PSLT- Adobe Captivate Prime (2020v1)
1.

Customer Content. Certain features of the On-demand Service enable Customer to specify the level at which the Ondemand Service restrict access to Customer Content. Customer is solely responsible for applying the appropriate level
of access to Customer Content. The uploading of Customer Content to the On-demand Service without actual viewing
by Adobe, does not constitute disclosure of the Customer Content to Adobe. The On-demand Service is automated and
Adobe will not access any Customer Content, except as reasonably necessary to perform the On-demand Service, such
as: (a) respond to support requests; (b) detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or technical issues; or (c)
as expressly permitted under this Agreement.

2.

Storage and Retention. Customer Content and Customer Data may be stored on Adobe’s servers at Customer’s request,
as necessary for Adobe to provide the On-demand Service. Adobe will store Customer Data and Customer Content as
long as the size of that storage is not unreasonable in Adobe’s discretion; provided, however, Adobe may delete
Customer Content and Customer Data any time if required by law and also upon any termination or expiration of the
applicable Sales Order. Customer is solely responsible for making and keeping backup copies of Customer Content and
Customer Data. Except as provided herein, Adobe has no responsibility or liability for the deletion or accuracy of
Customer Content and Customer Data, the failure to store, transmit or receive transmission of Customer Content and
Customer Data (whether or not processed by the On-demand Service), or the security, privacy, storage, or transmission
of other communications originating with or involving use of the On-demand Service. Adobe may delete Customer
Content and Customer Data as instructed by Customer. Customer is solely responsible for complying with all applicable
document retention laws and regulations, including any duty to provide notice to third parties about retention or
deletion of documents.

3.

Third Party Materials. If Customer accesses or uses the On-demand Service, Customer may be exposed to materials
from third parties that are offensive, indecent, or otherwise objectionable. Customer may report any such objectionable
materials to Adobe customer service.

4.

License Restrictions. Customer may not: (a) attempt to gain unauthorized access to services, materials, other accounts,
computer systems, or networks connected to any Adobe server or to the On-demand Service, through hacking,
password mining, or any other means; (b) obtain or attempt to obtain any materials or information through any means
not intentionally made available through the On-demand Service; (c) engage in any systematic extraction of data or data
fields (including email addresses) except as may be reasonably contemplated through the normal use of the On-demand
Service; (d) use the On-demand Service for malicious injection of dial tone multi- frequency commands; (e) upload,
record, publish, link to, or otherwise transmit or distribute Customer Content that would breach Customer’s
representations and warranties regarding Customer Content; or (f) rotate or reuse the user licenses. User licenses may
be reassigned from one individual to another only if the employment or independent contractor relationship of a
licensed individual terminates; otherwise, written permission from Adobe is required.

5.

Trial Use of Service. If Customer has subscribed to the On-demand Service on a trial basis, then Customer’s use the Ondemand Service is subject to the Agreement and is limited as provided in the email communication from Adobe, or as
provided in web pages describing trial use of the On-demand Service. This trial On-demand Service is subject to change
and termination in Adobe’s sole discretion.

6.

Third Party Software Notices. The creators or third party licensors of certain public standards and publicly available
code (“Third Party Materials”), require that certain notices be passed through to the end users of the On-demand
Services. These third party notices are located at http://www.adobe.com/go/thirdparty (or a successor website thereto).
The inclusion of these third party notices does not limit Adobe’s obligations to the Customer for Third Party Materials
integrated into the On-demand Services.

7.

Emails to Participants. Emails related to the On-demand Services are generally sent to participants by Customer, and
not by Adobe. If applicable, Adobe may send emails to participants in Customer’s name as Customer’s agent, at
Customer’s request, and on Customer’s behalf. Customer is solely responsible for such emails and their contents.
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8.

9.

Captivate Prime for Desktop.
8.1

Activation; Installation; Activation Limits. If Customer licenses the On-premise Software on a per-User basis,
then each User may activate the On-premise Software on up to two Computers at a time; however, each User
is not permitted to use the On-premise Software on these two Computers simultaneously.

8.2

Update. Customer agrees to receive updates from Adobe as part of Customer’s use of the On-premise Software.
Unless configured by Customer to prevent automatic updates, some On-premise Software may automatically
download and install updates on Customer’s system from time to time.

8.3

On-demand services accessible through On-premise Software. The On-premise Software may facilitate
Customer’s access to content, websites and services that are provided by Adobe or third parties. Use of Adobe
On-demand Services is subject to the applicable terms and conditions associated with that specific Adobe Ondemand Services. If Customer does not agree, Customer may not access or use the applicable On-demand
Services.

Captivate Prime Content Catalogue.
9.1

Ownership: Except as granted in this PSLT, Adobe and its licensors retain all rights, title and interest in and to
the Work.

9.2

License and Restrictions to the Work: Subject to the terms of this Agreement, Customer is granted a nonexclusive, worldwide, non-transferable , non-sublicensable license to use, reproduce and archive Courses solely
in connection for use of Products and Services and Works, during the License Term, for Customer’s internal
operations and non-commercial purpose of (i) accessing and using the Work(s) through applicable interface;
and (ii) use and distribute Reports solely for its own internal business purposes. Adobe reserves all the rights
not expressly granted in this PSLT. Customer must not: (a) use the Work in a pornographic, defamatory, or
otherwise unlawful manner; (b) take any action in connection with the Work that infringes the intellectual
property or other rights of any person or entity, such as the moral rights of the creator of the Work and the
rights of any person who, or any person whose property , appears in the Work; (c) use the Work in a way that
depicts models and /or property in connection with a subject that a reasonable person could consider
unflattering, immoral, or controversial, taking into account the nature of the Work, examples of which could
include, without limitation, ads for tobacco; adult entertainment clubs or similar venues or service;
endorsements of political parties or other opinion-based movements; or implying mental or physical
impairment; (d) remove, obscure or alter any proprietary notices associated with the Work(s), or give any
express or implied misrepresentation that you or another third party are the creator or copyright holder of any
Work; or (e) use the Work or any title, caption information, keywords or other metadata associated with
Work(s) for any (1) machine learning and /or artificial intelligence purpose; or (2)technologies designed or
intended for the identification of natural persons.

9.3

Warranty: To the maximum extent permitted by law, Adobe provides the Courses on an "as-is" basis. Adobe,
its Affiliates, and third-party providers disclaim and make no other representation, promise, assurance,
undertaking or warranty of any kind, express, implied or statutory, including representations, guarantees,
conditions or warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, title, noninfringement, or accuracy.

9.4

Modification(s): During the License Term, Adobe reserves the right to remove, modify or alter in any manner,
the Work(s) and Courses from Adobe Captivate Prime at any time, with a prior written notice of 60 days to the
Customer, provided that the Courses that are selected by the Customer for such License Term will not be
removed by Adobe.

9.5

Third Party Intellectual Property Claims.
(A) Adobe’s Obligations. For the purposes of this PSLT, an “Infringement Claim” shall have the same meaning
as defined in the General Terms. .
(B) Additional Conditions. In addition to the conditions mentioned in section 8.2(C) of General Terms, Adobe
will have no liability for any Infringement Claim that arises from (1) any use of the Courses otherwise
Work(s) after Adobe has instructed Customer to stop using such Courses and Work(s), and (2) the context
in which Customer uses the Courses and Work(s).

9.6

Other Claims. Customer will defend and pay, at its expenses, any third-party claim against Adobe that is result
of the Customer’s breach of the terms of this Agreement.
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9.7

Reservation. If Customer has actual knowledge, or if Customer or Adobe reasonably believes that a Work may
be subject to a third party claim, then Adobe may instruct Customer to cease all use, reproduction, modification,
display, distribution and possession of that Work, and Customer must promptly comply with Adobe’s
instructions, and ensure Customer’s clients, distributors, employees, and employers stop using the Work.

9.8

Termination. Adobe may, at any time, terminate the license to any Work upon the notice to Customer in the
event, Customer breaches the terms of this Agreement.

10. Definitions:
10.1
“Work(s)” means any and all creative assets, including illustrations, icons, templates, photographic, layered,
audiovisual, mixed or multi-media works, as well as any sets, libraries, compilations, collections or derivative
works of any of the foregoing, and any other forms of content, information, captions, data, or copyrighted
materials that are made available to Customer ,which may be licensed additionally by Customer with Adobe
Captivate Prime.
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PSLT- Adobe Captivate Prime (2020v1)
1.

お客様コンテンツ。オンデマンドサービスの所定の機能は、お客様が、オンデマンドサービスによるお客様
コンテンツへのアクセスの制限レベルを指定することを可能にします。お客様は、お客様コンテンツに適切
なレベルのアクセスを適用することに全責任を負います。アドビによる実際の閲覧なしのオンデマンドサー
ビスへのお客様コンテンツのアップロードは、お客様コンテンツのアドビへの開示とはなりません。オンデ
マンドサービスは自動化されており、以下を含むオンデマンドサービスの実行に合理的に必要な場合を除き、
アドビはお客様コンテンツにアクセスしません：(a) サポートリクエストに応答する場合、(b) 詐欺、セキュ
リティ、技術的な問題を検知、防止、もしくはその他の方法で対処する場合、または (c) 本契約で明示的に
許可されている場合。

2.

ストレージおよび保存。お客様コンテンツおよびお客様データは、アドビがオンデマンドサービスを提供す
るために必要な場合、お客様の要請によってアドビのサーバーに保存される場合があります。アドビは、ア
ドビの裁量においてストレージの容量が不合理でない限り、お客様データおよびお客様コンテンツを保存し
ます。ただし、法律により要求される場合、また該当するセールスオーダーが終了または失効した場合に、
アドビがいつでもお客様コンテンツおよびお客様データを削除できることを条件とします。お客様は、お客
様コンテンツおよびお客様データのバックアップコピーを作成および保管することに全責任を負います。本
契約で定められている場合を除き、お客様コンテンツおよびお客様データの削除または正確性（お客様コン
テンツおよびお客様データの保存、送信または受信の失敗（オンデマンドサービスによる処理か否かを問わ
ず）、もしくはホスティングサービスの使用によって生じたまたはこれに関連するその他通信のセキュリテ
ィ、プライバシー、保存または送信を含むがこれらに限定されない）に対して、アドビはいかなる責任また
は義務も負いません。アドビは、お客様の指示に従い、お客様コンテンツおよびお客様データを削除するこ
とができます。お客様は、文書の保存または削除について第三者に通知する義務を含む、適用される文書保
存のための法令と規制すべてに従うことに全責任を負います。

3.

第三者マテリアル。お客様がオンデマンドサービスにアクセスする、またはこれを使用する場合には、お客
様が第三者から不快、わいせつ、またはその他の好ましくないマテリアルに曝される可能性があります。お
客様は、かかる好ましくないマテリアルについてアドビのカスタマーサービスに報告することができます。

4.

ライセンスの制限事項。お客様は次を行ってはなりません：(a) ハッキング、パスワードマイニングまたは
その他の方法により、サービス、マテリアル、他のアカウント、コンピューターシステム、アドビのサーバ
ーもしくはオンデマンドサービスに接続されているネットワークへの不正アクセスを得ようとすること、(b)
オンデマンドサービスを通じて意図的に提供されているのではない何らかの手段により、マテリアルまたは
情報を取得する、または取得しようとすること、(c) オンデマンドサービスの通常の使用を通じて合理的に
予定される場合を除き、データまたはデータフィールド（メールアドレスを含む）の体系的な抽出に関与す
ること、(d) トーンマルチ周波数コマンドの悪意のあるインジェクションのためにオンデマンドサービスを
使用すること、(e) お客様コンテンツに関するお客様の表明および保証に違反するお客様コンテンツのアッ
プロード、記録、発行、リンク付け、または他の方法による送信もしくは配布を行うこと、または (f) ユー
ザーライセンスを交代で使用する、または再利用すること。ユーザーライセンスは、ライセンス付与された
個人の雇用または独立契約業者の関係が終了した場合にのみある個人から別の個人に再割り当てすることが
できます。それ以外は、アドビから書面による許可を得る必要があります。

5.

サービスの試用。お客様が試用ベースでオンデマンドサービスのサブスクリプションを行っている場合、お
客様のオンデマンドサービスの使用は本契約の対象となり、アドビからの電子メールでの記載、またはオン
デマンドサービスの試用について説明するウェブページにおける記載に従って制限されます。このオンデマ
ンドサービスの試用は、アドビの独自の裁量により変更および終了される場合があります。

6.

第三者ソフトウェアに関する通知。所定の公的規格および一般に入手可能なコード（以下「第三者マテリア
ル」）の作成者または第三者ライセンサーは、オンデマンドサービスのエンドユーザーに対する一定の通知
の伝達を義務付けています。これらの第三者による通知は、http://www.adobe.com/go/thirdparty（またはそ
の後継ウェブサイト）に掲載されています。このような第三者による通知を含めることは、オンデマンドサ
ービスに統合されたサードパーティーマテリアルについて、アドビがお客様に対して負う義務を制限するも

PSLT – Adobe Captivate Prime (2020v1)

1 / 3 ページ

のではありません。
7.

参加者への電子メール。オンデマンドサービスに関連する電子メールは、通常、アドビではなくお客様から
参加者に送信されます。該当する場合、アドビは、お客様に代わり、お客様の要請により、お客様の代理人
として、お客様の名前において参加者に電子メールを送信する場合があります。お客様は、かかる電子メー
ルおよびその内容について全責任を負うものとします。

8.

デスクトップ用 Captivate Prime。

9.

8.1

アクティベーション、インストール、アクティベーションの制限数。お客様がユーザーごとにオン
プレミスソフトウェアのライセンスを許諾されている場合、各ユーザーは一度に 2 台のコンピュー
タでオンプレミスソフトウェアをアクティベートすることができますが、各ユーザーはこれらの 2
台のコンピュータで同時にオンプレミスソフトウェアを使用することはできません。

8.2

アップデート。お客様は、お客様によるオンプレミスソフトウェアの使用の一環として、アドビか
ら更新を受け取ることに同意するものとします。お客様側で自動更新を防ぐように設定されていな
い限り、一部のオンプレミスソフトウェアは、随時、お客様のシステムに更新を自動的にダウンロ
ードしてインストールすることがあります。

8.3

オンプレミスソフトウェアを通じてアクセス可能なオンデマンドサービス。オンプレミスソフトウ
ェアは、アドビまたは第三者が提供するコンテンツ、ウェブサイト、サービスへのお客様によるア
クセスを促進する場合があります。アドビオンデマンドサービスの使用は、その特定のアドビオン
デマンドサービスに関連して適用される条件の対象となります。お客様がこれに同意されない場合、
お客様は該当するオンデマンドサービスにアクセスまたは使用できません。

Captivate Prime Content カタログ。
9.1

所有権：本 PSLT において付与されている場合を除き、アドビおよびそのライセンサーは、作品に存
在するもしくは作品に対する権利、所有権、利権をすべて留保します。

9.2

作品のライセンスと制限：本契約の条件に従い、お客様は、ライセンス期間中、お客様の内部業務
および非営利目的で次を行うために、製品とサービスおよび作品の使用のみに関連して、コースを
使用、複製、およびアーカイブするための、非独占的、世界共通、譲渡不可、サブライセンス不可
のライセンスを付与されます：(i) 該当するインターフェースを通じて作品にアクセスして使用する
こと、および (ii) お客様の内部業務のみを目的としてレポートを使用および配布すること。アドビは
本 PSLT において明示的に付与されていないすべての権利を留保します。次の事項を禁止します：(a)
作品をポルノ、中傷的、その他の不正な方法で使用すること、(b) 作品に関連して他者または他団体
の知的財産権その他の権利を侵害する行動をとること（この権利には作品のクリエーターの人格権
および、作品に登場する人、またはその所有財産が作品に登場する人の権利などが含まれる）、(c)
作品中の人物および/または財産を、一般人が当該作品の性質に鑑みて軽蔑的、非道徳的、または物
議を醸すとみなし得る主題（タバコの広告、風俗店または類似の施設やサービス、政党の推奨また
はその他の意見を発信する社会運動の支持、精神または身体的障がいを示唆するものなど）に関連
付けて描写すること、(d) 作品に関連する所有権通知を削除、隠覆、もしくは改ざんすること、また
は明示的か黙示的かを問わずお客様その他の第三者が作品の作成者もしくは著作権者であると不実
表示すること、または (e) 機械学習や人工知能を目的として、または (2) 自然人の識別のために設計
された、または自然人の識別を意図するテクノロジーのために、作品または作品に関連するタイト
ル、キャプション情報、キーワード、もしくはその他のメタデータを使用すること。

9.3

保証：法律により許可される最大限の範囲において、アドビはコースを「現状のまま」提供します。
アドビ、その関連会社および第三者プロバイダーは、明示的もしくは黙示的であるか、または法令
上のものであるかを問わず、商品性、満足のいく品質、特定目的への適合性、権原、権利非侵害、
正確性の表明、保証、条件を含め、いかなる種類の表明、約束、請負、または保証も行いません。

9.4

変更：ライセンス期間中、お客様が選択したコースが同ライセンス期間中にアドビによって削除さ
れないことを条件として、アドビは、お客様に 60 日前までに書面で事前通知することにより、
Adobe Captivate Prime から作品およびコースをいつでも削除、変更または改める権利を留保します。

9.5

第三者による知的財産権侵害の申立て。
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(A) アドビの義務。本 PSLT の目的上、「侵害申立て」は、「アドビ基本利用条件」で定義されるの
と同じ意味を持つものとします。.
(B) 追加条件。アドビは、アドビ基本利用条件の第 8.2(C)項に記載される条件に加え、(1) アドビが
お客様にコースおよび作品の使用を中止するよう指示した後のかかるコースその他の作品の使
用、および (2) お客様がコースおよび作品を使用する状況に起因する侵害申立てについて、一切
責任を負いません。
9.6

その他の申立て。お客様は、お客様が本契約の条件に違反した結果生じるアドビに対する第三者の
申立てについて、自己の費用負担で弁護および支払いを行うものとします。

9.7

留保。作品が第三者による申立ての対象となる可能性があることをお客様が実際に知っていた場合、
またはアドビが合理的に判断した場合には、アドビはお客様に作品の使用、複製、変更、表示、配
布、所持を停止するよう指示することがあり、お客様はそれに迅速に従い、お客様の顧客、ディス
トリビューター、従業員、および雇用主に作品の使用を中止させなければなりません。

9.8

契約の終了。アドビは、お客様が本契約の条件に違反した場合、お客様に通知することにより、作
品へのライセンスをいつでも終了することができます。

10. 定義。
10.1
「作品」とは、イラスト、アイコン、テンプレート、写真、レイヤー、オーディオビジュアル、混
合作品またはマルチメディア作品を含む、すべてのクリエイティブアセット、およびこれらのセッ
ト、ライブラリ、コンパイル、コレクション、または派生作品、ならびにお客様が Adobe Captivate
Prime から追加ライセンスを取得でき、お客様が利用できるその他の形式のコンテンツ、情報、キャ
プション、データ、または著作権で保護されるマテリアルを意味します。
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