-----------------------------------------------------------以下の文章は、英文（原文）の日本語参考訳です。
英文（原文）と日本語参考訳の文章に矛盾がある場合は、英文の内容が優先されます。
英文（原文）は、日本語参考訳の後に記載しています。
-----------------------------------------------------------これは完全な Xojo®ライセンスの人間が読み取れる要約です。Xojo を使用する際にお客様
が同意する内容の要点について説明します。完全な明瞭さのためには、法的なライセンス契
約全文を熟読してください。
お客様は、以下のことができます。
• Xojo を必要な数のコンピュータへインストールすること
• プログラミングの習得および/またはソフトウェアを開発するために無償で使用すること
• Xojo デスクトップ、Web、コンソールおよび iOS の購入したビルドライセンスキーを最
大 2 台のコンピュータへインストールすること。Xojo Pro のライセンスキーは、3 台のコ
ンピュータにインストールできます。Xojo シングルプラットフォームデスクトップのライ
センスキーは、1 台のコンピュータのみにインストールできます。
合意事項:
• Xojo ライセンスキーは、スタンドアロンデスクトップ、Web、コンソールまたは iOS ア
プリケーションのビルドに必要です。
• Xojo ライセンスキーは、プロジェクトをテキストまたは XML 形式で保存するために必
要です。
• Xojo ライセンスキーの唯一の使用者はお客様です。
• お客様は、お客様の Xojo ライセンスキーを共有したり、誰か他の人のキーを使用したり
することはしません。
• Xojo, Inc.から直接購入したライセンスは、90 日間の返金保証対象です。
• Xojo ライセンスキーを購入するために税金の支払いが必要で私達がそれを徴収しなかっ
た場合、お客様はそれを支払う責任があります。
• Xojo IDE は、インターネットを通して Xojo ライセンスキー（インストールしている場
合）を認証します。
• Xojo IDE は、お客様のコンピュータ名とコンピュータのユーザー名をインターネット経
由でサーバーに送信します。
• お客様は、お客様が Xojo ライセンスキーを購入せずに済むように、お客様のプロジェク
トからアプリケーションのビルドを他の人に依頼しません。
• お客様は、他のユーザーが Xojo ライセンスキーを購入せずに済むように、他のユーザー

のプロジェクトからアプリケーションをビルドしません。
• お客様は、Xojo IDE、フレームワーク、またはコンパイラの派生物を作成しません。
• お客様が開発ツールを作成する場合は、「Xojo で作成(“Made with Xojo”)」というロゴ
を含めます。
• 私達は、誰もがすぐに読んで理解できるように、この契約を意図的に簡潔なものにしまし
た。お客様がこの精神に反すると（法的な文言に反していなくても）
、私達はこの契約を非
常に長く、退屈で、つまらなく、法律の専門家のみが理解でき、他の人達は読みたがらない
ようなものに交換せざるを得なくなります。したがって、本契約の精神に違反することがな
いようにしてください。
• 私達
（Xojo, Inc.の従業員）
とその家族は Xojo ライセンスの販売によって自活しています。
お客様が私達のライセンスを回避すると、私達家族の生活を脅かすことになり、お客様のた
めに Xojo を引き続き改善する能力を低下させることになりますので、ライセンスは回避し
ないでください。

法的 XOJO ライセンス契約全文:
テキサス州オースチンの Xojo Inc.は、販売ではなく非排他的にライセンス供与する本製品
の所有者、開発者、かつ唯一の著作権保有者です。
お客様は、Xojo を使用することによって、本ライセンス契約の全条項順守に同意すること
になります。
Xojo IDE はあらゆる種類のプロジェクトを作成し、IDE からそれらを実行するために無償
で使用できます。ただし、スタンドアロン、プロジェクトのコンパイル済みバージョンを配
布または配置するには、Xojo のビルドライセンスキーを購入し、インストールする必要が
あります。必要なキーのタイプは、ビルドするプロジェクトのタイプによって異なります。
デスクトッププロジェクトにはデスクトップビルドキー、Web プロジェクトには Web ビル
ドキー、iOS のプロジェクトには iOS ビルドキー、コンソールプロジェクトにはコンソー
ルビルドキーが必要です。
プロジェクトをテキストまたは XML 形式で保存するには、保存するプロジェクトのタイプ
にあわせ、有効な Xojo ビルドライセンスをインストールしておく必要があります。
お客様は、Xojo デスクトップ、Web、コンソール、および iOS のライセンスキーを最大 2
台のコンピュータにインストールする権利があります。Xojo Pro ライセンスキーは 3 台の

コンピュータに、Xojo シングルプラットフォームデスクトップライセンスキーは 1 台のコ
ンピュータのみにインストールできますが、お客様のみがインストールしたキーの唯一の
ユーザーであることにお客様は同意するものとします。
お客様は、他のどのユーザーとも、お客様の Xojo ライセンスキーを共有しないことに同意
します。
お客様は、Xojo, Inc.またはそのライセンス許諾パートナーおよび関連会社によってお客様
に直接提供したライセンスキーを、お客様のみが使用することに同意します。
お客様が Xojo ライセンスキーを他のユーザーに譲渡できるのは、Xojo, Inc.から書面による
承認を得た後、および受取人が本契約の条項に従うことに同意する場合に限られます。
お客様は、お客様のライセンスキーの認証に必要な情報を Xojo IDE が安全に送信すること
を許可することに同意します。
お客様は、xojo.com のアカウントを介して、ライセンスキーがどこにインストールされて
いるか確認できるように、Xojo IDE がお客様のコンピュータ名とコンピュータのユーザー
名を安全に送信することを許可することに同意します。
お客様が適切な Xojo ライセンスキーを購入していない場合は、お客様のプロジェクトから
アプリのビルドを他のユーザーに依頼しないことにお客様は同意します。また、他のユーザ
ーがライセンスキーを購入せずに済むように、お客様は他のユーザーのプロジェクトから
アプリをビルドしないことに同意します。
お客様は、アプリケーションのエンドユーザーに、主目的として、XojoScript へのアクセ
ス、または Xojo フレームワークの機能を直接（または、簡易ラッパーで間接的に）呼び出
す機能を提供するアプリケーションを作成しないことに同意します。当該ソフトウェアの
作成は厳しく禁止されており、本エンドユーザーライセンス契約違反となります。疑問点が
ある場合は、Xojo, Inc.にお問い合わせください。
お客様または Xojo, Inc.（または、その両方）が、Xojo IDE で作成するアプリケーションが
Xojo 以外の言語を用いたソフトウェア開発を支援するために設計されていると考える場合、
お客様は、当該アプリケーションのバージョン情報ボックスとスプラッシュ画面に「Xojo で
作成(“Made with Xojo”))」というロゴを含め、ロゴの使用管理規則に従う必要がありま
す。ロゴとその使用ガイドラインについては、Xojo, Inc.にお問い合わせください。

お客様は、Xojo IDE または Xojo フレームワークのいかなる部分も逆コンパイル、リバース
エンジニアリング、または変更しないことに同意します。
Xojo, Inc.は、同社が本契約に違反していると判断するユーザーのライセンスキーを取り消
す権利を有しています。
お客様が、Xojo, Inc.から直接ライセンスキーを購入した場合は、90 日間の返金保証対象と
なります。
ライセンスキーを購入したことで、地方自治体が消費税、使用税、付加価値税、またはその
他の税の支払いを要求する場合で、当社が購入時にその税を徴収しなかった場合、お客様に
はその税を支払う責任があります。
本契約における保証は、明示的または黙示的を問わず、商品適格性または特定目的に対する
適合性の保証を含むがこれらに限定されない、一切の保証が行われているものではありま
せん。ソフトウェアは現状のまま提供され、XOJO, INC.はその他のすべての保証から免責、
除外されます。いかなる場合も、XOJO, INC.は、損失または損害の可能性を認識していた
場合でも、失われた利益を含め、特別、付随的または結果的損害に対しての責任は一切負い
ません。
お客様が米国在住の場合、本契約にはテキサス州法が適用されます。米国以外に在住の場合
は現地法が適用されます。州によっては保証の除外を許可していないため、当該除外は適用
されない場合があります。
お客様は、Xojo のいかなる部分も、米国の輸出制限が適用されるいかなる国、個人、事業
体、またはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意します。
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This is the human-readable summary of the full Xojo® license. It's meant to give you the
gist of what you are agreeing to when using Xojo. You should read the full legal license
agreement for complete clarity.
You are free to:
• Install Xojo on as many computers as you like.
• Use it free-of-charge to learn programming and/or develop software.
• Install Xojo Desktop, Web, Console and iOS Build license keys you purchase on up to
two computers. Xojo Pro license keys may be installed on 3 computers. Xojo SinglePlatform Desktop license keys may be installed on only 1 computer.
With the understanding that:
• A Xojo License Key is required to build a stand-alone desktop, web, console or iOS
application.
• A Xojo License Key is required to save a project in Text or XML formats.
• You will be the only user of your Xojo License Key(s).
• You will not share your Xojo License Key(s) or use someone else's key(s).
• Licenses purchased directly from Xojo, Inc. are covered by a 90-day money back
guarantee.
• If tax must be paid for purchasing your Xojo License Key(s) and we didn't collect it,
you are responsible for paying it.
• The Xojo IDE will validate your Xojo License Key(s) (should you have any installed)
via the Internet.
• The Xojo IDE will transmit your computer name and computer user name to its servers
via the Internet.
• You won't ask others to build apps from your projects to avoid purchasing a Xojo
License Key(s).
• You won't build apps from the projects of others so that they can avoid purchasing a
Xojo License Key(s).
• You won't create a derivative of the Xojo IDE, frameworks or compiler.
• If you are creating a development tool, you will include the "Made with Xojo" logo.
• We have intentionally kept this agreement simple enough for anyone to quickly read
and understand. If you violate the spirit of it (without even violating the legal word of
it), we will be forced to replace it with something that is so long, boring, tedious and
understandable to only the best of legal professionals that no one will want to read it. So,
don't do that.

• We (the employee's of Xojo, Inc.) provide for ourselves and our families from the sale
of Xojo licenses. If you circumvent our licensing, you are taking food from the mouths of
our families and are reducing our ability to continue to make Xojo better for you. So,
don't do that.

FULL LEGAL XOJO LICENSE AGREEMENT:
Xojo Inc., of Austin, Texas is the owner, developer and sole copyright holder of this
product, which is licensed -not sold- to you on a non-exclusive basis.
By using Xojo, you are agreeing to be bound to all the terms of this license agreement.
The Xojo IDE can be used free-of-charge to create projects of any kind and run them from
the IDE. However, to distribute or deploy a stand-alone, compiled version of a project
requires the purchase and installation of a Xojo Build License key. The type of key
required is based on the type of project you are building. Desktop projects require a
Desktop build key. Web projects require a Web Build Key and iOS projects requires an
iOS Build key. Console projects require a Console build key.
In order to save a project in Text or XML format, you must have installed a valid Xojo
Build License key for the type of project you wish to save.
You are entitled to install your Xojo Desktop, Web, Console and iOS license key(s) on up
to two computers, Xojo Pro license keys may be installed on three computers; Xojo SinglePlatform Desktop license keys may be installed on only one computer, but you agree that
you will be the only user of the installed key(s).
You agree not to share your Xojo license key(s) with anyone.
You agree to only use the license key(s) provided directly to you by Xojo, Inc. or its
licensed partners and affiliates.
You may transfer your Xojo license key(s) to another person only after receiving written
authorization from Xojo, Inc. and only if the recipient agrees to be bound by the terms of
this agreement.

You agree to allow the Xojo IDE to securely transmit information required to validate
your license key(s).
You agree to allow the Xojo IDE to securely transmit your computer's name and your
computer user name so that you can identify, via your account on xojo.com, where your
license keys are installed.
You agree that you won't ask others to build apps from your projects when you have not
purchased the appropriate Xojo License Key(s). You also agree not to build apps from the
projects of others so that they may avoid purchasing a Xojo License Key(s).
You agree not to create an application that, as its primary purpose, provides your
application's end user with access to XojoScript and/or the ability to directly (or indirectly
through a simple wrapper) call functions in the Xojo framework. Such software creation
is strictly prohibited and would therefore be a violation of this End User License
Agreement. If you have any doubts, contact Xojo, Inc.
You agree that if you and/or Xojo, Inc., believe that any applications you create with the
Xojo IDE are designed to aid in the development of software using a language other than
Xojo, said applications must include a "Made with Xojo" logo in the application's about
box and splash screen and must adhere to the rules that govern the use of said logo.
Contact Xojo, Inc. to obtain the logos and usage guidelines.
You agree not to decompile, reverse engineer or modify any part of the Xojo IDE or the
Xojo Framework.
Xojo, Inc. reserves the right to cancel the license key(s) of any user who Xojo, Inc.
determines is in violation of this agreement.
If you purchased your license key(s) directly from Xojo, Inc. it is covered by a 90-day
money back guarantee.
If your local government requires payment of sales, use, VAT or any other kind of tax as
a result of the purchase of your Xojo License Key(s), unless we collected that tax at the
time of the purchase, you are responsible for paying that tax.

THE WARRANTIES IN THIS AGREEMENT REPLACE ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS" AND XOJO, INC. DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES. IN
NO EVENT WILL XOJO, INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, EVEN IF WE HAVE
KNOWLEDGE OF THE POTENTIAL LOSS OR DAMAGE.
If you are located in the United States this agreement is subject to the laws of the state
of Texas. If you are located outside the United States local law may apply. Some states
do not allow the exclusion of warranties, so the above exclusion may not apply to you.
You agree that you will not export or re-export any part of the Xojo to any country, person,
entity or end user subject to U.S.A. export restrictions.

