Express Limited Warranty
1.

Cohesity, Inc. warrants solely to the end purchaser of its products (the “Products”) only that:
a.

The hardware Products 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.

b.

The software Products will operate, for a period of 90 days from the date of availability to the Customer,
substantially in accordance with, and as described in, the documentation provided by Cohesity (directly or
indirectly) to Customer and the user manual accompanying such delivery.

2.

Cohesity’s sole obligation under the express warranty set forth in Section 1 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. Customer must contact
Cohesity’s technical support center within the applicable warranty period to obtain a Return Material Authorization
(“RMA”) number. 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.

3.

Access to Cohesity’s technical support center for any and all questions, consultation, deployment assistance, or
problem reports regarding the Products or any software shall be provided only pursuant to a separate service and
support agreement. This warranty does not provide advance replacement parts.

4.

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.

5.

This Warranty 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. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is hereby excluded in
its entirety from application to this Warranty.
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明⽰的限定保証
１．Cohesity Inc.は本会社の製品（以下「製品」とする）の最終購⼊者のみに対し以下を保
証することとします︓
a．製品のハードウェア及び／⼜はハードウェア構成部品は購⼊⽇から 1 年間製造上
の材料⽋陥が無い事（通常の使⽤及び条件下で）を保証することとします。この保証は以下
には適⽤されないこと
が提供するソフトウェア

(a) 消耗部品 （ｂ）製品に含まれるソフトウェア⼜は Cohesity
（ｃ）Cohesity の当時の RMA ⽅針に準拠していない⽅法で返品

された製品（ｄ）製品の中でシリアル番号が削除されているもの

(e)

Cohesity ⼜は

Cohesity 認定のサービスプロバイダーによるもの以外の理由での破損⼜は⽋陥品にされた製
品。
b.

ソフトウェア製品は Cohesity が（直接的⼜は間接的に）提供する資料及び配送

に伴うユーザーマニュアルに実質的に準拠し、説明されている通りお客様の利⽤可能⽇から
９０⽇間動作することとします。
２．前条に記載された明⽰的保証に基づく Cohesity の唯⼀の義務は Cohesity の判断及び費
⽤で該当する構成部品及び／⼜は製品を修理⼜は交換することとしますが、出荷から３０⽇
以内に保証に違反した場合、Cohesity は当時の RMA ⽅針に従った通知から 5 営業⽇以内に
⾮準拠製品を新しい製品に交換することとします。お客様は該当する保証期間内に Cohesity
のテクニカルサポートセンターに連絡し、返品承認（「RMA」）番号を取得する必要がありま
す。保証サービスを受ける場合、⽇付が⽰されている購⼊証明書を Cohesity の独⾃の裁量
で要求する場合があります。製品は RMA 番号なしでは返品することは出来ません。
３．製品⼜はソフトウェアに関する全ての質問、相談、導⼊⽀援、⼜は問題報告の為の
Cohesity テクニカルサポートセンターへのアクセスは別途のサービス及びサポートの契約に
従ってのみ提供されます。この保証は事前に交換部品を提供するものではありません。

４．上記で明⽰的に提供されている場合を除き、適⽤法の下で許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、いかなる保証もなく、
Cohesity 及びその供給者は商品性、資格、第三者の権利の⾮侵害、及び特定の⽬的への適合
性の黙⽰的保証を含むがこれに限定されない全ての明⽰的、黙⽰的、及び法定である保証を
明⽰的に否認します。Cohesity は使⽤中にエラーや中断がないこと、⼜はバグが発⽣しない
ことに関し、明⽰的に否認し、保証しません。Cohesity は理由の如何を問わず、製品に保存
されたデータの破損⼜は喪失に対して⼀切の責任を負いません。
５．本保証及び本契約に基づく全ての紛争は、法の抵触に関する原則を適⽤することなく、
カリフォルニア州で締結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従って解釈
され、同法に準拠するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約（１９８０）は、
本保証への適⽤から完全に除外されます。
最終更新⽇︓平成 29 年 1 ⽉ 9 ⽇

