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COHESITY EVALUATION TERMS & CONDITIONS 
These Evaluation Terms and Conditions (“T&Cs”) apply between Cohesity Japan K.K., a company 
incorporated under the laws of Japan (“Cohesity”), and any user (“Evaluator”) receiving hardware 
(“Hardware”) and/or software supplied by Cohesity (or its partners) for internal evaluation purposes (the 
“Products”).    

Typically, but not always, evaluations of Products are conducted pursuant to a written Cohesity evaluation 
quote or other written agreement or order (“Evaluation Quote”).   The applicable Evaluation Quote(s) (if 
any) and these T&Cs comprise the entire agreement between the parties (collectively, this “Evaluation 
Agreement”).  

 
1.  Loan; Title.  Cohesity agrees to loan and Evaluator agrees to accept loan of Products.  Title to all 
Products and intellectual property rights embodied therein shall remain with Cohesity at all times. 

2.  Risk of Loss; Shipment.  Risk of loss and damage (reasonable wear and tear excepted) to 
Hardware shall be with Evaluator while in Evaluator’s possession. Hardware (if applicable) shall be shipped 
freight pre-paid at Cohesity’s cost.  Evaluator shall not loan Products to (or allow the use or possession of 
Products by) any third party.  

3.  Evaluation Period.  Evaluator may evaluate the Products for the period of time set forth on the 
Evaluation Quote, commencing on the date Evaluator receives the Products (the “Evaluation Period”).  If 
not specified, the Evaluation Period shall be 60 days.  

4.  Software License; Restrictions.  Subject to the terms hereof, Cohesity grants Evaluator a personal, 
nonsublicensable, nonexclusive, revocable right to use any Cohesity software made available or otherwise 
intended for evaluation (the “Software”) in object code form solely for internal evaluation during the 
Evaluation Period and for no other purpose.  Evaluator will not (nor allow any third party to) (i) modify, 
reverse engineer or attempt to discover source code or underlying ideas or algorithms of any Software 
(except to the extent that applicable law prohibits such restrictions) or (ii) use Software to directly or 
indirectly develop, promote, distribute, sell or support any product or service competitive with the Products.  
For purposes of the evaluation, it is recommended that Evaluator shall only utilize test data in a test lab 
environment.  Evaluator may not use any Products in a production or live environment without Cohesity 
written approval.  Any such use shall be at Evaluator’s sole risk.  

5.  Service Provider/Demonstration.  It shall not be a breach of this Evaluation Agreement for Evaluator 
who is also a Cohesity reseller or service provider to demonstrate Products to prospective end users with 
Cohesity’s prior written consent provided all other terms herein are complied with. 

6.  Product Return.  Upon expiration of the Evaluation Period or termination of this Evaluation 
Agreement (whichever occurs earlier) Evaluator shall, at its option, either (i) immediately cease use of all 
Products and contact Cohesity to arrange return shipping of all Hardware  at Cohesity’s cost, or (ii) purchase 
the Products for the price stated on a valid quote provided by Cohesity or an authorized reseller (a 
“Purchase”). Evaluator shall erase all Evaluator information from the Products prior to returning Products 
to Cohesity.  Cohesity shall not be liable for any Evaluator information remaining on any Products returned 
to Cohesity, but shall treat the same as Evaluator Confidential Information and delete upon discovering.    

7.  Information Use & Feedback.  If in connection with Evaluator’s evaluation of the Products, Evaluator 
provides Cohesity with feedback, suggestions, and ideas concerning the Products (“Feedback”) Evaluator 
hereby grants Cohesity a perpetual and irrevocable right to use the Feedback in any way and for any 
purpose without restriction or compensation to Evaluator.  For clarity, the Feedback shall not encompass 
any of Evaluator’s pre-existing intellectual property. 
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8.  Confidentiality.  A party receiving Confidential Information (“Recipient”) from a Discloser shall not 
use or disclose same except as expressly authorized by this Evaluation Agreement, and shall protect same 
using the degree of care it uses with its own confidential information (but no less than reasonable care). 
“Confidential Information” means nonpublic information of a party (the “Discloser”) in any form, that is 
identified as “confidential” or similar or that the Recipient knows (or a reasonable person in the technology 
industry would understand to be) confidential, including without limitation this Evaluation Agreement.  
Cohesity’s Confidential Information includes, and Evaluator shall not disclose, details about, or 
benchmarking results or technical specifications of, any Products, or the results or Evaluator’s impressions 
of the performance of Products.  This Section 8 supplements any existing nondisclosure agreement 
between the parties (“Existing NDA”), provided that in the event of conflict between this Section 8 and an 
Existing NDA, this Section 8 shall prevail. 

9. Warranty Disclaimer.  ALL PRODUCTS, SOFTWARE AND SERVICES ARE PROVIDED ON AN 
“AS AVAILABLE” AND “AS IS” BASIS FOR EVALUATION PURPOSES WITHOUT ANY WARRANTY 
WHATSOEVER. 

10. LIMITATION OF LIABILITY.  UNDER NO CIRCUMSTANCES OR LEGAL THEORY SHALL 
COHESITY OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS BE LIABLE TO EVALUATOR OR ANY OTHER 
PERSON FOR ANY DIRECT OR INDIRECT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION  SPECIAL, 
INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL) DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES 
FOR LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, ACCURACY OF RESULTS, LOSS OF 
DATA, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR DAMAGES RESULTING FROM YOUR USE OF 
THE PRODUCTS, BUT EXCLUDING ANY LIABILITY WHICH, UNDER APPLICABLE   LAW, CANNOT BE 
PRECLUDED BY CONTRACT. 

11. Miscellaneous.  A waiver of any default hereunder or of any provision of this Evaluation Agreement 
shall not be deemed a continuing waiver or a waiver of any other default or provision. If any provision of 
this Evaluation 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 the remaining provisions shall not be affected or impaired thereby. Evaluator agrees 
not to export, either directly or indirectly, any Product hereunder. For international shipments, Cohesity shall 
be exporter of record from the United States. If the Products leave the United States, Evaluator shall (unless 
Cohesity agrees otherwise) be the importer of record and is responsible for fulfilling quota terms, obtaining 
import licenses, paying import license or permit fees, duties and customs fees, and any other governmental 
or import taxes or fees, and preparing and submitting all required documentation in connection with 
importing the Products to the country of import. This Evaluation Agreement shall be construed in 
accordance with, and all disputes governed by, the laws of Japan. In the event that any suit is filed in 
relation to this Agreement, Tokyo District Court shall be the agreed court of exclusive jurisdiction in the first 
instance. Each party shall comply with all applicable laws.  Sections 4-10 shall survive the termination of 
this Evaluation Agreement. Evaluator’s unpaid use or evaluation of any Product shall constitute assent to 
this Evaluation Agreement to the exclusion of all other terms. Any terms that conflict with this Evaluation 
Agreement shall be of no force and effect.  This Evaluation 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評価利⽤規約 

 

本利⽤規約（以下「本規約」という）は⽇本法に基づき設⽴された会社であるCohesity Japan株式会社
（以下「甲」という）および甲（またはそのパートナー）から内部評価の⽬的でハードウェア（以下
「ハードウェア」という）および／またはソフトウェア（以下「本製品」という）を提供されるユーザ
ー（以下「⼄」という）の間で適⽤される。 

通常の場合（ただし常にとは限らず）本製品の評価は甲の評価⾒積書またはその他の書⾯による合意も
しくは注⽂（以下「評価⾒積書」という）に従い⾏われる。 該当する評価⾒積書（存在する場合）およ
びこれらの規約は当事者間の完全なる合意（以下これらをまとめ「本評価契約」という）を構成する。 

 
1.  貸出、権利。 甲は本製品の貸出に同意し、⼄は本製品の貸出を受けることに同意する。本製品
すべてにかかる権利およびその中に含まれる知的財産権は常に甲に留保されるものとする。 

2.  危険負担、発送。 ⼄が本製品を所持している間、ハードウェアの紛失および損傷のリスク（通
常損耗を除く）は⼄が責任を負うものとする。ハードウェア（該当する場合）は甲の費⽤で運賃前払い
で発送されることとする。⼄は第三者に本製品の貸出（または本製品の使⽤または所持の許可）をして
はならない。 

3.  評価期間。 ⼄は本製品を受領する⽇より評価⾒積書に記載された期間（以下「評価期間」とい
う）、本製品を評価することができる。尚、指定されていない場合、評価期間は60⽇とする。 

4.  本ソフトウェアの使⽤許諾および制限。 評価期間中、本契約の条件に従い、甲は⼄に対し、社
内評価のみを⽬的とし利⽤可能または提供されるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）をオ
ブジェクトコードの形式にて、⼄のみを対象とした、サブライセンス不可、⾮排他的、取り消し可能の
使⽤許諾を与える。⼄は⾃ら（もしくは第三者に許可を与えて）、次のことを⾏ってはならない。 

(i)本ソフトウェアを変更、分解して模倣すること、またはソースコードまたは基調もしくはアルゴリズ
ムの抽出を試みること（適⽤される法律がこのような制限を禁⽌する場合を除く） 

(ii)本ソフトウェアを使⽤し、本製品と競合する製品またはサービスを直接的または間接的に開発、宣
伝、配布、販売、またはサポートすること。 

評価⽬的のため、⼄はテストラボ環境内でのみテストデータを利⽤することが推奨される。甲の書⾯に
よる承認なしに、⼄は本番環境またはライブ環境で本製品を使⽤してはならないこととする。そのよう
な使⽤は⼄の単独のリスクとする。 

5.  サービスプロバイダー／デモンストレーション。 本書に記載されている他の全ての条件が遵守
されている場合、甲のリセラーまたはサービスプロバイダーである⼄が甲の事前の書⾯による同意を得
てエンドユーザーに本製品のデモンストレーションをすることは本評価契約の違反にはならないことと
する。 

6.  本製品の返還。 評価期間の満了または本評価契約の解約（いずれか早い時期）に伴い、⼄は次
のいずれかを⾏うこととする。 
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(i)本製品全ての使⽤を直ちに中⽌し、甲に連絡し甲の費⽤で全てのハードウェアの返送を⼿配する、ま
たは 

(ii)甲または認定再販業者から提供された有効な⾒積に記載されている価格で本製品を購⼊する（以下
「購⼊」という）。 

⼄は、本製品の返還に先⽴ち、⼄の情報を本製品から消去しなければならない。甲は、返還された本製
品に残存する⼄の情報について、⼀切責任を負わないものとするが、⼄の機密情報と同様に扱い、発見
次第、削除するものとする。 

7.  情報の使⽤及びフィードバック。 ⼄による本製品の評価に関連して、⼄が本製品に関するフィ
ードバック、提案、またはアイデア（以下「フィードバック」という）を甲に提供した場合、⼄は甲に
対し、制限または⼄への補償なしに、フィードバックを任意の⽅法および⽬的のため使⽤する取り消し
不能かつ永続的な権利を付与したとみなされる。明確にするため、フィードバックは⼄の既存の知的財
産権を含まないものとする。 

8.  機密保持義務。 本評価契約で明⽰的に許可されている場合を除き、開⽰者から機密情報を受領
する当事者（以下「受領者」という）はその情報を使⽤または開⽰してはならず、⾃己の機密情報と同
等の扱いで（ただし、合理的な注意義務を下回ってはならない）保護するものとする。「機密情報」と
は当事者（「以下「開⽰者」という）の⾮公開の情報で、媒体を問わず、「機密」または同様の表示が
あるか、または、受領者が機密であると知っている（またはIT業界の合理的な⼈物が機密であると理解
できる）情報を意味し、本契約それ自体を含むがそれに限定されないものとする。甲の機密情報には本
製品の詳細またはベンチマーク結果もしくは技術仕様、または本製品のパフォーマンスに対する結果ま
たは乙の印象が含まれ、乙はこれらの情報を開⽰してはならない。本第8条は当事者間の既存の秘密保持
契約（以下「既存のNDA」という）を補⾜するものであるが、本第8条と既存のNDAに⽭盾が⽣じた場
合、本第8条が優先されることとする。 

9. 保証免責事項。 本製品、ソフトウェア、およびサービスは「使⽤可能である限り」および「現
状有姿」で評価⽬的のため、いかなる保証なしに提供されるものとする。 

10. 責任制限。 いかなる事情または法理論によっても、甲および甲の供給業者またはライセンサー
は⼄の製品の使⽤による利益の喪失、のれんの損失、作業の停⽌、結果の正確性、データの損失、コン
ピューターの故障または誤動作を含むがこれらに限定されない、直接的または間接的である（特別的、
付随的および結果的であるものを含むがこれらに限定されない）損害につき⼄または他のいかなる⼈物
に対し責任を負わないものとする（ただし、準拠法に基づき、契約により免責されない責任は除く）。  

11. 雑則。 本評価契約の一回の不履行または一つの条項に対する放棄は、継続的な放棄または他の
不履行もしくは条項に対する放棄とはみなされない。本評価契約のいずれかの条項が無効、違法、また
は執行不能であることが判明した場合、当事者の当初の意図を可能な限り実現できる変更された条項に
置き換えられ、他の条項の有効性、合法性および執⾏可能性はそれにより影響を受け、または損なわれ
ることはない。⼄は本製品を直接的または間接的に輸出してはならないことに同意する。国際輸送の場
合、甲が⽶国からの記録上の輸出者となるものとする。本製品が⽶国から出荷される場合、⼄が（甲と
の別段の合意がない限り）記録上の輸⼊者となり、割当条件の履⾏、輸⼊ライセンスの取得、輸⼊ライ
センスまたは許可料、関税および通関⼿数料、その他の政府税、輸⼊税または⼿数料の⽀払いおよび本
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製品の輸⼊国への輸⼊に関連するすべての必要書類の準備と提出を担当する責任を負う。本評価契約は
⽇本法に基づき解釈され、すべての紛争は⽇本法に準拠する。本規約に関して訴訟が提起される場合、
東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。両当事者は適⽤されるすべての法律を遵守す
るものとする。第4条から第10条は本評価契約の終了後も存続する。⼄による本製品の無料使⽤または評
価はその他の条件を排除して本評価契約に同意したものとみなす。本評価契約と⽭盾する条件は効⼒を
もたないものとみなす。本評価契約は英⽂およ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。    

 


