License agreement (GraphPad Prism5)
To install Prism, or the Prism Demo, you must agree to this license:
GraphPad Software, Inc. (also referred to as "we", "us" or "GraphPad) has created Windows and
Macintosh versions of GraphPad Prism, GraphPad InStat, and GraphPad StatMate (herein referred
to as "the Software"). The Software is licensed, not sold, and you must purchase separate licenses
for each program and each platform.
USE OF AN INDIVIDUAL LICENSE. You may install one copy of the Software on any single computer.
If that computer is used exclusively by you and not shared with others, then you may also install
the Software on a second computer, also used exclusively by you.
USE OF A NETWORK LICENSE. You may install one copy of the Software on a network server, and
ensure that the number of PC's that access the Software at any one time does not exceed the
maximum number of simultaneous users specified on you license. All network users must be
located at one physical site.
USE OF A DEMO VERSION. You may use the Software for a period of 30 days from the date that you
first install it. Once this 30-day period has expired, you must either purchase a permanent license
to use the Software, or promptly destroy all copies of the Software in your possession.
USE OF PRIOR VERSIONS IF YOU UPGRADED. If you purchased your license as an upgrade from a
prior version, you may run the prior version on the same computer you installed the Software. You
may not transfer your prior version license to anyone else. If you have a network license, you must
ensure that the maximum number of users simultaneously accessing any version of the Software
does not exceed the number of simultaneous users specified on you license.
MONEY-BACK GUARANTEE. If you are not satisfied with the Software, and you purchased it
directly from GraphPad, you may return it within ninety days for a full refund (excluding shipping
charges). If you purchased the software from a third party, contact that party regarding returns.
NO WARRANTY. The software and services offered by us are provided on an "as is" and "as
available" basis without warranties of any kind, express, implied or statutory, including but not
limited to, the implied warranties of title and fitness for a particular purpose. Computer programs
are inherently complex, and the Software may not be free of errors. We do not warrant that the
Software will be uninterrupted, timely, reliable, secure or error-free and expressly disclaim any
warranties as to the materials contained therein, or the goods or services offered by us. If this
disclaimer is not allowed, GraphPad's liability shall be limited to refunding the purchase price. No
oral or written information or advice given by GraphPad, its dealers, distributors, agents or
employees shall create a warranty or in any way increase the scope of this warranty and you may
not rely on any such information or advice.
LIMITED LIABILITY. In no event will we be liable to you for any damages beyond refunding the
purchase price. Neither GraphPad, its principals, shareholders, officers, employees, affiliates,
contractors, subsidiaries, or parent organizations, nor anyone else who has been involved in the
creation, production or delivery of any materials provided by GraphPad software, including but
not limited to this software, shall be liable for any indirect, consequential, incidental or punitive
damages (including damages for loss of business profits, business interruption, loss of business
information, and the like) arising out of the use or inability to use such materials, even if
GraphPad has been advised of the possibility of such damages.

RESTRICTIONS. You may not use the Software in medical diagnosis or treatment, or in
applications or systems where the Software's failure to perform can reasonably be expected to
result in significant physical injury, property damage, or loss of life. You may not translate,
reverse engineer, decompile, modify, disassemble, or create derivative works derived from the
Software. You may not install, use, distribute or copy the Software (or its serial number) except as
expressly permitted in this License.
BACKUP COPY. You may make one copy of the Software for back-up and archival purposes only.
ASSIGNMENT. You may assign your license to another person or legal entity (the "Assignee"),
provided that prior to such assignment, the Assignee undertakes in writing to be bound by your
obligations under this Agreement, and you transfer to the Assignee all of your copies of the
Software (including electronic copies stored on computer disks or drives), including all copies of
updates and prior versions of the Software. You may not rent or lease the Software to someone
else.
INTELLECTUAL PROPERTY. You acknowledge that you have only the limited, non-exclusive right
to use the Software as expressly stated in this license and that GraphPad retains title to the
Software and all other rights not expressly granted. You agree not to remove or modify any
copyright, trademark, patent or other proprietary notices that appear, on, in or with the Software.
The Software is protected by United States copyright, and trademark laws and international treaty
provision.
UPGRADES. GraphPad may, but is not obligated to, upgrade the software from time to time. If an
upgrade is issued in less than three months from the date of purchase, you will be eligible to
receive the upgrade at no charge. After that period, you will have an opportunity, but not an
obligation, to purchase the upgraded software.
TERMINATION. This license terminates if you fail to comply with its terms and conditions. If your
license terminates, you must destroy all copies of the Software. The Limitations of Warranties and
Liability set out above shall continue in force even after any termination.
ENTIRE AGREEMENT. This License is the entire agreement between you and GraphPad, and there
are no other agreements, express or implied.
CHOICE OF LAW. This License shall be governed by the laws of the State of California as if between
residents of said state.
SEVERABILITY. If any provision of this License is held to be invalid, illegal, or unenforceable, it will
be construed to have the broadest interpretation that would make it valid and enforceable.
Invalidity of one provision will not affect the other provisions.
ACKNOWLEDGEMENT. Use of the Software affirms that you have read and understood this
agreement, and agree to be bound by its contents.
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GraphPad	
 Software社製品使用許諾契約書【日本語訳】	
 

この使用許諾契約書は、GraphPad 社の提供する製品版やデモ版を使用するに当たっての条件を定めるも
のとします。ソフトウェアを使用される前に、本使用許諾契約書をお読み下さい。

お客様は、ソフトウェアを使用することにより、本契約の条項に同意されたものとします。GraphPad Prism、
GraphPad InStat、GraphPad StatMate（以下、ソフトウェア）のWindows 版およびMacintosh 版は、
GraphPad Software 社によって開発されたプログラムです。ソフトウェアは許諾されるものであり、販売
されるものではありません。ソフトウェア自体を購入するものではなく、ひとつのプログラム及びプラッ
トフォームに対してライセンスを購入する必要があります。

シングルユーザライセンスの使用について：１台のコンピュータにつき、ソフトウェアの複製１部を
インストールして使用する事ができます。コンピュータが１人のユーザだけに使用され、第三者との共有
がない場合に限り、２台目のコンピュータにソフトウェアをインストールすることができます。これらの
コンピュータの使用はお客様以外には使用されないものとします。

ネットワークライセンスの使用について：ネットワークサーバに、ソフトウェアの複製１部をインスト
ールして使用する事ができます。ソフトウェアに同時にアクセスできるコンピュータの数は、購入したラ
イセンス数を超えるものではありません。ユーザがネットワークでソフトウェアを使用する場合、物理的
に同じ場所で使用するものとします。

デモ版の使用について：デモ版の利用期間は、最初にインストールしてから３０日間となります。３０
日経過後、永続的に使用できるライセンスを購入しソフトウェアを使用するか、または所有しているソフ
トウェアの複製を削除する必要があります。

アップグレード後の旧バージョンの使用について：旧バージョンのアップグレードとして、ライセン
スを購入した場合、インストールしたソフトウェアと旧バージョンを同一のコンピュータで使用できます。
旧バージョンのライセンスを第三者に譲渡することはできません。ネットワークライセンスを所有してい
る場合、いずれのバージョンのソフトウェアに同時にアクセスできるコンピュータの数は、購入したライ
センス数を超えるものではありません。
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返品について：ソフトウェアの性能に満足頂けず、またそれを直接GraphPad 社より購入した場合、９０
日以内であればソフトウェアの返品を受け付けます。（送料お客様負担） GraphPad社以外から購入した
場合、購入元にお問合せ下さい。

日本代理店エムデーエフ社から直接購入した場合、納品後８日以内であればソフトウェアに支払われた代
金を払い戻します。返金を受けるには、エムデーエフ社から発行された領収書と共に、ソフトウェアを返
品する必要があります。ただし、送料はお客様負担となります。その他の代理店や販売店からご購入いた
だいた場合は、購入元にご照会下さい。

保証：ソフトウェア及びサービスは「現状のまま」、「提供可能な範囲」で提供されるもので、本使用許
諾所は、ソフトウェアに関する全ての明示の、暗示のまたは法令上の保証及び条件を明確に否認し、当該
保証及び条件は、特定の目的についての適合性及び権利を侵害していないことを含み、これに限られませ
ん。コンピュータプログラムが本質的に複雑であるという性質から、ソフトウェアは誤りなく作動すると
は限りません。GraphPad 社は、ソフトウェアの不断性、時宜性、信頼性と安全性、ソフトウェアに付随
するマニュアルやCD-ROM 等の材質および物品の保証するものではありません。本免責条項が否認された
場合、GraphPad 社の負う責任は、購入代金の支払いのみに限定されるものとします。GraphPad 社、
GraphPad 社代理店、販売店、代理人の、口頭もしくは書面による情報または助言の一切は、新たな保証
を行うものではありません。

責 任 の 制 限 ： .GraphPad 社は、いかように発生し、当該損害の可能性を示唆していた場合においても、
製品代金の返還を除いて、いかなる損害に対しても責任を負わないものとします。GraphPad 社、当社の
責任者、株主、従業員、委託人、子会社および親会社、開発、製造、納品に携わったいかなる個人を問わ
ず、GraphPad 社の提供するソフトウェアによって直接的、間接的、偶発的または懲罰的な損害賠償(逸失
利益、データの消去、仕事の中段、その他商 業的な損害または損失を含む)に対して、一切の責任を負い
ません。

制限事項：お客様は、医学的診断および治療、またはソフトウウェアの過失が重大な身体的危害や、物的
損害、生命の危険を及ぼすシステムでソフトウェアを使用しないものとします。ソフトウェアの勝手な翻
訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、複製を行うことは許可されません。この使用許諾書に記
載されている使用条件に陳述されている許可を除いて、ソフトウェア（または、シリアル番号）のインス
トール、使用、転売、複製は認められていません。

バックアップ用の複製：バックアップおよび復元を目的として、ソフトウェアを１つ複製できます。
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譲渡：お客様は、ライセンスを第三者（「譲受人」）に譲渡することができます。譲受人は、本使用許諾
契約書の条件の受諾に同意するものとします。お客様は、譲受人にコンピュータまたは他の記憶装置上に
保存されているソフトウェアの複製、ソフトウェアのアップデート版および以前のバージョンを譲渡する
必要があります。お客様は、ソフトウェアの貸与、レンタル、またはリースを行うことはできません。

知 的 所 有 権 ：本契約は、お客様に対しソフトウェアの限定された非独占的な使用権を許諾するものです。
ソフトウェアの所有権および一切の権利はGraphPad 社に帰属します。お客様は、ソフトウェアに付随す
る著作権表示、商標、特許権記号を変更または削除しないことに同意します。ソフトウェアはアメリカ合
衆国著作権法、商標法、国際取引法（(の著作権、商標、国際取引に関する各法律によって保護されていま
す。

アップグレード：GraphPad 社は独自の判断により、ソフトウェアのアップデートを行うことがあります
が、アップグレードはGraphPad 社の義務とするものではありません。購入から３カ月以内にアップグレ
ードの提供があった場合、利用者は無償にてアップグレード版を受け取ることができます。３ヶ月を経過
した場合のアップグレードは有償となりますが、購入は義務ではありません。

契約期間：本契約に基づくお客様の権利は、契約条項または条件のいずれかにお客様が違反した場合、無
効となります。本契約の終了に伴い、お客様はソフトウェアの複製物を全て破棄しなければなりません。
前述の責任の権限および制限事項は、契約終了以降も継続し、有効なものとします。 完全同意： この使
用許諾は、お客様とGraphPad 社の合意の全てを定めるものであり、本契約以外の契約、明示および暗示
による合意はありません。

準拠法：本契約は、カリフォルニア州民間で締結および履行されるカリフォルニア州法が適用されるもの
とします。

条項の分離：本使用許諾の条項に無効性、違法性、法的な非拘束性があった場合でも、他の条項における
有効性および法的強制力に影響しないことに同意するものとします。

承諾：ソフトウェアの使用は、本使用許諾契約書を読み、契約内容の確認および契約に含まれる内容を把
握した上で、使用されることを意味します。
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