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PSLT – Adobe Font Folio (2016v1) 
 

1. For the purpose of this Font Folio PSLT, “On-Premise Software” means the Adobe or third party fonts, related 
explanatory written materials and files, and any modified versions and copies of, and upgrades, updates and 
additions to, such information, provided to Customer by Adobe at any time, to the extent not provided under a 
separate agreement. 
 

2. License.  Customer may install the On-Premise Software on 20 Computers (the “Permitted Number”) unless 
otherwise indicated under a valid license (e.g., volume license) granted by Adobe.  Customer may not install the On-
Premise Software onto any server, including internal networks, or use it for any operations not initiated by an 
individual user. 

 
3. Customer may use the On-Premise Software on Computers as described in Section 2 and output the font software 

to any output device(s) connected to such Computer(s). 
 

4. If the Permitted Number of Computers is twenty (20), Customer may download the On-Premise Software to the 
memory (hard disk or RAM) of one output device connected to at least two (2) of such Computers for the 
purpose of having the On-Premise Software remain resident in such output device, and on one additional such 
output device for every multiple of twenty (20) represented by the Permitted Number of Computers. 
 

5. Customer may take a copy of the On-Premise Software Customer has used for a particular file to a commercial 
printer or other service bureau, and such service bureau may use the On-Premise Software to process Customer’s 
file, provided such service bureau has a valid license to use that particular On-Premise Software. 
 

6. Customer may convert and install the On-Premise Software into another format for use in other environments, 
subject to the following conditions: A computer on which the converted On-Premise Software is used or installed 
will be considered as one of Customer’s Permitted Number of Computers. Use of the On-Premise Software 
Customer has converted will be pursuant to all the terms and conditions of this agreement. Such converted On-
Premise Software may be used only for Customer’s own customary internal business or personal use and may 
not be distributed or transferred for any purpose. 
 

7. Customer may embed copies of the On-Premise Software into Customer’s electronic documents for the purpose 
of printing and viewing the document. If the On-Premise Software Customer is embedding is identified as 
"licensed for editable embedding" on Adobe's website at http://www.adobe.com/jp/products/type/font-
licensing/additional-license-rights.html, Customer may also embed copies of that On-Premise Software for the 
additional purpose of editing Customer’s electronic documents. No other embedding rights are implied or 
permitted under this license. 
 

8. If the On-Premise Software Customer wishes to modify is identified as "licensed for modification" on Adobe's 
website at: http://www.adobe.com/jp/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, Customer 
may also modify the On-Premise Software provided that such modified On-Premise Software is used only for 
Customer’s own customary internal business or personal use and may not be distributed or transferred for any 
purpose. The On-Premise Software listed on the website as non-modifiable may be converted in accordance with 
Section 6 above but may not be otherwise modified in any way. 

 
9. Upon installing an upgrade or update, Customer may only continue to use a simultaneous installation of the previous 

version of the On-premise Software to assist Customer in the transition to the upgrade or update for a reasonable 
period of time (not to exceed 180 days), after which period, Customer must uninstall and cease using the previous 
version. Except for this limited right to simultaneous installation and use, this right does not otherwise constitute an 
increase in the scope of use granted to Customer under this Agreement. 

 
10. Third-Party Notices.  The creators or third party licensors of certain public standards and publicly available code 

(“Third Party Materials”), require that certain notices be passed through to the end users of the On-premise Software. 
These third party notices are located at www.adobe.com/products/eula/third_party/index.html (or a successor 
website thereto).  The inclusion of these third party notices does not limit Adobe’s obligations to the Customer for 
Third Party Materials integrated into the On-premise Software.  
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1. 本 Font Folio の PSLT の目的において、「オンプレミスソフトウェア」とは、別の契約に基づいて提供さ
れていない範囲において、アドビからお客様に提供されたアドビまたは第三者のフォント、関連する説
明文書ならびにファイルおよびそれらに対する全ての修正バージョンならびにコピー、ならびにそれら
のアップグレード、アップデートならびにそれらに追加されたものを意味します。 
 

2. ライセンス 別途アドビにより付与された有効なライセンス（例えば、ボリュームライセンス）に基づ
く指定がない限り、お客様はオンラインプレミスソフトウェアを 20 台のコンピュータ（「許可数」）に
インストールできます。お客様は、オンプレミスソフトウェアを社内ネットワークを含むいかなるサー
バーへもインストールしてはならず、個人のユーザーによって開始されるのではないいかなる操作にも
使用してはなりません。 

 
3. お客様は、第 2 条に定める通り、コンピュータ上でオンプレミスソフトウェアを使用し、かかるコン

ピュータに接続されたすべての出力装置にフォントソフトウェアを出力することができます。 
 

4. コンピュータの許可数が 20 台の場合、出力装置にオンプレミスソフトウェアを常駐させる目的で、
少なくとも２台のコンピュータに接続された 1 台の出力装置のメモリ（ハードディスクまたは RAM）
にオンプレミスソフトウェアをダウンロードすることができ、さらにコンピュータの許可数 20 台ご
とに当該出力装置 1 台のメモリに追加してダウンロードすることができます。 
 

5. お客様は、特定のファイルに使用したオンプレミスソフトウェアのコピーを、印刷業者またはその他
のサービスビューローへ持ち出すことができ、かかるサービスビューローはお客様のファイルの処理に
そのフォントを使用することができます。但し、サービスビューローがその特定のオンプレミスソフ
トウェアを使用するための有効なライセンスを保有している場合に限ります。 
 

6. お客様は以下を条件として、オンプレミスソフトウェアを他の環境において利用するためのフォー
マットに変換およびインストールすることができます：変換されたオンプレミスソフトウェアを利
用もしくはインストールするコンピュータは、お客様のコンピュータ許可数に数えられること。お
客様が変換したオンプレミスソフトウェアは、本契約のすべての諸条件に従って使用されること。
変換されたオンプレミスソフトウェアは通常の内部業務のためまたは私的な使用のみに許可される
ものであり、いかなる目的のためにも配布または譲渡してはならない。 
 

7. お客様は、お客様の電子文書の印刷および閲覧を目的として、オンプレミスソフトウェアのコピーを
当該電子文書に埋め込むことができます。お客様が埋め込もうとしている オンプレミスソフトウェ
ア が 、 ア ド ビ の ウ ェ ブ サ イ ト http://www.adobe.com/jp/products/type/font-licensing/additional-
license-rights.html で「編集可能な埋め込みを許可されている」ものである場合、お客様はお客様の
電子文書を編集するという追加の目的のためにオンプレミスソフトウェアのコピーを埋め込むこと
ができます。本ライセンスは、上記以外の埋め込みに関する権利を暗示もしくは許諾するものでは
ありません。 
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8. お 客 様 が 変 更 を 希 望 す る オ ン プ レ ミ ス ソ フ ト ウ ェ ア が ア ド ビ の サ イ ト 
http://www.adobe.com/jp/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html で「変更を許
可されている」ものである場合、通常の内部業務のためまたは私的な使用のみにおいて、いかな
る目的のためにも配布または譲渡されないことを条件に、オンプレミスソフトウェアに変更を加える
ことができます。かかるウェブサイトで、変更を許可されていないオンプレミスソフトウェアは、本
契約第 6 条に定める変換を除き、いかなる変更もできません。 

 
9. アップグレード版またはアップデート版のインストールに際して、お客様は、アップグレード版または

アップデート版への移行を補助するために、合理的な期間（最長 180 日間とします）、前バージョンを
同時インストールしたオンプレミスソフトウェアを継続して使用することができます。かかる期間経過
後は、お客様は、前バージョンをアンインストールし、使用を中止する必要があります。同時インス
トールおよび使用に関するこの限定的権利を除き、ここに定める権利は、本契約に基づいてお客様に許
諾された使用の範囲を拡大するものではありません。 

 
10. 第三者に関する通知 一定の公的標準および公開されているコード（「第三者マテリアル」）の作成者

およびその他の第三者ライセンサーについては、オンプレミスソフトウェアのエンドユーザーに特定の
通 知 を 伝 え る こ と を 義 務 づ け て い ま す 。 こ の よ う な 第 三 者 に 関 す る 通 知 は
www.adobe.com/products/eula/third_party/index.html (または後継サイト)に記載されています。このよ
うな第三者に関する通知を含めることにより、オンラインプレミスソフトウェアに統合された第三者マ
テリアルについて、アドビがお客様に対して負っている義務を制限するものではありません。 
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