EXHIBIT FOR PROFESSIONAL SERVICES (2015v1)
This Exhibit for Professional Services, in addition to the General Terms and any applicable PDM, applies to any
Professional Services offering licensed by the Customer.

1.

2.

LICENSE TO DELIVERABLES
1.1

Without limiting or modifying any license granted to Customer for the On‐premise Software, On‐demand
Services or Managed Services, Adobe grants Customer a non‐exclusive, non‐sublicensable and non‐
transferable license to use the materials developed and provided to Customer by Adobe in performing the
Professional Services (“Deliverables”) solely for Customer’s direct beneficial business purposes.

1.2

Adobe retains all rights, title and interest (including intellectual property rights) in and to the Deliverables.
To the extent that Customer participates in the creation or modification of any Adobe Technology or
Deliverables, Customer waives and assigns to Adobe all rights, title and interest (including intellectual
property rights) in the Adobe Technology or Deliverables. Adobe is free to use the residuals of Confidential
Information for any purpose, where “residuals” means that Confidential Information disclosed in non‐
tangible form that may be retained in the memories of representatives of Adobe.

EMPLOYMENT TAXES AND OBLIGATIONS
Adobe is responsible for all taxes and any employment obligations arising from its employment of personnel and
contractors to perform the Professional Services.

3.

WARRANTY
Adobe warrants for 30 days from performance of the Professional Service (“Warranty Period”) that the Professional
Service is performed in a professional and workmanlike manner. Customer must notify Adobe in writing of any
breach of this warranty during the Warranty Period. To the extent permitted by law, Customer’s sole remedy for
breach of this warranty will be re‐performance of the relevant Professional Service.

4.

PRIVACY; SENSITIVE DATA
Adobe structures its Professional Services to avoid the transmission to Adobe of information that is regulated by
applicable privacy or data protection laws (“Protected Data”) (for example, by using “dummy data” when configuring
or testing solutions). Adobe does not wish to receive Protected Data. Accordingly, Customer must not transmit
Protected Data to Adobe, unless the Parties have agreed in writing on terms specifying that Adobe has agreed to
receive Protected Data and detailing the protocol for the transmission and processing of the Protected Data.

5.

USE OF SUBCONTRACTORS
Customer agrees that Adobe may use subcontractors in the performance of the Professional Services. Where Adobe
subcontracts any of its obligations concerning the Professional Services, Adobe will not be relieved of its obligations
to Customer under this Agreement.

ADOBE EXHIBIT FOR PROFESSIONAL SERVICES (2015v1)

Page 1 of 1

プロフェッショナルサービス付録 (2015v1)
本プロフェッショナルサービス付録は、基本利用条件および適用ある PDM に加えて、お客様に提供されるプ
ロフェッショナルサービスに適用されます。

1.

成果物に対するライセンス
1.1

アドビはお客様に対し、オンプレミスソフトウェア、オンデマンドサービスまたはマネージド
サービスについてお客様に許諾されたライセンスを制限または変更することなく、プロフェッ
ショナルサービスの履行においてアドビが開発しお客様に提供するマテリアル（以下「成果物」
といいます）を、お客様の直接かつ有益な事業目的に限り使用する非独占的、サブライセンス不
可、譲渡不可のライセンスを許諾します。

1.2

アドビは、成果物に対するすべての権利、権原および権益（知的財産権を含みます）を保持しま
す。アドビテクノロジーまたは成果物の作成または修正にお客様が参加する限度において、お客
様はアドビテクノロジーまたは成果物に対するすべての権利、権原および権益（知的財産権を含
みます）を放棄し、アドビに譲渡します。アドビは機密情報の残留情報をいかなる目的にも自由
に利用することができます。この「残留情報」とは無形の形式で開示された機密情報であった、
アドビの担当者の記憶に残っているものを意味します。

2.

雇用上の税金および義務
アドビは、プロフェッショナルサービスの履行のための従業者または契約社員の雇用から発生する一切
の税金および雇用義務について責任を負います。

3.

保証
アドビは、プロフェッショナルサービス履行から 30 日間（以下「保証期間」といいます）、プロフェッ
ショナルサービスが専門的で職人的な方法で履行されることを保証します。保証期間において本保証の
違反があった場合、お客様はアドビに書面により通知しなければなりません。法令上許容される範囲に
おいて、本保証の違反に対するお客様の唯一の救済措置は、関連するプロフェッショナルサービスが再
履行されることです。

4.

プライバシーおよびセンシティブなデータ
アドビは、適用されるプライバシーまたはデータ保護に関する法令において規定される情報（以下「保
護対象データ」といいます）がアドビに送信されることがないように、そのプロフェッショナルサービ
スを構築しています（たとえば、ソリューションの構成やテストの際には「ダミーのデータ」を使用す
るなどの方法を採用しています）。アドビは、保護対象データの受信を承認しません。したがって、お
客様は、保護対象データをアドビに送信してはなりません。但し、アドビが保護対象データを受信する
ことを同意したこと、または保護対象データの送信および処理のプロトコルの詳細が記載された条件に
ついて両当事者が書面にて合意した場合を除きます。

5.

下請業者の使用
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お客様は、アドビがプロフェッショナルサービスの履行において下請業者を使用する場合があることに
ついて同意します。アドビがプロフェッショナルサービスに関連してその義務を下請けに出す場合にお
いて、アドビは本契約におけるお客様に対する義務から免れるものではありません。
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