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1. Typekit Service.  

1.1 Desktop Publishing.  

(A) Customer may use Typekit Sync Fonts that have been synchronized to Customer’s Computer to design and 
develop Customer Documents and Customer may embed and distribute Typekit Sync Fonts within 
Customer’s Customer Documents so that when others view, print or interact with Customer’s Customer 
Documents they will see Customer’s content displayed (and can edit portions of Customer’s Customer 
Documents like inputting text into form fields, if applicable) with Typekit Sync Fonts as Customer intended; 
and 

(B) Customer may only embed those characters (i.e. subset) of Typekit Sync Fonts that are necessary to display, 
print and view (or edit, if applicable) the Customer Document. 

1.2 Obligations, Limitations, Restrictions and Prohibited Uses of the Distributed Code. 

(A) Continuing access to the Distributed Code. On-going access to the Distributed Code may require a 
recurring Internet connection to provision, activate, or synchronize the Distributed Code, or to authorize, 
renew or validate Customer’s access to the Distributed Code. In some cases, Typekit Fonts that Customer 
designs into certain published documents or published websites (collectively “Published Media”) will be 
viewable by Customer and by third parties that access or view the Published Media only for as long as 
Customer maintains an uninterrupted subscription plan (including payment of all subscription plan fees, 
if applicable). 

(B) Prohibited Uses of the Distributed Code. Customer is expressly prohibited from: 

(1) Hosting the Distributed Code on Customer’s own server or other self-hosting option or service other 
than a Typekit-provided self-hosting environment; 
 

(2) Allowing external output of the Distributed Code from within Customer’s Published Media, or 
distributing any portion of the Distributed Code on a standalone basis or in any way that would allow 
another person to use the Distributed Code to author new content outside of Customer’s Published 
Media; 

(3) Adding any functionality to, or otherwise changing, altering, adapting, translating, converting, 
modifying, creating, or making or having made any Derivative Works of any portion of the Distributed 
Code; and 

(4) Attempting to copy, move or remove Distributed Code from the locations or folders on Customer’s 
Computer where Adobe has installed such Distributed Code, or otherwise attempting to access or use 
the Distributed Code other than by subscribing directly to the Service Using the means Adobe provides 
for such purposes. 

The prohibited uses above may not apply to certain components included with the Distributed Code that 
are under an open source license.  

2. Website Publishing. Customer may only use Typekit Web to design and develop the Customer Site and to encode a 
link to selected Typekit Web within the Customer Site design so that visitors to the Customer Site will see the content 
displayed with Typekit Web as intended. 

3. Use Restrictions. 

3.1 If Customer is an Agency, Adobe grants a limited right to Customer to use Typekit Web only in connection 
with services Customer provides as an Agency to its customers. 

3.2 Customer may not use any portion of the Distributed Code in a Reseller Platform without express prior 
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written permission from Adobe. 

4. Definitions. 

4.1 “Agency” means an individual or commercial business that provides web or graphic design, advertising, 
marketing, or similar services to its own customers or clients and which services may include creating or 
maintaining Customer Content. 

4.2 “Customer Documents” mean any publicly distributed form of digital document that uses Typekit Fonts, 
whether or not embedded, including for display, viewing, or consumption by anyone accessing the 
Customer Documents. 

4.3 “Customer Site” as used in this PSLT means respectively websites, webpages or webpage content that 
Customer designs, develops, or creates and that are published and integrate, access, and publicly display 
Typekit Fonts. 

4.4 “Distributed Code” as used in this PSLT means the software files containing Typekit Fonts and any script or 
code provided by Adobe to enable Customer to receive the On-demand Service. 

4.5 “Reseller Platform” is any service that allows its customers or clients to choose fonts for websites or other 
products that it provides on their behalf (e.g., blogging platforms, social network profiles, etc.) 

4.6 “Typekit Fonts” means the fonts licensed by Adobe to Customer made available from the On-Demand 
Services comprising Adobe Typekit Sync and Typekit Web. 

4.7  “Typekit Sync Fonts” means those Typekit Fonts designated as desktop fonts made available for syncing to 
Customer’s Computer use solely for desktop publishing purposes (i.e., for creating Customer Documents). 

4.8  “Typekit Web” means those Typekit Fonts that facilitate Customer’s access and use of the Distributed Code 
for creating a Customer Site.  
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1. Typekit サービス  

1.1 デスクトップパブリッシング  

(A) お客様は、お客様ドキュメントの設計および開発のため、お客様のコンピュータに同期された

Typekit 同期フォントを使用することができるとともに、お客様のお客様ドキュメント内に

Typekit 同期フォントを埋め込んで配布することができます。これにより、他の者がお客様のお

客様ドキュメントを閲覧、印刷、相互処理を行った時、他の者に対してもお客様が意図した通

り Typekit 同期フォントでお客様のコンテンツが表示されます（場合によっては、テキストを

フォームフィールドに入力する等、お客様のお客様ドキュメントを編集することができます）。 

(B) お客様は、お客様ドキュメントの表示、印刷、閲覧（場合によっては編集）に必要な Typekit 同

期フォントの文字（例えばサブセット）の埋め込みだけを行えます。 

1.2 配信コードに関する義務、制限、制約および禁止用途 

(A) 配信コードへのアクセスの継続 配信コードへの継続的アクセスには、配信コードの提供、有

効化もしくは同期、または配信コードへのお客様のアクセスの許可、更新もしくは認証のため、

インターネットへの接続を繰り返すことが必要になることがあります。ある場合において、お

客様がある発行文書または発行ウェブサイト（総称して「公開メディア」）に使用する Typekit 

フォントは、お客様が継続的なサブスクリプションプランを維持している場合においてのみ

（適用がある場合、すべてのサブスクリプションプラン料金の支払いを含む）、公開メディア

へのアクセスまたはその閲覧を行うお客様や第三者向けに閲覧可能となります。 

(B) 配信コードの禁止用途 お客様は明示的に以下を禁止されます： 

(1) お客様自身のサーバーもしくは他のセルフホスティングのオプションまたは Typekit が提供

するセルフホスティング環境以外のサービスにおいて配信コードをホスティングすること 

(2) お客様の公開メディアからの配信コードの外部出力を許可すること、または配信コードの

いかなる部分についても単体で配布すること、または他者がお客様の公開メディア以外で

新たなコンテンツを作成するために配信コードを使用することができる形で配信コードの

いかなる部分についても配布すること 

(3) 配信コードのいかなる部分についても、機能を追加すること、または変更、改変、翻案、

翻訳、変換、修正、二次著作物を創出、作成する、または作成させること 
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(4) アドビがかかる配信コードをインストールしたお客様のコンピュータ上の記憶場所もしく

はフォルダから、配信コードを複製、移動または削除しようとすること、または直接サー

ビスに契約してアドビがその目的のために提供する手段以外のものを用いて配信コードに

アクセスまたはそれを利用しようとすること。 

上記の禁止用途は、オープンソースライセンスに基づく配信コードの一部のコンポーネントには適

用されません。 

2. ウェブサイトパブリッシング お客様は、お客様のサイトへの訪問者が、Typekit Web で表示されるコン

テンツを意図した通りに閲覧できるように、お客様のサイトの設計や開発、およびお客様のサイト内の選

択された Typekit Web へのリンクのエンコードを行う以外には Typekit Web を使用できません。 

3. 使用制限 

3.1 お客様がエージェンシーである場合、アドビはお客様がエージェンシーとしてその顧客に提供する

サービスに関連してのみ、Typekit Web を使用できる限定的な権利をお客様に付与します。 

3.2 お客様は、アドビからの書面による事前の明示的な許可なく、リセラープラットフォームで配信

コードのいかなる部分も使用することはできません。 

4. 定義 

4.1 「エージェンシー」とは、その顧客または依頼主にウェブデザイン、グラフィックデザイン、広

告、マーケティング等のサービス（このサービスには、お客様のコンテンツの作成または維持が

含まれます）を提供する個人または事業者を意味します。 

4.2 「お客様用ドキュメント」とは、公開配布形式のデジタルドキュメントであり、お客様用ドキュ

メントにアクセスする者による表示、閲覧または使用のための機能を含むとともに、埋め込みか否

かを問わず、Typekit フォントを使用するものを意味します。 

4.3 本 PSLT で使用される「お客様サイト」とは、お客様が設計、開発または作成する公開ウェブサイ

ト、ウェブページ、もしくはウェブページのコンテンツであり、Typekit フォントの発行と連携、

それへのアクセス、およびその公開表示を行うものを意味します。 

4.4 本 PSLT で使用される「配信コード」とは、Typekit フォントを含むソフトウェアファイル、およ

び、お客様がオンデマンドサービスを利用できるようにアドビが提供するあらゆるスクリプトまた

はコードを意味します。 

4.5 「リセラープラットフォーム」とは、その顧客またはクライアントが、彼らの代わりに提供する

ウェブサイトまたは他の製品（例えば、ブログのプラットフォーム、ソーシャルネットワークの

プロフィールなど）において、フォントの選択を認めるあらゆるサービスのことです。 

4.6 「Typekit フォント」とは、アドビの Typekit Sync と Typekit Web から成るオンデマンドサービス

から提供され、アドビによってお客様にライセンスが付与されたフォントを意味します。 



PSLT – Adobe Typekit Service (2017v1) 3/3 ページ  

4.7 「Typekit 同期フォント」とは、Typekit フォントの中で、デスクトップパブリッシング（例えば、

お客様用ドキュメントの作成用のもの）だけを目的としてお客様のコンピュータ使用への同期が可

能なデスクトップ用フォントと指定されたものを意味します。 

4.8 「Typekit Web」は、Typekit フォントの内、お客様サイトの作成のためにお客様による配信コー

ドへのアクセスとその使用を容易にするものを意味します。  
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