっても使用することは許可されません。
（例えば：VPN)。いかなる本ソフトウ
ェアの不正利用に際しても以下のペナルティが適用されます：
＞ラ
 イセンシーの全ての有効なライセンス契約は直ちに失効； ライセンサーから別途の停止通知は必要ありません；
＞ コンプライアンスに従わない契約上の違約金は各ケースで50,000ユーロ（ライセンサーの初回請求での支払い）
( d ) 「ドングルライセンス」：「ハードウェアドングルライセンス」の購入によって、ライセンシーは、ライセンサーからライ
センシーに対して提供される1つのドングルを使用して、本ソフトウェアをいかなるパソコンにインストールし使用する権利
を取得します。
本ソフトウェアのインストール後、ライセンスプロセスの一環として特別な「ライセンスキー」が作り出され、ドングル及び有
効なドングルに関するライセンスと併せて、一切のコンピューターについて本ソフトウェアの使用が許されます。
本取引条件の範囲に従い、ライセンシーは、ライセンスキーが作り出されたドングルと共に本ソフトウェアを本取引条件に
従って使用することを任意の個人に対して許すことができます。ドングルのいかなる複製または技術的な変更は固く禁じ
られています。
本ソフトウェアの種類もしくはライセンス種別に関わらず、ライセンシー、インストールされた「ドングルライセンス」を、い
かなるリモートタイプのコンピューター接続によっても使用することは許可されません。
（例えば：VPN)。いかなる本ソフト
ウェアの不正利用に際しても以下のペナルティが適用されます：
＞ラ
 イセンシーの全ての有効なライセンス契約は直ちに失効； ライセンサーから別途の停止通知は必要ありません；
＞ コンプライアンスに従わない契約上の違約金は各ケースで50,000ユーロ（ライセンサーの初回請求での支払い）
(e) VGinLINE: VGinLINEの製品版は、上記(d)に記載されるドングルライセンスとしてのみ入手可能です。VGinLINEのた
めに交付されたドングルライセンスは、それに対応したインストール（インストールとは1台のCTスキャナー装置とそれに付
随するハードウェアを指します。）に対してのみ有効となります；ライセンシーは、VGによる見積もり送付の前にこのインス
トールを特定する必要があります。VGinLINEのインストールは、少なくとも、VGinLINE コントローラー（編集ツール及び
コントローラー）及びVGinLINE ワーカー（ソフトウェアプログラム）で構成されます。VGinLINEのインストールの追加的
な構成要素としては、VGinLINEワークスペース（内部ネットワークディレクトリ）及びVGinLINEビューアー（表示ツール）
が含まれます。VGinLINEと共に使用されるワークステーション各々につき、1つのVGinLINEワーカーを購入しなければな
りません。あるVGinLINEのインストールから別のインストールへとVGinLINEドングルライセンスを転用することは禁じら
れており、係るVGinLINEドングルライセンスの転用により、適用される保証が無効になる可能性があります。VGinLINEの
価格見積もりは、各々のオペレーションの詳細や必要条件によりますので、ライセンシーがライセンサーから他のハードウ
ェアドングルライセンスを購入及び／又は受領済であるかに関わらず、異なる可能性があります。ライセンサーは、ライセン

サーにとって法的関心事項がある場合、特にライセンシーが本ソフトウェアを1つのインストールで使用しているか、また、
このインストールは依然として見積書に記載されたものと一致しているかをライセンサーが確認しようとする場合は、事前
に通知をしたうえで通常の営業時間内にライセンシーの構内において検査を実施する権利を有します。
4.2 ドングルの遺失又は盗難
( a ) 4.1条で定義されている使用権については、各々のハードウェアドングルについてコード化されたライセンスファイル
が発行された後に、ハードウェアドングルが遺失、及び/又は盗難された場合には失効します。
( b ) しかしながら、ライセンシーは、下記の条件をみたす限り、本件アップデート/サービス契約に基づき購入するライセン
スファイル、又は別個の「ドングルライセンスプロテクション」によって、自身をハードウェアドングルの遺失、及び/又は盗
難から守る可能性（選択権）を有しています。
( 1 ) ライセンシーが、バージョン2.2以降のVGTUDIOドングルライセンス、VGSTUDIO MAXドングルライセン
ス、VGinLINE ドングルライセンス、VGMETROLOGYドングルライセンス、又はVGMETROLOGY ESドングルライセン
スを購入していること（最初又は二回目以降の購入か、再注文か、アップグレードかを問いません）。
( 2 ) ライセンシーが、購入した本件アップデート/サービス契約又は別個の注文に基づき「ドングルライセンスプロテクシ
ョン」という選択肢を選んだこと。
( 3 ) 仮にライセンシーが、ドングルライセンスのための「ドングルライセンスプロテクション」を注文する前にドングルライ
センスを所有しているときには、
「ドングルライセンスプロテクション」の適用を受けるドングルがライセンシーに発送され
る前に、ライセンサーに対して当初のドングルを返還していること。
( 4 ) ドングルライセンス、
「ドングルライセンスプロテクション」、
（もし購入された場合には）本件アップデート/サービス
契約を含む使用許諾された本ソフトウェアに関して支払期限の到来した一切のライセンス料について、ライセンシーからラ
イセンサーに対して支払いが完了していること。
( c ) 仮に前述の条件が全て充たされた場合には、ライセンシーは、ライセンサーより、新規のハードウェアドングル及び12
カ月間の有効期間を有する一時的なライセンスファイルを受領します。ライセンシーが当該ライセンスについて本件アップ
デート/サービス契約に基づき又は別途に「ドングルライセンスプロテクション」を更新したい場合には、再度12カ月間の
有効期間の新規のライセンスファイルを受領するため、ライセンサーに連絡を取る必要がある旨、ライセンスファイルの終
了期限90日前に、本ソフトウェアは、ライセンシーに対して告知します。
( d ) 万が一ハードウェアドングルが遺失又は盗難された場合には、
「ドングルライセンスプロテクション」を購入したライ
センシーは、新規のライセンスファイルと共に新規のハードウェアドングルに対して、ライセンシーがライセンサーに対して
ハードウェアドングルの遺失を通知した月の初めから、12カ月の期間の最終日（=一時的なライセンスファイルの終了期
限）までの間の、各ソフトウェアパッケージについての各表示価格の2 %を支払わなければなりません。
( e ) ハードウェアドングルが有効期間中に複数回遺失又は盗難された場合には、ライセンサーは、ライセンシーに対し
て、遺失又は盗難につき適切かつ確定的な証拠を要求する権利を保持します。
4.3 「ライセンスキー」は、
「ライセンスキー」が作り出されたコンピューター又はハードウェアドングル又は「ライセンスキ
ー」が作り出されたサーバー上のネットワークについてのみ有効です。他のコンピューター/ハードウェアドングル/ネットワ
ークへの移行は不可能であり、禁止されています。
4.4 本ライセンス契約によって、ライセンシーは、本ソフトウェアを使用する権利を取得しますが、所有権その他本ソフトウ
ェア自体に関する権利は取得しません。4.1条（使用権）において別途規定されない限り、ライセンサーは、本ソフトウェア
及び関連するドキュメンテーションに関する一切の知的財産権及び派生する権利を保持します。別途合意されない限り、
ライセンサーは、本ソフトウェアの全てのコピーについての（形式媒体を問わず）一切の所有権及びその他の権利を保持す
るものとし、それらの権利には、あらゆるテキスト、音、イメージ、写真、ビデオ、アニメーション、グラフィック、ドキュメンテ
ーションあるいは他の本ソフトウェアを組成又は付随する資料が含まれます。ライセンシーは、本ソフトウェアに関するい

かなる権利を第三者に対して譲渡し、又は第三者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利や能力を有さないことを
確認します。
4.5 更新及びアップグレード
仮に本ソフトウェアが以前のバージョンの更新又はアップグレードされたバージョンであった場合には、ライセンシーが同
更新又はアップグレードのバージョンを使用するためには、ライセンシーはかかる以前のバージョンの有効なライセンスの
所有者でなければなりません。全ての更新又はアップグレードはライセンシーに対して、ライセンスを交換することにより提
供されます。ライセンシーは、更新又はアップグレードを利用することにより以前のバージョンに対する権利を放棄するこ
とに同意します。
5 ソフトウェアの使用における一般的制限
5.1 一般的使用制限
( a ) ライセンシーは、ライセンサーからの書面での明確に付与された権限がない限り、リバースエンジニアリング、逆コン
パイル、分解、又は何らかの方法で本ソフトウェアのコードの識別を試みることはできません。
( b ) プログラム及びドキュメンテーションは、適用を受ける法律及び本ライセンス契約により明らかに許される場合を除
き、更新、他のシステムにおける使用のための変更、又は他の言語への翻訳等を含むがこれに限られない、いかなる方法に
よってもライセンシーにより変更されてはなりません。ライセンシーは本ソフトウェアの派生品を作ってはなりません。
( c ) ライセンシーは、本ソフトウェア、又は一切の内在するソフトウェア、テクノロジー、それらに関連する一切の印刷資料
を含むその他の情報につき、賃貸、リース、販売、サブライセンス、又は譲渡する権利を有しません。ライセンシーは、本ソ
フトウェアを再販したり、本ソフトウェアを使用するいかなる権利を付与したり、本ソフトウェアのアクセス権を第三者に対
して付与しないことに同意します。
( d ) 本ライセンス契約に明示的に定められている場合を除いて、ライセンシーは、本ソフトウェアの全部又は一部を複写、
複製、又は分配することはできません。
( e ) ライセンシーは、適用される一切の法律及び規制に従って本ソフトウェアを使用することに同意します。上記を制限
することなく、ライセンシーは、本ソフトウェアをダウンロード又は輸入又は再輸出してはなりません。但し、本ソフトウェ
ア技術の輸出に関する一切の法律を含む全ての適用される法律及び規制に従った場合を除きます。
5.2 ライセンシーは、第三者に対して、
「ライセンスキー」を賃貸、リース、共有、売却、サブライセンス、譲渡、輸出、又は移
転、分配、又は開示する権利を有しません。
本ソフトウェアへのアクセス又は使用に関しては、ライセンシーは、自己についての真実で、正確、最新、かつ完全な情報（
かかる情報を「登録データ」と称します。）を、ライセンサーの要求に対して提供することに同意します。ライセンサーは、
「
登録データ」に含まれる情報を、適用される法律、法的要求に従い、又は本ライセンス契約の履行のため必要な範囲で、使
用し、開示する権利を有します。さらに、ライセンシーは、本ソフトウェアの更新や最新版に関する情報を提供するため、ラ
イセンシーが同意を取り消さない限り、ライセンサー又はその代理人が「登録データ」を使用することに同意します。ライセ
ンシーは、承認をいつでも取り消すことができます。
6 履行の時期及び場所
6.1 ライセンサーによって拘束力がある旨書面で表現されたものを除いて、ライセンサーによる、引渡し及び履行の時期に
関する指定は変更され得ます。
6.2 ライセンサーは、ライセンシーが支払を遅延した日数、又はライセンサーが契約上の義務履行のためライセンシーに要
求したが援助の提供をライセンシーが怠った日数と同日数に限り、商品又はサービスの提供を遅延することができます。仮

にライセンサーが自己の支配できない事由によりサービスの履行を行うことができない場合には、障害が除去された後十
分な開始時期まで履行時期が延期されます。
6.3 催促及び期限は、書面、ファックス又は電子メールで受領された場合に限り有効です。
6.4 義務の履行場所は、ライセンサーの登録された事務所とします。
6.5 通常の配送形態は、インターネットを通じたダウンロードによります。ライセンシーの依頼によりDVDを通じた配送を
行う場合は、追加料金が発生する場合があります。本ライセンス契約の枠組み内で、ライセンサーが提供すべきサービス
については、ライセンサーにより「ライセンスキー」が供給された時点で提供されたものとみなされます。
7 支払い条件
7.1 ライセンサー又はその代理店に対する、合意されたライセンス料の支払いを条件として、ライセンシーは、本ソフトウェ
アの使用許諾権を付与されます。継続的にライセンス料が発生する場合には、ライセンシーが支払うべきライセンス料の
支払いを怠ったとき、本ソフトウェアの使用権は終了します（解除の条件）。
7.2 別途合意されない限り、ライセンス料は、本ライセンス契約締結時に有効な各表示価格を基準に決定されます。
7.3 別途合意された場合を除いて、ライセンス料は、請求書が受領された時点で支払義務が発生します。請求書の日付か
ら50日以後に支払われた場合には、遅延損害金が発生します。請求書は、通常のメール又は電子メール（PDF）によって発
送されます。ウェブ上の請求書発行、及び類似の特別な手続には最高十万円（JPY100,000）を超えない範囲で5%の追加
料金が発生します。クレジットカード又は一切のカードの使用は認められません。
ライセンサーに対する支払いがライセンシーによって期日になされなかった場合、期日から実際に支払いがなされた日ま
での金利を日本の法律で定められた利率で即時に支払うことがライセンサーにより要求されます。
7.4 ライセンシーは、ライセンサーの請求に対して、ライセンシーの請求が議論の余地がない又は法律上認められたもので
ある限り、自己の請求を行うことができます。ライセンシーは、個別の契約上の関係から生じる請求についてのみ留置権を
有します。
8 ライセンシーの特定の義務
8.1 ライセンシーは、本ソフトウェアの瑕疵を発見後直ちに、引き起こされたエラーの詳細な説明を提供の上、瑕疵を報告
する責任を負います。
8.2 ライセンシーは、個別のアプリケーションにとって適切な間隔で、最低でも1日1回は、全てのデータ及びプログラムを
保存し、もってそれらのデータ及びプログラムが合理的な時間と努力により回復できることを確実にする責任を負います。
8.3 ライセンシーは、ライセンサーによるメンテナンスの指示に従う義務を負います。
8.4 ライセンシーは、本ソフトウェアの使用期間中及び期間経過後、本ソフトウェア、その開発の方式及び手続、及び全て
の関連するドキュメンテーション、その内容、記憶媒体、及び関連する通信に関する一切の情報について秘密を保持しなけ
ればなりません。ライセンシーは、これらの情報につきいかなる第三者にもアクセスさせてはなりません。この条項は、ライ
センシーがライセンサーによって例外的に許可されて行う逆コンパイルから発生する一切の情報についても適用されます。
ライセンシーは、自己のスタッフに対しても守秘義務につき誓約させることを約束します。
8.5 ライセンシーは、権限のない第三者による本ソフトウェアの使用又はアクセスを防止するため必要な、一切の予防措置
をとらなければなりません。
8.6 ライセンシーは、本ライセンス契約及び本取引条件によりライセンシーがライセンサーに対して負う義務に違反したこ
とにより生じた一切の損害につき責任を負います。

9 保証
9.1 ライセンサーは、本ソフトウェア（FlexNet および the VG Vendor Daemonは含まない）が、本ライセンス契約上意
図された価値や利便性を、無効又は実質的に減少させるような瑕疵はないことを保証します。これ以外の追加的な保証は
書面において付与されない限り、明確に除外されます。ライセンサーは、特にソフトウェアやハードウェア商品を含め相互
運用性を保証しません。ライセンシーによる対応する機器の利用及び取得は、ライセンシーの費用及びリスクにおいて行わ
れます。
9.2 本ソフトウェアは、通常同種のソフトウェアが有する、合意された仕様及び品質を有しています。ライセンシーは、現在
の技術では、コンピュータープログラムのエラーを完全に排除することはできないことを了承します。ハードウェアの瑕疵、
環境条件、動作等から生じる本ソフトウェアの機能上の障害については、本ソフトウェアの瑕疵とはみなされません。重要
でない品質の減少は、関連があるとはみなされません。
9.3 いかなる瑕疵についても、ライセンシーは、瑕疵のパターンを簡潔に記載した上で書面によって、遅滞なく、ライセンサ
ーに対して、報告しなければなりません。ライセンシーは、本ソフトウェアが発送された際に、明らかな瑕疵の有無を検査
しなければなりません。明らかな瑕疵については発送から2週間以内に、ライセンシーが企業の場合には発送から1週間以
内に、書面にて報告され瑕疵として通知されなければならず、さもなければ、当該瑕疵に関する保証を要求する権利は喪
失します。
9.4 ライセンサーは、書面による瑕疵の通知を受領した後、合理的な期間内に、ライセンサーの選択により訂正又は補充
的な発送により一切の瑕疵を治癒します。かかる通知された瑕疵が、ライセンサーによる調査において特定できない場
合、又はライセンサーに責任がない運用不良又は機能不良である場合には、検査費用又は追加費用についてはライセンシ
ーの負担となります。
9.5 ライセンサーは、ライセンサーの知る限り、本ライセンス契約に基づくライセンシーの本ソフトウェアの使用について
は、第三者の権利に抵触しないことを保証します。権利に瑕疵が生じた場合には、ライセンサーは、ライセンシーに対して
本ソフトウェア、又は同等のソフトウェアを使用する権利を提供する義務を負います。ライセンシーは、第三者がライセンシ
ーに対して本ソフトウェアの財産権に関する何らかの請求を行う場合には、ライセンサーに対して、遅滞なく書面により報
告しなければなりません。
9.6 ライセンシーは、ライセンサーに対して瑕疵を明確な方法により通知し、またライセンサーが補足的な義務の履行をす
るための合理的な時間制限を設定した場合にのみ、ライセンサーの義務の履行の代わりに、解除、購入価格の減額、又は
賠償請求を行うことができます。補足的な義務の履行は、2回履行を失敗した場合に限り不履行とみなされます。義務の
履行に代わる、解除、減額の請求、又は賠償請求は、書面による場合に限り有効です。
9.7 本ソフトウェアがライセンシー又は第三者により、更新又は改良された場合には、当該改良又は更新が瑕疵の原因で
なく、又は原因の1つではないとライセンシーが証明できない限り、保証は終了します。ライセンサーは、故障、機能不良、
又は不適切な操作、不適合な機器の使用、又は異常な操作条件に基づく損害につき、保証しません。
9.8 保証の期間（瑕疵の保証）については、企業又は その他の者については1年間、消費者については2年間とします。保
証の期間は、危険の移転があった時点から開始します。 制定されている法律においてより長期の期間が規定されている
場合、又は、生命、身体又は健康を侵害する場合、あるいはライセンサーが義務の履行を故意に又は重大に怠る場合、若し
くは瑕疵の詐欺的隠ぺいがあった場合には、瑕疵についての契約上の保証期間については1年間の期間制限が適用されな
いものとします。時効の中断、制限の中断、及び保証期間の再開に関する法規制については、影響を受けません。
9.9 ライセンサーはFlexera Flexnet もしくは VG Vendor Daemonに関しては、いかなる種類の保証も付与しませ
ん。しかし、ライセンサーはライセンシーによるソフトウェア購入に関して、Flexera Software Ltd., Malvern House,
14-18 Bell Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1BR, United Kingdom 、もしくはその関連会社（the German
Stock Corporation Act 15条(§ 15 Aktiengesetz)にて規定）に対する全ての補償要求をライセンシーへ委託しま
す。VGは、ライセンシーのかような要求の主張にあらゆる方法をもって助力するものとします。

10 責任
10.1 ライセンサー及びその代理人は下記の場合にのみ責任を負います：
( a ) 故意の不正行為及び重大な過失行為が行われた場合
( b ) 個人の死亡、傷害に関する日本国法律上の製造物責任が生じる場合
( c ) 通常及び軽微の過失については、( b )に規定される場合を除き、契約上の本質的な義務に違反するだけの場合、責
任は予測可能な直接的な損害に限られ、最大でも支払済みのライセンス料相当額を限度とします。ライセンサーは、結果
的あるいは間接的な損害又は他製品に対する不要な出費又は事業上の損失に起因する損害について責任を負いません。
上記以外の追加的な責任は除外されます。
10.2 ライセンサーは、ライセンシーに対して過失の寄与度に基づく責任につき異議を申し出ることができます。データが
喪失した場合には、ライセンサーは、適切なバックアップがとられていた場合にも存在したであろうデータに関する損害に
ついてのみ、責任を負います。
10.3 ライセンシーが瑕疵について賠償請求する権利を有していたとしても、9.8条に定められた重大な瑕疵についての期
間経過後はかかる権利は無効になります。責任に関する法律に基づく請求については時効の規定が適用されます。
11 ベータバージョン又はプレリリース
11.1 ライセンサーは、重要な顧客に対しては、特定の開発に関する企画の際や新製品発表の前に、1つ又は複数のベータ
バージョン又は試作のためのプレリリースを提供します。ライセンシーは、かかるバージョンを要求する請求権を有しませ
ん。
11.2 ベータバージョン又はプレリリースは、近く公開予定の次期ソフトウェアバージョンです。ベータバージョンは既にテス
ト済みですが、開発又は品質保証は最終的なものではなく、ドキュメンテーションもアップデートされていません。ベータ
バージョン及びプレリリースは、ライセンサーが内容につき何ら保証しない試作バージョンです。ライセンシーは、かかるバ
ージョンをダウンロードすることにより、同バージョンについてはライセンサーによる責任又は保証から除外されているこ
とに同意します。特に、ライセンサーはかかるバージョンを使用することによって生じるデータ喪失や損害につき責任を負
いません。
11.3 ベータバージョン又はプレリリースは、試用目的のみで使用されるべきであり、製造又は商業目的で使用されてはな
りません。ライセンシーは、かかるベータバージョン又はプレリリースを第三者に移転する権利を有しません。
11.4 プレリリースの段階で利用できた、及び/又は付随のファイルで書面化された機能については、最終製品発売の段階
で利用できない可能性があります。
11.5 ライセンサーは、ベータバージョン又はプレリリースを使用する前に重要なデータにつきバックアップを取ることを強
く推奨します。かかるバージョンは、英語のみで利用可能です。かかるバージョンの提供は、各々の顧客とライセンサーの
開発チームのコミュニケーション及び情報交換を向上させるものです。
11.6 11条で規定した権利以外に、ライセンシーはベータバージョン又はプレリリースにつき何ら権利を有しません。
12 補償
ライセンシーは、本ソフトウェアの使用、本ライセンス契約違反、又は他の権利の侵害に起因する、あらゆる第三者による
請求又は要求につき発生し得るライセンサー、ライセンサーの役員、取締役、従業員及び代理人の損害、費用、及び経費
（合理的な弁護士費用を含む）について補償し、それらの者に損害を被らせないことに同意します。

13 期間、終了
本ライセンス契約の終了に際して、ライセンシーは、本ソフトウェアを使用する権利を直ちに喪失し、ライセンサーの要求が
あった場合には、ライセンシーの管理下にある、
「ライセンスキー」を含む本ソフトウェアの複製を削除又は破壊します。こ
の条項による救済措置によっても、ライセンサーが利用できる他の権利や救済措置の実施を損なう訳ではありません。
14 輸出ルール
ライセンシーは、本ソフトウェアにつき、日本国、ドイツ連邦共和国、又は EU 、及び/又は米輸出行政法、又はあらゆる輸
出に関する法、制限又は規制（総称して「輸出法」という）により禁止されている法律により、輸送、移転、又は他国へ輸
出、あるいは、使用されないことに同意します。さらに、本ソフトウェアが、輸出法上、輸出規制品に該当する場合には、ラ
イセンシーは、ライセンシーが輸出入禁止制限国（イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ及び北朝鮮を含むが
これに限られない）の市民でなく又はそれらの国に所在していないことを確認かつ保証し、また輸出法上ライセンシーが本
ソフトウェアを受領することを禁止されていないことを確認かつ保証します。本ソフトウェアを使用するための一切の権利
は、ライセンシーが本ライセンス契約の条件を遵守することができない場合には剥奪されるということを前提とします。
15 一般条項
15.1 本ライセンス契約に含まれる1つ又は複数の条項が無効又は執行不能である場合でも、他の事例、状況、又は管轄下
においては当該条項を無効又は執行不能とせず、また本ライセンス契約のその他の条項につき無効又は執行不能の影響
を何ら及ぼしません。ライセンサーが、本ライセンス契約上の権利又は条項の実行又は執行を行わないことは、同権利又は
条項の権利放棄を構成しません。
15.2 本取引条件を含む本ライセンス契約は、その内容（3条を参照）に関して、当事者間の最終的、排他的、かつ完全な合
意を構成し、当事者間における全ての先行及び同時期の合意及びライセンス契約に優先します。
15.3 本ライセンス契約の改訂及び更新については書面によらない限り効力を有しません。契約当事者は、別途特別の規
定がない限り、特にファックス又は電子メールを含め、書類を書面でやりとりすることにより、かかる書面形式の要件を充
たすことができます。かかる書面形式の要件は、書面によってのみ権利放棄できます。
15.4 本ライセンス契約によってライセンシーに発生したあらゆる権利については、ライセンサーの事前の書面による承諾
がある場合に限り、譲渡することができます。ライセンサーは、本ライセンス契約上の権利及び義務を、ライセンシーの承
諾なくして、関連会社、子会社、及びライセンサーの事業及び資産の全て又は重要な部分を承継する承継人に対して譲渡
することができます。この場合には、ライセンサーは、当該譲渡によりライセンシーに何ら不利益が生じないことを確実に
します。
15.5 ライセンサーは、一切の義務を第三者に譲渡することができます。この場合、ライセンサーは、契約当事者に対して、
ライセンシーに対するライセンサーの契約上の義務を適切に履行することにつき引き続き責任を負い、ライセンシーは譲
受人によるサービスの提供をライセンサーによるサービスの提供として受け入れます。
15.6 本ライセンス契約については、法の抵触に関する原則に関係なく、日本国の法律の適用を受けます。国際物品売買契
約に関する国際連合条約及び国際私法については、明示的に適用を排除します。ライセンシーが商人であり、公法上の法
人又は公法上の特殊基金に該当する場合には、本ライセンス契約に関連し又は起因するいかなる紛争に関しても、各当事
者は、ライセンサーの所在地を管轄する裁判所に服することに合意します。たとえライセンシーが日本国内において送達の
ための住所を有しない場合においても同様とします。

B) Volume Graphics (VG) アップデート/サービス契約
1 定義
「本ソフトウェア」とは、ライセンシーに対して使用許諾された適切なVGのソフトウェアプログラムを意味します。
「本契
約」とは、適切な本ソフトウェアに関するアップデート/サービス契約を意味します。
ライセンシーが有する個別のウェブアカウントへのアクセス：
>
>
>
>

本ソフトウェアのアップグレード（有効期間中に提供された場合）
本ソフトウェアのベータバージョン又はプレリリース（有効期間中に提供された場合）
優先的なバグ修正サポート
優先的な本ソフトウエアサポート

2 本契約は下記の構成要素/サービスを含みます。
本契約が本ソフトウェアの最新のバージョンを取得する通常最も費用効率の高い方法であるという点をライセンシーは考
慮に入れることができます。本契約は下記の構成要素/サービスを含みます。
2.1 有効な契約に基づくライセンシーは、VGウェブサーバーに対するパスワードにより保護された個別のアカウントを受
領します。ライセンシーは、ライセンサーのウェブサイトを介してそのウェブアカウントにアクセスすることができます。
2.2 本契約の有効期間中に利用可能となった全てのアップグレード（メジャーリリースアップグレードのみでなくマイナー
なものも含む）については、追加料金なしで、ライセンシーのウェブアカウントからダウンロードすることができます。本契
約は、本ソフトウェアを最新のものに保つための最も安価な方法です。仮に1年間利用可能なアップグレードがなかったと
しても、新作のリリースへのアップグレードの費用は、新作のリリースまでの開発期間における本契約の費用及びその他サ
ービスに関する契約の費用より常に高くなります。
2.3 本契約は、本ソフトウェアに対する短期間のバグ修正サポートを提供します。ライセンシーにより報告されたバグは、
最優先で処理されます。有効に本契約を締結した全ての顧客に対しては、バグ修正が可能となった後、速やかに、その旨通
知され、またライセンサーのウェブサーバーを介して顧客のウェブアカウントよりバグ修正のダウンロードが可能となり
ます。
2.4 ライセンシーは、ダウンロードでベータバージョンの提供を受けます。ベータバージョンとは、近く公開予定の本ソフ
トウェア発売の初期開発段階のバージョンです。ベータバージョンは、テスト済みですが、未だ開発中及び品質確認中であ
り、最新のドキュメンテーションを含んでいません。ライセンシーは、同バージョンをダウンロードすることにより、同バー
ジョンについては現状有姿であり、保証がないことに同意します。ライセンサーはベータバージョンの使用により生じ得る
データの喪失や損害について責任を負いません。ライセンサーは、ベータバージョンの使用者に対して、本ソフトウェアのい
かなるベータバージョンを使用する場合も、その使用前に、重要なデータのバックアップを取ることを推奨します。ベータバ
ージョンは英語でのみ利用可能です。本ソフトウェアのベータバージョンを顧客に提供する意図は、ライセンシーとライセ
ンサーのソフトウェア開発チームのコミュニケーション及び情報交換を増加することにあります。ベータバージョンに関する
フィードバックは大いに評価されます。 VGにコメント又はフィードバックを与えることで、ライセンシーは、本ソフトウェア
の次世代の開発につき早期段階から影響を及ぼす機会を得、ライセンシーのニーズにより沿った将来のリリースを確保す
ることができます。
2.5 ライセンサーは、全てのライセンシーに対して、可能な範囲で最大限のサポートを提供することに重点を置きます。し
かしながら、ライセンシーによるサポートの要求は最優先で処理されます。

3 アップデート/サービス契約の利用可能性
本契約は、最新の本ソフトウエアリリースについてのみ利用可能です。新ソフトウェアが発売されたときには、本契約は当
該新ソフトウェア発売についてのみ締結できます。ライセンシーは、無償で、既にインストールしている本ソフトウェアのア
ップグレードを行うことができます。有効な本契約がない場合には、以前のバージョンの本ソフトウェアを所有しているラ
イセンシーは、通常のアップデートを購入し、本契約を締結する前に最新の本ソフトウェアへのアップデートを行わなけれ
ばなりません。いかなる本契約も、常に、ライセンスの購入の日又は以前の契約の失効の日から効力を有します。同日以降
に締結されたいかなる本契約についても、遡及的に、ライセンスの購入の日又は以前の契約の失効の日から効力を有する
形で締結されなければなりません。
4 有効期間、及び本契約の更新
4.1 本契約は、本契約が締結され、ライセンシーが合意されたライセンスアップデートサービス費用の支払いを行ったこと
を条件として、本ソフトウェアの「ライセンスキー」のダウンロードにより効力を生じます。仮に、ライセンシーが、本契約締
結後1年以内に「ライセンスキー」にアクセスしなかった場合には、ライセンサーは本契約に関する全ての義務から解放され
ます。この場合には、ライセンシーは、支払い済みのライセンス料の払戻しを請求する権利を有しません。
4.2 本契約は、別途有効期間についてライセンシー・ライセンサー間で合意されない限り、1年間に限り効力を有します。
本契約の有効期間は自動更新されません。いかなる条件の継続についても、具体的に注文しなければならず、新しい1年
間の期間ごとにライセンサー・ライセンシー間において新たな契約が締結されなくてはなりません。本契約の失効の日か
ら30日以内に、顧客が更新を行った場合には、本契約の継続が認められます。上記記載の全てのサービスについては、新
しい契約においても中断なく提供されます。契約が継続する場合には、新たな契約は以前の契約が失効した日から効力を
生じます。例えば、以前の契約が2012年12月31日まで有効であった場合には、新たな契約は2013年1月1日から2013年
12月31日まで有効となります。仮に本契約が、以前の契約失効から30日以内に継続されない場合には、ライセンシーは、
以前の契約の失効の時点から全てのサービスを喪失します。契約失効後、新たな本ソフトウェアのリリースがされた場合に
は、ライセンシーは、通常のアップグレードを購入し、最新の本ソフトウエアリリースにアップグレードしなければ、新たな
契約を締結することができません。

C ) ソフトウェアトレーニング
下記の規制は、上記の本取引条件と共に、ライセンサーのソフトウェアトレーニングコース及びワークショップに適用され
ます：
1 顧客は、ソフトウェアトレーニングコース及びワークショップへの参加者（以下「参加者」と称します。）のために支払わ
れるトレーニング／ワークショップ料は、その請求書の受領日より50日以内にライセンサーの銀行口座に全額支払われる
ことを確約します。支払完了とみなされるのは、ライセンサーが支払いを受領した時点です。
2 参加者によるソフトウェアトレーニング/ワークショップのキャンセルを行う場合、予定日の2週間前より後に通知があっ
た場合、参加者は払い戻しを受けません。
3 参加者によりコースの日程変更の申し出があった場合、ライセンサーは、全ての参加者に対して、参加者にとって適切な
新たな研修日を見つける様努力します。ただし、新たな研修日を見つけることができず、予定されたコースの参加者が4人
未満となった場合は、上記同様にコースの解除に関する規則が適用されることとなります。
4 参加者は、ライセンサーが上記キャンセル料金より少ない額の損害のみ被っていることに関する証拠を提出する権利を
有します。この場合、参加者は、当該少ない額の損害のみ賠償すれば足ります。
5 顧客の場所においてソフトウェアトレーニングを行う場合には、ライセンサーは旅費及び宿泊料が安くなるよう努め、総
額の費用を可能な限り抑えます。このためには、チケット、及び/又は宿泊施設の早期予約が求められることもあります。上
記料金に加えて、参加者は、同人による解除又はコースの日程変更に起因するあらゆる第三者への解除料金の発生につい
ても支払う責任を負います。
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Terms And Conditions
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www.volumegraphics. com/en/terms-conditions. In case of doubt, the English version shall prevail.

A.) Volume Graphics License Agreement (the “License Agreement”)
1. Scope of the Agreement
1.1 The Terms and Conditions set out in this document (“Terms and Conditions”) apply to all business relationships, contracts and pre-contractual obligations between Volume Graphics Co., Ltd., 3-39-4, Chikusa, Chikusa-ku, Nagoya 464-0858,
Japan (“Licensor”) and affiliated companies on the one hand, and the customers (“Licensee”) of either the Licensor or affiliated companies on the other hand relating to the software programs VGSTUDIO, VGSTUDIO MAX, VGinLINE, VGMETROLOGY, VGMETROLOGY ES, and VGRECO including supplied dongles (“Software”), but not including any additional products, such as the so-called FlexNet (see 4.1 below) and the so-called VG Vendor Daemon and any other software-related
services of the Licensor.
1.2 The Terms and Conditions shall moreover apply to all future License Agreements relating to Software provided by the
Licensor and all additional agreements relating to updates and services between the parties. In these cases, the Terms and
Conditions shall apply even if the parties do not explicitly agree them again.
1.3 The Terms and Conditions apply to all current and future deliveries of goods and services by the Licensor. The Licensor
refuses any contradictory Terms and Conditions used by the Licensee; Licensor does not have to explicitly reject them upon
receipt.
2. Conclusion of Contract/Acceptance by the Licensee
The Licensee accepts this License Agreement by ticking the check box next to the sentence “I have read and I accept
the terms of the License Agreement” when installing the Software. If the Licensee does not agree to the conditions of this
License Agreement by ticking the named check box, the Licensee will not be entitled to install and use the Software.
3. Subject of the Agreement
3.1 The sole subject of the License Agreement is the provision of the Software and the granting of the rights to use the Software according to Section 4. The Licensee is in charge of putting the Software into operation. The Licensor is not obliged to
provide installation, maintenance or support services for the Software. Any such service that Licensor offers at his discretion
will be subject to a separate Update/Service Agreement.
3.2 The scope, type, and quality of the Software are solely determined by the mutually signed License Agreement or the
acknowledgement of an order by the Licensor. Subsequent modifications of the scope of services rendered are valid only if
agreed in writing.
3.3 The Licensee has assessed that the specification of the Software complies with his demands and requirements before
concluding the License Agreement. The Licensee is familiar with the essential functional features and conditions of the Software.
3.4 The Licensee is not entitled to gain access to the source code of the Software.
4. Granting of Licenses
4.1 Upon conclusion of the License Agreement and payment of the agreed license fee, the Licensor grants to the Licensee
the non-exclusive, non-transferable right to use the Software subject to the following conditions. This right is unlimited unless

otherwise stated in the Terms and Conditions below. The use of the Software according to the Node Locked License (a),
the Network License (b), and the Evaluation License (c) each require the generation of a special License Key in the course
of the licensing process. The right to use the Software expires if the Licensee has not accessed the License Key within one
year after the conclusion of the License Agreement. The Licensee has no claim for repayment of any paid license fees, if the
Licensee has not downloaded the License Key in time.
Notwithstanding the type of Software or the licensing model, multiple instances must only be used by the same user, not
different ones. Any such misuse of the Software will elicit:
> immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licensor is required;
> a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licensor.
(a) Node Locked License: With the purchase of a Node Locked License, the Licensee acquires the right to install and use
the Software on only one (1) computer for each one (1) purchased license. After installation of the Software, a special
License Key is generated as a part of the licensing process, allowing Software to be used on this specific computer. Subject
to the Terms and Conditions of this License Agreement the Licensee is entitled to allow any individual to use the Software on
the computer for which the License Key has been generated in accordance with the Terms and Conditions of this License
Agreement.
Notwithstanding the type of Software or the licensing model, no Licensee is permitted to use a Node Locked License of the
Software installed on a computer by any kind of remote connection (e.g.: VPN).
Any such misuse of the Software will elicit:
> immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licensor is required;
> a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licensor.
(b) Network licenses (Floating Licenses) are available for VGSTUDIO MAX, VGMETROLOGY and VGMETROLOGY ES. There
are two different types of Floating licenses:
aa) Floating License: They are intended for use on different computers in a local area network (LAN). The number of seats
purchased determines the number of concurrent instances of the software. Each instance, even if started on the same
computer, counts as one seat. Multiple instances must only be used by the same user, not different ones. All seats hosted
by one license server must have the same add-on module configuration. You will receive VGSTUDIO MAX, VGMETROLOGY
or VGMETROLOGY ES for all supported operating systems, allowing you to use a single floating license in a heterogeneous
LAN. The license server requires a physical computer with a fixed IP address. Notwithstanding the type of Software or the
licensing model, no Licensee is permitted to use a Floating License of the Software installed on a computer by any kind of
remote connection (e.g.: VPN).
Any such misuse of the Software will elicit:
> immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licensor is required;
> a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licensor.
bb) Global Floating Licenses: They are intended for use on different computers which may be part of any TCP/IP network.
The number of licenses purchased determines the number of concurrent seats of the software; the number of concurrent
instances per license may vary depending on what Software and what additional modules the Licensee has purchased.
Multiple instances must only be used by the same user, not different ones.

Use of Global Floating Licenses requires the Flexera FlexNet Licensing Server (the “FlexNet”) which is part of the installer
package that Licensee may download after purchase of the Software. Licensee also needs to download a so-called VG
Vendor Daemon, which together with the FlexNet will permit the import of the licenses. Use of Global Floating Licenses without download of the FlexNet and installation of the VG Vendor Daemon will not be possible.
(c) Evaluation License: The Licensor offers Evaluation Licenses (testing licenses) to potential customers. Evaluation Licenses
are so-called Node Locked Licenses for use on one specific PC only. Unless otherwise agreed, an Evaluation License is
valid for 30 days and not renewable. The Software product installed for evaluation purposes must be deinstalled and/or removed from the PC or any data carrier after the granted Evaluation License has expired, at the very latest three months after
the initial installation of the Software product.
An Evaluation License is intended to serve a potential customer as basis for his/her decision about whether the product
fits his/her needs. Any use, propagation or publication of materials or information, e.g., pictures, animations, measurement
results or other results, generated with an evaluation license is prohibited.
Notwithstanding the type of Software or the licensing model, no Licensee is permitted to use a Evaluation License of the
Software installed on a computer by any kind of remote connection (e.g.: VPN).
Any such misuse of the Software will elicit:
> immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licensor is required;
> a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licensor.
(d) Dongle License: With the purchase of a Hardware Dongle License, the Licensee acquires the right to install and use the
Software on any computer, in conjunction with one (1) dongle provided to the Licensee by the Licensor.
After installation of the Software, a special License Key is generated as a part of the licensing process, allowing Software to
be used on any computer in conjunction with a dongle as well as a valid license on and for this dongle.
Subject to the Terms and Conditions of this License Agreement the Licensee is entitled to allow any individual to use the
Software with the provided dongle for which the License Key has been generated in accordance with the Terms and Conditions of this License Agreement. Any duplication or technical modifications of the dongle are strictly prohibited.
Notwithstanding the type of Software or the licensing model, no Licensee is permitted to use a Dongle License of the Software installed on a computer by any kind of remote connection (e.g.: VPN).
Any such misuse of the Software will elicit:
> immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licensor is required;
> a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licensor.
e) VGinLINE: The product version of VGinLINE is only available as a dongle license, as described in (d). Dongle licenses
issued for VGinLINE are only valid for the corresponding Installation (Installation meaning the combination of a single CT
scanner and any other hardware); Licensee has to specify such Installation before VG sends out a quote. A VGinLINE setup,
at a minimum, comprises of a VGinLINE Controller (an editor tool and controller) and one VGinLINE Worker (software program). Additional components of a VGinLINE setup include VGinLINE Workspace (an internal network directory) and VGinLINE Viewer (display tool). It is necessary to purchase a VGinLINE Worker for each work station used together with VGinLINE.
Any transfer of a VGinLINE dongle license from one VGinLINE installation to another is strictly prohibited, and such transfer
of a VGinLINE dongle license may result in the voiding of any applicable warranties. Licensor is entitled to inspect—after
giving prior notice and during normal working hours—Licensee’s premises if there is legitimate interest on Licensor’s behalf,
especially in case Licensor intends to verify whether Licensee uses the Software in an Installation and if this Installation is still
identical with the one in the quote. Pricing quotes for VGinLINE are dependent upon the details and necessary requirements

of each operation and therefore vary, regardless of Licensee’s prior purchases and/or previous receipt of other hardware
dongle licenses from Licensor.
4.2 Loss or theft of a dongle
(a) The usage rights defined in Section 4.1 expires upon loss and/or theft of a hardware dongle after issuing a license file
coded on the respective hardware dongle.
(b) However, the Licensee has the possibility (option) to protect himself/herself against loss and/or theft of the hardware
dongle with the license file under purchased Update/Service Agreement or with a separate “Dongle License Protection”
provided that the following conditions are met:
(1) The Licensee has purchased a VGSTUDIO Dongle License, a VGSTUDIO MAX Dongle License of Version 2.2 or later,
a VGinLINE Dongle License, a VGMETROLOGY Dongle License or a VGMETROLOGY ES Dongle License (regardless of
whether as initial or subsequent purchase or as a reorder or upgrade).
(2) The Licensee has chosen the option Dongle License Protection under a purchased Update/Service Agreement or as a
separate order.
(3) If the Licensee already owns the Dongle License before ordering Dongle License Protection for it, the initial dongle has to
be sent back to the Licensor before a new dongle covered by Dongle License Protection will be sent to the Licensee.
(4) All license fees due for the licensed Software including Dongle License, Dongle License Protection as well as—if purchased—Update/Service Agreement have been paid completely by the Licensee to the Licensor.
(c) If all of the aforesaid conditions are met, the Licensee receives from the Licensor a new hardware dongle and a temporary license file with a runtime of 12 months. 90 days before the expiration date of the license file, the Software informs the
Licensee that he/she should contact the Licensor in order to receive a new license file, again with a runtime of 12 months, if
Licensee wants to extend “Dongle License Protection” under an Update/Service Agreement for this license or separately.
(d) In the event of loss or theft of a hardware dongle, the Licensee provided he/she has purchased the “Dongle License
Protection” has to pay for the new hardware dongle with a new license file at the rate of 2 % of the respective list price of the
respective software package per commenced month for the period between giving notice of the loss of a hardware dongle
to Licensor and the end of the period of 12 months (= expiration date of the temporary license file).
(e) The Licensor reserves the right to demand from Licensee appropriate unquestionable evidence of loss or theft if the hardware dongle is lost or stolen several times within the runtime of Dongle License Protection.
4.3 The License Key is valid only for the computer or hardware dongle for which it has been generated or for the network on
the server for which it has been generated. A transfer onto another computer/hardware dongle/network is not possible and
not allowed.
4.4 With the License Agreement, the Licensee acquires the right to use the Software but not the right of ownership or any
other rights to the Software itself. Unless otherwise stated in Section 4.1 (usage rights), the Licensor reserves all intellectual
property rights and derivative rights to the Software and associated documentation. Unless otherwise agreed, the Licensor
retains all ownership and other rights to all copies of the Software in any format or medium, including, but not limited to, any
texts, sounds, images, photographs, videos, animations, graphics, documentation or other materials incorporated into or accompanying the Software. The Licensee understands that he/she has no right or ability to convey any rights in the Software
to any third party or to grant any license to use the Software to any third party.
4.5 Updates and Upgrades
If the Software is an upgrade or update to a previous version, Licensee must be the owner of a valid license to such previous version in order to use such upgrade or update. All upgrades and updates are provided to the Licensee on a license
exchange basis. Licensee agrees that by using an upgrade or update he waives the right to use any previous version.

5. General Restrictions on Software Usage
5.1 General Usage Restrictions
(a) The Licensee is not entitled to reverse engineer, decompile, disassemble or by other means attempt to discern the
source code of the Software without Licensor’s consent unless this right has been explicitly granted to him in writing.
(b) Neither the program nor its documentation may be altered in any way by Licensee, including, but not limited to, being
extended, changed for use on other systems, or translated into other languages, except and only to the extent that such
activity is explicitly permitted by applicable law and the License Agreement. The Licensee may not create derivative works
based on the Software.
(c) The Licensee has no right to rent, lease, sell, sublicense, or assign the Software or any underlying software, technology
or other information, including any printed materials relating to the foregoing. The Licensee agrees to neither resell the Software, nor grant any rights to use the Software nor grant access to the Software to third parties.
(d) Except as otherwise expressly set forth in this License Agreement, the Licensee is not entitled to copy, reproduce or
distribute the Software, as a whole or in part.
(e) Licensee agrees to use the Software in compliance with all applicable laws and regulations. Without limiting the foregoing, Licensee may not download or otherwise import or re-export the Software except in full compliance with all applicable
laws and regulations including any laws on the exportation of Software technology.
5.2 The Licensee has no right to rent, lease, share, sell, sublicense, assign, export or otherwise transfer, distribute or disclose the License Key to any third party.
With regard to access to and use of the Software, Licensee agrees to provide true, accurate, up-to-date and complete
information about himself/herself as required by Licensor (information termed “Registration Data”). Licensor is entitled to use
and disclose the information contained in the Registration Data as necessary to comply with applicable laws, legal requirements or to be able to fulfil this License Agreement. Moreover, Licensor or his/her agent may use the Registration Data to
provide Licensee with information regarding updates and new releases of the Software until the Licensee revokes his or her
approval of using the Registration Data. The Licensee may revoke his or her approval at any time.
6. Time and place of performance
6.1 Any specification of delivery and performance times by the Licensor are subject to change unless described as binding
in writing by the Licensor.
6.2 Licensor may delay the delivery of goods or services by the same number of days as Licensee has delayed his payment
or as the Licensee has failed to provide the assistance required by the Licensor in order to fulfil his contractual obligations. If
the Licensor is prevented from performing the service by circumstances beyond his or her control, the time of performance
is extended to an adequate start-up time after elimination of the hindrance.
6.3 Reminders and deadlines are valid only if received in writing, by fax or email.
6.4 The place of performance is the registered office of the Licensor.
6.5 Standard delivery type is by download via Internet. Delivery via DVD upon Licensee’s request is subject to surcharge.
The services to be provided by the Licensor within the framework of the License Agreement shall be deemed to have been
provided at the time when the License Key has been supplied by the Licensor.
6.5 Standard delivery type is by download via Internet. Delivery via DVD upon Licensee’s request is subject to surcharge.
The services to be provided by the Licensor within the framework of the License Agreement shall be deemed to have been
provided at the time when the License Key has been supplied by the Licensor.

7. Terms of payment
7.1 The right to use the Software is granted to the Licensee subject to the payment of the agreed license fee to the Licensor
or his distributor. In case of successive License fees, the right to use the Software ends (resolutive condition) if the Licensee
fails to pay a due license fee rate.
7.2 Unless otherwise agreed, license fees are determined on the basis of the respective price list valid at the time of conclusion of the License Agreement.
7.3 Except otherwise agreed, the license fee is due on receipt of the invoice. Payments later than fifty (50) days from date of
the invoice are subject to default charges. The invoice will be sent by regular mail or e-mail (PDF). Web invoicing and similar
special procedures are subject to surcharge of 5 %, up to a maximum amount of 100.000 Yen. Credit cards or any other
kind of charge cards will not be accepted.
The legal provisions governing the consequences of delayed payment shall apply.
7.4 The Licensee may charge his claims against the Licensor’s claims only if Licensee’s claims are undisputed or legally
ascertained. The Licensee has the right of retention only due to claims arising from the respective contractual relationship.
8. Particular Duties of the Licensee
8.1 The Licensee is responsible for reporting any defects in the Software immediately after their discovery by providing a
detailed description of the errors encountered.
8.2 The Licensee is responsible for saving all data and programs at intervals adequate for the respective application but at
least once per day to ensure that these can be recovered with a reasonable amount of time and effort.
8.3 The Licensee is obliged to follow the maintenance instructions given by the Licensor.
8.4 The Licensee shall treat all information concerning the Software, methods, and procedures for its development and all
associated documentation, its contents, storage media and associated correspondence as confidential during and after
expiry of the entire period of its use. Licensee shall not give access to it to any third party. This provision also applies to
all information derived from a decompilation that the Licensee was exceptionally permitted to execute by the Licensor. The
Licensee undertakes to pledge his/her staff to confidentiality.
8.5 The Licensee shall take all precautions necessary to prevent third parties from unauthorised use or access to the Software.
8.6 The Licensee shall be liable for all damages caused by the violation of his/her duties from the License Agreement and
the Terms and Conditions towards the Licensor.
9. Warranty
9.1 The Licensor warrants that the Software developed by him(which does not include the FlexNet and the VG Vendor Daemon) is free from defects that may negate or substantially diminish its value or usability for the purpose for which it is intended according to the License Agreement. Further warranties are expressly excluded unless granted in writing. The Licensor
does not assure interoperability, in particular with any software or hardware products. The Licensee may use and/or acquire
corresponding equipment at his or her own expenses and risk.
9.2 The Software has the agreed properties and quality usual for this type of software. The Licensee acknowledges that
errors in computer programs can never be completely eliminated according to the current state of the technology. Any
impairment of the functionality of the Software resulting from hardware defects, environmental conditions, operating et al. do
not qualify as defect of the Software. Insignificant reductions in quality are not considered relevant.

9.3 Any defects must be communicated to the Licensor without delay in writing including a short description of the defect
pattern. The Licensee shall examine the Software for obvious defects upon delivery. Obvious defects must be reported in
writing within two weeks, in case of companies within one week from delivery and notified as defects, otherwise the warranty
regarding these defects will be forfeited.
9.4 The Licensor shall remedy any defects within a reasonable period of time upon receipt of a written notification either by
rectification or supplementary delivery at Licensor’s choice. If any notified defects be unascertainable during an examination
by the Licensor or arise from maloperation or malfunctions for which the Licensor cannot be held accountable, the cost of
examination or any additional costs shall be borne by the Licensee.
9.5 The Licensor guarantees to the best of his knowledge that the use of the Software by the Licensee according to the
terms of this License Agreement does not conflict with the rights of any third party. In case of defect of title, the Licensor
warrants that he shall provide the Licensee with a lawful right to use the Software or an equivalent software. The Licensee
shall inform the Licensor in writing without delay if a third party should lodge any claim against the Licensee regarding the
property right to the Software.
9.6 Cancellation, reduction of the purchase price, or claims for damages instead of performance are admitted only if the
Licensee has notified the Licensor of the defect in a precise manner and set a reasonable time limit for supplementary performance. Supplementary performance is deemed to have failed only after two unsuccessful attempts. Any cancellation or
declaration of reduction and claims for damages instead of performance shall be valid only in writing.
9.7 If the Software is extended or modified by the Licensee or any third party, any warranty shall cease unless the Licensee
can prove that the respective modification or extension is not the cause or concurrent cause of the defect. The Licensor
does not warrant for faults, malfunctions, or damages caused by improper operation, use of unsuitable equipment or unusual operating conditions.
9.8 The period of warranty (Warranty for Defects) for companies or other persons shall be one year, and two years for
consumers. The period of warranty shall begin at the time of the transfer of risk. The limitation of the contractual warranty for
defects to a period of one year does not apply insofar as longer periods have been stipulated according to statutory law, or
in case of violation of life, body or health, intentional or gross neglect of duties by the Licensor or fraudulent concealment of
a defect. Any legal regulations regarding the suspension of statute of limitations, suspension of limitation and re-commencement of warranty periods shall remain unaffected hereby.
9.9 Licensor does not grant any kind of warranty in relation to the Flexera Flexnet or the VG Vendor Daemon. However, Licensor assigns to Licensee all compensation claims he may have against Flexera Software Ltd., Malvern House, 14-18 Bell
Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1BR, United Kingdom or any of its affiliated companies (within the the terms of Article
15 of the German Stock Corporation Act (§ 15 Aktiengesetz) in relation to Licensee’s purchase of Software. VG will assist
Licensee in every way in order to assert such claims.
10. Liability
10.1 Licensor and his vicarious agents shall only be liable:
(a) without limitation for intentional wrongdoing and gross negligence;
(b) without limitation pursuant to the German legislation on product liability in case of personal injury or death;
(c) for ordinary and slight negligence, except in the cases named under (b), only for the violation of an essential contractual
obligation, liability being limited to typical, foreseeable damage, at most to the extent of the paid license fee. Licensor shall
not be liable for any indirect or consequential damages or damages due to futile expenditures for other products or the loss
of business profits.
Any further liability is excluded.

10.2 The Licensor retains the right to object due to contributory negligence. In case of data loss the Licensor is liable only for
the damages which would have occurred if proper backup copies of data had been created.
10.3 Insofar as the Licensee is entitled to claim for damages due to defects, these claims will become invalid after the period
prescribed for material defects according to Section 9.8. For claims according to the law on liability, the statutory limitations
apply.
11. Beta Versions or Pre-Releases
11.1 Licensor provides to valuable customers within specific development projects or before announcement of a new
product release one or more beta version(s) or pre-releases for testing purposes. Licensee shall not have a claim to such a
version.
11.2 Beta versions or pre-releases are preliminary software versions of the upcoming release. Beta versions are already tested, however the development and quality assurance have not been finalized, and the documentation has not been updated.
Beta versions and pre-releases are testing versions for which Licensor does not provide any warranty with respect to the
content. By downloading such a version Licensee herewith agrees to any exclusion of warranty and liability by the Licensor.
In particular, Licensor has no liability with respect to data loss or damages caused by the use of such a version.
11.3 Beta versions or pre-releases are intended for testing purposes only and may not be used for production or commercial purposes. Licensee is not entitled to pass it on to third parties.
11.4 Functionality available in pre-release phase and/or documented in any accompanying files might not be available in the
final product release.
11.5 Licensor urgently recommends to back up important data before using the beta version or pre-release. Such a version
is available in English only. The provision of such versions may improve the communication and exchange of information
between the respective customer and the development team of the Licensor.
11.6 Beyond the rights mentioned in this Section 11 the Licensee has no further rights with respect to the beta version or
pre-release.
12. Indemnification
Licensee agrees to indemnify and hold harmless Licensor, its officers, directors, employees and agents from any damages,
costs and expenses, including reasonable attorneys’ fees, arising from any claim or demand made by any third party due to
or arising out of the use of the Software or breach of this License Agreement or violation of any rights of another.
13. Term, Termination
Upon any termination of this License Agreement, Licensee’s right to use the Software immediately ceases and, if Licensor
so requests, Licensee will delete or destroy any copies of the Software under Licensee’s control, including, without limitation,
any License Key. The remedies of this clause are without prejudice to any other rights or remedies which are available to
Licensor.
14. Export Rules
Licensee agrees that the Software will not be shipped, transferred, or exported into any country or used in any manner
prohibited by the State of Japan, the Federal Republic of Germany, the European Union, and/or the United States Export
Administration Act or any other export laws, restrictions or regulations (collectively the “Export Laws”). In addition, if the Software is identified as an export controlled item under the Export Laws, Licensee confirms and warrants that Licensee is not a
citizen of, or located within, an embargoed or otherwise restricted nation (including without limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan,

Libya, Cuba and North Korea) and that Licensee is not otherwise prohibited under the Export Laws from receiving the Software. All rights to use the Software are granted on condition that such rights are forfeited if Licensee fails to comply with the
terms of this agreement.
15. General Provisions
15.1 The invalidity or unenforceability of one or more of the provisions contained in this License Agreement shall not have
the effect of rendering any such provision invalid or unenforceable in any other case, circumstance or jurisdiction, or of rendering any other provisions of this License Agreement invalid or unenforceable whatsoever. Licensor’s failure to exercise or
enforce any right or provision of this License Agreement will not constitute a waiver of such right or provision.
15.2 The License Agreement including these Terms and Conditions constitute the parties’ final, exclusive and complete
understanding with respect to the subject matter hereof (see clause 3) and supersede all prior and contemporaneous understandings and License Agreements between the parties.
15.3 Any modifications and extensions to this Agreement are valid only in writing. The parties to the contract shall fulfil this
written form requirement by transmitting documents in writing, in particular by fax or e-mail, unless other provisions have
been made for specific declarations. The written form requirement may be waived only in writing.
15.4 Any rights arising to the Licensee from this License Agreement may be assigned only with the prior written consent
of the Licensor. The Licensor may assign all rights and obligations under this License Agreement to a subsidiary, affiliate or
successor taking over all or a substantial part of its business and assets without the Licensee’s consent. Licensor shall in
this case ensure that no disadvantages shall arise to the Licensee from this assignment.
15.5 Licensor is moreover entitled to assign all duties to a third party. In this case Licensor continues to be liable towards the
contractual party for the proper fulfilment of his contractual obligations towards the Licensee and the Licensee accepts any
provided service as a service provided by the Licensor.
15.6 This License Agreement is governed by the laws of Japan without regard to its conflict of laws principles. The United
Nations convention on Contracts for the International Sale of Goods and the rules of private international law are expressly
disclaimed. Licensee and Licensor agree to submit to the exclusive venue in, and jurisdiction of, the court(s) competent for
Licensor’s corporate seat, for all disputes arising from or in connection with this contract insofar as the Licensee is a merchant, a corporate body under public law or a special fund under public law. The same applies if the Licensee does not
have an address for service in Japan.

B.) Volume Graphics Update/Service Agreement
1. Definitions
“Software” shall mean the appropriate Volume Graphics Software program licensed to the Licensee. “Agreement” shall mean
the Update/Service Agreement for the appropriate Software.
The Licensee has access to an individual web account with:
> Software upgrades (if available during period of validity),
> Software beta-versions or pre-release (if available during period of validity,)
> priority bug-fix support,
> priority Software support.
2. The Agreement includes the following Components/Services
Licensee may take into consideration that an Agreement is usually the most cost-efficient way to get the latest version of the
Software. The Agreement includes the following components/services:
2.1 A Licensee with a valid Agreement receives an individual password-protected account to the Volume Graphics web
server. The Licensee will be able to access his web account through the website of the Licensor.
2.2 All upgrades—minor as well as major release upgrades—becoming available within the validity period of the Agreement
are available free of any additional charge for download from the Licensee’s web account. The Agreement is the most inexpensive way to keep a Software up to date. Even if no upgrade should be available within one year, the cost of upgrading
to a new release will always be higher than the cost of the Agreement and possible further services agreements during the
development period for a new release.
2.3 The Agreement offers short term bug-fix support for the Software. Any bug reported by a Licensee will be processed
with high priority. As soon as a bug-fix is available, all customers with a valid Agreement will be notified and will be able to
download it from their web account on our web server.
2.4 Licensee will be provided with Beta versions for download. Beta versions are early development versions of upcoming
Software releases. Beta versions have already been tested but are still undergoing development and quality assurance
and do not yet include the updated documentation. By downloading this version, the Licensee agrees that it is provided
as-is, without warranty. The Licensor does not assume any liability for data loss or damage that may occur from using Beta
versions. The Licensor recommends users to back up all important data before using any Beta version of the Software. The
Beta version is available in English only. The idea behind providing the customer with Beta version Software is to increase
communication and the exchange of information between the Licensee and the software development team of the Licensor.
Any feedback regarding Beta versions is highly appreciated. By supplying Volume Graphics with comments and feedback,
Licensees have the chance to influence the development of the next generation of the Software at an early stage, ensuring
that future releases will fit their needs even better.
2.5 The Licensor attaches great importance to providing the best possible support to all Licensees. However, support requests from Licensees will be processed with highest priority.
3. Availability of Update/Service Agreements
An Agreement is available for the latest Software release only. Upon the availability of a new Software release, Agreements
can be contracted only for this new release. Licensees can upgrade the existing installation of the Software free of charge.
Without a valid Agreement, Licensees owning a previous Software version would have to purchase a regular upgrade to the
latest Software release before being eligible to contract an Agreement.

Any Agreement concluded shall always be valid from the day of purchase of the license or expiry of the previous Agreement.
Any Agreement concluded at a later date will have to be concluded retrospectively, beginning at the date of the license purchase or expiry of the previous Agreement.
4. Period of Validity and Extension of an Agreement
4.1 The Agreement becomes effective upon download of the License Key for the Software, provided that the Agreement
has been concluded and the Licensee has paid the agreed license, update and service fees. If the Licensee has not
accessed the License Key within one year after conclusion of the Agreement, Licensor is exempt from any obligation in connection with the Agreement. In this case, the Licensee has no claim for repayment of any paid license fees.
4.2 An Agreement shall be valid for one year as long as no other period of validity has been agreed between the Licensee
and the Licensor. The period of validity of an Agreement will not be extended automatically. Any continuation will have to
be specifically ordered, and a new Agreement will have to be concluded between the Licensee and the Licensor for every
new one-year period. An Agreement can be continued if the customer acquires the extension no later than 30 days after his
previous Agreement has expired. All services mentioned above will be provided under the new Agreement without interruption. In case of an Agreement being continued, the new Agreement will be valid from the day after the previous Agreement
has expired, e.g.; if the previous Agreement was valid until 2012-12-31, the new Agreement will be valid from 2013-01-01
to 2013-12-31. If the Agreement is not continued within 30 days after expiry, the Licensee will lose all the services from the
moment his previous Agreement has expired. Should a new Software release become available after the Agreement has
expired, the Licensee will have to purchase a regular upgrade to the latest Software release before being eligible to contract
a new Agreement.

C.) Software Training
The following regulations shall apply to the Licensor’s software training courses and workshops in addition to above Terms
and Conditions:
1. The customer shall ensure that the training/workshop fee issued for the person taking part in the software training courses and workshops (“Participant”) is paid in full into Licensor’s bank account no later than fifty (50) days after receipt of the
invoice for the training/workshop. The decisive date shall be receipt of payment by the Licensor.
2. In case of cancellation of a training course by the Participant less than 2 weeks before the scheduled date of a workshop,
Participant shall receive no refund.
3. In case of rescheduling of a course by the Participant, the Licensor attempts to find a new training date suitable for all
Participants. Should this fail and the currently scheduled course is reduced to less than 4 Participants, the same rule applies
as for cancellation of courses (see above).
4. The Participant is entitled to provide evidence that the Licensor has suffered less damage due to cancellation than the
above mentioned cancellation fees; in that case the Participant shall compensate this smaller damage.
5. In case of software training at the customer’s premises, the Licensor attempts to reduce travel and accommodation costs
to keep the overall cost as low as possible. This might require early booking of tickets and/or hotel rooms. In addition to the
charges noted above, the Participant shall be liable to pay any third party cancellation fees arising from the cancellation or
rescheduling of courses.

