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1. Licensing Terms. AEM Mobile combines On-demand Services with either Managed Services or On -premise Software.  
This PSLT relates exclusively to the On-demand Services component of AEM Mobile.  The Managed Services or On-
premise Software component of Customer’s AEM Mobile license (as identified in the Sales Order) is subject to the 
respective AEM Managed Services PSLT or AEM On-premise Software PSLT.  

 
2. Distribution. Customer will ensure that each Application is distributed, or made available, to the end users under an 

end user license agreement that is no less protective of Adobe’s interests than the terms of this Agreement, including 
provisions regarding warranties and damages.  Customer remains liable for any obligations or liabilities to Ado be 
arising or resulting from the acts or omissions in breach of these terms and conditions by Customer’s distributors.  
Customer acknowledges that its use of, and Adobe’s ability to provide, the AEM Mobile On-demand Services in 
certain countries may be limited or prohibited by applicable laws and regulations. Except as may be stated in a 
separate addendum to the Sales Order, use of AEM Mobile in the People’s Republic of China is expressly prohibited. 

 
3. Reports. Adobe may generate Reports to ensure that Customer is in compliance with the license scope and 

limitations identified in the applicable Sales Order. 
 
4. Font Software. Adobe grants Customer a license to embed copies of the font software generally available through 

the On-demand Services user interface into Customer’s .folio files or .article files only. 
 
5. Upgrades. Customer must use reasonable efforts to update the Application with any updates or upgrades to the 

Distributed Code and On-demand Services provided to Customer by Adobe within a reasonable period of time after 
Customer first receives the applicable update or upgrade. By not migrating to the latest updates or upgrades (A) 
components of the On-demand Services may not continue to effectively ope rate on the end user’s device (e.g., due 
to a change or update to the operating system on the end user’s device); and (B) Applications may not function and 
Customer may have to plan and create new Applications. 
 

6. Digital Publishing Suite . Customers licensing active Digital Publishing Suite Applications, as of the execution date of 
Customer’s AEM Mobile Sales Order, may, at Adobe’s sole discretion, continue to access and use the Digital 
Publishing Suite as part of the AEM Mobile On-demand Services.  Customer acknowledges that Customer’s ability to 
access and use the Digital Publishing Suite can be terminated by Adobe upon reasonable notice. Any Applications 
managed through the Digital Publishing Suite will count against Customer’s licensed Application limit. All of the terms 
of this PSLT apply to Customer’s use of the Digital Publishing Suite and its .folio files.   Notwithstanding anything to 
the contrary in the Agreement, Customer’s use of Adobe Analytics Distributed Code in conjunction with the Digital 
Publishing Suite is limited to use which is in combination with and directly related to Customer’s use of Adobe Digital 
Publishing Suite .folio files. Upon termination or expiration of Customer’s rights to utilize the Digital Publishing Suite 
for any reason, Customer’s license to use Adobe Analytics Distributed Code under this section will also terminate. 

 
7. Definitions. 

7.1 “Application” or “App” means a unique Customer-branded Authorized Viewer intended to display 
Customer Content to Customer’s users that is distributed (A) through an app store supported by the On-
demand Services; (B) internally within Customer’s organization solely for the benefit of Customer; or ( C) 
through a Web Viewer.  Customer’s use of the AEM Mobile On -demand Services Preflight app for internal 
development and testing purposes will not be considered an Application under this Agreement. 

7.2 “Authorized Viewer” means a viewer application that is authorized by Adobe to display .folio files or .article 
files.  Authorized Viewer includes Adobe-branded viewer applications. 

7.3 “Web Viewer” means an internet browser -based version of the Application. 
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1. ライセンスの条件  AEM Mobile はオンデマンドサービスをマネージドサービス、またはオンプレミスソ

フトウェアと連携させます。本 PSLT は、AEM Mobile のオンデマンドサービス部分のみに関するもので

す。（セールスオーダーに記載される）お客様の AEM Mobile ライセンスのマネージドサービスまたはオ

ンプレミスソフトウェアの構成要素には、AEM マネージドサービス PSLT もしくは AEM オンプレミスソ

フトウェア PSLT が適用されます。 

 

2. 配布 お客様は、保証や損害賠償を含め、本契約の規定で定める同等以上のアドビの利益を保護するエン

ドユーザーライセンス契約のもとで、各アプリケーションをエンドユーザーに対して配布もしくは利用

可能とすることを保証するものとします。お客様はアドビに対して、お客様の配布業者による作為また

は不作為による諸条件の違反から発生もしくはそれに起因する一切の義務または責任を負います。お客

様は AEM Mobile オンデマンドサービスの利用およびアドビによる提供が法律により限定または禁止され

ている国があることを了承するものです。セールスオーダーのアデンダムに別途明記されている場合を

除き、中華人民共和国における AEM Mobile の利用は明示的に禁止されています。 

 

3. レポート アドビは、適用されるセールスオーダーに記載されるライセンスの範囲および制限がお客様に

よって確実に遵守されていることを確認するためのレポートを発行することがあります。 

 

4. フォントソフトウェア アドビは、オンデマンドサービスのユーザーインターフェースを経由してソフト

ウェアが通常提供しているフォントソフトウェアの複製を、お客様の .folio 形式ファイルまたは.article 

ファイルのみに埋め込むライセンスを付与します。 

 

5. アップグレード  お客様は、適用のあるアップデートまたはアップグレードを最初に受け取ってから合理

的な期間内に、アドビによりお客様に提供された配信コードまたはオンデマンドサービスへのアップ

デートまたはアップグレードによりアプリケーションをアップデートすることについて、合理的な努力

を払う必要があります。最新のアップデートまたはアップグレードを移行しない場合、(A) オンデマンド

サービスのコンポーネントがユーザーのデバイス上で効率的に動作しなくなること（ユーザーのデバイ

スのオペレーティングシステムの変更またはアップデートによるためなど）、および(B) アプリケーショ
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ンが機能しなくなり、お客様が新しいアプリケーションを計画および作成する必要が生じる場合があり

ます。 

 

6. Digital Publishing Suite  AEM Mobile のセールスオーダー締結日時点で、ライセンスを付与されている有

効な Digital Publishing Suite アプリケーションのライセンスを付与されているお客様は、アドビの独自の

裁量において、AEM Mobile オンデマンドサービスの一部として Digital Publishing Suite のアクセスと利

用を継続できるものとします。お客様は、アドビが合理的な通知をもって、Digital Publishing Suite への

アクセスと利用を終了できることを了承するものとします。Digital Publishing Suite を通じて管理されて

いる一切のアプリケーションは、お客様がライセンスを付与されているアプリケーションの制限に含ま

れます。本 PSLT の全ての規定は、お客様の Digital Publishing Suite および.folio 形式ファイルの利用に適

用されます。本契約のいかなる定めにかかわらず、Adobe Analytics の配信コードを Digital Publishing 

Suite と使用する場合は、Digital Publishing Suite 用.folio 形式ファイルを組み合わせて使用する場合、且

つこれに直接関連して使用する場合に制限されます。いかなる理由による Digital Publishing Suite を利用

する権利の解除または期間満了の場合も、本条における Adobe Analytics の配信コードを利用するお客様

のライセンスも終了します。 

 

7. 定義 

7.1 「アプリケーション」もしくは「アプリ」とは、お客様のユーザーにお客様のコンテンツを表示

するお客様ブランドの承認されたビューアのことで、(A) Digital Publishing サービスがサポート

するアプリケーションストアでの提供、(B) お客様の利益のみを目的にお客様の組織内での使用、

または (C) Web Viewer を使用してお客様のコンテンツを配布します。社内開発および検証目的で

の AEM Mobile オンデマンドサービス Preflight アプリの利用は、本契約におけるアプリケーショ

ンには含まれません。 

7.2 「承認されたビューア」とは、アドビにより.folio 形式ファイルまたは.article 形式ファイルを表

示する承認を受けたビューアアプリケーションを意味します。承認されたビューアには、アドビ

ブランドのビューアアプリケーションが含まれます。 

7.3 「Web Viewer」とは、アプリケーションのインターネットブラウザーベースのバージョンを意

味します。 
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