本製品をお使いの前に
この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
最初にこの注意書きをよくお読みになり、内容をよくご理解いただいた上で、本製品を正
しくご使用ください。

1

本製品のマニュアルについて
本製品のマニュアルは、本製品には同梱されておりません。弊社ホームページに掲載の製
品ページからマニュアルを入手してくださいますようお願いいたします。また、製品の注
意事項や最新情報を、弊社ホームページにて掲載している場合がございます。
各マニュアルをよくお読みの上、本製品を正しくご使用ください。

http://corega.jp/

廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方
自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にい
う非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府
の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の
責任と費用で行うことといたします。
弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象
外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

安 全 の た めに
警告

下記の注意事項を守らないと
火災・感電により、死亡や大
けがの原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない
分解や改造はしないでください。
火災や感電、けがの原因となります。

雷のときはケーブル類・
機器類にさわらない

雷のときはさわらない

水は禁物

電圧注意

本製品に付属または取扱説明書に記載のない
電源ケーブルや電源アダプター、電源コンセ
ントの使用は火災や感電の原因となります。

正しい器具

たこ足配線などで定格を超えると発熱による
火災の原因となります。

たこ足禁止

異物厳禁

ケーブルを
抜く

ケーブル類を傷つけない

ふさがない

湿気やほこりの多いところ
油煙や湯気のあたる場所
には置かない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。
ケーブル類やプラグの取扱上の注意
・加工しない、傷つけない。
傷つけない
・重いものを載せない。
・熱器具に近づけない、加熱しない。
・ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、
必ずプラグを持って抜く。

光源をのぞきこまない
設置場所注意

取り付け・取り外しのときは
コネクター・回路部分に
さわらない

目に傷害を被る場合があります。
光ファイバーインターフェースを持つ製品を
お使いの場合は、光ファイバーケーブルのコ
ネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネ
クターなどをのぞきこまないでください。

のぞかない

適切な部品で正しく設置する
感電注意

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて
正しく設置してください。指定以外の設置部
品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原
因となります。

次のような場所での使用や保管はしないでください
・直射日光のあたる場所
・暖房器具の近くなどの高温になる場所
・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所
（仕様に定められた環境条件下でご使用ください）
・振動の激しい場所
・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所
（静電気障害の原因になります）
・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。
部品が静電
破壊されるおそれがありますので、コネクターの接点部分、
ポート、
部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

感電の原因となります。

内部に熱がこもり、火災の原因と
なります。

感電の原因となります。
稼働中に周辺機器の取り付け・取り
外し（ホットスワップ）に対応した
機器の場合でも、コネクターの接点
部分・回路部分にさわらないよう
に注意して作業してください。

ご使用にあたってのお願い

設置・移動のときは
電源ケーブル・プラグを抜く

通風口はふさがない

内部回路のショートの原因になり、
火災や感電のおそれがあります。

火災や感電の原因となります。
製品の取扱説明書に記載の電圧で正しくお使
いください。なお、AC電源製品に付属の電源
ケーブルは100V用ですのでご注意ください。

コンセントや配線器具の定格を超える
使い方はしない

感電の原因となります。

火災や感電のおそれがあります。水
や異物を入れないように注意して
ください。万一水や異物が入った場
合は、
電源ケーブル・プラグを抜き、
弊社サポートセンターまたは販売
店にご連絡ください。

表示以外の電圧では使用しない

正しい配線器具を使用する
分解禁止

異物は入れない

必ずお守りください

正しく設置

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないで
ください。

お手入れについて
清掃するときは電源を切った状態で
誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）
をしみこませ、固く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で
仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないで
ください

石油・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん・
みがき粉
（化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書きに従ってくだ
さい）

3

ソフトウェア使用権許諾契約

5

権利の帰属

なお、使用しているソフトウェアまたはソフトウェアのモジュールに関して別途使用権許
諾が存在するものはそちらを優先することといたします。

弊社または弊社の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社は、本ソフト
ウェアに関する著作権、特許、商標、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権を有し
ているか、もしくは第三者から再実施権を付与する権利の許諾を受けています。本契約の
もとで明示的にお客様へ許諾される権利を除き、本ソフトウェアに関するすべての権利は
弊社または弊社の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社あるいは弊社
が権利の許諾を受けている第三者に留保されます。
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6

アライドテレシス株式会社（以下「弊社」といいます）とお客様は、本契約書とともに提
供されるソフトウェア製品に関して以下のとおり合意します。上記の合意にかかわらず、
お客様が第 2 項記載の使用権を行使した時点で本契約は成立するものといたします。

定義

終了

本ソフトウェアとは、以下の 4 つをいいます。
○ 本ファームウェア
○ 本プログラム
○ 本定義ファイル
○ 本印刷物
本ファームウェアとは、以下の 2 つをいいます。
○ 本体製品に内蔵またはインストールして、本体製品を動作させるためのプログラム
○ 本体製品に内蔵またはインストールして、本体製品を動作させるためのプログラムの
修正モジュール
本プログラムとは、以下の 2 つをいいます。
○ 弊社から提供される、コンピューター上で動作するプログラム一式
○ 弊社から提供される、コンピューター上で動作するプログラムの修正モジュール
本定義ファイルとは、以下の 1 つをいいます。
○ 弊社から提供される、本体製品上で比較処理を実施する際の元データ
本印刷物とは、以下の 2 つをいいます。
○ 本ソフトウェアに含まれるすべての印刷されたおよび電子化された資料
○ 今後本ソフトウェア使用のために提供される印刷されたおよび電子化された資料

○ お客様は、本ソフトウェアおよびそのすべての複製物を廃棄することにより、いつで
も本契約を終了させることができます。
○ お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は事前の通知なくただちに
本契約を解除し、お客様へ許諾された本ソフトウェアの使用権を終了させることがで
きます。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびそのすべての複製物をただちに
廃棄していただくこととします。
○ 本契約が終了した場合においても、理由のいかんを問わず、お客様が本ソフトウェア
に関して支払われた代金が返却されることはありません。
○ 本契約の第 3 項、第 4 項、第 5 項、第 6 項、第 7 項、第 8 項および第 9 項の規定は、
本契約の終了後または解除後においても効力を維持するものとします。
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本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となった場合には、かかる部分
は本契約から削除されるものとします。

使用権

弊社は、本契約記載の条件に従い、お客様に対して日本国内における非独占的で、譲渡不
能な以下の権利を許諾します。
○ お客様が弊社または弊社製品を販売可能な代理店様からご購入または貸借された本体
製品またはライセンスまたはフィーチャーライセンスの購入数分を上限に本ファーム
ウェアまたはライセンスまたはフィーチャーライセンスを内蔵または最初にインス
トールされた本体製品で本印刷物に記載の動作環境にて使用する権利。ただし、使用
期限が定められたものは定められた期間に限り使用できるものとします。
○ お客様が弊社または弊社製品を販売可能な代理店様からご購入または貸借された本
プログラムを本印刷物に記載の動作環境またはこれと同等の動作環境に適したコン
ピューター・システムへライセンスの購入数分を上限にインストールして使用する権
利。
○ 本契約のもとで許諾された本ファームウェアおよび本プログラムの使用を目的として
本印刷物を使用する権利。
○ バックアップ目的に限り本ソフトウェアを複製する権利。ただし、本ソフトウェアの
複製物はオリジナルの本ソフトウェアと同一の著作権表示を行うものとします。
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禁止事項

○ お客様は、前項に明記される場合を除き、本ソフトウェアまたはその一部をいかなる
目的のためにも複製することはできません。
○ 本ソフトウェアを本印刷物記載事項以外の使用方法にて使用することはできません。
○ 本ファームウェアおよびフィーチャーライセンスをご購入または貸借された本体製品
数分またはライセンス数分を超えるご使用および最初にインストールされた本体製品
以外でのご使用はできません。
○ 本プログラムをご購入または貸借された本体製品数分またはライセンス数分を超える
ご使用はできません。
○ お客様は、本ソフトウェアまたはその一部につきリバース・エンジニアリング、逆ア
センブルまたは逆コンパイルすることはできません。また、お客様は、本ソフトウェ
アまたはその一部につき改変または改作を行うことはできません。
○ お客様は、本ソフトウェアに関して記載される著作権、特許、商標等の知的財産権の
表示を削除または改変することはできません。
○ お客様は、本契約において許諾される権利を第三者へ譲渡または再許諾することはで
きず、かつ、本ソフトウェアを第三者へ販売、貸与もしくは譲渡することはできません。
ただし、本体製品と共にする場合であって、かつ譲受人または貸与を受けた者に本契
約における義務のすべてを引き継がせる場合を除きます。
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責任の制限

○ 弊社は本契約において明記される場合を除き、本ソフトウェアに関して機能、品質、
および欠陥もしくは第三者の権利侵害の不存在等を含む一切の保証を行いません。
○ 本ソフトウェアに起因してお客様もしくは第三者に生じる間接的または付随的な損害
もしくは逸失利益等について弊社は一切の責任を負いません。本ソフトウェアに起因
して弊社がお客様もしくは第三者に対して負担する責任の総額は、いかなる場合にお
いても本ソフトウェアの使用許諾の対価としてお客様が実際に支払われた金額を超え
ることはありません。
○ 他社製品および他社アプリケーション（フリーウェア、シェアウェア含む）との相互
接続性や、本体製品やシステムまたはネットワークに対する攻撃など既知 / 未知問わ
ず動作保証等一切行いません。
○ 本ソフトウェアの修正については、修正が必要と弊社が認めたものであり、かつ最新
のソフトウェアバージョンにて行うものとします。
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輸出関連法規の遵守

お客様は、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアをインストールした本体製品を日本国外
へ持ち出し、または「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国
為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守するこ
とに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
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一般条項

9

準拠法

本契約は日本国の法律に準拠します。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方
裁判所が第一審としての専属的な管轄権を有するものとします。
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マニュアルバージョン
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