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使用許諾契約
本使用許諾契約（以下「本契約」
という）は、Dr.Web®ソフトウェア
（以下「ソフトウェア」
という）
の独占的権利を所有するDoctor Web Ltd.（基本的国家登記番号 1047796021723）
（以下「権
利所有者」
という）が、下記の条件にて個人又は法人のお客様（以下「ユーザー」
という）
との間
で締結するものです。
1. 本契約の規約は、本契約が付属しているソフトウェアの使用について定めたものです。
2. ソフトウェアの使用を開始した時点で、ユーザーは本契約に定めるすべての条件に同意し
たものとみなされます。
3. 本契約の条件に同意しない場合、ユーザーはいかなる方法でもソフトウェアを使用するこ
とはできません。本契約に違反した場合、
ソフトウェアの不正使用と見なされ民事、行政、
及び刑事上の責任を伴います。
4. ソフトウェアにアクセスするためのアカウント
（ログイン及びパスワード）の合法的所有者
であり、
また、本契約の全ての規約及び条件に同意したユーザーに対しては、世界中でソ
フトウェアを使用する非独占的権利が付与されます。ただし、
この使用は、権利所有者がウ
ェブサイト(https://drweb.ru/vxcube/)に掲載されるユーザーマニュアルに従い、
アカウン
トを使用してソフトウェアを起動するというもののみに限ります。
ソフトウェア使用期限、
ラ
イセンスの詳細（スキャン可能なファイルの数など）、その他の使用条件について、
アカウン
ト発行元よりユーザーに対して通知が行われます。
5. ユーザーは、権利所有者のウェブサイトに掲載された個人情報保護方(https://company.
drweb.co.jp/policy/)に同意するものとします。
また、登録手続きの際に取得したユーザー
に関する情報（個人情報含む）や権利所有者のテクニカルサポートサービスへの問い合わ
せの際に取得したユーザーに関する情報が、ユーザーの指定したアドレスへのメール送信
を含み、権利所有者の慎重な判断に基づいて使用される
（第三者への提供など）
ことを理
解し、同意します。
6. ソフトウェア自体、ユーザによるソフトウェア利用体験内容、及び権利所有者に関する情報
資料の内容を公開又は何らかの形で配信する場合、ユーザー（又はユーザーから提供さ
れた情報を使用する第三者）は、
インターネットを含めた情報公開の方法やメディア、又は
具体的な公開対象者を問わず、権利所有者からの書面による事前の許可を得る必要があ
ります。収益を得る目的でユーザーのソフトウェア使用経験に関する情報を使用するには、
事前に権利所有者からの書面による許可が必要です。上記のいずれかに該当した場合、権
利所有者又は著作権所有者からの同意や許可を取得する全ての手続きは、前もってユー
ザーが独自に行わなくてはならず、又、
それにかかる費用はユーザー負担となります。
7. 第三者へのアカウント提供、
アカウントに関するあらゆる情報の第三者への公開、
アカウン
ト情報を公開せずにソフトウェアへのアクセスを第三者に提供する行為、不特定の個人又
は法人に対しアカウントへのアクセスを提供する行為、又は第三者へのソフトウェア使用
権の譲渡は、一切禁じられています。
アカウントを使用して行われた行為、又はアカウント
やソフトウェアに関連したあらゆる行為は、ユーザー自身、又はユーザーの代理として権
限を与えられた者による行為であると見なされます。
ソフトウェア使用権の第三者への譲
渡については、現行のロシア連邦の法律によって定められている場合のみ、
また、同法律
に定められた手続きを通してのみ可能となります。
8. ソフトウェア、
そのコンポーネント、及びその付属文書は、明示された又は暗示された保証
無しに「現状有姿」
で提供されます。ユーザーは以下の状況（を含むがこれに限定されな
い）
で発生した又は発生する可能性のあるあらゆる損失や損害、
その他の結果に対し、権
利所有者は一切責任を負わないことについて理解し、同意します：1)ユーザーがソフトウ
ェアを使用している時（他のプログラムとそのコンポーネント、ハードウェア、
ドライバなど
との互換性の問題を含む）、2)ユーザーがマニュアル（ユーザーマニュアル、本契約を含む）
記載内容を誤って解釈した場合、3)ソフトウェアの挙動が期待通りではなかった場合、4)通
信サービス料金やトラフィックが増加した場合、5)ユーザーが提供した自身に関する情報
が不十分であった場合、又は正しくない連絡先情報を提供した場合。ユーザーは、ユーザ
ーの通信使用量及びトラフィック消費量を権利所有者が管理することはできず、
したがっ
て、
それらに関する全ての責任をユーザーが負うということについて理解し、同意します。
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9.

本契約に基づく権利所有者とユーザーの関係にはロシア連邦の法律が適用されます。本契約の規約遵守に関して生じ
た紛争は、権利所有者の所在地を管轄する裁判所で解決するものとします。
10. 本契約は、権利所有者の所有する商標、
テクノロジー又は設計特性について、若しくはソフトウェアに含まれない又はソ
フトウェアに関係していない他の知的財産活動による成果物について、
その権利をユーザーに対して付与するものでは
ありません。
11. 権利所有者は、一方的に本契約を履行しない権利を有し
（ユーザーが本契約の条件に違反した場合など）
、ユーザーに
よるソフトウェアの利用を拒否し、
アカウントを無効にすることができます。
また、
その際に生じた損害について、権利所
有者は賠償する責任を負わないものとします。
12. 権利所有者は一方的に本契約の規約を変更する権利を有します。新しい使用許諾契約の発効については、権利所有者
の指定する時期及び方法でユーザーに対して通知されます。本契約の改訂版が発効となった後にソフトウェアの使用を
継続することで、ユーザーはその全ての規約に同意したものと見なされます。

Doctor Web
Doctor Web is the Russian developer of Dr.Web anti-virus software. We have been developing our products since 1992. The company is a key player on the Russian market for
software that meets the fundamental need of any business — information security. Doctor Web is one of the few anti-virus vendors in the world to have its own technologies
to detect and cure malware. Our anti-virus protection system allows the information systems of our customers to be protected from any threats, even those still unknown. Doctor Web was the first company to offer an anti-virus as a service and, to this day, is still the undisputed Russian market leader in Internet security services for service providers.
Doctor Web has received state certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the high quality of the products created by our talented
Russian programmers.
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