UCDA 認証フォント「みんなの文字グローバル」使用同意書
一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会（以下「当協会」といいます）
ならびに株式会社イワタ（以下「イワタ」といいます）が直接あるいは代理店を通じて販売
する UCDA 認証フォント「みんなの文字グローバル」
（以下「本フォント」といいます）を
ご購入いただく方は、法人または個人（以下「購入者」といいます）のいずれであるかを問
わず、本フォントをこのサイトから購入されるにあたり、下記条項（以下「本同意書」とい
います）ならびに本フォントのイワタの使用許諾契約書（以下「使用許諾契約書」といいま
す）にご承諾のうえ、お申し込みください。
第 1 条（本同意書の成立、効力および終了）
（１）購入者は、本フォントの全部または一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装
置へインストールしたとき、または本フォントを使用したとき、または本フォントに関し同
意の意思表示を求められたときに同意の意思表示したときをもって本同意書は成立し、効
力を生じます。
（２）購入者は、自己がインストールした本フォントのすべてを解除することにより、本同
意書を終了することができます。
（３）当協会は、独自の判断に基づき、本同意書を終了することができます。
第２条（本同意書と使用許諾契約書）
（１）購入者は、本フォントを使用する際には、本同意書に同意するだけでなく、使用許諾
契約書の承諾が必要です。
（２）使用許諾契約書に本同意書と異なる規定がある場合、その異なる部分については使用
許諾契約書の規定が優先して適用されます。
第４条（禁止事項）
（１）購入者は、本フォントの複製はできません。
（２）購入者は、第三者に配付、貸与および譲渡することはできません。
（3）中国語（簡体字）は、中華人民共和国で使用することはできません。
第５条（権利）
本件フォントに関する著作権等の知的財産はイワタに帰属します。
第６条（免責）
（１）当協会とイワタ（以下「本件関係者」といいます）は、購入者、その他の第三者が本
フォントに関連して直接間接に被ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負
わず、かつ、購入者はこれに対して本件関係者を免責するものとします。
（２）本件関係者は、購入者に対し、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果
についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害および瑕疵担保義務も含め、いかなる
責任も一切負いません。本件関係者がこれらの可能性について事前に知らされていた場合

も同様です。
（３）本件関係者は独自の判断に基づき、本フォントの仕様または内容の変更、修正、配付
方法等の変更および対価の設定をすることができます。
第７条（管轄裁判所）
本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
【個人情報について】
1.申込書でご提供いただいた個人情報は、当協会の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳
重に管理いたします。
2.個人情報は、当協会のセミナーや講演会に関する開催案内・事務手続きにのみ使用いたし
ます。
3.個人情報は、同意なく第三者に開示・提供・預託することはありません。
4.個人情報の開示・訂正・削除については、UCDA 事務局までご相談ください。

使用許諾契約書
本製品（以下「許諾プログラム」）は、株式会社イワタ（以下「イワタ」）が定める使用許諾
契約書（以下、「本契約」）に基づきご使用いただけます。
本契約は、お客様が許諾プログラムを使用された時点で成立します。
許諾プログラム内のすべての知的財産権はイワタに帰属します。
イワタは、お客様がイワタまたは正規ライセンシーから許諾プログラムを購入したもので
あり、かつ、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、下記の用途に許諾プログラム
を使用することを許諾します。
１．ご使用条件
(1)お客様は、許諾プログラム（1 コピー）をコンピュータにインストールし使用すること
ができます。
(2)お客様は、以下の用途にて許諾プログラムを使用する事が出来ます。
・印刷物
・PDF の作成・配布
・タイトル制作、ロゴ制作
・WEB･FLASH（文字の画像利用のみ）
２．禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムの全部または一部を、同時に違うコンピュータで共有、イン
ストール、またはネットワーク上で使用することはできません。
(2)お客様は、許諾プログラムを再許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使

用もしくは利用させることはできません。
(3)お客様は、許諾プログラムの二次的著作物を作成することはできません。また、リバー
スエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフト
ウェアのソースコードの解読を試みることはできません。また、第三者にこのような行為を
させてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムの追加文字を製作することはできません。また、第三者へ製
作を依頼することはできません。
(5)お客様は、許諾プログラムをレンタル、リース、サブライセンス、または譲渡すること
はできません。
(6)中国語（簡体字）は、中華人民共和国で使用することはできません。
３．商利用
お客様が、許諾プログラムを以下の用途（商利用）で使用する場合は、別途使用許諾料が必
要となります。
・電子書籍、電子新聞、電子出版等、デジタルコンテンツとしての使用
・TV テロップ、デジタルサイネージなどの電子表示用コンテンツとしての使用
・電子機器、アプリケーションソフト、携帯端末等への文字セット組み込み使用
・サーバフォントとしての使用
商利用については、直接イワタまでお問い合わせ願います。
４．保証
(1)許諾プログラムの購入日から９０日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合は交換
いたします。
(2)イワタは、許諾プログラムの使用または性能に関して、および許諾プログラムがお客様
の特定の目的のために適当であること、または有用であること、また許諾プログラムにバグ
がないこと、その他許諾プログラムに関して前項に定める場合を除き、何らの保証もいたし
ません。
(3)イワタは、許諾プログラムの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損
失、損害等について、いかなる場合においても一切責任を負わず、また許諾プログラムの使
用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責
任を負いません。
５．契約期間
(1)本契約の有効期限は、本契約成立の時からお客様が許諾プログラムの使用を停止するま
でとします。
(2)お客様が本契約の何れかの条件に違反したとき、またはイワタの著作権を侵害したとき
は、イワタは本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができ、お客様の許諾プロ
グラムを使用する一切の権利はただちに失われます。
(3)本契約が終了した場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却または破棄するも
のとします。

以上
本契約に関してご質問がある場合は、下記までお間い合わせください。
メールでのお問い合わせ：www.iwatafont.co.jp/contact/after/index.php
電話でのお問い合わせ： 03-5820-3169（サポート専用ダイアル）
受付時間（当社営業日） ：

9:00〜11:30

13:00〜17:00

※当社営業日は、土曜・日曜・祝日、夏期休業、年末年始休業を除く平日。
株式会社イワタ

（2019 年 8 月 1 日）

みんなの文字グローバル 購入申込書

中国語（簡体・繁体）

ハングル

○太枠内をすべてご記入のうえ、下記の送付先へ郵送またはFAX、E-mailでお送りください。
○お支払いは、銀行振込となります。ご購入金額とお振込先を別途ご案内いたします。
○入金確認後、3営業日を目処に商品を発送いたします。
お申込日

２０

法人・団体名

フリガナ

年

月

日

個人の方は
空欄あるいは
「 個 人 」と ご 記
入ください。

区

フリガナ

分

一般

賛助会員

部署名

お申込者名
役職名
ご住所

お届け先
上記と異なる
場合は、ご記入
ください。

電話番号

FAX番号

E-mail
以下のいずれかにチェックを入れてください。
UCDAのセミナー、ホームページ、関連記事、紹介で知った
電通の広告、セミナー、ホームページ、関連記事、紹介で知った

別紙使用同意書および
使用許諾契約書を確認してください。

確認しました

ご希望の書体にチェックを入れ、購入本数を記入してください。対応 OS：Windows 7(SP1) / 8.1 / 10

中国語（簡体）

みんなの文字ゴシック 簡体 R/R2

本

中国語（繁体）

みんなの文字ゴシック 繁体 R/R2

本

各 ¥ 36,300（税込）
R/R2 は 2 書体で 1 セットです
※ 価格には配送料が含まれています

ハングル

みんなの文字ゴシック ハングル R/R2

※ 賛助会員は優待価格が適用されます

本

一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会 事務局

送付先

〒104ｰ0061 東京都中央区銀座1ｰ16ｰ1 東貨ビル5F
FAX ：03ｰ3535ｰ2290
E-mail ：font@ucda.jp

【個人情報について】
1.申込書でご提供いただいた個人情報は、当協会の個人情報保護方針（https://ucda.jp/kojin.html）
に基づき、安全かつ厳重に管理いたします。
2.個人情報は、当協会のセミナーや講演会に関する開催案内・事務手続きにのみ使用いたします。
3.個人情報は、ご同意なく第三者に開示・提供・預託することはありません。
事務局処理欄

4.個人情報の開示・訂正・削除については、UCDA事務局までご相談ください。

受付

入金

発送

備考

みんなの文字グローバル 購入申込書

欧文

○太枠内をすべてご記入のうえ、下記の送付先へ郵送またはFAX、E-mailでお送りください。
○お支払いは、銀行振込となります。ご購入金額とお振込先を別途ご案内いたします。
○入金確認後、3営業日を目処に商品を発送いたします。
お申込日

２０

法人・団体名

フリガナ

年

月

日

個人の方は
空欄あるいは
「 個 人 」と ご 記
入ください。

区

フリガナ

分

一般

賛助会員

部署名

お申込者名
役職名
ご住所

お届け先
上記と異なる
場合は、ご記入
ください。

電話番号

FAX番号

E-mail
以下のいずれかにチェックを入れてください。
UCDAのセミナー、ホームページ、関連記事、紹介で知った

別紙使用同意書および
使用許諾契約書を確認してください。

電通の広告、セミナー、ホームページ、関連記事、紹介で知った

確認しました

ご希望の書体にチェックを入れ、購入本数を記入してください。対応 OS：Windows 7(SP1) / 8.1 / 10

みんなの文字 Sans L

本

みんなの文字 Sans L Condensed

本

みんなの文字 Sans R

本

みんなの文字 Sans R Condensed

本

みんなの文字 Sans R2

本

みんなの文字 Sans R2 Condensed

欧文

本

各 ¥ 22,000（税込）
ウェイトごとの販売です
※ 価格には配送料が含まれています
※ 賛助会員は優待価格が適用されます

みんなの文字 Sans M

本

みんなの文字 Sans M Condensed

本

一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会 事務局

送付先

〒104ｰ0061 東京都中央区銀座1ｰ16ｰ1 東貨ビル5F
FAX ：03ｰ3535ｰ2290
E-mail ：font@ucda.jp

【個人情報について】
1.申込書でご提供いただいた個人情報は、当協会の個人情報保護方針（https://ucda.jp/kojin.html）
に基づき、安全かつ厳重に管理いたします。
2.個人情報は、当協会のセミナーや講演会に関する開催案内・事務手続きにのみ使用いたします。
3.個人情報は、ご同意なく第三者に開示・提供・預託することはありません。
事務局処理欄

4.個人情報の開示・訂正・削除については、UCDA事務局までご相談ください。

受付

入金

発送

備考

