SONOS, INC.ベータ版テスター
守秘義務契約
Sonos のベータ版テストプログラムに関心をお寄せいただきありがとうございます。
他のベータ版テストプログラムと同様に、テスターとして参加いただく前にいくつかの条件に同意し
ていただく必要があります。難しい条件はありませんのでご安心ください。同意していただく主な条
件を以下にまとめました。
•
•
•
•
•
•

Sonos のベータ版プログラムに参加するにあたり、テスターとして知ることになる情報は機密であ
り共有してはならないこと
Sonos のベータ版テスター募集アンケートに提供する情報が正確であること
プレス関係者や競合他社の社員または代理人ではないこと
ベータ版テスターとしての役割や仕事をいかなるプレス関係者やニュースグループ、またはサード
パーティーにも開示しないこと
Sonos へのフィードバックの依頼に無理のない範囲で速やかに返答すること
提供するフィードバックや提案を Sonos が自由に使用する許可を与えること

これらの条件に同意される場合は、SONOS, INC.（以下「SONOS」）が提供するソフトウェアおよび
関係するファームウェアやハードウェアの使用に対するベータ版テスターの条件と守秘義務契約（以
下「本契約」）をお読みください。
これらの条件を受諾し、SONOS のアプリまたはベータ版テスター募集アンケートで「同意する」ボ
タンを選択することにより、あなたは (1) 18 歳以上であること、(2) これらの条件に法的に拘束される
ことに同意する権利および権限を持つことを表明し、(3) 本契約のすべての条件に法的に拘束されるこ
とに同意するものとします。これにより拘束力のある契約となります。これらすべての条件に同意さ
れない場合または上記を表明できない場合は、SONOS のアプリまたはベータ版テスター募集アンケ
ートで「同意しない」ボタンを選択し、製品や材料を使用しないでください。
前文

A. Sonos は、市販されている既存のデジタルオーディオ製品（以下「製品」）を補完する目的で、あ
るデジタルオーディオ製品（以下「ベータ版製品」）を開発しています。あなたはテスターとして、
Sonos からハードウェア、ソフトウェア、製品、文書、機器、その他の材料（以下「Sonos の材料」
）を受け取ります。
B. ベータ版製品は現在開発中であり、実験的段階にあります。あなたは、Sonos のベータ版製品完成
を支援するため、本契約の規約に従いベータ版製品を自宅でテストし評価することに同意しました。
よって、両当事者は、ここに定める相互の約定に基づき、以下のとおり合意するものとします。
1. 守秘義務 あなたは秘密を保持し、いかなるサードパーティーにも以下の内容を開示したり協議し
たりしないことに同意します。 a) ベータ版製品、b) Sonos の材料、c) テスターとして参加するに
あたり知ることになる Sonos の開発製品またはマーケティング計画、d) あなたがベータ版テスト
プログラムに参加すること、および e) Sonos の社員、代理店、請負業者、またはその他の代理人

による Sonos の材料およびベータ版製品に関する口頭または書面での連絡内容。守秘義務は上記
のすべてが公知となるまで継続するものとします。
2. 忠誠義務の相反禁止 あなたおよびそのご家族は、a) プレス関係またはパブリックニュースグル
ープ関係者ではないこと、あるいは b) Sonos の競合他社の社員または代理人ではないことを表明
するものとします。また、Sonos のベータ版テスター募集アンケートに提供する情報が正確である
ことを表明するものとします。
3. フィードバック あなたは、Sonos の材料の操作や使用に関して、要請に応じてすみやかに
Sonos にフィードバックを提供するものとします。これには、オンラインレポートの記入、電話イ
ンタビューへの参加、問題やエラーの記録保持、提案やアイデアの提供、書面によるアンケートま
たは Sonos が提供する E メールによる課題に対する回答が含まれます。Sonos が提供した材料に
検査が必要な問題があった場合は、要請を受領してから 48 時間以内に Sonos に材料を郵送（送料
は Sonos が全額負担）してください。あなたが提供したフィードバックを Sonos が使用、開示、
複製、ライセンス許可、配布、商品化する可能性があることに同意するものとします。あなたは、
あなたのフィードバックおよび関係する知的所有権に関して必要なすべての許可を Sonos に与え
、Sonos がそれを行使することを許可するものとします。
4. テストのためのライセンス許諾 本契約における諸条件に従い、Sonos はベータ版製品をあなたの
自宅住所で使用するための個人的、非独占的、譲渡不能かつ取消可能なライセンスをここに供与し
ます。このライセンスは、あなたが Sonos のベータ版プログラムに積極的に参加している間のみ
有効であり、Sonos のベータ版製品の開発完了を支援するために、同製品のテストおよび評価の目
的にのみ与えられます。商用での目的・使用に対して与えられるものではありません。あなたは、
いかなるプロトタイプ、ソフトウェア、またはその他の有体物についてもリバースエンジニアリン
グ、分解、または逆コンパイルしないことに同意するものとします。
5. 保証責任の否認 あなたは以下を認め、同意するものとします。(a) ベータ版製品は開発途中であ
り、Sonos により市販されていないこと、(b) ベータ版製品は完全に機能しない場合があり、既存
の製品の機能に悪影響を与える可能性のある問題を含むエラーや設計上の欠陥、その他の問題が予
想されること、(c) ベータ版製品は、あなたが Sonos のベータ版プログラムに参加している期間中
は信頼できるものではない可能性があること、(d) ベータ版製品は、FCC や UL、その他の同等試
験を含む必要な規制試験に通過していないこと、(e) ベータ版製品およびその使用により、予期せ
ぬ結果、データの損失、電気的故障、その他の予測不能な損害や損失を引き起こす可能性があるこ
と、(f) Sonos は商用バージョンのベータ版製品を発表する義務を一切負わないこと、(g) Sonos の
規定する方法で製品が使用/テストされる土地建物の所有者から必要な同意や承認を受けているこ
と、(h) Sonos は、あなたやいかなるサードパーティーに対しても義務や責任を負うことなく、い
つでも一方的にベータ版製品の開発を中止する権利を持つこと。さらに、この記載に従ってあなた
はベータ版製品の対価を Sonos に一切支払っていないこと、およびベータ版製品は「現状有姿」
で提供されていることを認めるものとします。SONOS は、明示あるいは黙示を問わず、ベータ版
製品に関して一切の保証をせず、商品性、特定目的への適合性、および非侵害性の黙示的な保証を
含むがこれに限定されないすべての保証責任を明示的に否認します。
6. 所有権 あなたは、Sonos および/または Sonos のサプライヤーが、ベータ版製品に関するすべて
の権利、所有権、利害、そしてすべての知的所有権を所有することを認め、これに同意するものと
します。これには、すべての著作権、特許、特許申請、企業秘密、商標、その他の無形の権利が含

まれますがこれらに限定されるものではありません。あなたは Sonos の商標やその他の商号をい
かなる目的においても使用しないことに同意するものとします。あなたは本契約あるいは本契約に
基づくあなたの行動を理由に、いかなる著作権、特許、企業秘密、商標、またはその他の知的所有
権についても、一切の権利またはライセンスを獲得することはありません。Sonos が Sonos の材
料あるいはベータ版製品を提供する限り、あなたはすべての Sonos の材料が Sonos の単独かつ排
他的な所有物であることに同意するものとします。さらに、Sonos の要請に応じてベータ版テスト
終了後、Sonos による送料負担の上、Sonos の材料を返却することに同意するものとします。あな
たは、ベータ版製品に関する変更の提案や改善点、および Sonos を支援するための関連する権利
について、Sonos にすみやかに開示し譲渡することに同意します。これは、Sonos の妥当な要請に
応じて、Sonos による費用負担の上、Sonos が妥当に管理する可能性のあるこのような提案に関連
して知的所有権を保護する目的で開示・譲渡するものとします。
7. 責任制限 不法行為（過失を含む）、契約違反、保証、その他の行為の結果として生じたかどうか
にかかわらず、またそのような損害の可能性が言及された場合でも、ベータ版製品の設置または使
用により、あなたまたは他の関係者に対して生じるあらゆる損害について、SONOS はいかなる場
合も責任を負いません。これらの損害は、直接的、間接的、特別、偶発的、派生的な、本契約から
生じる何らかの損害が含まれますがこれらに限定されるものではありません。両当事者は前述の責
任制限は本契約に必須であることに同意するものとします。
8. プライバシー 本ベータ版テストプログラムのために、氏名、E メール、住所、電話番号などあな
たが提供した個人連絡先情報を使用して、Sonos や Sonos の社員または代理店があなたに連絡す
ることを許可することに同意するものとします。Sonos は、連絡を取る目的でこうした個人情報を
保管したり、Sonos の社員や代理店または委任業者と共有したりする場合があります。Sonos はあ
なたのテストから生成された情報および、本契約に従い提供された Sonos の製品や材料の使用に
より得られた情報を使用、収集、または保管する可能性があります。これらの情報には、総合的な
音声コマンド / Sonos スキルサービスの向上のために使用された音声データや録音（以下「使用デ
ータ」）が含まれます。Sonos はこのような使用データを開示、共有、再配布、または公開する可
能性があります。米国外に居住される方は、個人連絡先情報および使用データは米国に転送された
上、米国にあるサーバーに保管され、米国で適用される法律に従うことを理解しこれに同意するも
のとします。
9. 一般規定
9.1 解除 本契約に従いそれよりも早く解除されない限り、本契約はあなたが Sonos ベータ版テ
スターとして参加する本プログラムの終了時に自動的に失効します。いかなる場合でも本契約の日
付より 5 年以内に失効するものとします。当事者の一方は、いかなる理由においても又は理由なく
、相手方に書面で通知した場合、本契約を Sonos ベータ版プログラム終了よりも前に解除するこ
とができます。本契約は、本契約のあなたの義務に対して違反があった場合に自動的に解除されま
す。この違反には守秘義務に対する違反も含まれます。本契約のあなたの義務に対して違反があっ
た場合、Sonos ベータ版プログラムから直ちにあなたの参加が取り消される場合があります。
Sonos の要請に応じて、あなたはベータ版製品および Sonos の材料、その他の Sonos の有形所有
物を Sonos に送付するか、あるいはあなたの土地建物において Sonos が引き取ることができるよ
うにするものとします。

9.2
その他 Sonos の書面による事前の同意なしに、本契約をあなたに譲渡することはできま
せん。このような同意なしに譲渡を試みた場合は無効となります。あなたは本契約に従い与えられ
たベータ版製品のライセンスは、米国の輸出規制法および各規制、それらの修正条項の対象となる
ことを認めるものとします。あなたは米国の輸出法規制のあらゆる側面に従うことを保証するもの
とします。本契約はその法原則の抵触とは無関係に、カリフォルニア州法に準拠します。あなたは
連邦裁判所およびカリフォルニア州裁判所の権限に同意するものとします。本契約は、本契約の主
題に関してあなたと Sonos が完全に合意したことを証明し、本契約に特に含まれていないすべて
の書面または口頭による事前の理解、やりとり、同意に取って代わられるものとします。本契約の
条項が、裁判の判決に従って無効あるいは法的強制力のないものであると見なされる場合、その条
項以外の本契約は、その条件に従い効力および法的強制力を持つものとします。Sonos の所有権に
関して本契約の義務に違反した場合、法律により十分な救済策のない回復不能の損害を Sonos に
与えることになり、したがって Sonos は、本契約で提供される、あるいは法律または衡平法で適
用可能なあらゆる救済に加えて衡平法上の救済を受ける権利を得ることになります。

同意される場合は、Sonos のアプリまたはベータ版テスター募集アンケートで「ベータ版プログラム
に参加する」または「同意する」ボタンをクリックしてください。ベータ版プログラムへの参加は、
Sonos との電子的な契約および、上述の諸条件への同意を意味するものとなります。

本契約またはベータ版製品に関するご質問は、http://www.sonos.com/contact から最新のお問い合わせ
情報をご確認ください。

