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COHESITY, INC.  
END USER LICENSE AGREEMENT 

 
Please contact legal@cohesity.com with any questions regarding this document. 

 
COHESITY, INC. (TOGETHER WITH ITS AFFILIATES, “COHESITY”) AGREES TO SUPPLY AND/OR LICENSE 
CERTAIN OF ITS PRODUCTS TO YOUR BUSINESS OR ORGANIZATION (“CUSTOMER”) ONLY IF (A) YOU 
REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE THE AUTHORITY TO LEGALLY BIND CUSTOMER AND (B) 
YOU ACCEPT AND AGREE ON BEHALF OF CUSTOMER TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND 
CONDITIONS IN THIS COHESITY END USER LICENSE AGREEMENT (THIS “EULA”, OR “AGREEMENT”, 
INCLUDING ALL DOCUMENTS INCORPORATED HEREIN BY REFERENCE), WHICH SHALL BE DEFINITIVELY 
EVIDENCED BY ANY ONE OF THE FOLLOWING MEANS: YOUR CLICKING THE “ACCEPT”, “CONTINUE” OR 
A SIMILAR BUTTON, AS APPLICABLE; YOUR SIGNATURE ON A TANGIBLE COPY OF THIS LICENSE; YOUR 
INSTALLATION OR USE OF THE PRODUCTS AND/OR SOFTWARE; OR BY SUCH OTHER CONTRACT 
FORMATION MECHANISM AS MAY BE RECOGNIZED UNDER APPLICABLE LAW FROM TIME TO TIME. IF 
YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS IN THIS AGREEMENT, DO NOT COPY, INSTALL 
OR USE THE PRODUCT(S) OR ANY ASSOCIATED SOFTWARE. 

IN JAPAN, COHESITY CONDUCTS CERTAIN ACTIVITIES THROUGH COHESITY JAPAN K.K., A COMPANY 
INCORPORATED UNDER THE LAWS OF JAPAN AND HAVING ITS PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS AT 
OTEMACHI BUILDING 4F, 1-6-1 OTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004. 

• Software-Defined Business Model: Cohesity is a software-defined data management company for 
enterprise and organizations.  Cohesity supports customer choice with respect to on-premises hardware, EDGE, 
cloud and virtual environments, or any certified hybrid utilization of the foregoing.  As a result, the Cohesity 
distributed file system (DataPlatform™) may be executed on any number of certified hardware and software 
configurations. Other Cohesity Software (such as DataProtect™) and third-party applications may then be run on 
top of, or in collaboration with, DataPlatform.  Cohesity Software may be supplied with Cohesity Platforms and/or 
third-party supported hardware, or no hardware at all (such as virtual or cloud-only use cases).   

• Indirect Sales: Cohesity transacts all sales – whether for hardware, a subscription (or license) to Software, 
or a contract for support and maintenance or other Services – through our global network of channel distribution 
and resale partners.  Customers will receive quotes from, and place any Orders for Cohesity Products with, a 
Cohesity Partner.  As a result, this Agreement does not contain any terms dealing with payment, invoicing, taxation, 
importation, shipment/delivery and the like, as all of those terms are between the Customer and Cohesity Partner. 

• This Agreement covers Software, not SaaS: This Agreement covers our core Cohesity Platforms and 
Software offerings (DataPlatform, DataProtect, and related Software).  The Customer controls all access to such 
Software, whether it resides on Customer’s premises, in Customer’s data center environment, or in Customer’s own 
public or private cloud, and Cohesity does not host Software on behalf of Customers under this Agreement.  To 
avoid confusion, separate terms and conditions apply to use of Cohesity software-as-a-service offerings (“SaaS 
Offerings”), which can be agreed either by click-through/clickwrap in the Cohesity interface, or by signing an 
Addendum to this Agreement (and which are available at www.cohesity.com/agreements).   

• Incorporated Documents: The following documents are incorporated into this Agreement by reference 
(available at www.cohesity.com/agreements): 

- Support and Maintenance Terms and Conditions 
- Scope of License Terms 
- Enhanced Support Services Terms & Conditions (applicable if using Enhanced Support) 
- End-of-Life Terms and Conditions (applicable if using Cohesity Platforms) 

Additional documents are available on request from legal@cohesity.com, including our Data Processing Addendum 
and applicable information security documentation.  
 
1.  Definitions. 

a) “Addendum” means an addendum or other writing duly executed by authorized representatives of the 
Parties referencing and intending to supplement or amend this Agreement (collectively “Addenda”); 
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b) “Affiliate” means, with respect to a Party, any individual, company, or other entity, directly or indirectly, 
controlled by, or under common control with, such Party, but, for clarity, excluding those individuals, 
companies or entities that are controlling such Party; 

c) “Analytics Data” means (i) usage data which may be used to improve Products; and/or (ii) metadata about 
Products which may be used to automate or perform certain Support functions, but in each case excluding 
data or software code backed up by (or stored on) Software in Customer’s environment;  

d) “Beta Products” means pre-release or early-release Products that Cohesity makes available to select 
customers before they are made generally available; 

e) “Cohesity Partner” means a Cohesity channel distribution, alliance and/or resale partner that has the right 
to transact sales of Cohesity Products; 

f) “Cohesity Platforms” mean hardware configurations which are both certified by Cohesity for use with 
Software and eligible for Support from Cohesity;  

g) “Confidential Information” means all financial, business, strategic, technical and/or product information 
(and any other information that a reasonable person in the technology industry would understand to be 
confidential), in any form or medium and whether or not marked as confidential – including without limitation 
this Agreement and any benchmarking or comparative studies involving the Products – disclosed by a Party 
before or during the term of this Agreement, but excluding (a) information already known by the Recipient 
without obligation of confidentiality, (b) information that is or becomes publicly known other than through 
breach of this Agreement, (c) information received by the Recipient from a third party not known (in good 
faith) by the Recipient to be under an obligation of confidence to the Discloser, and (d) information 
independently developed by the Recipient without reference to or use of the Discloser’s Confidential 
Information; 

h) “Discloser” means a Party or its Affiliate that furnishes Confidential Information to the other Party or its 
Affiliate;  

i) “Documentation” means the operating manuals, user guides and any other documentation which Cohesity 
generally makes available to its customers (directly or indirectly) in connection with the Products; 

j) “Enhanced Support” means enhanced support and/or implementation services Customer may opt to 
purchase as described in (and subject to) the Enhanced Support Services Terms and Conditions at 
www.cohesity.com/agreements (incorporated herein by reference); 

k) “Entitlement” means a Customer’s right pursuant to a valid Order to (i) use a Product licensed (or 
subscribed to) or (ii) receive Services, in each case (i & ii) for a fee and subject to any applicable use, 
capacity, or other limitations (and “Entitled” shall be given its meaning accordingly); 

l) “Eval” has its meaning given in Section 5; 
m) “Hardware” means Cohesity Platforms, Third-Party Hardware and/or Virtual/Cloud Environments, as 

applicable; 
n) “Order” means a binding order placed by Customer with a Cohesity Partner reflecting a valid Cohesity sales 

quotation or similar document;  
o) “Party” means Cohesity or Customer, as applicable, and collectively the “Parties”; 
p) “Personal Data” means information disclosed hereunder which relates to an identified or identifiable natural 

person, i.e. one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such 
as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to 
the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;   

q) “Products” means all of Cohesity’s and its licensors’ or suppliers’ products, Services, and Software 
supplied by Cohesity under this Agreement, including Cohesity Platforms and Third-Party Software but 
excluding (i) other Hardware, and (ii) SaaS Offerings;  

r) “Recipient” means the Party or its Affiliate that receives Confidential Information from the other Party or its 
Affiliate; 

s) “Representatives” means, in respect of a Party, (i) its and its Affiliates’ employees, and (ii) its 
representatives and consultants whom a reasonable person in the technology industry would understand 
not to be Cohesity competitors; 

t) “Services” means the Support and Enhanced Support Services, and any other services Cohesity is 
obligated to provide Customer during the term of this Agreement; 

u) “Software” means, collectively, all Cohesity proprietary software and Third-Party Software supplied by 
Cohesity under this Agreement; 

v) “Support” has its meaning given in the Support Terms; 
w) “Support Portal” means a support portal made available to Cohesity Support customers; 
x) “Support Terms” has its meaning given in Section 6.6; 
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y) “Third-Party Hardware” means hardware and/or firmware products supplied by a third party and certified 
for use by Cohesity; 

z) “Third-Party Software” means any (i) open source computer software that is made available under 
licensing terms that allow licensee to copy, use, distribute, and/or create and distribute, modifications and 
derivative works of such computer software without charge; or (ii) software owned or licensed on a 
commercial basis by a third party, in each case to the extent supplied by Cohesity under this Agreement 
(e.g. contained in a Product); and 

aa) “Virtual/Cloud Environments” means Cohesity-compatible virtual machines, containers or similar 
technologies supplied by a third party to run and operate Software, either on premises or in the private or 
public cloud (e.g. AWS, GCP or Azure). 

 
2. General. 
2.1 Scope of Agreement. This Agreement shall apply to all Cohesity Products.  Customer’s contractual 
arrangements with any Cohesity Partner (e.g., any purchase orders) are not part of this Agreement, but Cohesity 
Products (howsoever obtained by Customer) are subject to this Agreement.   
2.2 Composition of Agreement.  This Agreement includes all of its accompanying text, the documents incorporated 
herein by reference, and any Addenda hereto, and constitutes the exclusive and entire agreement between 
Customer and Cohesity on its subject matter.   
2.3 Order of Precedence.  In the event of a conflict between or among this Agreement, the documents incorporated 
herein by reference, any Addendum hereto and/or an Order, the conflict will be resolved in the following order of 
precedence: this Agreement; documents incorporated herein by reference; any Addendum hereto; any Order.  
 
3. Software License.  Cohesity grants Customer a personal, revocable, nonsublicensable, nonexclusive right to 
use Software (or portions thereof) to which Customer is Entitled, in object code form only, subject to the Cohesity 
Scope of License Terms and End-of-Life Terms and Conditions found at www.cohesity.com/agreements 
(incorporated herein by reference), payment of the relevant fees, the terms of this Agreement, and all applicable 
use, capacity, or other limitations specified in writing.  For clarity, subscription Entitlements include both a license 
and Support for the duration of the subscription. 
 
4. Restrictions. 

a) Software is not sold but is licensed (or made available via subscription) solely for Customer’s use strictly in 
accordance with this Agreement. Cohesity retains ownership of all copies and Customer will maintain the 
copyright notice and any other notices that appear on the Product on any copies and media.  Except as 
expressly set forth herein, no rights in or to any intellectual property are transferred, assigned, or licensed 
under this Agreement.   

b) Customer acknowledges that Products may contain or be distributed with Third-Party Software, use of 
which shall be governed by current respective licenses for such Third-Party Software, a copy of which is 
accessible in the product user interface, in the Support Portal, or by emailing support@cohesity.com (or if 
no license is specified, then subject to this Agreement).  Cohesity warrants that it complies with all licenses 
applicable to Third-Party Software in Products.  Additionally, the Products may include certain third-party 
commercial offerings resold by Cohesity pursuant to a separately-identified SKU in an Order which are 
subject to supplemental or substitute terms and conditions, subject to being agreed by Customer. 

c) Customer will not (and will not knowingly allow any third party to): (i) alter or remove any of Cohesity’s or 
its licensors’, partners’, or suppliers’ copyright, patent, or other proprietary rights notices or legends 
appearing on or in the Products; (ii) modify, reverse engineer, or attempt to discover any source code or 
underlying ideas or algorithms of, any Software (except to the extent that applicable law prohibits such 
restrictions); (iii) provide, lease, lend, disclose, use for timesharing or service bureau purposes, or otherwise 
use (or allow others to use) any Software for the benefit of any third party (except as expressly and 
specifically authorized by Cohesity in writing); (iv) allow the transfer, transmission, export, or re-export of 
any Product (or portion thereof) in violation of any export control laws or regulations; (v) use or attempt to 
use portions of the Software without Entitlement; (vi) create more instances of Software (or use Software 
for greater capacity) than Entitled, or (vii) use Products in conjunction with any hardware, firmware, 
virtual/cloud environment or other configuration not certified by Cohesity. Notwithstanding the foregoing, 
Customer may with Cohesity’s prior written consent permit a third-party contractor of the Customer to use 
Products on Customer’s behalf so long as Customer procures the contractor’s compliance with terms of 
this Agreement.  For the avoidance of doubt, Customer may not utilize, host, support or otherwise 
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deploy Products as a service on behalf of any unaffiliated third party without the express written 
agreement of Cohesity. 

d) All use of Third-Party Hardware is at Customer’s own risk and is Customer’s responsibility. Cohesity support 
contracts may not be sold, assigned or otherwise transferred without Cohesity’s written consent. 

 
5. Evaluation License. Cohesity may, from time to time, provide Customer with Cohesity Products pursuant to a 
free or discounted evaluation/testing arrangement (“Eval”). Absent a written arrangement defining the scope of an 
Eval, a thirty (30) day Eval period shall be assumed. Notwithstanding anything to the contrary, all Evals shall be 
subject to the following: 

a) Eval license(s) shall be of limited duration and shall expire automatically upon completion of the Eval; 
b) Upon expiration or termination of an Eval, Customer shall immediately (i) return all Cohesity Platforms 

under Eval to Cohesity pursuant to the Return Materials Authorization (“RMA”) process, and (ii) discontinue 
use of (and, if possible, destroy) all copies of any Software under Eval, wherever residing; 

c) All Cohesity Platforms under Eval are Customer’s responsibility until safely returned to Cohesity; and 
d) Customer shall pay Cohesity for damage to, or loss of, Cohesity Platforms while in Customer’s possession. 

In addition, if Cohesity provides Customer early access to Beta Products (or other early release functionality), 
Customer acknowledges and agrees that such access is (i) subject to this Section 5; (ii) on an ”as-is” basis (without 
liability to Cohesity) and without warranty or support, and (iii) may require a separate Entitlement when made 
generally available.   
 
6. Warranties.   
6.1 General Warranties.  
Cohesity warrants to Customer that: 

a) Cohesity uses commercially reasonable efforts to procure (and is responsible for) compliance of its 
contractors and subcontractors who perform activities hereunder with this Agreement and with applicable 
laws and regulations; and 

b) Cohesity will not cause Customer to be in violation of any regulation administered by U.S. Department of 
the Treasury’s Office of Foreign Assets Control’s (“OFAC”), and neither any individual, entity, or 
organization holding any material ownership interest (at least 25% of voting shares) in Cohesity, nor any 
officer or director of Cohesity, has been determined to be an individual, entity, or organization with whom 
applicable law prohibits a United States company or individual from dealing (including names appearing on 
the OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). 

6.2 Software Warranties. 
Cohesity warrants to Customer that: 

a) the Software will operate, for a period of ninety (90) days from the date of availability to Customer, 
substantially in accordance with, and as described in, the Documentation; 

b) it uses commercially reasonable efforts designed to ensure that, on delivery, the Software will not contain 
any malware, viruses, worms, Trojan horses, ransomware, spyware, adware, scareware, disabling code, 
trap door devices or other malicious programs or instructions (but excluding normal agreed license 
restrictions such as time-limited licenses/subscriptions) intended to: (i)  inhibit the use of the Software; 
(ii) erase, corrupt or modify any data, programs, or information, or (iii) bypass internal or external Customer 
security measures for the purpose of gaining unauthorized access; and 

c) provided it is used in compliance with this Agreement, the Software shall not obligate Customer to (i) grant 
a third party any rights to Customer’s intellectual property; (ii) cause any portion of the Customer’s 
intellectual property to become subject to any open source or similar license, or (iii) require Customer to 
make any of its own source code (or derivative works thereof) available to third parties for no fee. 

6.3 Hardware Warranties.  Cohesity warrants that Cohesity Platforms and/or each hardware component thereof will 
be free from material defect in workmanship (under normal use and conditions) for one (1) year from the date of 
purchase. This warranty does not apply to (a) expendable or consumable parts, (b) any software contained on the 
Products or otherwise supplied by Cohesity, (c) Products which are returned in any manner that is not in compliance 
with Cohesity’s then-current RMA policies, (d) any Product from which the serial number has been removed, or (e) 
any Product that has been damaged or rendered defective for any reason other than caused by Cohesity or a 
Cohesity-authorized service provider. 
6.4 Services Warranties. Cohesity warrants to Customer that:  

a) all Services are performed in a professional and workmanlike manner using Cohesity personnel who are 
familiar with the technology, processes and procedures used to deliver the Services, and 
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b) its employees who perform any Services under this Agreement have (to the extent permitted by applicable 
law) at the time of hiring undergone a background check compliant with the Fair Credit Reporting Acts 
("FCRA") and/or other applicable laws and regulations, including: 

i. Seven-year criminal background check of relevant available records;  
ii. verification of identity through Social Security numbers or other such identification authentication; 
iii. verification that such person's name does not appear on the OFAC Specially Designated Nationals 

and Blocked Persons List, U.S. State Department’s Debarred Parties List and Bureau of Industry 
and Security’s Denied Persons List; 

iv. verification of employment history, educational history; and  
v. reference checks including work-related references. 

6.5 Mutual Warranties. Each Party represents and warrants that:  
a) it has all requisite legal and corporate power, and has taken all corporate action necessary, to authorize, 

execute and deliver this Agreement;  
b) (i) it is aware of, understands, and will comply with, the provisions of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 

(the “FCPA”) and the U.K. Bribery Act, as applicable (collectively the “Acts”); (ii) it will not take any action 
that might be a violation of the Acts or other applicable anti-corruption laws that prohibit the same type of 
conduct (including without limitation the making of corrupt payments); (iii) it has, and will have, policies in 
place sufficient to ensure compliance with the provisions of the Acts, as applicable; and (iv) all amounts 
paid to Customer by Cohesity hereunder, including without limitation any discounts or credits furnished by 
Cohesity (if any) shall not be paid or given to any other person, firm, corporation or other entity, except in 
payment for a bona fide business purpose authorized by this Agreement and incurred in connection with 
performance hereunder in accordance with applicable law, and  

c) none of its activities under this Agreement is restricted by, contrary to, in conflict with, or ineffective under 
any law or regulation to which such Party is subject. 

6.6 Remedies for Breach of Warranty.  
a) Cohesity’s sole obligation under the express warranty set forth in Sections 6.2 and 6.3 shall be, at 

Cohesity’s option and expense, to repair or replace the applicable component and/or Product; provided that 
in the event of a breach of the foregoing warranty within thirty (30) days of shipment, Cohesity will replace 
any non-compliant Product with a new Product within five (5) business days of notice via its then-current 
RMA procedure described in Cohesity’s standard Support and Maintenance Terms and Conditions (the 
“Support Terms”) found at www.cohesity.com/agreements (incorporated herein by reference). After the 
warranty period, Customer is entitled to receive only the support and maintenance services specified for 
the applicable support level and term that Customer is Entitled to receive in the Support Terms. Cohesity 
will use commercially reasonable efforts to provide the support and maintenance services for the Products 
as, and to the extent described in, the Support Terms.   

b) Customer must contact Cohesity’s technical support center within the applicable warranty period to obtain 
an RMA number as set forth in the Support Terms.  In order to obtain warranty services, dated proof of 
purchase may be required by Cohesity in its sole discretion. Products may not be returned without an RMA 
number. 

c) Access to Cohesity’s technical support center for any and all questions, consultation, deployment 
assistance, or problem reports regarding the Products shall be provided only pursuant to Customers who 
have purchased current Support.  The warranties hereunder do not provide advance replacement parts. 

d) If Customer believes Cohesity is in breach of the warranties in this Section 6, Customer shall notify Cohesity 
in writing specifying the breach, following which Cohesity shall have not less than thirty (30) days to remedy 
same. 

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMISSIBLE UNDER 
APPLICABLE LAW, ALL PRODUCTS, SOFTWARE AND SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS 
WITHOUT ANY WARRANTY WHATSOEVER, AND COHESITY AND ITS SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM 
ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. COHESITY ALSO EXPRESSLY DISCLAIMS AND MAKES NO 
WARRANTY REGARDING ERROR-FREE USE, NON-INTERRUPTION OF USE OR FREEDOM FROM BUGS. 
COHESITY WILL HAVE NO LIABILITY FOR THE LOSS OR CORRUPTION OF ANY DATA STORED ON ANY 
PRODUCT FOR ANY REASON. 
 
7. Confidentiality; Proprietary Rights.   
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7.1 Ownership of Confidential Information.  The Confidential Information of the Discloser is and will remain the 
property and asset of the Discloser.  Except for the licenses expressly granted herein, nothing in this Agreement 
shall be deemed to constitute a license in favor of a Party to any proprietary rights of the other, including, without 
limitation, any patents, copyrights, trademarks or trade secrets.   
7.2 Confidentiality Obligation. Except as required by law, the Recipient shall in respect of the Discloser’s 
Confidential Information for the term of this Agreement and three (3) years thereafter (but for trade secrets for so 
long as it is a trade secret):  

a) hold it in confidence using the care and discretion it uses with its own sensitive information and trade secrets 
(but no less than reasonable care and discretion);  

b) not intentionally disclose it or information derived from it to any third party other than its Representatives 
with a business need to know;  

c) not use it, except solely for the purpose contemplated by this Agreement;  
d) not export or reexport it or any product of it except in compliance with applicable laws and regulations; and  
e) not copy, reverse engineer, or attempt to derive its underlying composition, information, structure or ideas.   

The Recipient will procure and be responsible for compliance of its Affiliates and Representatives with this 
Agreement. 
7.3 Compelled Disclosures. The Recipient may disclose Confidential Information required by law, order or legal 
process, provided it uses reasonable efforts to:  

a) promptly notify the Discloser of such requirement;  
b) limit disclosure; and  
c) obtain confidential treatment or a protective order.  

7.4 Return of Confidential Information. The Recipient will immediately upon request by the Discloser at any time 
return or destroy Discloser’s Confidential Information, including any reproductions, summaries or extracts, provided 
however that the Recipient: 

a) unless this Agreement has been terminated, may retain such Confidential Information as it reasonably 
requires in order to perform its obligations under, and otherwise comply with, this Agreement; 

b) may retain one (1) copy of Confidential Information to the extent required for legal or regulatory purposes; 
and  

c) will not be required to delete electronic copies of Confidential Information stored in disaster recovery or 
archival storage.  

The Recipient’s obligations of confidentiality survive return or destruction of Confidential Information and continue 
to apply to any Confidential Information retained.  
7.5 Independent Product Development. This Agreement shall not (provided its terms are complied with) limit a 
Party's right to:  

a) independently develop or acquire products or services similar to those included in any Confidential 
Information;  

b) enter any transaction with a third party which owns or has rights to such similar products or services; or  
c) disclose or use general learning, skills or know-how developed by its employees if to do so would not be 

regarded by a person of ordinary skill in the relevant area as a disclosure or use of Confidential Information 
hereunder.  

7.6 Unauthorized Use. The Recipient will notify the Discloser promptly upon discovery of any unauthorized use or 
disclosure of Confidential Information or other breach of this Agreement, and reasonably cooperate with the 
Discloser to regain possession of the Confidential Information and prevent its further unauthorized use or disclosure.  
The Recipient acknowledges and agrees that due to the unique nature of the Discloser’s Confidential Information, 
there can be no adequate remedy at law for breach of its obligations hereunder, and such breach may allow the 
Recipient or third parties to unfairly compete with the Discloser, resulting in irreparable harm. Therefore, if the 
Recipient or its Representatives breach (or attempt or threaten to breach) this Agreement, the Discloser shall have 
the right, in addition to any other remedies, to seek equitable and injunctive relief without the requirement of posting 
a bond or other security. 
 
8. Personal Data. Should a Party choose to provide the other from time to time with Personal Data (e.g., the 
business email address of an employee, for business, Support or other purposes hereunder), the receiving Party 
shall process such Personal Data only for the purpose for which it was provided and in compliance with this 
Agreement and laws applicable to such Party.  Personal Data shall be treated as Confidential Information for so 
long as it remains in the receiving Party’s possession.  If Customer is legally required, due to its location or other 
factors, to conclude a data processing agreement, Customer shall advise Cohesity of same and Cohesity shall 
promptly supply its form Data Processing Addendum on request.   
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9. Termination; Suspension.   
9.1 Termination by Cohesity. In the event of a material breach of this Agreement by Customer, Cohesity may in its 
discretion (a) suspend or revoke any or all of Customer’s rights hereunder, and/or (b) terminate this Agreement, 
and/or (c) suspend or terminate Customer’s right to receive support and maintenance services notwithstanding the 
existence of a valid support contract, in each case by giving advance warning to Customer effective in seven (7) 
days unless Customer first cures such breach, or effective immediately if the breach is incapable of cure.   
9.2 Termination by Customer.  Customer may terminate this Agreement on written notice (a) in the event of a 
material breach of this Agreement by Cohesity which remains uncured following expiration of a thirty (30) day notice 
specifying the breach, or (b) at any time for convenience on sixty (60) days’ prior written notice.   
9.3 Insolvency Termination.  A Party may terminate this Agreement if the other Party becomes subject to 
appointment of a trustee or receiver for all or any part of its assets, becomes insolvent or bankrupt, or makes any 
assignment for the benefit of creditors. 
9.4 Effect of Termination. Upon termination or expiration of this Agreement, all rights and licenses granted to 
Customer hereunder shall immediately terminate and each Party shall return or destroy all Confidential Information 
of the other Party.   
9.5 Remedies.  Each Party shall be entitled to all remedies available to it at law in the event of termination of this 
Agreement for the other Party’s material breach.  Each Party’s remedies for breach of this Agreement are cumulative 
not exclusive. 
 
10. Downstream Product Users.  Cohesity may, in its sole discretion, revoke the rights made available hereunder 
in respect of any entity using Products not obtained directly from Cohesity or via an authorized Cohesity Partner. 
 
11. Records; Audit Rights.  Customer covenants and agrees that, without any additional consideration, it will 
provide any information reasonably requested and perform any acts that are or may become necessary to effectuate 
the purposes of this Agreement and/or an Order(s), including without limitation the following: With at least fifteen 
(15) days’ advance notice, Customer shall provide to Cohesity (and internal and external auditors) reasonable 
access during normal business hours (9am – 5pm) to Customer personnel, financial records, and other pertinent 
information, to the extent relevant to the purposes of this Agreement and/or an Order(s).  Such access shall be 
provided for the purpose of performing audits and inspections of Customer’s compliance with this Agreement and/or 
an Order(s) (including without limitation any capacity and usage limitations associated therewith) and/or to enable 
Cohesity to meet applicable accounting, legal, regulatory or contractual requirements.  If any such audit reveals 
non-compliance, Customer shall promptly place such Order, pay such additional fees, and/or take such additional 
actions, in each case as are reasonably necessary to become compliant.  If such non-compliance is, in aggregate, 
more than five percent (5%) in Cohesity’s favor, Customer shall promptly reimburse Cohesity for the actual cost of 
the audit. 
 
12. LIMITATION OF LIABILITY.  NEITHER CUSTOMER NOR COHESITY (NOR ITS SUPPLIERS OR 
LICENSORS) WILL BE LIABLE WITH RESPECT TO ANY PRODUCT OR OTHER SUBJECT MATTER OF THIS 
AGREEMENT UNDER ANY CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR OTHER LEGAL OR 
EQUITABLE THEORY, FOR ANY (A) AMOUNTS IN EXCESS OF THE AGGREGATE OF THE AMOUNTS PAID 
TO COHESITY (DIRECTLY OR INDIRECTLY) BY CUSTOMER DURING THE TWELVE MONTH PERIOD PRIOR 
TO THE DATE THE CAUSE OF ACTION FIRST AROSE OR TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND U.S. DOLLARS 
($250,000), WHICHEVER IS GREATER; (B) INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES; OR (C) COST OF PROCUREMENT  OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY 
OR SERVICES.  THE LIMITATIONS OF LIABILITY IN THIS SECTION 12 SHALL NOT APPLY TO: 

I) ANY LIABILITY WHICH, UNDER APPLICABLE PRODUCTS LIABILITY LAW, CANNOT BE PRECLUDED 
BY CONTRACT; 

II) BODILY INJURY OR DEATH RESULTING FROM A PARTY’S NEGLIGENCE; 
III) DAMAGES ARISING FROM A PARTY’S GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT 

(INCLUDING INTENTIONAL BREACH OF ENTITLEMENTS); 
IV) A PARTY’S BREACH OF SECTION 7 (CONFIDENTIALITY; PROPRIETARY RIGHTS); AND 
V) EACH PARTY’S OBLIGATION TO INDEMNIFY UNDER SECTION 14. 

 
13. EXCLUDED USES. THE COHESITY PRODUCTS ARE NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN 
APPLICATIONS IN WHICH FAILURE OF SUCH PRODUCTS COULD REASONABLY BE EXPECTED TO 
RESULT IN PERSONAL INJURY, LOSS OF LIFE, OR CATASTROPHIC PROPERTY DAMAGE (THE 
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“EXCLUDED USES”). IF CUSTOMER USES PRODUCTS FOR OR IN CONNECTION WITH AN EXCLUDED USE, 
CUSTOMER HAS THE SOLE RESPONSIBILITY FOR PROTECTING ITS DATA—BY PERIODICALLY 
CREATING REDUNDANT COPIES OR OTHERWISE—AND COHESITY IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR 
CORRUPTED DATA, WORK STOPPAGE, RE-RUN TIME, INACCURATE OUTPUT, OR COMPUTER FAILURE 
OR MALFUNCTION ASSOCIATED WITH (OR OCCURRING DURING) ANY EXCLUDED USE. 
 
14. Indemnities. 
14.1 Intellectual Property Indemnity.  Cohesity will defend, indemnify, and hold Customer, its Affiliates, suppliers 
and licensors, and each of their respective officers, directors, employees and Representatives, harmless against 
any claims, damages, losses, liabilities, costs, and expenses (including reasonable attorneys’ fees) (“Losses”) 
arising from any third-party action brought against Customer based upon a claim that any of the Products or 
Services (in the form provided by Cohesity) infringes any third-party intellectual property rights.  If the Products 
become, or in Cohesity’s opinion are likely to become, the subject of an infringement claim, Cohesity may, at its 
sole option and expense, either (a) procure for Customer the right to continue exercising the rights licensed to it in 
this Agreement; (b) replace or modify the affected Product so that it becomes non-infringing; or (c) accept return of 
the affected Products and refund to Customer prorated payments of fees for such returned Products made by 
Customer for such Products, reduced on a straight-line basis over three (3) years from the date of delivery of such 
Product by Cohesity.  This indemnification obligation shall not apply to infringement actions or claims to the extent 
that such actions or claims are based on or result from: (i) modifications made to the Products by a party other than 
Cohesity, unless Cohesity approves such modification; (ii) the combination of the Product with products, processes, 
or materials not supplied by Cohesity, unless Cohesity approves such combination; (iii) any activities with respect 
to the Products by Customer not authorized by this Agreement or the Documentation; or (iv) any Products (or 
portions or components thereof) not created by Cohesity.   
14.2 Indemnity for Breach of Applicable Laws.  Each Party shall defend, indemnify, and hold the other Party, its 
Affiliates, suppliers and licensors, and each of their respective officers, directors, employees and Representatives, 
harmless from and against any Losses arising from any third-party action brought against the Indemnified Party (as 
defined below) with respect to violation of applicable laws or regulations by the other Party (each an “Indemnifying 
Party”).  
14.3 Notice of Claim and Indemnity Procedure.  In the event of a claim for which a Party seeks indemnity or 
reimbursement under this Section 14 (each an “Indemnified Party”) and as a condition of the indemnity, the 
Indemnified Party shall:  

a) notify the Indemnifying Party in writing as soon as practicable, but in no event later than thirty (30) days 
after receipt of such claim, together with such further information as reasonably necessary for the 
Indemnifying Party to evaluate the claim (to the extent in the Indemnified Party’s possession or knowledge).  
Any delay in giving such notice shall preclude or limit the Indemnified Party from seeking indemnification or 
reimbursement hereunder only to the extent such delay (i) materially prejudices the Indemnifying Party’s 
ability to defend the claim or (ii) materially affects the amount of damages awarded for, or paid in settlement 
of, the claim; 

b) allow the Indemnifying Party to assume full control of the defense of the claim, including retaining counsel 
of its own choosing; and 

c) reasonably cooperate with the Indemnifying Party in the defense of the claim. 
Notwithstanding the foregoing provisions, the Indemnifying Party shall have no obligation to indemnify or reimburse 
for any Losses paid by any Indemnified Party voluntarily, and without the Indemnifying Party’s prior written consent, 
to settle a claim.  Neither Party will be responsible for any settlement it does not approve in writing. Upon the 
assumption by the Indemnifying Party of the defense of a claim, the Indemnifying Party will not be liable for the fees 
or expenses of counsel retained by any Indemnified Party. 
 
15. Governing Law and Dispute Resolution. 
15.1 If Customer is incorporated in the European Economic Area or United Kingdom (“Europe”): 

a) this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ireland as applied to 
contracts made (and to be performed) in Ireland, without applying conflict of laws rules, including legally 
binding regulations of the European Union; and 

b) any dispute arising from or relating to the subject matter of this Agreement that cannot be resolved within 
a period of thirty (30) days after written notice of same has been given by one Party hereunder to the other 
(the “Arbitration Date”) shall be finally settled by arbitration in Dublin, Ireland, using the English language, 
in accordance with the Arbitration Rules and Procedures of JAMS (“JAMS”) then in effect, by an arbitrator 
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with substantial experience in resolving complex technology contract disputes, who will be chosen from the 
appropriate list of JAMS arbitrators. 

 
 
15.2 If Customer is incorporated anywhere other than Europe: 

a) this Agreement shall be construed in accordance with, and all disputes hereunder shall be governed by, 
the laws of the State of California as applied to contracts made (and to be performed) in California, without 
applying conflict of laws rules; and  

b) any dispute arising from or relating to the subject matter of this Agreement that cannot be resolved within 
a period of thirty (30) days after written notice of same has been given by one Party hereunder to the other 
(the “Arbitration Date”) shall be finally settled by arbitration in San Jose, California, using the English 
language, in accordance with the Arbitration Rules and Procedures of JAMS (“JAMS”) then in effect, by an 
arbitrator with substantial experience in resolving complex technology contract disputes, who will be chosen 
from the appropriate list of JAMS arbitrators.  

15.3 Additional Arbitration Provisions. If the Parties cannot agree upon the identity of an arbitrator within fifteen (15) 
days following the Arbitration Date, then an arbitrator shall be selected on an expedited basis in accordance with 
the Arbitration Rules and Procedures of JAMS. The arbitrator shall have the authority to grant specific performance 
and to allocate between the Parties the costs of arbitration (including without limitation service fees, arbitrator fees 
and all other fees related to the arbitration) in such equitable manner as the arbitrator may determine. The prevailing 
Party in the arbitration shall be entitled to receive reimbursement of its reasonable expenses (including reasonable 
attorneys’ fees, expert witness fees and all other expenses) incurred in connection therewith. Judgment upon the 
award so rendered may be entered in a court having jurisdiction, or application may be made to such court for 
judicial acceptance of any award and an order of enforcement, as the case may be. Notwithstanding the foregoing, 
each Party shall have the right to institute an action in a court of proper jurisdiction for preliminary injunctive relief 
pending a final decision by the arbitrator, provided that a permanent injunction and damages shall only be awarded 
by the arbitrator. The Parties consent to jurisdiction and venue in the courts of Dublin, Ireland and United States 
Federal Courts located in the Northern District of California. 
15.4 Equitable Relief. Notwithstanding the foregoing and regardless of whether Section 15.1 or Section 15.2 applies, 
(a) each Party shall have the right to institute an action in a court of proper jurisdiction for injunctive or other equitable 
relief at any time, and (b) the language to be used in any and all proceedings arising out of or related to this 
Agreement shall be English.   
 
16. Miscellaneous.  

a) Amendment. Only the terms expressly stated on an Order, Addendum or other writing that refers explicitly 
to this Agreement and is signed by duly authorized representatives of the Parties may modify or supplement 
the terms hereof.  THE TERMS OF ANY PURCHASE ORDER, CONFIRMATION OR SIMILAR 
DOCUMENT WILL HAVE NO EFFECT AND WILL NOT BE CONSIDERED AGREED TO BY COHESITY.   

b) Data Collection.  Unless Customer configures the Product settings to prevent it, the Products may collect 
and transmit Cohesity Analytics Data to Cohesity which Cohesity may use for purposes of providing 
Services and/or improving Products. Cohesity Analytics Data (i) which identifies Customer shall at all times 
be maintained as confidential, and (ii) may not be resold, commercialized or used for any purpose other 
than as expressly provided under this Agreement.  Further information is available from Cohesity by 
emailing legal@cohesity.com. 

c) No Waiver.  Cohesity’s performance is expressly conditioned on Customer’s assent to this Agreement. A 
waiver of any default hereunder, or of any provision of this Agreement, shall not be deemed to be a 
continuing waiver or a waiver of any other default or of any other provision, but shall apply solely to the 
instance to which such waiver is directed.  

d) Severability.  In the event any provision of this Agreement is found to be invalid, illegal or unenforceable, a 
modified provision shall be substituted which carries out as nearly as possible the original intent of the 
Parties, and the validity, legality and enforceability of any of the remaining provisions shall not in any way 
be affected or impaired thereby.  

e) Force Majeure.  Neither Party shall be liable hereunder by reason of any failure or delay in the performance 
of its obligations hereunder (except for the payment of money) on account of strikes, shortages, riots, 
insurrection, internet failure, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental action, labor 
conditions, earthquakes, material shortages or any other cause which is beyond the reasonable control of 
such Party. 
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f) Survival.  All terms of this Agreement which must survive in order to fulfil their essential purpose shall 
survive termination or expiration of this Agreement.  For avoidance of doubt, no rights granted Customer 
hereunder shall survive termination.  

g) Notices.  Except as otherwise expressly set forth in this Agreement, all notices required under this 
Agreement shall be in writing and shall be delivered by personal delivery, certified overnight delivery such 
as Federal Express, or registered mail (return receipt requested), and shall be deemed given upon personal 
delivery or confirmation of receipt.  Notices may be sent to the Parties at their primary business address(es) 
or such address as either Party may designate for itself in writing.     

h) Compliance with Laws – Generally.  Each Party shall obey all applicable laws and regulations in its use of 
Products and its performance under this Agreement.   

i) Compliance with Laws – Export/Import.  Customer acknowledges that the Products may contain technical 
data or elements, the export or re-export of which may be restricted to certain destinations and end users 
as a result of license restrictions, laws, rules and regulations. Customer agrees not to engage in (and not 
to cause) export or re-export of Product(s) or any part thereof without first satisfying all legal requirements, 
including without limitation all necessary United States and foreign government import/export licenses, 
approvals or registrations. Upon request, Cohesity shall make available its documentation related to 
obtained export licenses and/or license exceptions.  The Products may not be distributed, or otherwise 
exported or re-exported (i) into, or to a national or resident of, any country to which the U.S. has embargoed 
goods or trade restrictions; or (ii) to anyone on the OFAC Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons List or the U.S. Commerce Department's Denied Persons, Denied Entities, and Unverified List.  
Customer shall indemnify Cohesity from and against any liabilities, costs, fines, penalties, and other 
expenses (including reasonable attorneys’ fees) incurred by Cohesity as a result of Customer's breach of 
the foregoing obligations. 

j) Assignment.   Customer may not delegate, assign or transfer this Agreement or any of Customer’s rights 
or duties hereunder without Cohesity’s express prior written consent, and any attempt to do so shall be null 
and void.  Cohesity may freely assign this Agreement, and its rights and/or obligations hereunder, in whole 
or part.  

k) Independent Contractors. Each Party hereto is an independent contractor and nothing contained herein 
shall be construed as creating any agency, employment, partnership, principal-agent or other form of joint 
enterprise relationship between the Parties.  Neither Party shall make any commitment, by contract or 
otherwise, binding upon the other or represent that it has authority to do so.  The Parties’ relationship is 
non-exclusive. 

l) Construction.  The headings of sections of this Agreement are solely for convenience and are not to be 
used to interpret, construe, define, or describe the scope of any aspect of this Agreement.  As used in this 
Agreement, the word “including” means “including but not limited to.”     

m) This Agreement has been drafted in English and Japanese and any Japanese language text has been 
provided for reference purposes only. In the event of any discrepancy between the two, the English text 
will prevail for the purposes of interpretation. 
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COHESITY, INC.  
エンドユーザー使⽤許諾契約書 

 
本契約書に関するご質問は legal@cohesity.com までお問い合わせください。 

 
COHESITY, INC. （以下、その関連会社と合わせて「甲」という）は、以下の場合に限り、貴社⼜は組織（以下
「⼄」という）に対し、その特定の製品の供給、及び／⼜は特定のソフトウェアの使⽤許諾に合意する：(A)貴
殿が⼄を法的に拘束する権限を有することを表明し、保証する、(B)貴殿が⼄のために、本 Cohesity エンドユー
ザー使⽤許諾契約（参照することにより本契約に組み込まれる全ての⽂書を含む。以下、本「EULA」⼜は本
「契約」という）の全ての条項に法的に拘束されることを受諾し、同意する。受諾及び同意は以下の⼿段のいず
れか 1 つが明確な証拠となる：適宜「承諾」、「続⾏」⼜は同様のボタンのクリック、本使用許諾契約の有形の
副本への署名、本製品及び／⼜はソフトウェアのインストール⼜は使⽤、あるいは適宜、適⽤法で認められる場
合があるその他の契約形成メカニズム。本契約の条項に同意しない場合、本製品⼜は関連するソフトウェアをコ
ビー、インストール、⼜は使⽤しないでください。 

⽇本国内では、甲は Cohesity Japan株式会社という⽇本の法律に基づいて設⽴された会社を通じて特定の活動を
⾏っています。主要な営業所は 100-0004 東京都千代⽥区⼤⼿町 1-6-1 ⼤⼿町ビル 4F にあります。 

• ソフトウェアに定義されたビジネスモデル: 甲は企業及び組織向けのソフトウェアに定義されたデータ管
理会社です。甲は内部設置型ハードウェア、EDGE、クラウド及び仮想環境、⼜は前述の認定されたハイブリッ
ド活⽤に関する⼄の選択を⽀持します。結果として、Cohesity 分散ファイルシステム（DataPlatform™）は、認
定された（何台でも）ハードウェア及びソフトウェア構成に実⾏可能です。その後、その他の Cohesity ソフトウ
ェア（DataProtect™など）及び第三者のアプリケーションを DataPlatform に重ね、⼜は連携し実⾏することが
可能です。Cohesity ソフトウェアは Cohesity プラットフォーム及び／⼜は第三者がサポートするハードウェア
と共に提供される場合があり、⼜はハードウェアと共に提供されない場合があります（仮想⼜はクラウドのみの
使用の場合など）。 

• 間接販売： 甲はハードウェア⼜はソフトウェアの購読（⼜はライセンス）、若しくはサポート及びメン
テナンス⼜はその他のサービス契約の全ての販売を流通経路及び再販パートナーのグローバルネットワークを通
じ処理します。⼄は甲の製品を注⽂する際、甲のパートナーへ注⽂を送り、⾒積を受け取ります。その結果、本
契約には、⽀払い、請求、課税、輸⼊、出荷／配送などを扱う条件が⽰されておらず、これらの条件は全て⼄と
甲のパートナーの間で締結されるものとします。 

• 本契約は SaaS ではなくソフトウェアを対象としています： 本契約は中核の Cohesityプラットフォーム
及びソフトウェア製品（DataPlatform、DataProtect、及び関連するソフトウェア）を対象としています。
⼄は⼄の敷地内、データセンター環境、⼜はパブリック⼜はプライベートクラウド内に存在するそのよ
うなソフトウェアの全アクセスの管理を制御し、甲は本契約に基づき⼄の代わりにソフトウェアをホス
トしません。混乱を避けるため、甲のサービスとしてのソフトウェア提供（以下「SaaS 提供」という）
の使⽤に対し個別の契約条件を提供します。これは⼄のインタフェースのクリックスル―／クリックラ
ップ⼜は本契約の補遺に署名することにより合意できます（www.cohesity.com/agreementsにて⼊⼿で
きます）。 

• 参照文書: 以下の文書は参照することにより本契約に組み込まれます（www.cohesity.com/agreements
にて⼊⼿できます）。 

- サポート及びメンテナンス利⽤規約 
- ライセンス条項の範囲 
- 拡張サポートサービス利⽤規約（拡張サポートを使⽤している場合に適⽤） 
- 販売終了利⽤規約（Cohesityプラットフォームを使⽤している場合に適⽤） 

データ処理補遺など該当する情報セキュリティに関連する文書は要求に応じて legal@cohesity.comから追加の文
書を⼊⼿することが可能です。 
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1.  定義。 

a) 「補遺」 とは、両当事者の権限ある代表者により本契約を参照し、補⾜⼜は修正することを⽬的とし正
式に作成された補遺⼜はその他の⽂書（以下、総称して「補遺」という）。 

b) 「関連会社」とは当事者に関して、直接的⼜は間接的にその当事者により管理⼜は共通の管理下にある
個⼈、会社、⼜はその他の組織を意味する（ただし、その当事者を管理している個⼈、会社、⼜は組織
を除く）。 

c) 「分析データ」とは(i)製品を改善するために使⽤される可能性のある使⽤状況データ及び／⼜は(ii)特定
のサポート機能を⾃動化⼜は実⾏するために使⽤される可能性のある製品に関するメタデータを意味す
る。ただし、いずれの場合も⼄の環境の中のソフトウェアによりバックアップ（⼜は保存）されている
データ⼜はソフトウェアコードは除外される。 

d) 「ベータ製品」とは、⼀般に発売される前に、甲が⼀部の顧客に利⽤されるリリース前⼜は早期リリー
ス製品を意味する。 

e) 「Cohesity パートナー」とは Cohesity 製品の販売を取引する権利がある甲の流通経路、提携、及び／⼜
は再販パートナーを意味する。 

f) 「Cohesity プラットフォーム」とは甲により、甲のサポート対象であり、ソフトウェアとの使⽤が認定
されているハードウェア構成を意味する。 

g) 「機密情報」とは機密と記されているかに関わらず、全てのあらゆる形式⼜は媒体の財務、営業、戦略、
技術、及び／⼜は製品の情報（及び技術産業の合理的な⼈物が機密であると理解するその他の情報）、
並びに本契約及び製品に関連するベンチマーク⼜は⽐較研究を含むがこれらに限定されず、本契約の期
間前⼜は期間中に当事者により開⽰されている情報を意味するが、以下の場合を除く：(a)受領者が機密
保持の義務なしにすでに知っている情報、(b)本契約の違反以外の⽅法で⼀般に知られている⼜は今後知
られる情報、(c)開⽰者に対する機密保持義務を負っていることを受領者が知らない（悪意なく）第三者
から受領者が受け取った情報、及び(d)開⽰者の機密情報を参照⼜は使⽤せずに受領者が独⾃に開発した
情報。 

h) 「開⽰者」とは他の当事者⼜はその関連会社に機密情報を提供する当事者⼜はその関連会社を意味する。 
i) 「資料」 とは甲が顧客に⼀般的に提供する製品に関連している（直接的⼜は間接的）操作マニュアル、

ユーザーガイド、及びその他の資料を意味する。 
j) 「拡張サポート」とはサポートサービス利⽤規約 www.cohesity.com/agreements（参照することにより

本契約に組み込まれる）に記載されている（及びその対象となる）⼄が購⼊を選択できる拡張されたサ
ポート及び／⼜は実装サービスを意味する。 

k) 「権利」とは以下の有効な注⽂に基づく⼄の権利を意味する。(i)ライセンスされている（⼜は購読して
いる）製品の使⽤、⼜は(ii)サービスの受領。いずれの場合（i 及び ii）も、有料で、該当する使⽤、容量、
⼜はその他の制限に基づく（「権利を与えられた」も同様の意味とする）。 

l) 「評価」は第 5条に記載される意味を有する。 
m) 「ハードウェア」とは該当する Cohesity プラットフォーム、第三者のハードウェア、及び／⼜は仮想／

クラウド環境を意味する。 
n) 「注⽂」とは有効である甲の販売⾒積書⼜は同様の⽂書に対応し、⼄が甲のパートナーに対し⾏う拘束
⼒のある注⽂を意味する。 

o) 「当事者」とは該当する場合、甲⼜は⼄を意味し、総称して「両当事者」という。 
p) 「個⼈データ」とは確認された、⼜は確認可能な⾃然⼈、即ち、直接的⼜は間接的に、特に名前、識別
番号、位置データ、オンライン識別⼦、⼜はその⾃然⼈の⾝体的、⽣理学的、遺伝的、精神的、経済的、
⽂化的、若しくは社会的アイデンティティなどに固有である⼀つ⼜は複数の要因の識別⼦を参照するこ
とにより確認できる個⼈に関する開⽰された情報を意味する。 
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q) 「製品」 とは本契約に基づき甲が提供する甲及びそのライセンサー⼜は仕⼊先の全製品、サービス、及
びソフトウェアを意味する。なお、Cohesity プラットフォーム及び第三者のソフトウェアは含まれるが、
以下を除くこととする：(i)その他のハードウェア、及び(ii)SaaS 製品。 

r) 「受領者」とは他の当事者⼜はその関連会社から機密事項を受け取る当事者⼜はその関連会社を意味す
る。 

s) 「代表者」とは当事者に関しては(i)その当事者及び関連会社の従業員、並びに(ii)技術産業の合理的な⼈
物が甲の競合相⼿ではないと理解する代表者及びコンサルタントを意味する。 

t) 「サービス」とはサポート及び拡張サポートサービス並びに甲が本契約の期間中、⼄に提供する義務を
負うその他のサービスを意味する。 

u) 「ソフトウェア」とは本契約に基づき、総称して、甲が提供する全ての甲独⾃のソフトウェア及び第三
者のソフトウェアを意味する。 

v) 「サポート」はサポート規約に記載されている意味を有する。 
w) 「サポートポータル」とは甲のサポート顧客が利⽤できるサポートポータルを意味する。 
x) 「サポート規約」は第 6.6 条に記載される意味を有する。 
y) 「第三者のハードウェア」とは第三者が供給し、甲が使⽤を承認するハードウェア及び／⼜はファーム

ウェア製品を意味する。 
z) 「第三者のソフトウェア」とは(i)ライセンシーが料金を支払うことなく、当該コンピューターソフトウ
ェアを複製、使⽤、配信すること、及び／⼜は当該コンピューターソフトウェアの修正物若しくは二次
的著作物を作成及び配信することを許可するライセンス条項の下で利用可能なあらゆるオープンソース
コンピューターソフトウェア、⼜は(ii)第三者が商業ベースで所有⼜はライセンス供与しているソフトウ
ェアを意味し、いずれの場合も、本契約に基づき甲が提供している場合（製品に含まれている場合など）
を意味する。 

aa) 「仮想／クラウド環境」とは敷地内⼜はプライベート若しくはパブリッククラウド（AWS、GCP、
Azure など）でソフトウェアを実⾏及び操作するため第三者により提供される甲と互換の仮想マシン、コ
ンテナ、⼜は同様の技術を意味する。 

 
2. 一般条項。 
2.1 契約の範囲。 本契約は全ての Cohesity 製品に適⽤されることとする。Cohesity パートナーとの⼄の契約上
の取り決め（注⽂書など）は本契約に含まれないが、Cohesity 製品（⼄が取得したもの）は本契約の対象である
こととする。 
2.2 契約の構成。 本契約は付随する全ての⽂章、参照することにより本契約に組み込まれる⽂書、及び本契約の
補遺が含まれ、その主題に関する⼄と甲の間の排他的かつ完全な合意を構成することとする。 
2.3 優先順位。  本契約、参照することにより本契約に組み込まれる⽂書、本契約の補遺、及び／⼜は注⽂の間で
⽭盾が⽣じた場合、次の優先順位で解決することとする。本契約；参照することにより本契約に組み込まれる⽂
書；本契約の補遺；注⽂。 
 
3. ソフトウェアの使⽤許諾。甲は⼄に、www.cohesity.com/agreements （参照することにより本契約に組み込
まれる）に記載されている Cohesity ライセンス条項の範囲及び販売終了利⽤規約の契約条件、関連する料⾦の⽀
払い、本契約の条件、及び書⾯により指定された全ての該当する使⽤、容量、若しくはその他の制限に従い、オ
ブジェクトコード形式でのみ、ソフトウェア（⼜はその⼀部）を使⽤する個⼈的、取り消し可能、サブライセン
ス不可、及び⾮独占的権利を付与することとする。明確にするため、購読権利書は購読期間中、ライセンスとサ
ポートの両⽅が含まれる。  
 
4. 制限。 

a) ソフトウェアは販売されるのではなく、⼄の使⽤のみを⽬的として本契約に厳重に従うものとして使⽤
許諾されたものである（⼜は購読により利⽤可能）。甲は、全てのコピーの所有権を保持し、⼄はあら
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ゆるコピー及び媒体で製品に表⽰される著作権通知及びその他の通知を保持する。本契約で明⽰的に規
定されている場合を除き、本契約では、知的財産における、⼜は知的財産に対する権利は⼀切移転、譲
渡⼜は使⽤許諾付与されない。 

b) ⼄は、製品には第三者のソフトウェアが含まれ、あるいは第三者のソフトウェアと共に配布される場合
があること、その使⽤には、当該第三者ソフトウェアのそれぞれの最新使⽤許諾契約が適⽤されること
を了承する。使⽤許諾契約のコピーは、製品のユーザーインターフェース、サポートポータルで閲覧す
るか、support@cohesity.comに E メールで問い合わせることができる（ライセンスが指定されていない
場合は、本契約の対象となる）。甲は、第三者ソフトウェアに関して製品に適⽤される全ての使⽤許諾
に準拠していることを保証することとする。加えて、⼄の同意を条件とし、製品の中には、補⾜または
代替の契約条件の対象となる注⽂の個別に識別された SKU に従い甲により再販された特定の第三者商⽤
製品が含まれている場合がある。 

c) ⼄は次の事を⾏ってはならない（⼜、第三者に意図的に許可してはならない）：(i)製品に表⽰される甲
⼜は甲のライセンサー、パートナー、供給業者の著作権、特許、⼜はその他の所有権通知⼜は説明を変
更⼜は排除すること、(ii)ソフトウェアを修正、分解して模倣する、あるいはソースコード⼜は根底にあ
るアイデア⼜はアルゴリズムの抽出を試みること（適⽤法がかかる制限を禁⽌している場合を除く）、
(iii)タイムシェアリング⼜はサービスビューローの⽬的で、ソフトウェアを提供、リース、貸与、開⽰、
使⽤する、あるいは第三者の利益のためにソフトウェアを使⽤する（他者に使⽤させる）こと（甲が書
⾯により、明⽰的かつ具体的に承認する場合を除く）、(iv)輸出管理法⼜は規制に違反し、製品（⼜はそ
の⼀部）の転送、送信、輸出、⼜は再輸出を許可すること、(v)権利なしにソフトウェアの⼀部を使⽤す
る、⼜は使⽤を試みること、(vi)権利を与えられた以上にソフトウェアのインスタンスを作成する（⼜は
⼤きなキャパシティでソフトウェアを使⽤する）こと、(vii)甲が承認していないハードウェア、ファーム
ウェア、仮想／クラウド環境、⼜はその他の構成と組み合わせて製品を使⽤すること。 上記にかかわら
ず、⼄は甲の事前の書⾯による同意を得て、請負業者の本契約の条件への準拠を調達する限り、⼄の第
三者請負業者が⼄に代わり製品を使⽤することを許可することとする。疑義を避けるために付⾔すると、
⼄は甲の書⾯による明⽰的な合意なく、関連会社以外の第三者のために、製品をサービスとして活⽤、
ホスト、サポート、⼜はその他の展開をすることはできない。 

d) 第三者のハードウェアの全ての使⽤は、⼄⾃⾝のリスクで⾏い、それについて⼄が責任を負う。甲のサ
ポート連絡先は、甲の書⾯による同意なく、販売、譲渡⼜は移転してはならない。 

 
5. 評価を⽬的とした使⽤許諾。甲は、無料⼜は割引した評価／テストの取り決め（以下「評価」という）に従い、
適宜、⼄に甲の製品を提供する場合がある。評価の範囲を定義した書⾯による取り決めがない場合、30 ⽇間の評
価期間が与えられるものとする。それにもかかわらず、全ての評価は以下を条件とするものとする： 

a) 評価使⽤許諾の期間は限定されており、評価を完了した時点で⾃動的に失効するものとする。 
b) 評価期間の失効⼜は終了後、⼄は直ちに、(i) 返送許可（以下「RMA」という）⼿順に従い、評価中の全

ての Cohesityプラットフォームを甲に返却する、⼜は(ii)評価対象のソフトウェアの所在地にかかわらず、
全てのコピーの使⽤を停⽌する（できれば破棄する）。 

c) 評価対象の全ての Cohesityプラットフォームが安全に甲に返却されるまで、⼄の責任である。 
d) ⼄は、⼄が所有する間に⽣じた Cohesity プラットフォームの損害⼜は喪失について、甲に⽀払うものと

する。 
加えて、甲が⼄にベータ製品への早期アクセスを提供する場合、⼄はそのようなアクセスが以下の条件であるこ
とを認め、承諾する：(i) 本第 5 条を条件とする、(ii)「現状有姿」（甲に対する責任がなく）であり、保証⼜は
サポートなしである、(iii)一般的な利用を可能とするには別途の権利を必要とする。 
 
6. 保証。  
6.1 一般的な保証。  
甲は⼄に対し、以下を保証する： 
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a) 甲は商業的に合理的な努⼒を⽤いて、本契約及び適⽤される法律かつ規制に基づき活動を⾏う請負業者
及び下請業者のコンプライアンスを遵守させる（及びその責任を負う）こと。 

b) 甲は⼄が⽶国財務省外国資産管理局（以下「OFAC」という）により管理されている規制に違反すること
を引き起こすことはなく、甲の主要な持分（議決権の 25％以上）を保有する個⼈、団体、⼜は組織、若
しくは甲の役員⼜は取締役は全て、適⽤法により⽶国の企業⼜は個⼈との取引が禁⽌されている個⼈、
団体、⼜は組織でないと判断されている（OFAC特別指定国⺠及びブロックされた⼈物のリストに記載さ
れている名前を含む）。 

6.2 ソフトウェアの保証。 
甲は⼄に対し、以下を保証する： 

a) 本ソフトウェアは⼄が利⽤可能になる⽇から 90 ⽇間、実質的に資料に従い、資料に記載されている通り
に動作すること。 

b) 甲は、配信時に、ソフトウェアに以下をもたらすマルウェア、ウイルス、ワーム、トロイの⽊⾺、ラン
サムウェア、スパイウェア、アドウェア、コードの無効化、トラップドアデバイス、⼜はその他の悪意
のあるプログラム又は指示が含まれないようにするための商業的に合理的な努⼒を使⽤すること（ただ
し、期限付きライセンス／購読など、通常合意されているライセンス制限を除く）：(i)ソフトウェアの
使⽤を抑制する、(ii)データ、プログラム、⼜は情報を消去、破損、⼜は変更する、(iii)不正アクセスを
取得する⽬的で内部⼜は外部の⼄のセキュリティ対策をバイパスする。 

c) 本契約に準拠して使⽤される場合、本ソフトウェアは⼄に以下の義務を負わせることはないものとす
る：(i)⼄の知的財産に対する権利を第三者に付与すること、(ii)⼄の知的財産の⼀部をオープンソース⼜
は同様のライセンスの対象にすること、(iii)⼄に、独⾃のソースコード（⼜はその派⽣物）を第三者に無
料利⽤させるよう要求すること。 

6.3 ハードウェアの保証。 甲は、Cohesityプラットフォーム及び／⼜は各ハードウェア部品が購⼊⽇から 1年間
製造上の重⼤な⽋陥（通常の使⽤及び条件下で）がないことを保証する。この保証は以下には適⽤されないこと
とする：(a)消耗部品、(b) 製品に含まれている⼜は甲により提供されるソフトウェア、(c)甲の当時の RMA ポリ
シーに準拠していない⽅法で返品された製品、(d)シリアル番号が削除されている製品、(e)甲⼜は甲の認定サー
ビスプロバイダー以外が理由で損傷⼜は⽋陥が⽣じた製品。 
6.4 サービスの保証。甲は⼄に対し、以下を保証する： 

a) 全てのサービスは、サービスの提供に使⽤される技術、過程、及び⼿順に精通した甲の担当者を通じ、
専⾨的かつ職⼈的な⽅法で実⾏すること。 

b) 本契約に基づき、サービスを実⾏する従業員は、雇⽤時に（適⽤法で許可されている範囲で）公正信⽤
報告法（以下「FCRA」という）及び／⼜は以下を含むその他の適⽤法かつ規制に準拠した⾝元調査を受
けていること： 

i. 関連する⼊⼿可能な記録の 7 年間の犯罪歴の確認。 
ii. 社会保障番号⼜は関連する他の⾝分証明書による⾝元確認。 
iii. 当該⼈物の名前が OFAC の特別指定国⺠及びブロックされた⼈物のリスト、⽶国務省の禁⽌当事

者リスト、並びに⽶国商務省産業安全保障局の禁⽌対象リストに表⽰されていないことの確認。 
iv. 雇⽤歴及び学歴の検証。 
v. 仕事関連の参照を含む参照の確認。 

6.5 相互の保証。 各当事者は、以下を表明し保証する： 
a) 各当事者は必要である法的及び企業的権限を保有しており、本契約を承認、実⾏、及び提供するために
必要である全ての企業⾏動を⾏っていること。 

b) (i) 該当する場合、⽶国海外腐敗⾏為防⽌法（以下「FCPA」という）及び英国贈収賄防⽌法（以下、総
称して「防⽌法」という）の規定を認識し、遵守すること、(ii)防⽌法⼜は同じ種類の⾏為を禁⽌するそ
の他の該当する汚職防⽌法（不正である⽀払いを含むがそれに限定されない）に違反する可能性のある
⾏動を取らないこと、(iii)該当する場合、防⽌法の規定の遵守を確保するのに⼗分な⽅針が実施されてお
り、今後も実施されること、(iv)甲が提供する割引⼜はクレジット（該当する場合）を含むがそれに限定
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されない甲が⼄に⽀払う全ての⾦額は、本契約により承認され、適⽤法に基づく本契約の履⾏に関連し
発⽣した誠実な事業⽬的の⽀払いを除き、他の個⼈、企業、法⼈、⼜はその他の団体に⽀払われないこ
と。 

c) 本契約に基づく当事者のいかなる活動も、当該当事者に適用される法律⼜は規制により、制限される、
違反する、⽭盾する、⼜は無効であるということがないこと。 

6.6 保証の違反に対する救済。 
a) 第 6.2条、第 6.3条に記載されている明⽰的保証に基づく甲の唯⼀の義務は、甲の選択と費⽤により、該
当する部品及び／⼜は製品を修理⼜は交換することである。なお、出荷から 30 ⽇以内に前述の保証に違
反した場合、甲は通知から 5営業⽇以内にwww.cohesity.com/agreements（参照することにより本契約
に組み込まれる）にある甲の標準サポート及びメンテナンス利⽤規約（以下「サポート規約」という）
に記載されている最新の RMA ⼿順により、準拠していない製品を新しい製品と交換することとする。保
証期間後、⼄はサポート規約に記載されている該当するサポートレベル及び期間に指定されたサポート
及びメンテナンスサービスのみを受け取る権利がある。甲は、サポート規約に記載されている範囲内で、
本製品のサポート及びメンテナンスサービスを提供するため、商業的に合理的な努⼒を使⽤することと
する。 

b) ⼄はサポート規約に基づき、RMA 番号を取得するため、該当する保険期間内に甲のテクニカルサポート
センターに連絡することを必要とする。甲の独⾃の裁量により、保証サービスを受けるため、⽇付の付
いた購⼊証明書を要求する場合があるものとする。RMA番号のない製品は返品ができないものとする。 

c) 本製品に関する全ての質問、相談、展開⽀援、⼜は問題報告に対応する甲のテクニカルサポートセンタ
ーへのアクセスは、最新のサポートを購⼊された⼄のみに提供されるものとする。本契約に関する保証
は、事前に交換部品を提供しないものである。 

d) もし⼄が、甲が本第 6 条の保証に違反していると確信している場合、違反を明記して書⾯により甲に通
知するものとし、甲はその後、30 ⽇以上の期間のうちに、それを是正することとする。 

上記で明⽰的に提供されている例を除き、適⽤法で許容される最⼤限の範囲で、全ての製品、ソフトウェア、及
びサービスは「現状有姿」で提供され、いかなる保証はないものとし、また、甲及びその仕⼊先は、商品性、権
限、第三者の権利の⾮侵害、及び特定の⽬的への適合性の黙⽰の保証を含むがこれらに限定されない明⽰的、黙
⽰的、及び法的全ての保証を明⽰的に否認する。加えて、甲は、エラーのない使⽤、中断なしの使⽤、⼜はバグ
からの解放に関して、明⽰的に否認し、保証しないこととする。甲は、理由の如何を問わず、製品に保存されて
いるデータの損失⼜は破損につき、責任を負わないものとする。 
 
7. 守秘義務；財産的権利。 
7.1 機密情報の所有権。開⽰者の機密情報は、開⽰者の財産及び資産であり、今後もそのように継続されること
とする。本契約で明⽰的に付与されたライセンスを除き、本契約のいかなる条項は、特許、著作権、商標、⼜は
企業秘密を含むがこれらに限定されない他者の財産的権利に対する当事者に有利なライセンスを構成するものと
⾒なされないものとする。 
7.2 守秘義務。法律により要求される場合を除き、本契約の期間及びその後 3 年間（ただし、営業秘密の場合、
営業秘密である限り）、受領者は開⽰者の機密情報に関し、以下を遵守する： 

a) 独⾃の機密情報及び企業秘密に使⽤するような注意と裁量を使⽤し、秘密を保持すること（ただし、合
理的な注意と裁量以上）。 

b) 機密情報⼜はそれから派⽣した情報をビジネス関連の中で知る必要のある代表者以外の第三者に意図的
に開⽰しないこと。 

c) 本契約に意図されている⽬的のみを除き、情報を使⽤しないこと。 
d) 適⽤される法律⼜は規制に準拠する場合を除き、機密情報⼜はそれから派⽣した情報を輸出⼜は再輸出

しないこと。 
e) コピー、分解して模倣すること、⼜はその基礎となる構成、情報、構造、若しくはアイデアの導出を試
みることをしないこと。 
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受領者は、関連会社及び代表者の本契約の遵守を徹底させ、責任を負うこととする。 
7.3 強制開⽰。受領者は、以下を⾏うことに合理的な努⼒を払うことを条件とし、法律、命令、⼜は法的⼿続き
により要求される機密情報を開⽰できることとする： 

a) そのような要件を開⽰者に迅速に通知すること。 
b) 開⽰を制限すること。 
c) 機密情報の特別な取り扱い⼜は保護命令を取得すること。 

7.4 機密情報の返却。受領者は以下の条件の場合、開⽰者の要求に応じて、任意のタイミングで直ちに開⽰者の
複製、要約、⼜は抜粋を含む機密情報を返却⼜は破棄することとする： 

a) 本契約が終了されていない限り、本契約に基づく義務を履⾏⼜は遵守するために合理的に必要とされる
機密情報を保持することができることとする。 

b) 法的⼜は規制上の⽬的で必要な範囲で、機密情報のコビーを 1 つ保持できることとする。 
c) 障害回復⼜はアーカイブ・ストレージに保存されている機密情報の電⼦コピーを削除する必要がないこ

ととする。  
受領者の守秘義務は、機密情報の返却⼜は破棄後も存続し、保持されている機密情報に引き続き適⽤される。 
7.5 独⽴した製品開発。本契約は（その条件が遵守されている場合に限り）、当事者の以下に記載されている権
利を制限するものではない： 

a) 機密情報に含まれているものと同様の製品⼜はサービスを独⾃に開発⼜は取得すること。 
b) そのような同様の製品⼜はサービスを所有している⼜は権利を持っている第三者との取引を⾏うこと。 
c) 当該分野の普通のスキルの者から見て機密情報の開⽰⼜は使⽤と⾒なされない程度の、従業員が開発し

た⼀般的学習、スキル、⼜はノウハウの開⽰⼜は使⽤。 
7.6 不正使⽤。受領者は、機密情報の不正使⽤⼜は開⽰、若しくは本契約に基づくその他の違反を発⾒した場合、
直ちに開⽰者に通知し、開⽰者と合理的に協⼒して機密情報の所持を回復し、それ以上の不正使⽤⼜は開⽰を防
⽌することとする。受領者は、開⽰者の機密情報の独⾃の性質により、本契約に基づく義務の違反に対する適切
な救済法が法律上存在しないこと及びそのような違反により、受領者⼜は第三者が開⽰者と不当に競争すること
を可能にし、取り返しのつかない損害をもたらす可能性があることを認め、同意していることとする。したがっ
て受領者⼜はその代理⼈が本契約に違反した（⼜は違反を試み、又はそのおそれがある）場合、開⽰者は、他の
救済策に加え、保証⾦⼜はその他の担保を提⽰することなく公平かつ差し⽌めによる請求を求める権利を有する
ものとする。 
 
8. 個⼈データ。当事者が相⼿⽅に個⼈データを随時提供することを選択した場合（ビジネス、サポート、⼜は本
契約に基づくその他の⽬的のための従業員のビジネス⽤メールアドレスなど）、受領当事者は提供された⽬的に
のみ、本契約及び当該当事者に適⽤される法律に従い、かかる個⼈データを処理するものとする。個⼈データは、
受領当事者が所有している限り、機密情報として扱われるものとする。⼄がその所在地⼜はその他の要因により
データ処理契約を締結することが法的に義務付けられている場合、⼄は甲にそのことを通知し、甲は要求に応じ
てそのフォームのデータ処理補遺を迅速に提供することとする。 
 
9. 解約、停⽌。  
9.1 甲による解約。 ⼄が本契約の重⼤な違反をした場合、甲はその単独の⾃由裁量により、(a)本契約における⼄
のいずれか⼜は全ての権利を停⽌⼜は無効にし、及び／⼜は(b)本契約を解約し、及び／⼜は(c)有効なサポート
規約の存在にもかかわらず、⼄がサポート及びメンテナンスサービスを受ける権利を停⽌⼜は終了することがで
きる。それぞれの場合において、甲は⼄に事前に警告し、⼄が当該違反を治癒しないときは 7 ⽇後に効⼒が⽣じ、
また、その違反が治癒不可能なものであるときは直ちに効⼒が⽣じるものとする。 
9.2 ⼄による解約。⼄は、次の場合、書⾯による通知により本契約を終了することができる、(a)甲による本契約
の重⼤な違反があり、違反を明記した 30 ⽇前の通知の満了後も未解決である場合、⼜は(b)便宜上、60 ⽇前の書
⾯による通知により何時でも可能とする。   
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9.3 倒産による解約。当事者は、相⼿⽅がその資産の全て⼜は⼀部について管財⼈⼜は管理人の任命の対象とな
った場合、倒産⼜は破産した場合、若しくは債権者の利益のため何らかの譲渡を⾏った場合、本契約を終了する
ことができることとする。 
9.4 解約の効果。本契約の終了⼜は満了時に、本契約に基づき⼄に付与された全ての権利及びライセンスは直ち
に終了し、各当事者は相⼿⽅の全ての機密情報を返却⼜は破棄するものとする。 
9.5 救済策。各当事者は、相⼿⽅の重⼤な違反により本契約が終了した場合、法的に記されている利⽤可能であ
る全ての救済策を受ける権利を有するものとする。本契約の違反に対する各当事者の救済策は一つに限定される
ものではなく、重複して実行可能とする。 
 
10. 下流の製品ユーザー。甲は、その単独の自由裁量で、甲から直接、⼜は甲の認定パートナーを経由して取得
いない製品を使⽤する事業体に関し、本契約における権利を無効にすることができる。 
 
11. 記録、監査権。⼄は、追加の対価が⽣じることなく、合理的に要求された情報を提供すること、本契約及び
／⼜は注⽂の⽬的を達成するために必要である、⼜は必要である可能性がある⾏為を遂⾏することを約束し、同
意する。それには以下を含むがそれらに限定されない。15⽇以上前に通知することにより、⼄は、通常の営業時
間内（午前 9 時から午後 5 時）に、本契約及び／⼜は注⽂の⽬的の範囲で、甲（及び内外の監査⼈）に⼄の⼈員、
財務記録、その他の関連情報への合理的なアクセスを提供するものとする。当該アクセスは、⼄による本契約及
び／⼜は注⽂の遵守に関する監査及び検査を遂⾏する⽬的で（それに関連するキャパシティ及び使⽤を含むがそ
れらに限定されない）、及び／⼜は甲が該当する会計、法務、規制、⼜は契約上の要件を満たすために提供され
るものとする。当該監査で不遵守が判明した場合、⼄は、契約に準拠するために合理的に必要な限度で、直ちに
当該注⽂を発注し、追加料⾦を⽀払い、及び／⼜は追加の措置を⾏うものとする。当該監査の結果、5％を超え
る⾦額の漏れが⾒つかった場合、⼄は甲に対し、監査の実費を直ちに償還するものとする。 
 
12. 責任の制限。 ⼄⼜は甲（更にその供給業者⼜はライセンサー）は、製品⼜は本契約のその他の主題に関連し、
いかなる契約、過失、厳格責任⼜はその他の法律⼜は衡平論によっても、以下の責任を負わないものとする。
(A)訴因が⽣じた⽇以前の 12 か⽉間に⼄が甲に（直接⼜は間接的に）⽀払った合計額、⼜は 25 万ドルのいずれ
か⼤きい⽅を超える⾦額、(B)間接的、特別、模範的、付随的⼜は結果的な損害、あるいは(C)代替の物品、技術
⼜は役務の調達費⽤。本第 12条の責任の制限は、以下には適⽤されないものとする： 

I) 製造物責任法に基づき、契約により排除することのできない責任。 
II) 当事者の過失に起因する⼈⾝傷害⼜は死亡。 
III) 当事者の重⼤な過失⼜は故意の違法⾏為（意図的な資格違反を含む）に起因する損害。 
IV) 当事者の第 7条の違反（守秘義務；財産的権利）、及び 
V) 第 14 条に基づく各当事者の補償義務。 

 
13. 除外される使⽤。甲の製品は、当該製品の不具合によって⾝体の傷害、⼈命の喪失、⼜は甚⼤な財産の損害
が⽣じる可能性が合理的に予想されるアプリケーションにおける使⽤（以下「除外される使⽤」という）のため
に設計⼜は企図されていない。⼄が除外された使⽤のために、⼜は除外された使⽤に関連して製品を使⽤する場
合、⼄は定期的に重複するコピーを作成するなどして、そのデータの保護に全責任を負い、甲は、除外される使
⽤に関連する（除外される使⽤中に発⽣する）データの喪失⼜は毀損、作業の中断、再実⾏の時間、不正確な結
果、あるいはコンピューター障害⼜は機能不全につき、責任を負わないものとする。 
 
14. 補償。 
14.1 知的財産の補償。甲は、製品⼜はサービス（甲が提供する形式であるもの）のいずれかが第三者の知的財産
権を侵害しているという主張に基づき、⼄に対して提起された第三者の訴訟から⽣じる請求、損害、損失、責任、
費⽤、及び経費（合理的な弁護⼠費⽤を含む）（以下「損失」という）について、⼄及びその関連会社、供給業
者、ライセンサー、並びにそれぞれの役員、取締役、従業員、及び代表者を弁護し、補償し、無害とする。製品
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が侵害請求の対象となった場合、⼜は甲の⾒解ではなる可能性があるとみなした場合、甲は、独⾃の選択と費⽤
で次のいずれかを⾏うことができることとする。(a)本契約でライセンスされた権利を引き続き⾏使する権利を⼄
に提供する、(b)当該製品を交換⼜は変更して、著作権を侵害しないようにする、⼜は、(c) 当該製品の返品を受
け、その製品に対して⼄が支払った金額から、当該製品の納品⽇から 3 年間にわたり定額で按分比例して減額し
た金額を、⼄に返金する。本補償義務は、侵害訴訟⼜は請求が以下に基づき、⼜は起因する場合は適⽤されない
ものとする：(i)甲がそのような変更を承認した場合を除き、甲以外の当事者により製品に加えられた変更、(ii)甲
がそのような組み合わせを承認した場合を除き、本製品と甲が提供していない製品、プロセス、⼜は素材との組
み合わせ、(iii)本契約⼜は文書により許可されていない⼄による製品に関する行為、⼜は、(iv)甲により作成され
ていない製品（⼜はその⼀部若しくはコンポーネント）。 
14.2 適⽤法違反に関する補償。各当事者（以下「補償当事者」という）は、補償当事者による適⽤法⼜は規制の
違反に基づき、被補償当事者（次項に定義）に対して提起された第三者の訴訟から⽣じる損失について、被補償
当事者びその関連会社、供給業者、ライセンサー、並びにそれぞれの役員、取締役、従業員、及び代表者を弁護
し、補償し、無害とする。 
14.3 請求及び補償⼿続きの通知。当事者が本第 14 条に基づき補償⼜は返済を求める場合（以下「被補償当事者」
という）、補償の条件として、被補償当事者は以下を⾏うものとする。 

a) 可能な限り迅速に書⾯で補償当事者に通知することとするが、いかなる場合でも、補償当事者が請求を
評価するために合理的に必要な追加情報と共に（被補償当事者の所有⼜は知識の範囲内で）、かかる請
求の受領後 30 ⽇以内に通知しなければならない。当該通知の遅延が以下に該当する場合、被補償当事者
の補償⼜は返済を求める権利は除外⼜は制限されるものとする：(i)請求を防御する補償当事者の能⼒を
著しく損なう場合、⼜は(ii)請求に対して与えられる、⼜は請求の解決において⽀払われる損害賠償額に
重⼤な影響を及ぼす場合。 

b) 補償当事者が⾃ら弁護⼠を選任することを含め、請求の防御において完全な決定権を与えること。 
c) 請求の防御において補償当事者と合理的に協⼒すること。 

上記の規定に関わらず、補償当事者は、補償当事者の事前の書⾯による同意なしに、被補償当事者が請求を解決
するために⾃発的に⽀払った損失について、補償⼜は返済する義務を負わないものとする。各当事者は書⾯で承
認していない決済に関して責任を負わないこととする。補償当事者が請求の弁護を引き受けた場合、補償当事者
は被補償当事者が選任する弁護⼠の報酬⼜は費⽤について責任を負わないものとする。 
 
15. 準拠法及び紛争解決。 
15.1 ⼄が欧州経済領域⼜は英国（以下「ヨーロッパ」という）の会社である場合： 

a) 本契約は、欧州連合の法的拘束⼒がある規制を含む抵触法の規則を適⽤することなく、アイルランドで
締結された（及び履⾏される）契約に適⽤されるアイルランドの法律に準拠し、それに従い解釈される
ものとする。 

b) 本契約の主題に起因⼜は関連する紛争で、本契約に基づく⼀⽅の当事者から他⽅の当事者への書⾯によ
る通知後 30 ⽇（以下「仲裁⽇」という）までに解決できないものは、JAMS（以下「JAMS」という）の
仲裁規則及び⼿続きに従い、JAMS仲裁⼈の適切なリストから選ばれた複雑な技術契約紛争の解決に豊富
な経験を持つ仲裁⼈により、英語を使⽤してアイルランドのダブリンで仲裁により最終的に解決される
ものとする。 

 
15.2 ⼄がヨーロッパ以外の地域の会社である場合： 

a) 本契約は、抵触法の規則を適⽤することなく、本契約に基づく全ての紛争はカリフォルニア州で締結さ
れた（及び履⾏される）契約に適⽤されるカリフォルニア州法に準拠し、それに従い解釈されるものと
する。 

b) 本契約の主題に起因⼜は関連する紛争で、本契約に基づく⼀⽅の当事者から他⽅の当事者への書⾯によ
る通知後 30 ⽇（以下「仲裁⽇」という）までに解決できないものは、JAMS（以下「JAMS」という）の
仲裁規則及び⼿続きに従い、JAMS仲裁⼈の適切なリストから選ばれた複雑な技術契約紛争の解決に豊富
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な経験を持つ仲裁⼈により、英語を使⽤してカリフォルニア州のサンノゼで仲裁により最終的に解決さ
れるものとする。 

15.3 追加の仲裁規定。両当事者が仲裁⽇から 15 ⽇以内に仲裁⼈の選任について合意できない場合、仲裁⼈は
JAMS の仲裁規則及び⼿続きに従い迅速に選任されるものとする。仲裁⼈は、特定の履⾏を認め、仲裁⼈が決定
する公平な⽅法で仲裁の費⽤（サービス料⾦、仲裁⼈料⾦、及び仲裁に関連するその他の全ての料⾦を含むがこ
れらに限定されない）を当事者間で割り当てる権限を有するものとする。仲裁の勝訴当事者は、それに関連して
発⽣した合理的な費⽤（合理的な弁護⼠費⽤、専⾨家証⼈費⽤、及びその他全ての費⽤を含む）の償還を受ける
権利を有するものとする。そのように下された裁定に関する異議は、管轄権を有する裁判所に提出することがで
き、⼜は場合により、裁定の司法上の受諾及び執⾏命令を当該裁判所に申請することができる。上記にかかわら
ず、各当事者は、恒久的な差し⽌め命令及び損害賠償が仲裁⼈のみにより与えられることを条件とし、仲裁⼈に
よる最終決定を待つ間、予備的差し⽌め命令による救済のために適切な管轄裁判所で訴訟を起こす権利を有する
ものとする。両当事者は、アイルランドのダブリン裁判所及びカリフォルニア北部地区にある⽶国連邦裁判所の
管轄権及び裁判地に同意するものとする。 
15.4 衡平法上の救済。上記にかかわらず、第 15.1 条⼜は第 15.2条のどちらが適⽤されるかにかかわらず、(a)各
当事者は、差し⽌め命令⼜はその他の衡平法上の救済のために、適切な管轄の裁判所で何時でも訴訟を起こす権
利を有するものとし、(b)本契約に起因⼜は関連する全ての⼿続きで使⽤される⾔語は英語であるものとする。 
 
16. 雑則。 

a) 改正。注⽂、補遺、⼜は本契約を明⽰的に参照し、当事者の正式に承認された代表者により署名された
その他の書⾯に明⽰的に記載されている条件のみが、本契約の条件を変更⼜は補⾜することができる。 
発注書の条件、確認書⼜は同様の⽂書は、効⼒を持たず、甲が合意したとはみなされない。   

b) データの収集。⼄がそれを防⽌するように製品を設定する場合を除き、本製品は甲がサービスの提供及
び／⼜は製品の改善の⽬的で使⽤する可能性のある Cohesity 分析データを収集して甲に送信する場合が
あることとする。Cohesity 分析データは、(i)⼄を特定するものであり、常に機密として保持されるもの
とする、及び(ii)本契約で明⽰的に規定されている⽬的以外で転売、商品化、⼜は使⽤することはできな
い。詳細については、legal@cohesity.comに E メール送信して甲から⼊⼿可能である。 

c) 権利の不放棄。甲の契約履⾏は、明⽰的に本契約に対する⼄の同意を条件としている。本契約の不履⾏
⼜は本契約のいずれかの規定の免責は、継続的な免責、あるいはその他の不履⾏⼜は規定の免責とみな
されるものではなく、当該免責が対象とする例に限って適⽤されるものとする。 

d) 可分性。  本契約のいずれかの規定が無効、違法、⼜は執⾏不能であることが判明した場合、両当事者の
本来の意図にできる限り近い修正された規定で代替され、残りの規定の有効性、合法性及び執⾏可能性
はそれによっていかなる点でも影響を受けたり、損なわれたりしないものとする。 

e) 不可抗⼒。いずれの当事者も、ストライキ、⼈⼿不⾜、暴動、反乱、インターネット障害、⽕災、洪⽔、
暴⾵⾬、爆発、天災、戦争、⾏政措置、労働争議、地震、物資の不⾜あるいは当該当事者が合理的に管
理できないその他に起因する、本契約の義務（⾦銭の⽀払いを除く）の不履⾏⼜は履⾏の遅延を理由と
して、本契約における責任を負わないものとする。 

f) 存続。 基本的な⽬的を果たすために、存続しなければならない本契約の全条項は、本契約の解約⼜は
満了後も存続するものとする。疑義を避けるために付⾔すると、本契約において⼄に付与された権利は
本契約の解約後、いずれも存続しないものとする。 

g) 通知。本契約に明⽰的に記載されている場合を除き、本契約に基づき要求される全ての通知は書⾯で⾏
われ、⼿渡し、フェデラル・エクスプレスなどの認定翌⽇配達、⼜は書留郵便（返品受領書を必要とす
る）により配達され、⼿渡し⼜は受領の確認時に到達したとみなされるものとする。通知は主要な事業
所の住所、⼜はいずれかの当事者が書⾯で指定する住所で両当事者に送信されるものとする。    

h) 法令順守－⼀般。各当事者は、製品の使⽤及び本契約の遂⾏において、全ての適⽤法及び規制に従わな
ければならない。 
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i) 法令順守－輸出⼊。⼄は、製品には技術的なデータ⼜は要素が含まれており、使⽤許諾の制限、法律、
規則及び規制により、その輸出⼜は再輸出は特定の⽬的地及びエンドユーザーに制限されている場合が
ある可能性を認識している。⼄は、アメリカ合衆国及び外国政府の輸出⼊ライセンス、承認⼜は登録を
含むがそれらに限定されない全ての法的要件を事前に満たすことなく、製品⼜はその⼀部の輸出⼜は再
輸出に関与しない（それらをさせない）ことに同意する。要求された場合、甲は取得した輸出ライセン
ス及び／⼜はライセンス免除に関連する⽂書を⽤意しなければならない。本製品は、(i)アメリカ合衆国
が物品の輸出を禁⽌している、⼜は貿易に制限のある国⼜はその国の居住者に、⼜は、(ii)OFAC の特別
指定国⺠及びブロックされた⼈物のリスト、⼜は⽶国商務省の取引拒否対象⼈物、対象団体、未検証エ
ンドユーザーリストに記載されている者に流通、⼜は輸出⼜は再輸出してはならない。⼄は、甲に対し、
⼄が前記の義務に違反した結果、甲が被った法的責任、費⽤、罰⾦、ペナルティ、その他の経費（合理
的な弁護⼠費⽤を含む）について、補償するものとする。 

j) 譲渡。   ⼄は、甲の明⽰的な事前の書⾯による同意なく、本契約⼜は本契約における⼄の権利⼜は義務を
委任、譲渡、⼜は移転できない。そのような試みは無効とする。甲は、本契約における権利及び／⼜は
義務の⼀部を⾃由に譲渡することができる。 

k) 独⽴請負業者。本契約の各当事者は独⽴した請負業者であり、本契約に含まれるいかなる条項も、当事
者間に代理店、雇⽤、パートナーシップ、プリンシパル・エージェント、⼜はその他の形態の共同事業
関係を構築するものと解釈されないものとする。両当事者は、契約⼜はその他の⽅法により、相⼿⽅を
拘束すること⼜はそうする権限があることを表明してはならない。両当事者の関係は⾮独占的である。 

l) 構成。本契約の条項の⾒出しは、便宜上のものであり、本契約をいかなる⾯でも解釈、準拠、定義、⼜
は説明するために使⽤してはならないものとする。本契約に使⽤されている「含む」という⾔葉は、
「含むがそれに限定されない」という意味で使⽤されている。 

m) 本契約は英⽂及び和⽂にて作成され、和⽂は参考⽤に提供されているものである。解釈につき両者の意
味合いに相違がある場合は、英⽂が優先される。 
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