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Paul Knox 研究室 抗体製品（旧 plantprobes ブランド製品） 

ライセンス確認書 

 

Paul Knox 研究室 抗体製品の使用に関しましては、使用制限がございます。本紙 2 枚目の使用制限を確認されました

ら、□にチェックをいれてください。また、ご注文内容とご使用者様に関しての記入事項をすべてご記入いただきますよ

うお願いいたします。 

 

□ 注文製品に該当するライセンス確認事項を確認した  (※□に✔を入れてください) 

 

 

ご注文製品の品番、品名、ご注文数をご記入ください。 

品番 品名 ご注文数 

   

   

   

 

すべての項目をご記入ください。 

実験責任者名                            ㊞ 

所属  

住所  

TEL  

FAX  

メールアドレス  

記入日  

 

必要事項をご記入の上、ご注文の販売店にお渡しいただくか、メール(biosupport@filgen.jp)または FAX(052-624-4389)にて弊社

に送信してください。 

なお、ご提出いただくのは本紙のみで、以下 2 枚目の用紙のご提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

(個人情報の取り扱いについて)  ご記入いただいた内容は、使用許諾の確認に使用いたします。また、お問い合わせへの対応に利用させていただく場

合がございますこと、あらかじめご了承ください。詳しくは、弊社 個人情報の利用目的

（https://filgen.jp/personal/ ）をご確認ください。 
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【使用制限】（※ご確認ください） Kerafast Limited License Agreement 

1. Products and materials (“MATERIAL”) available from Kerafast are the property of the investigators 

and/or the organizations from which they originate (“PROVIDERS”). 

2. THIS MATERIAL IS FOR RESEARCH USE ONLY AND NOT FOR USE IN HUMAN SUBJECTS. 

3. Purchase of MATERIAL conveys to the buyer the non-transferable right to use the MATERIAL in 

research or teaching conducted by the buyer, whether the buyer is an academic or for-profit entity. 

The buyer may not sell or otherwise transfer this MATERIAL, its components or products made using 

this MATERIAL or its components to a third party or otherwise use this MATERIAL or its components 

or products made using this MATERIAL or its components for Commercial Purposes. Commercial 

Purposes means any activity by a party for consideration and may include, but is not limited to: (1) 

use of the MATERIAL or its components in manufacturing; (2) use of the MATERIAL or its components 

to provide a service, information, or data; (3) use of the MATERIAL or its components for therapeutic, 

diagnostic or prophylactic purposes; or (4) resale of the MATERIAL or its components, whether or not 

such MATERIAL or its components are resold for use in research. 

4. The buyer agrees to acknowledge the source of the MATERIAL (Kerafast) in any publications reporting 

the use of it. 

5. Any MATERIAL purchased by the buyer pursuant to this Agreement is understood to be experimental 

in nature and may have hazardous properties. 

6. KERAFAST AND THE PROVIDERS MAKE NO REPRESENTATIONS AND EXTEND NO WARRANTIES OF 

ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE 

MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY 

RIGHTS. Unless prohibited by law, the buyer assumes all liability for claims for damages against it by 

third parties which may arise from the use, storage or disposal of the MATERIAL. 

7. The buyer agrees to use the MATERIAL in compliance with all applicable statutes and regulations. 

 

【参考資料（和訳）】 Kerafast 使用制限同意書 

1. 製品および材料（「MATERIAL」）は、研究者および/またはそれらが由来する組織（「提供者」）の所有物です。 

2. MATERIAL は研究目的でのみ使用され、被験者での使用は目的としていません。 

3. MATERIAL の購入は、購入者が学術団体であるか営利団体であるかにかかわらず、購入者が実施する研究または教育で

MATERIAL を使用する譲渡不可能な権利を購入者に与えます。購入者は、このマテリアル、そのコンポーネント、またはこのマテリアル

を使用して作成された製品を第三者に販売または譲渡したり、このマテリアルまたはそのコンポーネント、またはこのマテリアルを使用して

作成された製品を商業目的で使用したりすることはできません。商業目的とは、以下の活動を含むがこれに限定されない、当事者によ

るあらゆる活動を意味します。（1）製造における MATERIAL またはそのコンポーネントの使用 （2）サービス、情報、またはデータ

を提供するための MATERIAL またはそのコンポーネントの使用 （3）治療、診断、または予防目的での MATERIAL またはそのコン

ポーネントの使用 （4）使用目的を問わず、MATERIAL またはそのコンポーネントを再販すること。 

4. 購入者は、MATERIAL（Kerafast）の使用を報告しているすべての出版物でかかる出典を認めることに同意します。 

5. 本契約に従って購入者が購入したマテリアルは、本質的に実験的なものであり、危険な特性を持っている可能性があると理解されてい

ます。 

6. KERAFAST および提供者は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の表明も保証も行いません。商品性または特定の目的への

適合性についての明示的または黙示的な保証はなく、素材の使用が特許、著作権、商標、またはその他の所有権を侵害することは

ありません。法律で禁止されていない限り、購入者が、MATERIAL の使用、保管、または廃棄から生じる可能性のある第三者による

損害の請求について、すべての責任を負います。 

7. 購入者は、適用されるすべての法令および規制に従って MATERIAL を使用することに同意します。 


